
各種届出各種届出
各種届出において、下記以外の書類が必要な場合が
ありますので、事前にお問い合わせください。

025 
W90mm × H60mm

026 
W90mm × H60mm

027 
W90mm × H60mm

028 
W90mm × H60mm

戸籍届出・住民登録
★届出はお早めに！
市では、住民登録の届け出をもとにして住民基本台帳を作ります。この台帳は、選挙人名簿、学齢簿の作成や国民健康保険、
国民年金の資格など、行政サービスの基礎資料となりますので、届け出は速やかにお願いします。
こんなときは 届出種類 届出期間 必要なもの

子どもが
生まれたとき 出生届 生まれた日を含め

て14日以内
①出生届書（出生証明書）� ③母子健康手帳
②届出人の印鑑（子どもの父または母）� ④健康保険証

結婚するとき 婚姻届

①婚姻届書1通（成年者の証人2人の署名・押印があるもの）
②夫・妻の印鑑（届書に押印したもの［婚姻前の氏］）
③夫・妻の戸籍謄本（婚姻前の本籍地が本巣市の場合は不要です）
④本人確認書類（マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど）
⑤国民健康保険証（加入者）
⑥マイナンバーカード、住民基本台帳カード（氏が変わる人）
※未成年者は、父母の同意が必要です。
※住所を変更する方は、住民異動届（転入届・転居届・転出届など）が必要です。

亡くなったとき 死亡届 死亡の事実を知っ
た日から7日以内

①死亡届書（死亡診断書）
②届出人の印鑑（同居の親族などの印鑑）

市外から
引っ越してきたとき 転入届 転入した日から

14日以内

①転出証明書（前住所地の市区町村が発行したもの）または住民基本台帳カード（住基カードを利用して転出した人）
　またはマイナンバーカード（マイナンバーカードを利用して転出した人）
②届出人（本人または同一世帯の人）の印鑑
③届出人の本人確認書類（マイナンバーカード・運転免許証・保険証など）
④介護保険受給資格証明書（介護認定者のみ）
⑤マイナンバーカード、住民基本台帳カード

市外へ
引っ越すとき 転出届 転出する前にあら

かじめ届け出る

市内で
引っ越したとき 転居届 転居した日から

14日以内

国民健康保険
★届出は14日以内に！
国民健康保険への加入（被保険者になる）や脱退には届け出が必要です。届け出をしていないと、保険税をさかのぼって納め
なければならないことや、国民健康保険が負担した医療費を返さなければならないことがあります。

こんなとき 必要なもの

入るとき

本巣市に転入したとき 転出証明書
他の健康保険をやめたとき 健康保険等資格喪失証明書
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
子どもが生まれたとき 保険証、世帯主の振込口座の分かるもの

やめるとき

他の市区町村へ転出するとき 保険証
他の健康保険に加入したとき 国民健康保険と加入した健康保険の保険証
生活保護を受けることになったとき 保険証、保護開始決定通知書
亡くなったとき 保険証、葬祭執行者の振込口座が分かるもの、会葬礼状など葬祭執行者を確認できる書類

その他
住所、世帯主、氏名などが変わったとき 保険証
保険証をなくしたとき、汚れて使えなくなったとき 使えなくなった保険証
修学のため、子どもが他の市区町村に下宿するとき 保険証、在学証明書

※窓口に来る人の身分証明書（運転免許証など）・世帯主および国保の資格を異動する人のマイナンバーカードまたは通知カードをご用意ください。
※限度額適用認定証などをお持ちの場合はご持参ください。
※世帯主変更、住所変更などの場合は、該当する世帯全員の保険証が必要です。

印鑑登録・証明
■印鑑登録をしたいとき
登録する印鑑は1人1個に限ります。1個の印鑑を2人以上
で登録できません。
●本人が登録申請する場合に必要なもの
登録する印鑑（印影が鮮明で、外枠が欠けていないもの）、
官公署発行の顔写真付身分証明書（運転免許証・パスポート・
マイナンバーカード・住民基本台帳カードなどで有効期間内
のもの）
※身分証明書をお持ちでない人は、文書照会（★印参照）または保証
人による本人確認をして登録します。

●代理人が登録申請する場合に必要なもの
委任通知書、登録する印鑑
※代理人による登録申請があった場合は、文書照会（★印参照）によ
る本人確認をして登録します。（即日登録できません）

★文書照会による本人確認
登録申請後、照会書（兼回答書）を本人の市内住所地に郵
送します。
■印鑑登録証明書を取りたいとき
●必要なもの
印鑑登録証、申請者の本人確認書類

旅券（パスポート）申請・交付
●取扱窓口　市民課市民係
●申請できる人
日本国籍を有し、原則として本巣市に住民登録があり、申
請と受け取りを市民課市民係に来庁できる人です。なお、旅
券センターと交付までの日数が異なります。
また、緊急発給・一般旅券発給申請書の刑罰関係欄に該当
する場合は、本巣市での申請はできません。
※受け取りは必ず本人が来庁してください。受け取り時に手数料を収入
印紙（取り扱いは郵便局）と県収入証紙（取り扱いは銀行など）によ
り収めてください。
※申請手続きには時間がかかります。
※一定の条件を満たす場合に、居所申請できる場合があります。詳しく
は、市民課市民係へお問い合わせください。
受け取りまでの日数

申請場所 交付場所 新規・切替 紛失届新規
本巣市 本巣市 8日目～ 10日目～
旅券センター 旅券センター 5日目～ 6日目～

※申請の日から土曜・日曜・祝日および年末年始を除いた日数となります。

国民年金
こんなとき 必要なもの

厚生年金・共済年金をやめたとき（扶養配偶
者がいる場合は併せて届け出ください）

健康保険等資格喪失証明書、
該当の方の基礎年金番号が分
かるもの（年金手帳など）

配偶者の扶養から外れたとき
（収入が増えたときや離婚したとき）

健康保険等資格喪失証明書、
基礎年金番号が分かるもの
（年金手帳など）

任意加入するとき、やめるとき 基礎年金番号が分かるもの
（年金手帳など）

※窓口に来る人の身分証明書（運転免許証など）をご用意ください。
※届け出の際はマイナンバーカードまたは通知カードをご用意ください。

後期高齢者医療
こんなとき 必要なもの

一定の障がいがある65歳以上の人
で、被保険者としての認定を受けよ
うとするとき

障害者手帳、障害年金証書、その他障が
いの状態が明らかにできる書類、保険証
（国保など）

県外に転出するとき 保険証
県外から本巣市に転入したとき 負担区分等証明書
県内で住所が変わったとき 保険証
生活保護を受けることになったとき 保険証、保護開始決定通知書
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書

亡くなったとき
保険証、葬祭執行者の振込口座が分かる
もの、会葬礼状等葬祭執行者を確認でき
る書類

住所・氏名が変わったとき 保険証
保険証をなくしたとき、
汚れて使えなくなったとき 使えなくなった保険証

※窓口に来る人の身分証明書（運転免許証など）・後期高齢の人のマイ
ナンバーカードまたは通知カードをご用意ください。

福祉医療費の助成
保険診療の自己負担額を助成します。下記に該当する場合
は受給者証交付申請をしてください。なお、②～④は所得制
限により、助成の対象とならない場合があります。
助成対象者 対象の範囲 申請するとき 必要なもの

①乳幼児等

�●令和5年3月診療分まで
15歳（到達後最初の3月31日
を迎える）までの児童
�●令和5年4月診療分から
18歳（到達後最初の3月31日
を迎える）までの児童

出生、転入、
②～④の助成
対象者でなく
なったとき

健康保険証（児
童）など

②�重度心身�
障がい者

�● �身体障害者手帳1～3級所持者
�● �療育手帳A1、A2、B1所持者
�●精神障害者保健福祉手帳1、2
級所持者
�● �身体障害者手帳４級で戦傷病者手
帳（特別項症～第4項症）所持者

該当手帳交付
のとき、転入
したとき

該当手帳、健康
保険証（手帳所
持者）、所得課税
証明書（転入など
の場合）など

▶問い合わせ…市民課　☎058-323-7750

①�届出人（本人または同一世帯の人）の印鑑
②�届出人の本人確認書類（マイナンバーカード・運転免許証・保
険証など）

③�印鑑登録証（登録者）
④�国民健康保険証（加入者）

⑤�後期高齢者医療保険証（加入者）
⑥各種医療受給者証（受給者）
⑦介護保険証（加入者）
⑧�戸別受信機（世帯全員が転出する場合）

①�届出人（本人または同一世帯の人）の印鑑
②�届出人の本人確認書類（マイナンバーカード・運転免許証・保
険証など）

③�国民健康保険証（加入者）
④�後期高齢者医療保険証（加入者）

⑤�各種医療受給者証（受給者）
⑥�介護保険証（加入者）
⑦�戸別受信機（世帯全員が転居する場合）
⑧�マイナンバーカード、住民基本台帳カード

10 11

各
種
届
出

各
種
届
出

各種届出各種届出
各種届出において、下記以外の書類が必要な場合が
ありますので、事前にお問い合わせください。

025 
W90mm × H60mm

026 
W90mm × H60mm

027 
W90mm × H60mm

028 
W90mm × H60mm

戸籍届出・住民登録
★届出はお早めに！
市では、住民登録の届け出をもとにして住民基本台帳を作ります。この台帳は、選挙人名簿、学齢簿の作成や国民健康保険、
国民年金の資格など、行政サービスの基礎資料となりますので、届け出は速やかにお願いします。
こんなときは 届出種類 届出期間 必要なもの

子どもが
生まれたとき 出生届 生まれた日を含め

て14日以内
①出生届書（出生証明書）� ③母子健康手帳
②届出人の印鑑（子どもの父または母）� ④健康保険証

結婚するとき 婚姻届

①婚姻届書1通（成年者の証人2人の署名・押印があるもの）
②夫・妻の印鑑（届書に押印したもの［婚姻前の氏］）
③夫・妻の戸籍謄本（婚姻前の本籍地が本巣市の場合は不要です）
④本人確認書類（マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど）
⑤国民健康保険証（加入者）
⑥マイナンバーカード、住民基本台帳カード（氏が変わる人）
※未成年者は、父母の同意が必要です。
※住所を変更する方は、住民異動届（転入届・転居届・転出届など）が必要です。

亡くなったとき 死亡届 死亡の事実を知っ
た日から7日以内

①死亡届書（死亡診断書）
②届出人の印鑑（同居の親族などの印鑑）

市外から
引っ越してきたとき 転入届 転入した日から

14日以内

①転出証明書（前住所地の市区町村が発行したもの）または住民基本台帳カード（住基カードを利用して転出した人）
　またはマイナンバーカード（マイナンバーカードを利用して転出した人）
②届出人（本人または同一世帯の人）の印鑑
③届出人の本人確認書類（マイナンバーカード・運転免許証・保険証など）
④介護保険受給資格証明書（介護認定者のみ）
⑤マイナンバーカード、住民基本台帳カード

市外へ
引っ越すとき 転出届 転出する前にあら

かじめ届け出る

市内で
引っ越したとき 転居届 転居した日から

14日以内

国民健康保険
★届出は14日以内に！
国民健康保険への加入（被保険者になる）や脱退には届け出が必要です。届け出をしていないと、保険税をさかのぼって納め
なければならないことや、国民健康保険が負担した医療費を返さなければならないことがあります。

こんなとき 必要なもの

入るとき

本巣市に転入したとき 転出証明書
他の健康保険をやめたとき 健康保険等資格喪失証明書
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
子どもが生まれたとき 保険証、世帯主の振込口座の分かるもの

やめるとき

他の市区町村へ転出するとき 保険証
他の健康保険に加入したとき 国民健康保険と加入した健康保険の保険証
生活保護を受けることになったとき 保険証、保護開始決定通知書
亡くなったとき 保険証、葬祭執行者の振込口座が分かるもの、会葬礼状など葬祭執行者を確認できる書類

その他
住所、世帯主、氏名などが変わったとき 保険証
保険証をなくしたとき、汚れて使えなくなったとき 使えなくなった保険証
修学のため、子どもが他の市区町村に下宿するとき 保険証、在学証明書

※窓口に来る人の身分証明書（運転免許証など）・世帯主および国保の資格を異動する人のマイナンバーカードまたは通知カードをご用意ください。
※限度額適用認定証などをお持ちの場合はご持参ください。
※世帯主変更、住所変更などの場合は、該当する世帯全員の保険証が必要です。

印鑑登録・証明
■印鑑登録をしたいとき
登録する印鑑は1人1個に限ります。1個の印鑑を2人以上
で登録できません。
●本人が登録申請する場合に必要なもの
登録する印鑑（印影が鮮明で、外枠が欠けていないもの）、
官公署発行の顔写真付身分証明書（運転免許証・パスポート・
マイナンバーカード・住民基本台帳カードなどで有効期間内
のもの）
※身分証明書をお持ちでない人は、文書照会（★印参照）または保証
人による本人確認をして登録します。

●代理人が登録申請する場合に必要なもの
委任通知書、登録する印鑑
※代理人による登録申請があった場合は、文書照会（★印参照）によ
る本人確認をして登録します。（即日登録できません）

★文書照会による本人確認
登録申請後、照会書（兼回答書）を本人の市内住所地に郵
送します。
■印鑑登録証明書を取りたいとき
●必要なもの
印鑑登録証、申請者の本人確認書類

旅券（パスポート）申請・交付
●取扱窓口　市民課市民係
●申請できる人
日本国籍を有し、原則として本巣市に住民登録があり、申
請と受け取りを市民課市民係に来庁できる人です。なお、旅
券センターと交付までの日数が異なります。
また、緊急発給・一般旅券発給申請書の刑罰関係欄に該当
する場合は、本巣市での申請はできません。
※受け取りは必ず本人が来庁してください。受け取り時に手数料を収入
印紙（取り扱いは郵便局）と県収入証紙（取り扱いは銀行など）によ
り収めてください。
※申請手続きには時間がかかります。
※一定の条件を満たす場合に、居所申請できる場合があります。詳しく
は、市民課市民係へお問い合わせください。
受け取りまでの日数

申請場所 交付場所 新規・切替 紛失届新規
本巣市 本巣市 8日目～ 10日目～
旅券センター 旅券センター 5日目～ 6日目～

※申請の日から土曜・日曜・祝日および年末年始を除いた日数となります。

国民年金
こんなとき 必要なもの

厚生年金・共済年金をやめたとき（扶養配偶
者がいる場合は併せて届け出ください）

健康保険等資格喪失証明書、
該当の方の基礎年金番号が分
かるもの（年金手帳など）

配偶者の扶養から外れたとき
（収入が増えたときや離婚したとき）

健康保険等資格喪失証明書、
基礎年金番号が分かるもの
（年金手帳など）

任意加入するとき、やめるとき 基礎年金番号が分かるもの
（年金手帳など）

※窓口に来る人の身分証明書（運転免許証など）をご用意ください。
※届け出の際はマイナンバーカードまたは通知カードをご用意ください。

後期高齢者医療
こんなとき 必要なもの

一定の障がいがある65歳以上の人
で、被保険者としての認定を受けよ
うとするとき

障害者手帳、障害年金証書、その他障が
いの状態が明らかにできる書類、保険証
（国保など）

県外に転出するとき 保険証
県外から本巣市に転入したとき 負担区分等証明書
県内で住所が変わったとき 保険証
生活保護を受けることになったとき 保険証、保護開始決定通知書
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書

亡くなったとき
保険証、葬祭執行者の振込口座が分かる
もの、会葬礼状等葬祭執行者を確認でき
る書類

住所・氏名が変わったとき 保険証
保険証をなくしたとき、
汚れて使えなくなったとき 使えなくなった保険証

※窓口に来る人の身分証明書（運転免許証など）・後期高齢の人のマイ
ナンバーカードまたは通知カードをご用意ください。

福祉医療費の助成
保険診療の自己負担額を助成します。下記に該当する場合
は受給者証交付申請をしてください。なお、②～④は所得制
限により、助成の対象とならない場合があります。
助成対象者 対象の範囲 申請するとき 必要なもの

①乳幼児等

�●令和5年3月診療分まで
15歳（到達後最初の3月31日
を迎える）までの児童
�●令和5年4月診療分から
18歳（到達後最初の3月31日
を迎える）までの児童

出生、転入、
②～④の助成
対象者でなく
なったとき

健康保険証（児
童）など

②�重度心身�
障がい者

�● �身体障害者手帳1～3級所持者
�● �療育手帳A1、A2、B1所持者
�●精神障害者保健福祉手帳1、2
級所持者
�● �身体障害者手帳４級で戦傷病者手
帳（特別項症～第4項症）所持者

該当手帳交付
のとき、転入
したとき

該当手帳、健康
保険証（手帳所
持者）、所得課税
証明書（転入など
の場合）など

▶問い合わせ…市民課　☎058-323-7750

①�届出人（本人または同一世帯の人）の印鑑
②�届出人の本人確認書類（マイナンバーカード・運転免許証・保
険証など）

③�印鑑登録証（登録者）
④�国民健康保険証（加入者）

⑤�後期高齢者医療保険証（加入者）
⑥各種医療受給者証（受給者）
⑦介護保険証（加入者）
⑧�戸別受信機（世帯全員が転出する場合）

①�届出人（本人または同一世帯の人）の印鑑
②�届出人の本人確認書類（マイナンバーカード・運転免許証・保
険証など）

③�国民健康保険証（加入者）
④�後期高齢者医療保険証（加入者）

⑤�各種医療受給者証（受給者）
⑥�介護保険証（加入者）
⑦�戸別受信機（世帯全員が転居する場合）
⑧�マイナンバーカード、住民基本台帳カード
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A

025
004

司法書士よこやま登記・法務事務所 御中

登記・相続・遺言・成年後見・信託 本巣市地図4図 D‐3

身近な法律相談の窓口です

司法書士・行政書士
よこやま登記・法務事務所
身近で相談できる事務所となれるよう努力してまいります。登記はもちろん、
相続、遺言書作成、生前贈与、信託、死後事務、終活、成年後見、借金問題、
離婚、会社法務、事業承継、法律に関する事で迷ったときは、お気軽にご相談
ください。

■本巣郡北方町北方153-11 岐阜県司法書士会所属:横山真一
■TEL:058-322-5505 ■FAX:058-322-5504
■営業時間／9:00～20:00 ■定休日／日曜（事前予約で休日も対応いたします。）
■URL:http://www.yokoyama-legaloffice.com
■E-mail:yokoyama@yokoyama-legaloffice.com あり（3台）

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A

026
012

税理士法人AEもとす 御中

税理士 本巣市地図7図 B‐3

身近な税務相談の窓口です

●相続税及び贈与税申告、相続対策、財産評価
●法人の設立相談及び法人税確定申告
●個人事業の開業相談及び個人事業確定申告
●所得税の確定申告
～当事務所にお任せください～ ・名古屋税理士会所属

■本巣市曽井中島614
■TEL:0581-34-2416
■FAX:0581-34-2063

あり

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済



各種届出各種届出
各種届出において、下記以外の書類が必要な場合が
ありますので、事前にお問い合わせください。

025 
W90mm × H60mm

026 
W90mm × H60mm

027 
W90mm × H60mm

028 
W90mm × H60mm

戸籍届出・住民登録
★届出はお早めに！
市では、住民登録の届け出をもとにして住民基本台帳を作ります。この台帳は、選挙人名簿、学齢簿の作成や国民健康保険、
国民年金の資格など、行政サービスの基礎資料となりますので、届け出は速やかにお願いします。
こんなときは 届出種類 届出期間 必要なもの

子どもが
生まれたとき 出生届 生まれた日を含め

て14日以内
①出生届書（出生証明書）� ③母子健康手帳
②届出人の印鑑（子どもの父または母）� ④健康保険証

結婚するとき 婚姻届

①婚姻届書1通（成年者の証人2人の署名・押印があるもの）
②夫・妻の印鑑（届書に押印したもの［婚姻前の氏］）
③夫・妻の戸籍謄本（婚姻前の本籍地が本巣市の場合は不要です）
④本人確認書類（マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど）
⑤国民健康保険証（加入者）
⑥マイナンバーカード、住民基本台帳カード（氏が変わる人）
※未成年者は、父母の同意が必要です。
※住所を変更する方は、住民異動届（転入届・転居届・転出届など）が必要です。

亡くなったとき 死亡届 死亡の事実を知っ
た日から7日以内

①死亡届書（死亡診断書）
②届出人の印鑑（同居の親族などの印鑑）

市外から
引っ越してきたとき 転入届 転入した日から

14日以内

①転出証明書（前住所地の市区町村が発行したもの）または住民基本台帳カード（住基カードを利用して転出した人）
　またはマイナンバーカード（マイナンバーカードを利用して転出した人）
②届出人（本人または同一世帯の人）の印鑑
③届出人の本人確認書類（マイナンバーカード・運転免許証・保険証など）
④介護保険受給資格証明書（介護認定者のみ）
⑤マイナンバーカード、住民基本台帳カード

市外へ
引っ越すとき 転出届 転出する前にあら

かじめ届け出る

市内で
引っ越したとき 転居届 転居した日から

14日以内

国民健康保険
★届出は14日以内に！
国民健康保険への加入（被保険者になる）や脱退には届け出が必要です。届け出をしていないと、保険税をさかのぼって納め
なければならないことや、国民健康保険が負担した医療費を返さなければならないことがあります。

こんなとき 必要なもの

入るとき

本巣市に転入したとき 転出証明書
他の健康保険をやめたとき 健康保険等資格喪失証明書
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
子どもが生まれたとき 保険証、世帯主の振込口座の分かるもの

やめるとき

他の市区町村へ転出するとき 保険証
他の健康保険に加入したとき 国民健康保険と加入した健康保険の保険証
生活保護を受けることになったとき 保険証、保護開始決定通知書
亡くなったとき 保険証、葬祭執行者の振込口座が分かるもの、会葬礼状など葬祭執行者を確認できる書類

その他
住所、世帯主、氏名などが変わったとき 保険証
保険証をなくしたとき、汚れて使えなくなったとき 使えなくなった保険証
修学のため、子どもが他の市区町村に下宿するとき 保険証、在学証明書

※窓口に来る人の身分証明書（運転免許証など）・世帯主および国保の資格を異動する人のマイナンバーカードまたは通知カードをご用意ください。
※限度額適用認定証などをお持ちの場合はご持参ください。
※世帯主変更、住所変更などの場合は、該当する世帯全員の保険証が必要です。

印鑑登録・証明
■印鑑登録をしたいとき
登録する印鑑は1人1個に限ります。1個の印鑑を2人以上
で登録できません。
●本人が登録申請する場合に必要なもの
登録する印鑑（印影が鮮明で、外枠が欠けていないもの）、
官公署発行の顔写真付身分証明書（運転免許証・パスポート・
マイナンバーカード・住民基本台帳カードなどで有効期間内
のもの）
※身分証明書をお持ちでない人は、文書照会（★印参照）または保証
人による本人確認をして登録します。

●代理人が登録申請する場合に必要なもの
委任通知書、登録する印鑑
※代理人による登録申請があった場合は、文書照会（★印参照）によ
る本人確認をして登録します。（即日登録できません）

★文書照会による本人確認
登録申請後、照会書（兼回答書）を本人の市内住所地に郵
送します。
■印鑑登録証明書を取りたいとき
●必要なもの
印鑑登録証、申請者の本人確認書類

旅券（パスポート）申請・交付
●取扱窓口　市民課市民係
●申請できる人
日本国籍を有し、原則として本巣市に住民登録があり、申
請と受け取りを市民課市民係に来庁できる人です。なお、旅
券センターと交付までの日数が異なります。
また、緊急発給・一般旅券発給申請書の刑罰関係欄に該当
する場合は、本巣市での申請はできません。
※受け取りは必ず本人が来庁してください。受け取り時に手数料を収入
印紙（取り扱いは郵便局）と県収入証紙（取り扱いは銀行など）によ
り収めてください。
※申請手続きには時間がかかります。
※一定の条件を満たす場合に、居所申請できる場合があります。詳しく
は、市民課市民係へお問い合わせください。
受け取りまでの日数

申請場所 交付場所 新規・切替 紛失届新規
本巣市 本巣市 8日目～ 10日目～
旅券センター 旅券センター 5日目～ 6日目～

※申請の日から土曜・日曜・祝日および年末年始を除いた日数となります。

国民年金
こんなとき 必要なもの

厚生年金・共済年金をやめたとき（扶養配偶
者がいる場合は併せて届け出ください）

健康保険等資格喪失証明書、
該当の方の基礎年金番号が分
かるもの（年金手帳など）

配偶者の扶養から外れたとき
（収入が増えたときや離婚したとき）

健康保険等資格喪失証明書、
基礎年金番号が分かるもの
（年金手帳など）

任意加入するとき、やめるとき 基礎年金番号が分かるもの
（年金手帳など）

※窓口に来る人の身分証明書（運転免許証など）をご用意ください。
※届け出の際はマイナンバーカードまたは通知カードをご用意ください。

後期高齢者医療
こんなとき 必要なもの

一定の障がいがある65歳以上の人
で、被保険者としての認定を受けよ
うとするとき

障害者手帳、障害年金証書、その他障が
いの状態が明らかにできる書類、保険証
（国保など）

県外に転出するとき 保険証
県外から本巣市に転入したとき 負担区分等証明書
県内で住所が変わったとき 保険証
生活保護を受けることになったとき 保険証、保護開始決定通知書
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書

亡くなったとき
保険証、葬祭執行者の振込口座が分かる
もの、会葬礼状等葬祭執行者を確認でき
る書類

住所・氏名が変わったとき 保険証
保険証をなくしたとき、
汚れて使えなくなったとき 使えなくなった保険証

※窓口に来る人の身分証明書（運転免許証など）・後期高齢の人のマイ
ナンバーカードまたは通知カードをご用意ください。

福祉医療費の助成
保険診療の自己負担額を助成します。下記に該当する場合
は受給者証交付申請をしてください。なお、②～④は所得制
限により、助成の対象とならない場合があります。
助成対象者 対象の範囲 申請するとき 必要なもの

①乳幼児等

�●令和5年3月診療分まで
15歳（到達後最初の3月31日
を迎える）までの児童
�●令和5年4月診療分から
18歳（到達後最初の3月31日
を迎える）までの児童

出生、転入、
②～④の助成
対象者でなく
なったとき

健康保険証（児
童）など

②�重度心身�
障がい者

�● �身体障害者手帳1～3級所持者
�● �療育手帳A1、A2、B1所持者
�●精神障害者保健福祉手帳1、2
級所持者
�● �身体障害者手帳４級で戦傷病者手
帳（特別項症～第4項症）所持者

該当手帳交付
のとき、転入
したとき

該当手帳、健康
保険証（手帳所
持者）、所得課税
証明書（転入など
の場合）など

▶問い合わせ…市民課　☎058-323-7750

①�届出人（本人または同一世帯の人）の印鑑
②�届出人の本人確認書類（マイナンバーカード・運転免許証・保
険証など）

③�印鑑登録証（登録者）
④�国民健康保険証（加入者）

⑤�後期高齢者医療保険証（加入者）
⑥各種医療受給者証（受給者）
⑦介護保険証（加入者）
⑧�戸別受信機（世帯全員が転出する場合）

①�届出人（本人または同一世帯の人）の印鑑
②�届出人の本人確認書類（マイナンバーカード・運転免許証・保
険証など）

③�国民健康保険証（加入者）
④�後期高齢者医療保険証（加入者）

⑤�各種医療受給者証（受給者）
⑥�介護保険証（加入者）
⑦�戸別受信機（世帯全員が転居する場合）
⑧�マイナンバーカード、住民基本台帳カード
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各種届出各種届出
各種届出において、下記以外の書類が必要な場合が
ありますので、事前にお問い合わせください。

025 
W90mm × H60mm

026 
W90mm × H60mm

027 
W90mm × H60mm

028 
W90mm × H60mm

戸籍届出・住民登録
★届出はお早めに！
市では、住民登録の届け出をもとにして住民基本台帳を作ります。この台帳は、選挙人名簿、学齢簿の作成や国民健康保険、
国民年金の資格など、行政サービスの基礎資料となりますので、届け出は速やかにお願いします。
こんなときは 届出種類 届出期間 必要なもの

子どもが
生まれたとき 出生届 生まれた日を含め

て14日以内
①出生届書（出生証明書）� ③母子健康手帳
②届出人の印鑑（子どもの父または母）� ④健康保険証

結婚するとき 婚姻届

①婚姻届書1通（成年者の証人2人の署名・押印があるもの）
②夫・妻の印鑑（届書に押印したもの［婚姻前の氏］）
③夫・妻の戸籍謄本（婚姻前の本籍地が本巣市の場合は不要です）
④本人確認書類（マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど）
⑤国民健康保険証（加入者）
⑥マイナンバーカード、住民基本台帳カード（氏が変わる人）
※未成年者は、父母の同意が必要です。
※住所を変更する方は、住民異動届（転入届・転居届・転出届など）が必要です。

亡くなったとき 死亡届 死亡の事実を知っ
た日から7日以内

①死亡届書（死亡診断書）
②届出人の印鑑（同居の親族などの印鑑）

市外から
引っ越してきたとき 転入届 転入した日から

14日以内

①転出証明書（前住所地の市区町村が発行したもの）または住民基本台帳カード（住基カードを利用して転出した人）
　またはマイナンバーカード（マイナンバーカードを利用して転出した人）
②届出人（本人または同一世帯の人）の印鑑
③届出人の本人確認書類（マイナンバーカード・運転免許証・保険証など）
④介護保険受給資格証明書（介護認定者のみ）
⑤マイナンバーカード、住民基本台帳カード

市外へ
引っ越すとき 転出届 転出する前にあら

かじめ届け出る

市内で
引っ越したとき 転居届 転居した日から

14日以内

国民健康保険
★届出は14日以内に！
国民健康保険への加入（被保険者になる）や脱退には届け出が必要です。届け出をしていないと、保険税をさかのぼって納め
なければならないことや、国民健康保険が負担した医療費を返さなければならないことがあります。

こんなとき 必要なもの

入るとき

本巣市に転入したとき 転出証明書
他の健康保険をやめたとき 健康保険等資格喪失証明書
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
子どもが生まれたとき 保険証、世帯主の振込口座の分かるもの

やめるとき

他の市区町村へ転出するとき 保険証
他の健康保険に加入したとき 国民健康保険と加入した健康保険の保険証
生活保護を受けることになったとき 保険証、保護開始決定通知書
亡くなったとき 保険証、葬祭執行者の振込口座が分かるもの、会葬礼状など葬祭執行者を確認できる書類

その他
住所、世帯主、氏名などが変わったとき 保険証
保険証をなくしたとき、汚れて使えなくなったとき 使えなくなった保険証
修学のため、子どもが他の市区町村に下宿するとき 保険証、在学証明書

※窓口に来る人の身分証明書（運転免許証など）・世帯主および国保の資格を異動する人のマイナンバーカードまたは通知カードをご用意ください。
※限度額適用認定証などをお持ちの場合はご持参ください。
※世帯主変更、住所変更などの場合は、該当する世帯全員の保険証が必要です。

印鑑登録・証明
■印鑑登録をしたいとき
登録する印鑑は1人1個に限ります。1個の印鑑を2人以上
で登録できません。
●本人が登録申請する場合に必要なもの
登録する印鑑（印影が鮮明で、外枠が欠けていないもの）、
官公署発行の顔写真付身分証明書（運転免許証・パスポート・
マイナンバーカード・住民基本台帳カードなどで有効期間内
のもの）
※身分証明書をお持ちでない人は、文書照会（★印参照）または保証
人による本人確認をして登録します。

●代理人が登録申請する場合に必要なもの
委任通知書、登録する印鑑
※代理人による登録申請があった場合は、文書照会（★印参照）によ
る本人確認をして登録します。（即日登録できません）

★文書照会による本人確認
登録申請後、照会書（兼回答書）を本人の市内住所地に郵
送します。
■印鑑登録証明書を取りたいとき
●必要なもの
印鑑登録証、申請者の本人確認書類

旅券（パスポート）申請・交付
●取扱窓口　市民課市民係
●申請できる人
日本国籍を有し、原則として本巣市に住民登録があり、申
請と受け取りを市民課市民係に来庁できる人です。なお、旅
券センターと交付までの日数が異なります。
また、緊急発給・一般旅券発給申請書の刑罰関係欄に該当
する場合は、本巣市での申請はできません。
※受け取りは必ず本人が来庁してください。受け取り時に手数料を収入
印紙（取り扱いは郵便局）と県収入証紙（取り扱いは銀行など）によ
り収めてください。
※申請手続きには時間がかかります。
※一定の条件を満たす場合に、居所申請できる場合があります。詳しく
は、市民課市民係へお問い合わせください。
受け取りまでの日数

申請場所 交付場所 新規・切替 紛失届新規
本巣市 本巣市 8日目～ 10日目～
旅券センター 旅券センター 5日目～ 6日目～

※申請の日から土曜・日曜・祝日および年末年始を除いた日数となります。

国民年金
こんなとき 必要なもの

厚生年金・共済年金をやめたとき（扶養配偶
者がいる場合は併せて届け出ください）

健康保険等資格喪失証明書、
該当の方の基礎年金番号が分
かるもの（年金手帳など）

配偶者の扶養から外れたとき
（収入が増えたときや離婚したとき）

健康保険等資格喪失証明書、
基礎年金番号が分かるもの
（年金手帳など）

任意加入するとき、やめるとき 基礎年金番号が分かるもの
（年金手帳など）

※窓口に来る人の身分証明書（運転免許証など）をご用意ください。
※届け出の際はマイナンバーカードまたは通知カードをご用意ください。

後期高齢者医療
こんなとき 必要なもの

一定の障がいがある65歳以上の人
で、被保険者としての認定を受けよ
うとするとき

障害者手帳、障害年金証書、その他障が
いの状態が明らかにできる書類、保険証
（国保など）

県外に転出するとき 保険証
県外から本巣市に転入したとき 負担区分等証明書
県内で住所が変わったとき 保険証
生活保護を受けることになったとき 保険証、保護開始決定通知書
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書

亡くなったとき
保険証、葬祭執行者の振込口座が分かる
もの、会葬礼状等葬祭執行者を確認でき
る書類

住所・氏名が変わったとき 保険証
保険証をなくしたとき、
汚れて使えなくなったとき 使えなくなった保険証

※窓口に来る人の身分証明書（運転免許証など）・後期高齢の人のマイ
ナンバーカードまたは通知カードをご用意ください。

福祉医療費の助成
保険診療の自己負担額を助成します。下記に該当する場合
は受給者証交付申請をしてください。なお、②～④は所得制
限により、助成の対象とならない場合があります。
助成対象者 対象の範囲 申請するとき 必要なもの

①乳幼児等

�●令和5年3月診療分まで
15歳（到達後最初の3月31日
を迎える）までの児童
�●令和5年4月診療分から
18歳（到達後最初の3月31日
を迎える）までの児童

出生、転入、
②～④の助成
対象者でなく
なったとき

健康保険証（児
童）など

②�重度心身�
障がい者

�● �身体障害者手帳1～3級所持者
�● �療育手帳A1、A2、B1所持者
�●精神障害者保健福祉手帳1、2
級所持者
�● �身体障害者手帳４級で戦傷病者手
帳（特別項症～第4項症）所持者

該当手帳交付
のとき、転入
したとき

該当手帳、健康
保険証（手帳所
持者）、所得課税
証明書（転入など
の場合）など

▶問い合わせ…市民課　☎058-323-7750

①�届出人（本人または同一世帯の人）の印鑑
②�届出人の本人確認書類（マイナンバーカード・運転免許証・保
険証など）

③�印鑑登録証（登録者）
④�国民健康保険証（加入者）

⑤�後期高齢者医療保険証（加入者）
⑥各種医療受給者証（受給者）
⑦介護保険証（加入者）
⑧�戸別受信機（世帯全員が転出する場合）

①�届出人（本人または同一世帯の人）の印鑑
②�届出人の本人確認書類（マイナンバーカード・運転免許証・保
険証など）

③�国民健康保険証（加入者）
④�後期高齢者医療保険証（加入者）

⑤�各種医療受給者証（受給者）
⑥�介護保険証（加入者）
⑦�戸別受信機（世帯全員が転居する場合）
⑧�マイナンバーカード、住民基本台帳カード
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A
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浅川建設株式会社 御中

建築・修理・リフォーム 本巣市地図7図 B‐3

住んでよし木の住まい

浅川建設株式会社
わが社は、昭和8年12月に創業以来、この地で製材、そして家づくり
をしてきました。いつの時代も華やかではなく、地道に歩んできまし
た。その長きにわたる不変の精神は『木を愛する』ということでした。
その想いを家づくりの原点としてきました。
■本巣市曽井中島602-2
■TEL:0581-34-2029 ■FAX:0581-34-3600
■営業時間／8:00～17:00 ■定休日／第2土曜、日曜・祝日
■URL:http://www.asakawa-ken.co.jp
■E-mail:info@asakawa-ken.co.jp あり

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A

028
007

小島登記事務所 御中

登記・測量 本巣市地図4図 B‐3

司法書士・土地家屋調査士・行政書士

小島登記事務所
【業務案内】
●登記 （相続・売買・贈与・会社関係等）
●測量 （土地・建物） ●許可申請（農地法等）
昭和の初めより地元にてご愛顧を賜りまして、厚く御礼申し上げます。
今後ともよろしくお願いいたします。

■本巣郡北方町北方3219 （北方警察署東）
■TEL:058-324-6155 ■FAX:058-323-2303
■営業時間／8:30～17:30
■定休日／土曜・日曜・祝日（ご要望により対応いたします。）
■岐阜県司法書士会所属:小島義弘 あり

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済



各種届出各種届出
各種届出において、下記以外の書類が必要な場合が
ありますので、事前にお問い合わせください。

029 
W90mm × H60mm

030 
W90mm × H60mm

031 
W90mm × H60mm

032 
W90mm × H60mm

税に関する届出
▶問い合わせ…税務課　☎0581-34-5022

◆不幸があったとき
税の種類 届・手続きなどの名称 提出・届出先

市県民税 相続人代表者指定届 税務課、真正・糸貫支所地域調整課、総務産業課

固定資産税
登記所有者の変更手続

岐阜地方法務局
岐阜市金竜町5丁目13番地　☎058-245-3181
（代行業者へ依頼することも可能）

相続人代表者（兼現所有者）指定届 税務課、真正・糸貫支所地域調整課、総務産業課
未登記家屋の所有者（納税義務者）変更届 税務課、真正・糸貫支所地域調整課、総務産業課

軽自動車税（種別割）
（代行業者へ依頼する�
ことも可能）

相続人代表者指定届 税務課、真正・糸貫支所地域調整課、総務産業課
原付・小型特殊自動車（農耕作業用を含む）・�
ミニカーの廃車・所有者変更 税務課、真正・糸貫支所地域調整課、総務産業課

125ccを超える二輪車の廃車・所有者変更 管轄する運輸（支）局（※）
三・四輪の軽自動車の廃車・所有者変更 管轄する軽自動車検査協会事務所（※）

◆市外へ引っ越すとき
税の種類 届・手続きなどの名称 提出・届出先

軽自動車税（種別割）
（代行業者へ依頼する�
ことも可能）

原付・小型特殊自動車（農耕作業用を含む）・
ミニカーの廃車・住所地変更

税務課、真正・糸貫支所地域調整課、総務産業課（転出先の市
（区）町村で手続きができることもあります)

125ccを超える二輪車の廃車・住所地変更 管轄する運輸（支）局�(※）
三・四輪の軽自動車の廃車・住所地変更 管轄する軽自動車検査協会事務所�(※）

※軽自動車に関する県内の手続き機関は
（二輪）中部運輸局　岐阜運輸支局　　岐阜市日置江2648番地1　☎�050-5540-2053
（三・四輪）軽自動車検査協会　岐阜事務所　　羽島市福寿町千代田3丁目83番　☎050-3816-1775
その他　口座振替の廃止、変更の手続きは金融機関で行ってください。

上・下水道に関する届出
▶問い合わせ…上下水道課　☎058-323-7760
住所変更時など、上・下水道の使用について変更がある場合は届け出が必要です。

対象者 必要なもの 必要な手続き 提出・届出先
上・下水道を使用（所有）
する（していた）人

本人確認書類
（マイナンバーカード、
運転免許証など）

使用者（所有者）変更・休止・廃止
上・下水道料金の精算

上下水道課
本巣・真正支所地域調整課
総務産業課

児童福祉に関する届出 
▶問い合わせ…Ⓐ福祉敬愛課　☎058-323-7752　　Ⓑ幼児教育課　☎058-323-7753
各種届出において、下記以外の書類が必要な場合がありますので、事前にお問い合わせください。

◆お子さんが生まれたとき
必要な手続き 必要なもの 備考

Ⓐ 児童手当 認定請求または
額改定請求

請求者と配偶者の保険証・請求者の預貯金通帳・請求者と配偶者のマ
イナンバーカード
※請求者は、お子さんを養育する生計の中心者です。

出生日翌日から15日以内
※�15日経過後も請求できますが、支給開始
は請求日の翌月からとなります。

◆本巣市に転入したとき
必要な手続き 必要なもの 備考

Ⓐ 児童手当 認定請求
請求者と配偶者の保険証・請求者の預貯金通帳・請求者、配偶者と18
歳以下の児童のマイナンバーカード
※請求者は、お子さんを養育する生計の中心者です。

前住所地転出予定日翌日から15日以内
※�15日経過後も請求できますが、支給開始
は請求日の翌月からとなります。

児童扶養手当 住所変更 転入者全員のマイナンバーカード 前住所地で受給資格者であった場合

Ⓑ
幼児園

保育園入園申込み
施設型給付費等教育・保育給付認定申請書・入園申込書・所得課税証
明書や納税通知書などの写し・就労証明書または申立書
世帯全員分のマイナンバーカード

入園は各月の初日からとなります。入園希
望月の前月1日から15日までに入園申込書
類をご提出ください。
※�15日が閉庁日の場合は、その前の開庁日
まで。幼稚園入園申込み 施設型給付費等教育・保育給付認定申請書・入園申込書・世帯全員分

のマイナンバーカード
留守家庭教室

利用 利用申込み 就労証明書または申立書 利用開始希望日の前月1日から希望日2週
間前までに利用申込書類をご提出ください。

◆市内で転居したとき
必要な手続き 必要なもの 備考

Ⓐ 児童手当 住所変更 受給者とお子さんが別居となる場合は、お問い合わせください。児童扶養手当 住所変更 児童扶養手当証書

Ⓑ 幼稚園 転園届け出 幼稚園児で通園区域が変わる場合
留守家庭教室 状況変更届け出 転居後も同じ留守家庭教室を利用する場合

◆市外へ転出するとき
必要な手続き 必要なもの 備考

Ⓐ 児童手当 受給事由消滅 受給者とお子さんが別居となる場合は、お問い合わせください。児童扶養手当 住所変更 児童扶養手当証書

Ⓑ 幼稚園 退園届け出
留守家庭教室 利用辞退届け出 留守家庭教室へご提出ください。

助成対象者 対象の範囲 申請するとき 必要なもの

③�母子家庭
等

�● 18歳（到達後最初の3月31日
を迎える）までの児童を扶養し
ている配偶者のない母と児童
�●父母のない18歳（到達後最初
の3月31日を迎える）までの児
童

母子家庭等と
なったとき、
②の助成対象
者でなくなっ
たとき

健康保険証（母
と児童）、母子家
庭等確認書類、
所得課税証明書
（転入などの場合）
など

④父子家庭
�● 18歳（到達後最初の3月31日
を迎える）までの児童を扶養し
ている配偶者のない父と児童

父子家庭とな
ったとき、②
の助成対象者
でなくなった
とき

健康保険証（父
と児童）、父子家
庭確認書類、所
得 課 税 証 明 書
（転入などの場合）
など

※①は�6�歳到達後最初の年度末、②～④は毎年更新の申請が必要です。
※マイナンバーカードまたは通知カードが必要です。
※窓口に来る人の身分証明書（運転免許証など）をご用意ください。
● �県内医療機関などで受診するときは、健康保険証と一緒に福祉医療
費受給者証を提示してください。県外医療機関などで受診するとき
は、いったん自己負担分を支払い、後日、市役所で償還の申請をし
てください。

高校生等福祉医療費の助成
令和5年3月診療分までの入院に係る保険診療自己負担額を助

成します。該当する場合は、申請をしてください。
※申請期限は、診療月の末日の翌日から起算して2年以内です。
助成対象者 申請者 申請に必要なもの
15歳から18歳
までの高等学校
などに在学して
いる児童

左記の保護者（保
護者または高校生
などが本市に住所
があること）

医療機関等発行の領収書（※1）、保険
者が発行する高額療養費等支給決定通
知書（※2）、高校生などの健康保険証、
学生証等、印鑑、振込口座が分かるも
のなど

※1 �高等学校等在学中の国内医療機関など入院に係るもの、保険点数が
記載されたもの。

※2 �限度額適用認定証を提示しないで受診した場合は、保険者へ高額療
養費支給申請をしてください。
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各種届出各種届出
各種届出において、下記以外の書類が必要な場合が
ありますので、事前にお問い合わせください。

029 
W90mm × H60mm

030 
W90mm × H60mm

031 
W90mm × H60mm

032 
W90mm × H60mm

税に関する届出
▶問い合わせ…税務課　☎0581-34-5022

◆不幸があったとき
税の種類 届・手続きなどの名称 提出・届出先

市県民税 相続人代表者指定届 税務課、真正・糸貫支所地域調整課、総務産業課

固定資産税
登記所有者の変更手続

岐阜地方法務局
岐阜市金竜町5丁目13番地　☎058-245-3181
（代行業者へ依頼することも可能）

相続人代表者（兼現所有者）指定届 税務課、真正・糸貫支所地域調整課、総務産業課
未登記家屋の所有者（納税義務者）変更届 税務課、真正・糸貫支所地域調整課、総務産業課

軽自動車税（種別割）
（代行業者へ依頼する�
ことも可能）

相続人代表者指定届 税務課、真正・糸貫支所地域調整課、総務産業課
原付・小型特殊自動車（農耕作業用を含む）・�
ミニカーの廃車・所有者変更 税務課、真正・糸貫支所地域調整課、総務産業課

125ccを超える二輪車の廃車・所有者変更 管轄する運輸（支）局（※）
三・四輪の軽自動車の廃車・所有者変更 管轄する軽自動車検査協会事務所（※）

◆市外へ引っ越すとき
税の種類 届・手続きなどの名称 提出・届出先

軽自動車税（種別割）
（代行業者へ依頼する�
ことも可能）

原付・小型特殊自動車（農耕作業用を含む）・
ミニカーの廃車・住所地変更

税務課、真正・糸貫支所地域調整課、総務産業課（転出先の市
（区）町村で手続きができることもあります)

125ccを超える二輪車の廃車・住所地変更 管轄する運輸（支）局�(※）
三・四輪の軽自動車の廃車・住所地変更 管轄する軽自動車検査協会事務所�(※）

※軽自動車に関する県内の手続き機関は
（二輪）中部運輸局　岐阜運輸支局　　岐阜市日置江2648番地1　☎�050-5540-2053
（三・四輪）軽自動車検査協会　岐阜事務所　　羽島市福寿町千代田3丁目83番　☎050-3816-1775
その他　口座振替の廃止、変更の手続きは金融機関で行ってください。

上・下水道に関する届出
▶問い合わせ…上下水道課　☎058-323-7760
住所変更時など、上・下水道の使用について変更がある場合は届け出が必要です。

対象者 必要なもの 必要な手続き 提出・届出先
上・下水道を使用（所有）
する（していた）人

本人確認書類
（マイナンバーカード、
運転免許証など）

使用者（所有者）変更・休止・廃止
上・下水道料金の精算

上下水道課
本巣・真正支所地域調整課
総務産業課

児童福祉に関する届出 
▶問い合わせ…Ⓐ福祉敬愛課　☎058-323-7752　　Ⓑ幼児教育課　☎058-323-7753
各種届出において、下記以外の書類が必要な場合がありますので、事前にお問い合わせください。

◆お子さんが生まれたとき
必要な手続き 必要なもの 備考

Ⓐ 児童手当 認定請求または
額改定請求

請求者と配偶者の保険証・請求者の預貯金通帳・請求者と配偶者のマ
イナンバーカード
※請求者は、お子さんを養育する生計の中心者です。

出生日翌日から15日以内
※�15日経過後も請求できますが、支給開始
は請求日の翌月からとなります。

◆本巣市に転入したとき
必要な手続き 必要なもの 備考

Ⓐ 児童手当 認定請求
請求者と配偶者の保険証・請求者の預貯金通帳・請求者、配偶者と18
歳以下の児童のマイナンバーカード
※請求者は、お子さんを養育する生計の中心者です。

前住所地転出予定日翌日から15日以内
※�15日経過後も請求できますが、支給開始
は請求日の翌月からとなります。

児童扶養手当 住所変更 転入者全員のマイナンバーカード 前住所地で受給資格者であった場合

Ⓑ
幼児園

保育園入園申込み
施設型給付費等教育・保育給付認定申請書・入園申込書・所得課税証
明書や納税通知書などの写し・就労証明書または申立書
世帯全員分のマイナンバーカード

入園は各月の初日からとなります。入園希
望月の前月1日から15日までに入園申込書
類をご提出ください。
※�15日が閉庁日の場合は、その前の開庁日
まで。幼稚園入園申込み 施設型給付費等教育・保育給付認定申請書・入園申込書・世帯全員分

のマイナンバーカード
留守家庭教室

利用 利用申込み 就労証明書または申立書 利用開始希望日の前月1日から希望日2週
間前までに利用申込書類をご提出ください。

◆市内で転居したとき
必要な手続き 必要なもの 備考

Ⓐ 児童手当 住所変更 受給者とお子さんが別居となる場合は、お問い合わせください。児童扶養手当 住所変更 児童扶養手当証書

Ⓑ 幼稚園 転園届け出 幼稚園児で通園区域が変わる場合
留守家庭教室 状況変更届け出 転居後も同じ留守家庭教室を利用する場合

◆市外へ転出するとき
必要な手続き 必要なもの 備考

Ⓐ 児童手当 受給事由消滅 受給者とお子さんが別居となる場合は、お問い合わせください。児童扶養手当 住所変更 児童扶養手当証書

Ⓑ 幼稚園 退園届け出
留守家庭教室 利用辞退届け出 留守家庭教室へご提出ください。

助成対象者 対象の範囲 申請するとき 必要なもの

③�母子家庭
等

�● 18歳（到達後最初の3月31日
を迎える）までの児童を扶養し
ている配偶者のない母と児童
�●父母のない18歳（到達後最初
の3月31日を迎える）までの児
童

母子家庭等と
なったとき、
②の助成対象
者でなくなっ
たとき

健康保険証（母
と児童）、母子家
庭等確認書類、
所得課税証明書
（転入などの場合）
など

④父子家庭
�● 18歳（到達後最初の3月31日
を迎える）までの児童を扶養し
ている配偶者のない父と児童

父子家庭とな
ったとき、②
の助成対象者
でなくなった
とき

健康保険証（父
と児童）、父子家
庭確認書類、所
得 課 税 証 明 書
（転入などの場合）
など

※①は�6�歳到達後最初の年度末、②～④は毎年更新の申請が必要です。
※マイナンバーカードまたは通知カードが必要です。
※窓口に来る人の身分証明書（運転免許証など）をご用意ください。
● �県内医療機関などで受診するときは、健康保険証と一緒に福祉医療
費受給者証を提示してください。県外医療機関などで受診するとき
は、いったん自己負担分を支払い、後日、市役所で償還の申請をし
てください。

高校生等福祉医療費の助成
令和5年3月診療分までの入院に係る保険診療自己負担額を助

成します。該当する場合は、申請をしてください。
※申請期限は、診療月の末日の翌日から起算して2年以内です。
助成対象者 申請者 申請に必要なもの
15歳から18歳
までの高等学校
などに在学して
いる児童

左記の保護者（保
護者または高校生
などが本市に住所
があること）

医療機関等発行の領収書（※1）、保険
者が発行する高額療養費等支給決定通
知書（※2）、高校生などの健康保険証、
学生証等、印鑑、振込口座が分かるも
のなど

※1 �高等学校等在学中の国内医療機関など入院に係るもの、保険点数が
記載されたもの。

※2 �限度額適用認定証を提示しないで受診した場合は、保険者へ高額療
養費支給申請をしてください。
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A

029
014

有限会社小川自動車興業 御中

各種自動車販売修理・車検整備/油類販売 本巣市地図7図 C‐4

お車のことなら

（有）小川自動車興業
フラワーロード本巣ＳＳ
各種自動車販売修理・車検整備・油類販売
■本巣市曽井中島1409-1
■TEL・FAX：0581-34-2263
■定休日／日曜・祝日

自動車保険代理店
■本巣市曽井中島1546-1
■TEL:0581-34-4468 ■FAX:0581-34-3666
■定休日／フラワーロード本巣ＳＳ（年中無休）

あり

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A

030
085

高橋登記事務所 御中

司法書士・土地家屋調査士・行政書士 本巣市地図4図 C‐4

相続・遺言・贈与・売買・測量

高橋登記事務所
「相続をしたいが、その手続きは…」「マイホームを建てる予定だが…」
相続、遺言書の作成、生前贈与、売買、土地建物の測量
会社設立、役員変更、定款作成、成年後見、契約書作成、農地法の許可
―相談無料 秘密厳守― ●司法書士 高橋義行
●司法書士・土地家屋調査士 高橋紘平 ●行政書士 高橋敏子

■本巣郡北方町小柳2-13
■TEL:058-324-7001 ■FAX:058-324-7264
■営業時間／9:00～19:00
■定休日／土曜・日曜・祝日（電話予約にて対応いたします。）
■E-mail:t-office@athena.ocn.ne.jp あり（8台）

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済



各種届出各種届出
各種届出において、下記以外の書類が必要な場合が
ありますので、事前にお問い合わせください。

029 
W90mm × H60mm

030 
W90mm × H60mm

031 
W90mm × H60mm

032 
W90mm × H60mm

税に関する届出
▶問い合わせ…税務課　☎0581-34-5022

◆不幸があったとき
税の種類 届・手続きなどの名称 提出・届出先

市県民税 相続人代表者指定届 税務課、真正・糸貫支所地域調整課、総務産業課

固定資産税
登記所有者の変更手続

岐阜地方法務局
岐阜市金竜町5丁目13番地　☎058-245-3181
（代行業者へ依頼することも可能）

相続人代表者（兼現所有者）指定届 税務課、真正・糸貫支所地域調整課、総務産業課
未登記家屋の所有者（納税義務者）変更届 税務課、真正・糸貫支所地域調整課、総務産業課

軽自動車税（種別割）
（代行業者へ依頼する�
ことも可能）

相続人代表者指定届 税務課、真正・糸貫支所地域調整課、総務産業課
原付・小型特殊自動車（農耕作業用を含む）・�
ミニカーの廃車・所有者変更 税務課、真正・糸貫支所地域調整課、総務産業課

125ccを超える二輪車の廃車・所有者変更 管轄する運輸（支）局（※）
三・四輪の軽自動車の廃車・所有者変更 管轄する軽自動車検査協会事務所（※）

◆市外へ引っ越すとき
税の種類 届・手続きなどの名称 提出・届出先

軽自動車税（種別割）
（代行業者へ依頼する�
ことも可能）

原付・小型特殊自動車（農耕作業用を含む）・
ミニカーの廃車・住所地変更

税務課、真正・糸貫支所地域調整課、総務産業課（転出先の市
（区）町村で手続きができることもあります)

125ccを超える二輪車の廃車・住所地変更 管轄する運輸（支）局�(※）
三・四輪の軽自動車の廃車・住所地変更 管轄する軽自動車検査協会事務所�(※）

※軽自動車に関する県内の手続き機関は
（二輪）中部運輸局　岐阜運輸支局　　岐阜市日置江2648番地1　☎�050-5540-2053
（三・四輪）軽自動車検査協会　岐阜事務所　　羽島市福寿町千代田3丁目83番　☎050-3816-1775
その他　口座振替の廃止、変更の手続きは金融機関で行ってください。

上・下水道に関する届出
▶問い合わせ…上下水道課　☎058-323-7760
住所変更時など、上・下水道の使用について変更がある場合は届け出が必要です。

対象者 必要なもの 必要な手続き 提出・届出先
上・下水道を使用（所有）
する（していた）人

本人確認書類
（マイナンバーカード、
運転免許証など）

使用者（所有者）変更・休止・廃止
上・下水道料金の精算

上下水道課
本巣・真正支所地域調整課
総務産業課

児童福祉に関する届出 
▶問い合わせ…Ⓐ福祉敬愛課　☎058-323-7752　　Ⓑ幼児教育課　☎058-323-7753
各種届出において、下記以外の書類が必要な場合がありますので、事前にお問い合わせください。

◆お子さんが生まれたとき
必要な手続き 必要なもの 備考

Ⓐ 児童手当 認定請求または
額改定請求

請求者と配偶者の保険証・請求者の預貯金通帳・請求者と配偶者のマ
イナンバーカード
※請求者は、お子さんを養育する生計の中心者です。

出生日翌日から15日以内
※�15日経過後も請求できますが、支給開始
は請求日の翌月からとなります。

◆本巣市に転入したとき
必要な手続き 必要なもの 備考

Ⓐ 児童手当 認定請求
請求者と配偶者の保険証・請求者の預貯金通帳・請求者、配偶者と18
歳以下の児童のマイナンバーカード
※請求者は、お子さんを養育する生計の中心者です。

前住所地転出予定日翌日から15日以内
※�15日経過後も請求できますが、支給開始
は請求日の翌月からとなります。

児童扶養手当 住所変更 転入者全員のマイナンバーカード 前住所地で受給資格者であった場合

Ⓑ
幼児園

保育園入園申込み
施設型給付費等教育・保育給付認定申請書・入園申込書・所得課税証
明書や納税通知書などの写し・就労証明書または申立書
世帯全員分のマイナンバーカード

入園は各月の初日からとなります。入園希
望月の前月1日から15日までに入園申込書
類をご提出ください。
※�15日が閉庁日の場合は、その前の開庁日
まで。幼稚園入園申込み 施設型給付費等教育・保育給付認定申請書・入園申込書・世帯全員分

のマイナンバーカード
留守家庭教室

利用 利用申込み 就労証明書または申立書 利用開始希望日の前月1日から希望日2週
間前までに利用申込書類をご提出ください。

◆市内で転居したとき
必要な手続き 必要なもの 備考

Ⓐ 児童手当 住所変更 受給者とお子さんが別居となる場合は、お問い合わせください。児童扶養手当 住所変更 児童扶養手当証書

Ⓑ 幼稚園 転園届け出 幼稚園児で通園区域が変わる場合
留守家庭教室 状況変更届け出 転居後も同じ留守家庭教室を利用する場合

◆市外へ転出するとき
必要な手続き 必要なもの 備考

Ⓐ 児童手当 受給事由消滅 受給者とお子さんが別居となる場合は、お問い合わせください。児童扶養手当 住所変更 児童扶養手当証書

Ⓑ 幼稚園 退園届け出
留守家庭教室 利用辞退届け出 留守家庭教室へご提出ください。

助成対象者 対象の範囲 申請するとき 必要なもの

③�母子家庭
等

�● 18歳（到達後最初の3月31日
を迎える）までの児童を扶養し
ている配偶者のない母と児童
�●父母のない18歳（到達後最初
の3月31日を迎える）までの児
童

母子家庭等と
なったとき、
②の助成対象
者でなくなっ
たとき

健康保険証（母
と児童）、母子家
庭等確認書類、
所得課税証明書
（転入などの場合）
など

④父子家庭
�● 18歳（到達後最初の3月31日
を迎える）までの児童を扶養し
ている配偶者のない父と児童

父子家庭とな
ったとき、②
の助成対象者
でなくなった
とき

健康保険証（父
と児童）、父子家
庭確認書類、所
得 課 税 証 明 書
（転入などの場合）
など

※①は�6�歳到達後最初の年度末、②～④は毎年更新の申請が必要です。
※マイナンバーカードまたは通知カードが必要です。
※窓口に来る人の身分証明書（運転免許証など）をご用意ください。
● �県内医療機関などで受診するときは、健康保険証と一緒に福祉医療
費受給者証を提示してください。県外医療機関などで受診するとき
は、いったん自己負担分を支払い、後日、市役所で償還の申請をし
てください。

高校生等福祉医療費の助成
令和5年3月診療分までの入院に係る保険診療自己負担額を助

成します。該当する場合は、申請をしてください。
※申請期限は、診療月の末日の翌日から起算して2年以内です。
助成対象者 申請者 申請に必要なもの
15歳から18歳
までの高等学校
などに在学して
いる児童

左記の保護者（保
護者または高校生
などが本市に住所
があること）

医療機関等発行の領収書（※1）、保険
者が発行する高額療養費等支給決定通
知書（※2）、高校生などの健康保険証、
学生証等、印鑑、振込口座が分かるも
のなど

※1 �高等学校等在学中の国内医療機関など入院に係るもの、保険点数が
記載されたもの。

※2 �限度額適用認定証を提示しないで受診した場合は、保険者へ高額療
養費支給申請をしてください。
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各種届出各種届出
各種届出において、下記以外の書類が必要な場合が
ありますので、事前にお問い合わせください。

029 
W90mm × H60mm

030 
W90mm × H60mm

031 
W90mm × H60mm

032 
W90mm × H60mm

税に関する届出
▶問い合わせ…税務課　☎0581-34-5022

◆不幸があったとき
税の種類 届・手続きなどの名称 提出・届出先

市県民税 相続人代表者指定届 税務課、真正・糸貫支所地域調整課、総務産業課

固定資産税
登記所有者の変更手続

岐阜地方法務局
岐阜市金竜町5丁目13番地　☎058-245-3181
（代行業者へ依頼することも可能）

相続人代表者（兼現所有者）指定届 税務課、真正・糸貫支所地域調整課、総務産業課
未登記家屋の所有者（納税義務者）変更届 税務課、真正・糸貫支所地域調整課、総務産業課

軽自動車税（種別割）
（代行業者へ依頼する�
ことも可能）

相続人代表者指定届 税務課、真正・糸貫支所地域調整課、総務産業課
原付・小型特殊自動車（農耕作業用を含む）・�
ミニカーの廃車・所有者変更 税務課、真正・糸貫支所地域調整課、総務産業課

125ccを超える二輪車の廃車・所有者変更 管轄する運輸（支）局（※）
三・四輪の軽自動車の廃車・所有者変更 管轄する軽自動車検査協会事務所（※）

◆市外へ引っ越すとき
税の種類 届・手続きなどの名称 提出・届出先

軽自動車税（種別割）
（代行業者へ依頼する�
ことも可能）

原付・小型特殊自動車（農耕作業用を含む）・
ミニカーの廃車・住所地変更

税務課、真正・糸貫支所地域調整課、総務産業課（転出先の市
（区）町村で手続きができることもあります)

125ccを超える二輪車の廃車・住所地変更 管轄する運輸（支）局�(※）
三・四輪の軽自動車の廃車・住所地変更 管轄する軽自動車検査協会事務所�(※）

※軽自動車に関する県内の手続き機関は
（二輪）中部運輸局　岐阜運輸支局　　岐阜市日置江2648番地1　☎�050-5540-2053
（三・四輪）軽自動車検査協会　岐阜事務所　　羽島市福寿町千代田3丁目83番　☎050-3816-1775
その他　口座振替の廃止、変更の手続きは金融機関で行ってください。

上・下水道に関する届出
▶問い合わせ…上下水道課　☎058-323-7760
住所変更時など、上・下水道の使用について変更がある場合は届け出が必要です。

対象者 必要なもの 必要な手続き 提出・届出先
上・下水道を使用（所有）
する（していた）人

本人確認書類
（マイナンバーカード、
運転免許証など）

使用者（所有者）変更・休止・廃止
上・下水道料金の精算

上下水道課
本巣・真正支所地域調整課
総務産業課

児童福祉に関する届出 
▶問い合わせ…Ⓐ福祉敬愛課　☎058-323-7752　　Ⓑ幼児教育課　☎058-323-7753
各種届出において、下記以外の書類が必要な場合がありますので、事前にお問い合わせください。

◆お子さんが生まれたとき
必要な手続き 必要なもの 備考

Ⓐ 児童手当 認定請求または
額改定請求

請求者と配偶者の保険証・請求者の預貯金通帳・請求者と配偶者のマ
イナンバーカード
※請求者は、お子さんを養育する生計の中心者です。

出生日翌日から15日以内
※�15日経過後も請求できますが、支給開始
は請求日の翌月からとなります。

◆本巣市に転入したとき
必要な手続き 必要なもの 備考

Ⓐ 児童手当 認定請求
請求者と配偶者の保険証・請求者の預貯金通帳・請求者、配偶者と18
歳以下の児童のマイナンバーカード
※請求者は、お子さんを養育する生計の中心者です。

前住所地転出予定日翌日から15日以内
※�15日経過後も請求できますが、支給開始
は請求日の翌月からとなります。

児童扶養手当 住所変更 転入者全員のマイナンバーカード 前住所地で受給資格者であった場合

Ⓑ
幼児園

保育園入園申込み
施設型給付費等教育・保育給付認定申請書・入園申込書・所得課税証
明書や納税通知書などの写し・就労証明書または申立書
世帯全員分のマイナンバーカード

入園は各月の初日からとなります。入園希
望月の前月1日から15日までに入園申込書
類をご提出ください。
※�15日が閉庁日の場合は、その前の開庁日
まで。幼稚園入園申込み 施設型給付費等教育・保育給付認定申請書・入園申込書・世帯全員分

のマイナンバーカード
留守家庭教室

利用 利用申込み 就労証明書または申立書 利用開始希望日の前月1日から希望日2週
間前までに利用申込書類をご提出ください。

◆市内で転居したとき
必要な手続き 必要なもの 備考

Ⓐ 児童手当 住所変更 受給者とお子さんが別居となる場合は、お問い合わせください。児童扶養手当 住所変更 児童扶養手当証書

Ⓑ 幼稚園 転園届け出 幼稚園児で通園区域が変わる場合
留守家庭教室 状況変更届け出 転居後も同じ留守家庭教室を利用する場合

◆市外へ転出するとき
必要な手続き 必要なもの 備考

Ⓐ 児童手当 受給事由消滅 受給者とお子さんが別居となる場合は、お問い合わせください。児童扶養手当 住所変更 児童扶養手当証書

Ⓑ 幼稚園 退園届け出
留守家庭教室 利用辞退届け出 留守家庭教室へご提出ください。

助成対象者 対象の範囲 申請するとき 必要なもの

③�母子家庭
等

�● 18歳（到達後最初の3月31日
を迎える）までの児童を扶養し
ている配偶者のない母と児童
�●父母のない18歳（到達後最初
の3月31日を迎える）までの児
童

母子家庭等と
なったとき、
②の助成対象
者でなくなっ
たとき

健康保険証（母
と児童）、母子家
庭等確認書類、
所得課税証明書
（転入などの場合）
など

④父子家庭
�● 18歳（到達後最初の3月31日
を迎える）までの児童を扶養し
ている配偶者のない父と児童

父子家庭とな
ったとき、②
の助成対象者
でなくなった
とき

健康保険証（父
と児童）、父子家
庭確認書類、所
得 課 税 証 明 書
（転入などの場合）
など

※①は�6�歳到達後最初の年度末、②～④は毎年更新の申請が必要です。
※マイナンバーカードまたは通知カードが必要です。
※窓口に来る人の身分証明書（運転免許証など）をご用意ください。
● �県内医療機関などで受診するときは、健康保険証と一緒に福祉医療
費受給者証を提示してください。県外医療機関などで受診するとき
は、いったん自己負担分を支払い、後日、市役所で償還の申請をし
てください。

高校生等福祉医療費の助成
令和5年3月診療分までの入院に係る保険診療自己負担額を助

成します。該当する場合は、申請をしてください。
※申請期限は、診療月の末日の翌日から起算して2年以内です。
助成対象者 申請者 申請に必要なもの
15歳から18歳
までの高等学校
などに在学して
いる児童

左記の保護者（保
護者または高校生
などが本市に住所
があること）

医療機関等発行の領収書（※1）、保険
者が発行する高額療養費等支給決定通
知書（※2）、高校生などの健康保険証、
学生証等、印鑑、振込口座が分かるも
のなど

※1 �高等学校等在学中の国内医療機関など入院に係るもの、保険点数が
記載されたもの。

※2 �限度額適用認定証を提示しないで受診した場合は、保険者へ高額療
養費支給申請をしてください。

12 13

各
種
届
出

各
種
届
出

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A

031
151

（株）福田建築設計工務所 御中

総合建築・企画設計施工 本巣市地図3図 D‐2

信頼と心がかよう家づくり

お客様と一緒になって、健康・快適に暮らせる家づくりを目指し、地域に密着
した住まいづくりの工務店として日々努力してまいります。

■本巣市上真桑785
■TEL:058-216-0600 ■FAX:058-323-8948
■URL:http://www.fukuta-kk.com
■E-mail:info@fukuta-kk.com

あり

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日
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品川事務所 御中

登記・測量 本巣市地図4図 B‐3

登記と測量の総合事務所

品川事務所
不動産の登記手続きや会社の登記手続きなど、全ての手続きには法律で決めら
れた一定のルールがあります。登記の手続きはそのルールに従って進まなけれ
ば、後日裁判沙汰になってしまったり、お客さまの予期せぬ不測の事態に陥っ
てしまったりといったことになりかねません。そのようなトラブルを予防し、
お客さまの権利や財産を守るのが当事務所の使命です。

■本巣郡北方町加茂602-8（北方警察署 東奥） 岐阜県司法書士会所属:品川俊彦
■TEL:058-323-1151 ■FAX:058-323-1153
■営業時間／8:30～17:00
■定休日／土曜・日曜・祝日（定休日予約対応）
■URL:https://shinagawa-touki.com/ あり
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■画像著作権：確認済


