
情報連携によって一部の添付書類が不要になる手続一覧表
令和4年1月現在

No. 手続 不要になる添付書類 備考 問い合わせ先 電話番号

1
生活保護の決定及び実施又は徴収金の徴収
に関する手続き

雇用保険受給資格者証 葵区にお住まいの方

2
生活保護の決定及び実施又は徴収金の徴収
に関する手続き

職業訓練受講給付金支給決定通知書 葵福祉事務所

3
生活保護の決定及び実施又は徴収金の徴収
に関する手続き

小児慢性特定疾病医療費受給者証等 生活支援課 054-221-1082

4
生活保護の決定及び実施又は徴収金の徴収
に関する手続き

母子（父子）（寡婦）貸付決定通知書

5
生活保護の決定及び実施又は徴収金の徴収
に関する手続き

児童扶養手当証書 駿河区にお住まいの方

6
生活保護の決定及び実施又は徴収金の徴収
に関する手続き

母子（父子）家庭自立支援給付金給付決
定

駿河福祉事務所

7
生活保護の決定及び実施又は徴収金の徴収
に関する手続き

障害児福祉手当認定通知書
特別障害者手当認定通知書

生活支援課 054-287-8652

8
生活保護の決定及び実施又は徴収金の徴収
に関する手続き

児童手当証書

9
生活保護の決定及び実施又は徴収金の徴収
に関する手続き

介護保険料納付通知等 清水区にお住まいの方

10
生活保護の決定及び実施又は徴収金の徴収
に関する手続き

障害福祉サービス受給者証
自立支援医療受給者証

清水福祉事務所

11
生活保護の決定及び実施又は徴収金の徴収
に関する手続き

特別児童扶養手当証書 生活支援課 054-354-2107

12
生活保護の決定及び実施又は徴収金の徴収
に関する手続き

傷病補償年金決定通知書
障害補償決定通知書
遺族補償決定通知書
休業補償決定通知書

13
外国人に係る生活保護の決定及び実施又は
徴収金の徴収に関する手続き

雇用保険受給資格者証 葵区にお住まいの方

14
外国人に係る生活保護の決定及び実施又は
徴収金の徴収に関する手続き

職業訓練受講給付金支給決定通知書 葵福祉事務所

15
外国人に係る生活保護の決定及び実施又は
徴収金の徴収に関する手続き

小児慢性特定疾病医療費受給者証等 生活支援課 054-221-1082

16
外国人に係る生活保護の決定及び実施又は
徴収金の徴収に関する手続き

母子（父子）（寡婦）貸付決定通知書

17
外国人に係る生活保護の決定及び実施又は
徴収金の徴収に関する手続き

児童扶養手当証書 駿河区にお住まいの方

18
外国人に係る生活保護の決定及び実施又は
徴収金の徴収に関する手続き

母子（父子）家庭自立支援給付金給付決
定

駿河福祉事務所

19
外国人に係る生活保護の決定及び実施又は
徴収金の徴収に関する手続き

障害児福祉手当認定通知書
特別障害者手当認定通知書

生活支援課 054-287-8652

20
外国人に係る生活保護の決定及び実施又は
徴収金の徴収に関する手続き

児童手当証書

21
外国人に係る生活保護の決定及び実施又は
徴収金の徴収に関する手続き

介護保険料納付通知等 清水区にお住まいの方

22
外国人に係る生活保護の決定及び実施又は
徴収金の徴収に関する手続き

障害福祉サービス受給者証
自立支援医療受給者証

清水福祉事務所

23
外国人に係る生活保護の決定及び実施又は
徴収金の徴収に関する手続き

特別児童扶養手当証書 生活支援課 054-354-2107

24
外国人に係る生活保護の決定及び実施又は
徴収金の徴収に関する手続き

傷病補償年金決定通知書
障害補償決定通知書
遺族補償決定通知書
休業補償決定通知書

25
中国残留邦人等支援給付等の給付に関する
手続き

雇用保険受給資格者証 葵区にお住まいの方

26
中国残留邦人等支援給付等の給付に関する
手続き

職業訓練受講給付金支給決定通知書 葵福祉事務所

27
中国残留邦人等支援給付等の給付に関する
手続き

小児慢性特定疾病医療費受給者証等 生活支援課 054-221-1082

28
中国残留邦人等支援給付等の給付に関する
手続き

母子（父子）（寡婦）貸付決定通知書

29
中国残留邦人等支援給付等の給付に関する
手続き

児童扶養手当証書 駿河区にお住まいの方

30
中国残留邦人等支援給付等の給付に関する
手続き

母子（父子）家庭自立支援給付金給付決
定

駿河福祉事務所

31
中国残留邦人等支援給付等の給付に関する
手続き

障害児福祉手当認定通知書
特別障害者手当認定通知書

生活支援課 054-287-8652

32
中国残留邦人等支援給付等の給付に関する
手続き

児童手当証書

33
中国残留邦人等支援給付等の給付に関する
手続き

介護保険料納付通知等 清水区にお住まいの方

34
中国残留邦人等支援給付等の給付に関する
手続き

障害福祉サービス受給者証
自立支援医療受給者証

清水福祉事務所

35
中国残留邦人等支援給付等の給付に関する
手続き

特別児童扶養手当証書 生活支援課 054-354-2107

36
中国残留邦人等支援給付等の給付に関する
手続き

傷病補償年金決定通知書
障害補償決定通知書
遺族補償決定通知書
休業補償決定通知書

37 特別児童扶養手当の申請及び所得状況届 市民税・県民税課税（所得）証明書 障害者支援推進課 054-221-1587

38

介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別
給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利
用者負担額減額・免除等申請書

所得証明書（市民税課税証明書） 障害者支援推進課 054-221-1098

別紙
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No. 手続 不要になる添付書類 備考 問い合わせ先 電話番号

39

介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別
給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利
用者負担額減額・免除等申請書

住民票の写し

40

介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別
給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利
用者負担額減額・免除等申請書

生活保護受給証明書

41

介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別
給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・
免除等申請書

所得証明書（市民税課税証明書） 障害者支援推進課 054-221-1098

42

介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別
給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・
免除等申請書

住民票の写し

43

介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別
給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・
免除等申請書

生活保護受給証明書

44
障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担
額減額・免除等申請書

所得証明書（市民税課税証明書） 障害者支援推進課 054-221-1098

45
障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担
額減額・免除等申請書

住民票の写し

46
障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担
額減額・免除等申請書

生活保護受給証明書

47
障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者
負担額減額・免除等変更申請書

所得証明書（市民税課税証明書） 障害者支援推進課 054-221-1098

48
障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者
負担額減額・免除等変更申請書

住民票の写し

49
障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者
負担額減額・免除等変更申請書

生活保護受給証明書

50 自立支援医療（更生医療）の申請 市民税・県民税課税（所得）証明書

51 自立支援医療（更生医療）の申請 生活保護受給証明書

52 重度心身障害者医療費助成に関する事務 市民税・県民税課税（所得）証明書 障害者支援推進課 054-221-1587

53 第２号被保険者の被保険者証交付申請の確認 医療保険の被保険者証
加入先の医療保険によっ
ては、今後も被保険者証
が必要になります。

介護保険課 054-221-1374

54
要介護認定等における医療被保険者資格の確
認（64歳以下の方）

医療保険の被保険者証
加入先の医療保険によっ
ては、今後も被保険者証
が必要になります。

介護保険課 054-221-1374

55
健康保険などの脱退等による国民健康保険の
加入手続

健康保険資格喪失証明書または脱退連
絡票

国共済、地共済、私学共
済並びに加入者の情報の
登録が遅れている一部の
健康保険組合及び国民健
康保険組合や、協会けん
ぽの被扶養者に関する手
続については、引続き添
付書類が必要になりま
す。
　また、健康保険などが資
格の情報を登録する前
に、国保加入手続を行う
場合は、添付書類が必要
になります。

葵区保険年金課
駿河区保険年金課
清水区保険年金課

054-221-1070

054-287-8621

054-354-2141

56
健康保険などの加入による国民健康保険脱退
の手続

健康保険加入証明書または健康保険の
保険証

国共済、地共済、私学共
済並びに加入者の情報の
登録が遅れている一部の
健康保険組合及び国民健
康保険組合や、協会けん
ぽの被扶養者に関する手
続については、引続き添
付書類が必要になりま
す。

葵区保険年金課
駿河区保険年金課
清水区保険年金課

054-221-1070

054-287-8621

054-354-2141

障害者支援推進課 054-221-1587
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No. 手続 不要になる添付書類 備考 問い合わせ先 電話番号

57 非自発的失業者に対する保険料の軽減 雇用保険受給資格者証

非自発的失業後、保険料
の軽減の申請までに再就
職 した場合は、雇用保険
受給資格者証の添付が必
要です。

葵区保険年金課
駿河区保険年金課
清水区保険年金課

054-221-1070

054-287-8621

054-354-2141

58 小児慢性特定疾病医療費の支給申請 被保険者の市民税・県民税課税証明書

患児の加入する健康保険
が社会保険でありかつ被
保険者の市民税が非課税
の人、患児の加入する健
康保険が国保組合の人に
ついては、対象外

保健予防課 054-249-3170

59 自立支援医療費（育成医療）の支給申請 市民税・県民税課税証明書
未申告の方は市民税申告
が必要です

保健予防課 054-249-3170

60 特定医療費（指定難病）の支給認定申請 課税証明書

患者の加入する健康保険
が社会保険でありかつ被
保険者の市民税が非課税
の人、患者の加入する健
康保険が国保組合の人に
ついては、対象外

61 住民票の写し

62
母子保健法の規定による養育医療に要する費
用の徴収

市民税・県民税課税証明書
未申告の方は市民税申告
が必要です

保健予防課 054-249-3170

63

感染症の予防及び感染症の患者に対する医
療に関する法律第19条又は第20条に基づく
入院に係る患者の自己負担額を決定するた
めの手続

課税証明書

1月1日時点で、静岡市外
に住民登録がある場合
は、住民登録がある自治
体で課税証明書をとる必
要があります

保健予防課

054-249-3172

054-249-3178

64

感染症の予防及び感染症の患者に対する医
療に関する法律第19条又は第20条に基づく
入院（緊急その他やむをえない理由により
感染症指定医療機関以外の病院又は診療所
で医療を受けた場合に限る。）に係る患者
の自己負担額を決定するための手続

課税証明書

1月1日時点で、静岡市外
に住民登録がある場合
は、住民登録がある自治
体で課税証明書をとる必
要があります

保健予防課

054-249-3172

65 児童扶養手当認定請求 課税証明書
各区の

子育て支援課

66 児童扶養手当認定請求 住民票の写し
葵区

駿河区
清水区

054-221-1093

054-287-8674

054-354-2120

67 児童扶養手当認定請求
入所受給者証又は措置決定通知等の写
し

68 児童扶養手当認定請求 特別児童扶養手当証書

69 児童扶養手当認定請求
障害者福祉サービス受給者証（療養もしく
は施設入所支援）

70 児童扶養手当額改定請求 住民票の写し
各区の

子育て支援課

71 児童扶養手当額改定請求
入所受給者証又は措置決定通知等の写
し

葵区
駿河区
清水区

054-221-1093

054-287-8674

054-354-2120

72 児童扶養手当額改定請求 特別児童扶養手当証書

73 児童扶養手当額改定請求
障害者福祉サービス受給者証（療養もしく
は施設入所支援）

74 児童扶養手当現況届 課税証明書
各区の

子育て支援課

75 児童扶養手当現況届 住民票の写し

葵区
駿河区
清水区

054-221-1093

054-287-8674

054-354-2120

76 児童扶養手当現況届
入所受給者証又は措置決定通知等の写
し

77 児童扶養手当現況届 特別児童扶養手当証書

78 児童扶養手当現況届
障害者福祉サービス受給者証（療養もしく
は施設入所支援）

79 障害の状態の届出（年齢延長） 特別児童扶養手当証書

各区の
子育て支援課

葵区
駿河区
清水区

054-221-1093

054-287-8674

054-354-2120

保健予防課 054-249-3177
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No. 手続 不要になる添付書類 備考 問い合わせ先 電話番号

80
母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付金の
償還免除の申請

課税証明書

各区の
子育て支援課

葵区
駿河区
清水区

054-221-1093

054-287-8674

054-354-2120

81
母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付金の
寡婦の申請

課税証明書

各区の
子育て支援課

葵区
駿河区
清水区

054-221-1093

054-287-8674

054-354-2120

82 母子家庭等日常生活支援事業の申請 生活保護受給証明書
各区の

子育て支援課

83 母子家庭等日常生活支援事業の申請 児童扶養手当証書

葵区
駿河区
清水区

054-221-1096

054-287-8675

054-354-2429

84 母子家庭等日常生活支援事業の申請 課税証明書

85 児童手当の申請（認定請求） 認定請求者及び配偶者の課税証明書
各区の

子育て支援課

86 児童手当の現況の届出 認定請求者及び配偶者の課税証明書

葵区
駿河区
清水区

054-221-1093

054-287-8674

054-354-2120

87
児童福祉法に定める障害児入所医療費の支
給

健康保険証(健康保険法）
一部の健康保険組合は要
添付

児童相談所 054-275-2874

88
児童福祉法に定める障害児入所医療費の支
給

健康保険証(船員保険法）

89
児童福祉法に定める障害児入所医療費の支
給

健康保険証(国民健康保険法）

90 児童福祉法に定める障害児入所支援の申請 住民票の写し 児童相談所 054-275-2874

91 児童福祉法に定める障害児入所支援の申請 課税証明書

92 児童福祉法に定める障害児入所支援の申請 生活保護受給証明書

93 児童福祉法に定める障害児入所支援の申請 中国残留邦人等支援給付決定通知書

94 児童福祉法に定める障害児入所支援の申請 障害児通所受給者証

95
児童福祉法に定める特定入所障害児食費等
給付費の申請

住民票の写し 児童相談所 054-275-2874

96
児童福祉法に定める特定入所障害児食費等
給付費の申請

課税証明書

97
児童福祉法に定める特定入所障害児食費等
給付費の申請

生活保護受給証明書

98
児童福祉法に定める特定入所障害児食費等
給付費の申請

中国残留邦人等支援給付決定通知書

99
児童入所施設措置児等に係る費用を保護者等
から徴収するための手続き

住民票の写し 児童相談所 054-275-2874

100
児童入所施設措置児等に係る費用を保護者等
から徴収するための手続き

生活保護受給証明書

101
児童入所施設措置児等に係る費用を保護者等
から徴収するための手続き

中国残留邦人等支援給付決定通知書

102 障害福祉サービス受給者証

103
児童入所施設措置児等に係る費用を保護者等
から徴収するための手続き

特別児童扶養手当証書

104
児童福祉法に定める高額障害児入所給付費
の申請

住民票の写し 児童相談所 054-275-2874

105
児童福祉法に定める高額障害児入所給付費
の申請

生活保護受給証明書

106
児童福祉法に定める高額障害児入所給付費
の申請

中国残留邦人等支援給付決定通知書

107
児童福祉法に定める高額障害児入所給付費
の申請

障害児通所受給者証

108
児童福祉法に定める高額障害児入所給付費
の申請

介護保険被保険者証

109
児童福祉法に定める高額障害児入所給付費
の申請

障害福祉サービス受給者証

110 自立支援医療（精神通院医療）の申請 市民税・県民税課税証明書

各区の障害者支援
課

葵区
駿河区
清水区

054-221-1589

054-287-8690

054-354-2168
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No. 手続 不要になる添付書類 備考 問い合わせ先 電話番号

111
母子家庭等医療費助成における受給者証交付
申請

課税証明書
各区の

子育て支援課

054-221-1093

054-287-8674

054-354-2120
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