マイナンバー制度の情報連携に伴い添付不要となる書類一覧
令和２年（２０２０年）６月１日時点
添付不要となる書類
住民票の写し
41 養護老人ホームへの措置入所
生活保護受給証明書
年金額等がわかる書類
介護保険料負担限度額認定申請
生活保護受給証明書
68
介護保険第２号被保険者の被保険者証交付申請
医療保険の被保険者証
生活保護受給証明書
独10 高齢者の住宅改修費助成金交付申請
生活保護受給証明書
独12 社会福祉法人による利用者負担軽減対象確認申請
市県民税（所得・課税）証明書
独13 高齢者介護用品支給申請
市県民税（所得・課税）証明書
障害児通所支援の申請
生活保護受給証明書
市県民税（所得・課税）証明書
8 障害児通所支援にかかる利用者負担額認定（見直し）の申請
生活保護受給証明書
市県民税（所得・課税）証明書
障害福祉サービス及び障害児通所支援の措置
生活保護受給証明書
市県民税（所得・課税）証明書
障害福祉サービス等の措置
12
（身体障害者福祉法）
生活保護受給証明書
市県民税（所得・課税）証明書
障害福祉サービス等の措置
34
（知的障害者福祉法）
生活保護受給証明書
市県民税（所得・課税）証明書
特別児童扶養手当の認定請求
住民票の写し
年金額等がわかる書類
46
市県民税（所得・課税）証明書
特別児童扶養手当の所得状況届
住民票の写し
年金額等がわかる書類
市県民税（所得・課税）証明書
特別障害者手当の申請
年金額等がわかる書類
市県民税（所得・課税）証明書
特別障害者手当の所得状況届
年金額等がわかる書類
47
市県民税（所得・課税）証明書
障害児福祉手当の申請
年金額等がわかる書類
市県民税（所得・課税）証明書
障害児福祉手当・経過的福祉手当の所得状況届
年金額等がわかる書類
市県民税（所得・課税）証明書
生活保護受給証明書
障害福祉サービスの申請
中国残留邦人等支援給付決定通知書
年金額等がわかる書類
市県民税（所得・課税）証明書
障害福祉サービスにかかる利用者負担額認定（見直し）の申 生活保護受給証明書
請
中国残留邦人等支援給付決定通知書
年金額等がわかる書類
市県民税（所得・課税）証明書
84
補装具費の支給
生活保護受給証明書
中国残留邦人等支援給付決定通知書
療養介護医療費支給申請
年金額等がわかる書類
市県民税（所得・課税）証明書
生活保護受給証明書
中国残留邦人等支援給付決定通知書
自立支援医療費（更生医療）の支給認定申請
特別児童扶養手当証書
医療保険の被保険者証
年金額等がわかる書類
市県民税（所得・課税）証明書
独4 重度障がい者日常生活用具給付の申請
生活保護受給証明書
生活保護受給証明書
独8 重度心身障がい者医療費助成の受給資格認定申請
市県民税（所得・課税）証明書
独18 心身障害者扶養共済制度の掛金減免申請
生活保護受給証明書
市県民税（所得・課税）証明書
生活保護受給者証
中国残留邦人等支援給付決定通知書
指定難病医療費助成申請（新規・転入）
年金額等がわかる書類
特別児童扶養手当証書
健康保険証が確認できる書類
98
市県民税（所得・課税）証明書
生活保護受給者証
中国残留邦人等支援給付決定通知書
指定難病医療費助成申請（変更）
年金額等がわかる書類
特別児童扶養手当証書
健康保険証が確認できる書類
年金額等がわかる書類
14 精神障害者保健福祉手帳の申請・更新
市県民税（所得・課税）証明書
生活保護受給証明書
中国残留邦人等支援給付決定通知書
84 自立支援医療費（精神通院医療）の支給認定申請
特別児童扶養手当証書
医療保険の被保険者証
年金額等がわかる書類

手続数 別表１
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17

18

19

20
21

22

23
24
25

26

27

28

29

手続名

申請窓口

各区福祉課

問合せ先
高齢福祉課（096-328-2963）
介護保険課（096-328-2347）
中央区福祉課（096-328-2311）
東区福祉課（096-367-9127）
西区福祉課（096-329-5403）
南区福祉課（096-357-4129）
北区福祉課（096-272-1118）

各区福祉課
障がい保健福祉課（096-328-2519）
中央区福祉課（096-328-2313）
東区福祉課（096-367-9177）
西区福祉課（096-329-5403）
南区福祉課（096-357-4129）
北区福祉課（096-272-1118）

各区福祉課、
総合出張所

各区福祉課
障がい保健福祉課 障がい保健福祉課（096-328-2519）

各区福祉課

各区福祉課、
総合出張所

医療政策課（096-364-3300）
中央区福祉課（096-328-2313）
東区福祉課（096-367-9177）
西区福祉課（096-329-5403）
南区福祉課（096-357-4129）
北区福祉課（096-272-1118）

こころの健康センター（096-366-1171）
中央区福祉課（096-328-2313）
東区福祉課（096-367-9177）
西区福祉課（096-329-5403）
南区福祉課（096-357-4129）
北区福祉課（096-272-1118）

マイナンバー制度の情報連携に伴い添付不要となる書類一覧
令和２年（２０２０年）６月１日時点
手続名

手続数 別表１
30

非自発的失業者に係る保険料の軽減の届出
30

31

添付不要となる書類

申請窓口

雇用保険受給資格者証
資格取得・喪失証明書

国民健康保険資格の適用・終了の届出

各区区民課、
総合出張所

医療保険の被保険者証
32

7

小児慢性特定疾病医療費支給認定申請

33

49

未熟児養育医療給付申請

34

84

自立支援医療費（育成医療費）の支給認定申請

35

36

9

助産施設・母子生活支援施設入所申込

独19 ショートステイ、トワイライトステイ事業申請

37

児童扶養手当新規申請

38

児童扶養手当額改定（増額）申請
37

39

児童扶養手当現況届

40

障がいによる児童扶養手当の届出

41

児童扶養手当の一部支給停止適用除外に関する届出
児童手当新規申請

42

56
児童手当現況届

43

独9 ひとり親家庭等医療費助成申請

44

43

45

母子父子寡婦福祉資金貸付の申請
母子家庭等高等職業訓練促進給付金の申請

46

母子家庭等高等職業訓練修了支援金の申請
45

47

母子家庭等自立支援教育訓練給付金の講座指定申請

48

母子家庭等自立支援教育訓練給付金の支給申請

49

50

94

15

保育所等申込

生活保護の実施

51

独7 生活に困窮する外国人に対する保護措置の実施

52

63

中国残留邦人等に対する支援給付の実施

特別児童扶養手当証書
生活保護受給証明書
市県民税（所得・課税）証明書
特別児童扶養手当証書
生活保護受給証明書
中国残留邦人等支援給付決定通知書
市町村民税課税証明書
生活保護受給証明書
中国残留邦人等支援給付決定通知書
特別児童扶養手当証書
医療保険の被保険者証
身体障害者手帳
年金額等がわかる書類
生活保護受給証明書
中国残留邦人等支援給付決定通知書
市県民税（所得・課税）証明書
住民票の写し
特別児童扶養手当証書
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳
年金額等がわかる書類
市県民税（所得・課税）証明書
市県民税（所得・課税）証明書
特別児童扶養手当証書
身体障害者手帳
年金額等がわかる書類
市県民税（所得・課税）証明書
特別児童扶養手当証書
身体障害者手帳
年金額等がわかる書類
市県民税（所得・課税）証明書
特別児童扶養手当証書
身体障害者手帳
年金額等がわかる書類
特別児童扶養手当証書
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳
市県民税（所得・課税）証明書
医療保険の被保険者証
市県民税（所得・課税）証明書
医療保険の被保険者証
市県民税（所得・課税）証明書
市県民税（所得・課税）証明書（市外在住
の連帯保証人に関しては省略不可）
市県民税（所得・課税）証明書
児童扶養手当証書
市県民税（所得・課税）証明書
児童扶養手当証書
市県民税（所得・課税）証明書
児童扶養手当証書
市県民税（所得・課税）証明書
児童扶養手当証書

市県民税（所得・課税）証明書

小児慢性特定疾病医療受給者証
雇用保険受給資格者証
介護保険被保険者証
児童扶養手当証書
医療保険の被保険者証
年金額等がわかる書類
小児慢性特定疾病医療受給者証
雇用保険受給資格者証
介護保険被保険者証
児童扶養手当証書
医療保険の被保険者証
小児慢性特定疾病医療受給者証
雇用保険受給資格者証
介護保険被保険者証
児童扶養手当証書
医療保険の被保険者証
年金額等がわかる書類

各区保健子ども課

問合せ先
国保年金課（096-328-2290）
中央区区民課（096-328-2278）
東区区民課（096-367-9125）
西区区民課（096-329-1198）
南区区民課（096-357-4128）
北区区民課（096-272-6905）

子ども政策課（096-328-2156）
中央区保健子ども課（096-328-2421）
東区保健子ども課（096-367-9134）
西区保健子ども課（096-329-1147）
南区保健子ども課（096-357-4138）
北区保健子ども課（096-272-1128）

子ども支援課（096-328-2158）
中央区保健子ども課（096-328-2421）
各区保健子ども課、 東区保健子ども課（096-367-9134）
総合出張所
西区保健子ども課（096-329-1147）
南区保健子ども課（096-357-4138）
北区保健子ども課（096-272-1128）

子ども支援課（096-328-2158）
中央区保健子ども課（096-328-2421）
東区保健子ども課（096-367-9134）
各区保健子ども課、
西区保健子ども課（096-329-1147）
熊本市母子父子相談
南区保健子ども課（096-357-4138）
室
北区保健子ども課（096-272-1128）
熊本市母子父子相談室（096-3721228）

各保育園
各区保健子ども課

保育幼稚園課（096-328-2568）
中央区保健子ども課（096-328-2421）
東区保健子ども課（096-367-9134）
西区保健子ども課（096-329-1147）
南区保健子ども課（096-357-4138）
北区保健子ども課（096-272-1128）

各区保護課

保護管理援護課（096-328-2299）
中央区保護課（096-328-2320）
東区保護課（096-367-9129）
西区保護課（096-329-6839）
南区保護課（096-357-4134）
北区保護課（096-272-6910）

保護管理援護課

保護管理援護課（096-328-2299）

マイナンバー制度の情報連携に伴い添付不要となる書類一覧
令和２年（２０２０年）６月１日時点
手続名

手続数 別表１
53
54

里親認定・登録申請
7

55
56

児童保護費負担金決定
10

57
58

70

59

14

60
61

16

62
63
64
65

独教1
独教2

66

67

68

19・35

69

70

71

障害児入所給付費の支給決定

61の2

添付不要となる書類
市県民税（所得・課税）証明書
住民票の写し
市県民税（所得・課税）証明書
住民票の写し
生活保護受給証明書
住民票の写し
生活保護受給証明書

インフルエンザ及び成人用肺炎球菌予防接種自己負担免除
市県民税（所得・課税）証明書
の申請（転入）
予防接種健康被害救済給付の申請
医療保険の被保険者証
感染症患者医療費公費負担申請(結核公費負担は転入のみ) 市県民税（所得・課税）証明書
生活保護受給証明書
措置入院医療費負担金調査認定
市県民税（所得・課税）証明書
身体障害者手帳
個人市民税・県民税（住民税）の障害者控除認定
精神障害者保健福祉手帳
個人市民税・県民税（住民税）の減免認定
生活保護受給証明書
身体障害者手帳
軽自動車税の障害者減免認定(新規申請を除く）
精神障害者保健福祉手帳
軽自動車税の減免認定
生活保護受給証明書
就学援助（準要保護）の申請
市県民税（所得・課税）証明書
特別支援教育就学奨励費の申請
市県民税（所得・課税）証明書
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳
市営住宅等の家賃決定における収入申告（一部団地を除く）
市県民税（所得・課税）証明書
住民票の写し
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳
市営住宅等の入居申込手続き（一部団地を除く）
市県民税（所得・課税）証明書
住民票の写し
生活保護受給証明書
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳
市営住宅等の家賃と駐車場使用料の減免申請（一部団地を除
市県民税（所得・課税）証明書
く）
住民票の写し
生活保護受給証明書
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳
市営住宅等への同居の承認申請（一部団地を除く）
市県民税（所得・課税）証明書
住民票の写し
生活保護受給証明書
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳
市営住宅等の名義の承継申請（一部団地を除く）
市県民税（所得・課税）証明書
住民票の写し
生活保護受給証明書
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳
特定優良賃貸住宅の入居申込手続き
市県民税（所得・課税）証明書
住民票の写し

申請窓口

児童相談所

感染症対策課

精神保健福祉室

市民税課
各税務室

学務課
総合支援課

市営住宅課

問合せ先

児童相談所（096-366-8181）

感染症対策課（096-364-3189）

精神保健福祉室（096-361-2293）

市民税課（096-328-2181）

学務課（096-328-2716）
総合支援課（096-328-2743）

市営住宅課（096-328-2461）

