
本庁
（3階）資産税課

◎申請される人によって添付する書類等が異なる場合があるため、書類の提出は、直接、本庁・保険年金課へお願いし
ます。
◎本庁・保険年金課では、毎週火曜日の延長窓口（～19時）と日曜窓口（9時～12時、13時～16時）を実施しています。

手続きの種類 手続きができる場所

手続きの種類 手続きができる場所

●市税の納付　※1
●納付書の再交付　※2
●口座振替依頼書

固定資産税・都市計画税に関すること

●減免申請
●住所変更、納付書の発送先の届出
●償却資産の申告
●地番図・家屋図の交付

手続きの種類 手続きができる場所

加入・喪失に関すること

各支所と本庁で受け付けます

本庁で受け付けます

各種申請
　●療養費
　●高額療養費
　●出産育児一時金
　●葬祭費
　●限度額適用認定証・標準負担額減額認定証
　●入院時食事（生活）療養費標準負担額差額支給
　●はり、きゅう、あん摩等施設利用証
　●第三者求償にかかる被害届
　●特定疾病療養受療証
　●高額介護合算療養費
　●高齢受給者証

本庁で受け付けます

　保険年金課　給付係　☎ 40-7271　FAX 40-7390

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

　保険年金課　国保税一係　☎ 40-7272　FAX 40-7390

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

本庁
（1階）保険年金課

各支所
市民サービスグループ

本庁
（3階）納税課　※3

●固定資産課税台帳の縦覧・閲覧
（縦覧期間内４月１日～固定資産税第１期納期限まで）
　※2

各支所と本庁で受け付けます

各支所
市民サービスグループ

本庁
（3階）資産税課

市税の納付に関すること
手続きの種類 手続きができる場所

各支所
市民サービスグループ

●住民異動に伴う手続き

給付に関すること

各支所と本庁で受け付けます

本庁
（1階）保険年金課

本庁
（1階）保険年金課

●職場の健康保険に加入したとき、または資格を喪失
　したときの手続き
●被保険者証の再交付

本庁で受け付けます

◎本庁・保険年金課では、毎週火曜日の延長窓口（～19時）と日曜窓口（9時～12時、13時～16時）を実施しています。

　納税課　☎ 40-7075～7076　FAX 25-5408

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

　資産税課　土地係、家屋係　　☎ 40-7070～7071　FAX 25-5408
　　　　　　管理・償却資産係　☎ 40-7073　　        FAX 25-5408

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

※1）各支所（市民サービスグループ）でも記載済の書類に限り提出が可能です。提出後の内容確認等については、
　本庁・資産税課からご連絡します。
※2）縦覧期間以外の固定資産課税台帳の閲覧は、本庁・資産税課までお越しください。
　　課税内容に関することは、本庁・資産税課までお問い合わせください。

※1）過年度分の納付は、本庁・納税課までご連絡ください。
※2）支所で再交付できる納付書は、現年度分に限ります。
※3）納税に関する相談は、本庁・納税課までご連絡ください。本庁・納税課では、開庁時間以外でも、毎週火曜日（～
　19時）、第4火曜日（～20時）、第1日曜日（9時～16時）に納税相談を実施しています。変更になる場合もありま
　すので、事前にお問い合わせください。

※1}

市税 国民健康保険
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　　本庁　※4
（1階）保険年金課

◎申請される人によって添付する書類等が異なる場合があるため、書類の提出は、直接、本庁・保険年金課へお願いし
ます。

◎本庁・保険年金課では、毎週火曜日の延長窓口（～19時）と日曜窓口（9時～12時、13時～16時）を実施しています。

手続きの種類 手続きができる場所

保険税に関すること

①保険税の納付　　　※1
②納付書の再交付　　※2
③納付確認票（確定申告用）の交付　　※3
④口座振替依頼書

手続きの種類 手続きができる場所

加入・喪失に関すること

本庁で受け付けます

各種申請
　●療養費
　●高額療養費
　●葬祭費
　●限度額適用・標準負担額減額認定証
　●入院時食事（生活）療養費標準負担額差額支給
　●はり、きゅう、あん摩等施設利用証
　●第三者求償にかかる被害届
　●特定疾病療養受療証
　●高額介護合算療養費

本庁で受け付けます

　保険年金課　後期高齢者医療係　☎ 40-7274　FAX 40-7390

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

本庁
（1階）保険年金課

⑤納税相談および短期証更新
⑥納税証明書の交付
⑦軽減・減免申請

各支所と本庁で受け付けます

各支所
市民サービスグループ

　　本庁　※4
（1階）保険年金課

人間ドックの助成

手続きの種類 手続きができる場所

各支所
市民サービスグループ

●住民異動に伴う手続き

給付に関すること

各支所と本庁で受け付けます

本庁
（1階）保険年金課

本庁
（1階）保険年金課

●障害認定に伴う手続き
●被保険者証の再交付

本庁で受け付けます

　①～⑤に関すること…保険年金課　国保税二係　☎ 40-7273　FAX 40-7390
　⑥・⑦に関すること…保険年金課　国保税一係　☎ 40-7272　FAX 40-7390

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

※1）過年度分の納付は、本庁・保険年金課までご連絡ください。
※2）各支所（市民サービスグループ）で交付できる納付書は、現年度分に限ります。
※3）各支所（市民サービスグループ）での納付確認票の再交付は、納付額確定以降（通常1月中旬）となります。
※4）本庁・保険年金課では、毎週火曜日の延長窓口（～19時）と日曜窓口（9時～12時、13時～16時）を実施しています。
　　また、第4火曜日（～20時）は納税相談を実施しています。変更になる場合もありますので、事前にお問い合わせくだ

　さい。

◎人間ドックの助成に関しては、本庁・保険年金課　保険企画係（☎40-7270  FAX 40-7390）までお問い合わせく
ださい。

国民健康保険 後期高齢者医療制度
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　　本庁　※4
（1階）保険年金課

◎申請される人によって添付する書類等が異なる場合があるため、書類の提出は、直接、本庁・保険年金課へお願いし
ます。

◎本庁・保険年金課では、毎週火曜日の延長窓口（～19時）と日曜窓口（9時～12時、13時～16時）を実施しています。

手続きの種類 手続きができる場所

保険税に関すること

①保険税の納付　　　※1
②納付書の再交付　　※2
③納付確認票（確定申告用）の交付　　※3
④口座振替依頼書

手続きの種類 手続きができる場所

加入・喪失に関すること

本庁で受け付けます

各種申請
　●療養費
　●高額療養費
　●葬祭費
　●限度額適用・標準負担額減額認定証
　●入院時食事（生活）療養費標準負担額差額支給
　●はり、きゅう、あん摩等施設利用証
　●第三者求償にかかる被害届
　●特定疾病療養受療証
　●高額介護合算療養費

本庁で受け付けます

　保険年金課　後期高齢者医療係　☎ 40-7274　FAX 40-7390

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

本庁
（1階）保険年金課

⑤納税相談および短期証更新
⑥納税証明書の交付
⑦軽減・減免申請

各支所と本庁で受け付けます

各支所
市民サービスグループ

　　本庁　※4
（1階）保険年金課

人間ドックの助成

手続きの種類 手続きができる場所

各支所
市民サービスグループ

●住民異動に伴う手続き

給付に関すること

各支所と本庁で受け付けます

本庁
（1階）保険年金課

本庁
（1階）保険年金課

●障害認定に伴う手続き
●被保険者証の再交付

本庁で受け付けます

　①～⑤に関すること…保険年金課　国保税二係　☎ 40-7273　FAX 40-7390
　⑥・⑦に関すること…保険年金課　国保税一係　☎ 40-7272　FAX 40-7390

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

※1）過年度分の納付は、本庁・保険年金課までご連絡ください。
※2）各支所（市民サービスグループ）で交付できる納付書は、現年度分に限ります。
※3）各支所（市民サービスグループ）での納付確認票の再交付は、納付額確定以降（通常1月中旬）となります。
※4）本庁・保険年金課では、毎週火曜日の延長窓口（～19時）と日曜窓口（9時～12時、13時～16時）を実施しています。
　　また、第4火曜日（～20時）は納税相談を実施しています。変更になる場合もありますので、事前にお問い合わせくだ

　さい。

◎人間ドックの助成に関しては、本庁・保険年金課　保険企画係（☎40-7270  FAX 40-7390）までお問い合わせく
ださい。

国民健康保険 後期高齢者医療制度
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　　本庁　※4
（1階）保険年金課

※1）障害基礎年金（20歳前疾病）定時届については、郵送による提出も可能です。
※2）本庁・保険年金課では、毎週火曜日の延長窓口（～19時）と日曜窓口（9時～12時、13時～16時）を実施しています。

手続きの種類 手続きができる場所

保険料に関すること

①保険料の納付　　　※1
②納付書の再交付　　※2
③納付確認票（確定申告用）の交付　　※3
④口座振替依頼書

手続きの種類 手続きができる場所

国民年金に関すること

本庁で受け付けます

　保険年金課　国民年金係　☎ 40-7275　FAX 40-7390

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

⑤納付相談および短期証更新
⑥保険料納付証明書の交付
⑦軽減・減免申請

各支所と本庁で受け付けます

各支所
市民サービスグループ

　　本庁　※4
（1階）保険年金課

各支所
市民サービスグループ

●住民異動に伴う手続き

各支所と本庁で受け付けます

　　本庁　※2
（1階）保険年金課

　　本庁　※2
（1階）保険年金課

各種申請、届出および相談
　●資格異動届
　●年金保険料の免除・納付猶予申請
　●各種年金の請求
　●受給者の死亡による未支給年金請求
　●障害基礎年金（20歳前疾病）定時届　※1
　●その他の国民年金に関する諸届出

本庁で受け付けます

　①～④、⑥・⑦に関すること…保険年金課　後期高齢者医療係　☎ 40-7274　FAX 40-7390
　⑤に関すること…………………保険年金課　国保税二係　　　　☎ 40-7273　FAX 40-7390

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

※1）過年度分の納付は、本庁・保険年金課までご連絡ください。
※2）各支所（市民サービスグループ）で交付できる納付書は、現年度分に限ります。
※3）各支所（市民サービスグループ）での納付確認票の再交付は、納付額確定以降（通常1月中旬）となります。
※4）本庁・保険年金課では、毎週火曜日の延長窓口（～19時）と日曜窓口（9時～12時、13時～16時）を実施していま
　 す。また、第4火曜日（～20時）は納付相談を実施しています。変更になる場合もありますので、事前にお問い合
　わせください。

後期高齢者医療制度 国民年金
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