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地域振興課 東金市乗合タクシー利用者登録の申請
http://www.city.togane.chib
a.jp/0000000765.html

公共交通係 50-1196

課税課 各種税証明の郵送請求
http://www.city.togane.chib
a.jp/0000000783.html

市民税係
資産税係

50-1128
50-1127

課税課 市・県民税申告書の郵送提出
無（電話でお問い合わせく
ださい）

市民税係 50-1128

収税課 市税納税証明書申請
http://www.city.togane.chib
a.jp/0000000783.html

収税係 50-1129

収税課 市税(料)納付額確認書申請
http://www.city.togane.chib
a.jp/0000000783.html

収税係 50-1129

収税課 市税(料)口座振替申請
http://www.city.togane.chib
a.jp/0000000740.html

収税係 50-1129

収税課
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料
納付方法変更申請

無（電話でお問い合わせく
ださい）

収税係 50-1129

社会福祉課
自立支援医療（精神通院）受給者証の新規申
請・更新申請・変更申請

http://www.city.togane.chib
a.jp/0000000880.html

障害福祉係 50-1167

社会福祉課
精神障害者保健福祉手帳の新規申請・更新
申請・変更申請

http://www.city.togane.chib
a.jp/0000000877.html

障害福祉係 50-1167

社会福祉課
障害福祉サービスの更新申請・新規申請・変
更申請（聞き取り調査を伴わないもの）

無（電話でお問い合わせく
ださい）

障害福祉係 50-1167

社会福祉課 東金市日中一時支援事業利用申請
無（電話でお問い合わせく
ださい）

障害福祉係 50-1167

社会福祉課 東金市移動支援事業利用申請
無（電話でお問い合わせく
ださい）

障害福祉係 50-1167

社会福祉課
重度心身障害者医療費助成受給券の新規申
請・更新申請・変更申請

http://www.city.togane.chib
a.jp/0000000878.html

障害福祉係 50-1167

社会福祉課 重度心身障害者医療費助成償還払い申請
http://www.city.togane.chib
a.jp/0000000878.html

障害福祉係 50-1167

社会福祉課
東金市紙おむつ給付事業新規申請・変更申
請

http://www.city.togane.chib
a.jp/0000000894.html

障害福祉係 50-1167

社会福祉課
東金市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助
成金支給申請

http://www.city.togane.chib
a.jp/0000002727.html

障害福祉係 50-1167

社会福祉課
東金市障害者グループホーム運営費補助金
交付申請・実績報告・請求

無（電話でお問い合わせく
ださい）

障害福祉係 50-1167

社会福祉課
東金市障害者グループホーム等入居者家賃
補助金交付申請・実績報告・請求

無（電話でお問い合わせく
ださい）

障害福祉係 50-1167

社会福祉課
東金市障害者支援施設等通所交通費助成申
請

無（電話でお問い合わせく
ださい）

障害福祉係 50-1167

社会福祉課 特別児童扶養手当認定（有期更新）申請
http://www.city.togane.chib
a.jp/0000000887.html

障害福祉係 50-1167

社会福祉課 障害児福祉手当認定（有期更新）申請
http://www.city.togane.chib
a.jp/0000000883.html

障害福祉係 50-1167

社会福祉課 特別障害者手当認定（有期更新）申請
http://www.city.togane.chib
a.jp/0000000882.html

障害福祉係 50-1167

社会福祉課 更生医療費支給認定（更新・変更）申請
http://www.city.togane.chib
a.jp/0000000879.html

障害福祉係 50-1167

社会福祉課 育成医療費支給認定（更新・変更）申請
http://www.city.togane.chib
a.jp/0000002701.html

障害福祉係 50-1167

社会福祉課 補装具費支給（購入・修理）申請
http://www.city.togane.chib
a.jp/0000000890.html

障害福祉係 50-1167

社会福祉課 東金市日常生活用具給付申請
http://www.city.togane.chib
a.jp/0000000891.html

障害福祉係 50-1167

社会福祉課
身体障害者手帳交付申請・再交付申請・返還
申請

http://www.city.togane.chib
a.jp/0000000868.html

障害福祉係 50-1167

社会福祉課
療育手帳新規申請・再判定申請（18歳未満に
限る）

http://www.city.togane.chib
a.jp/0000000869.html

障害福祉係 50-1167

社会福祉課 東金市手話通訳者等派遣申請
http://www.city.togane.chib
a.jp/0000000892.html

障害福祉係 50-1167

社会福祉課 千葉県災害義援金届出
http://www.city.togane.chib
a.jp/0000007390.html

社会係 50-1233

社会福祉課 第１１回特別弔慰金申請
無（オンライン処理不可・郵
送のみ）

社会係 50-1233

高齢者支援
課

軽度生活援助事業
http://www.city.togane.chib
a.jp/0000001097.html

高齢者支援係 50-1165

高齢者支援
課

あんしん電話事業
http://www.city.togane.chib
a.jp/0000001098.html

高齢者支援係 50-1165

高齢者支援
課

紙おむつ給付事業
http://www.city.togane.chib
a.jp/0000001099.html

高齢者支援係 50-1165

高齢者支援
課

はり・きゅう・マッサージ等助成事業
http://www.city.togane.chib
a.jp/0000001094.html

高齢者支援係 50-1165

https://app.oss.myna.go.jp/
Application/search
※内閣府HP「ぴったりサー
ビス」にアクセスします
https://app.oss.myna.go.jp/
Application/search
※内閣府HP「ぴったりサー
ビス」にアクセスします

市民課 戸籍謄本・住民票の郵送手続き
http://www.city.togane.chib
a.jp/0000000642.html

市民係 50-1131

子育て支援
課

児童手当等の額の改定の請求及び届出 子育て給付係 50-1202

窓口混雑緩和対策

子育て支援
課

児童手当等の受給資格及び児童手当の額に
ついての認定請求

子育て給付係 50-1202
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窓口混雑緩和対策

市民課 転出証明書の郵送手続き
http://www.city.togane.chib
a.jp/0000000673.html

市民係 50-1131

国保年金課 国民健康保険高額療養費申請
http://www.city.togane.chib
a.jp/0000000262.html

国保給付係 50-1250

国保年金課
国民健康保険限度額適用標準負担額減額認
定証申請

http://www.city.togane.chib
a.jp/0000000259.html

国保給付係 50-1250

国保年金課 国民健康保険高額介護合算療養費申請
無（電話でお問い合わせく
ださい）

国保給付係 50-1250

国保年金課 国民健康保険療養費申請
http://www.city.togane.chib
a.jp/0000001154.html

国保給付係 50-1250

国保年金課 国民健康保険葬祭費申請
http://www.city.togane.chib
a.jp/0000000235.html

国保給付係 50-1250

国保年金課 国民健康保険短期人間ドック助成金申請書
http://www.city.togane.chib
a.jp/0000000273.html

国保給付係 50-1250

国保年金課
国保健康保険加入(被保険者証の交付を含
む）

http://www.city.togane.chib
a.jp/000000216.html

国保資格課税
係

50-1134

国保年金課 国保健康保険脱退
http://www.city.togane.chib
a.jp/000000216.html

国保資格課税
係

50-1134

国保年金課
国保資格変更に関する届出（マル学・マル遠
等）

http://www.city.togane.chib
a.jp/000000216.html

国保資格課税
係

50-1134

国保年金課 国民健康保険証再交付
http://www.city.togane.chib
a.jp/0000000281.html

国保資格課税
係

50-1134

国保年金課 非自発的失業による国保税軽減
http://www.city.togane.chib
a.jp/0000004533.html

国保資格課税
係

50-1134

国保年金課
国民年金の資格取得・喪失及び種別変更に
関する手続き

http://www.city.togane.chib
a.jp/0000000305.html

高齢者医療年
金係

50-1133

国保年金課 国民年金保険料免除・納付猶予申請
http://www.city.togane.chib
a.jp/0000000327.html

高齢者医療年
金係

50-1133

国保年金課 国民年金学生納付特例申請
http://www.city.togane.chib
a.jp/0000000324.html

高齢者医療年
金係

50-1133

国保年金課 国民年金の付加保険料に関する手続き
無（電話でお問い合わせく
ださい）

高齢者医療年
金係

50-1133

国保年金課 国民年金保険料の法定免除に関する手続き
無（電話でお問い合わせく
ださい）

高齢者医療年
金係

50-1133

国保年金課 年金手帳再交付申請
無（電話でお問い合わせく
ださい）

高齢者医療年
金係

50-1133

国保年金課 産前産後免除該当届
http://www.city.togane.chib
a.jp/0000006911.html

高齢者医療年
金係

50-1133

国保年金課 老齢基礎年金裁定請求手続き
http://www.city.togane.chib
a.jp/0000000328.html

高齢者医療年
金係

50-1133

国保年金課 後期高齢者高額療養費申請
http://www.city.togane.chib
a.jp/0000000297.html

高齢者医療年
金係

50-1133

国保年金課 後期高齢者高額介護合算療養費申請
無（電話でお問い合わせく
ださい）

高齢者医療年
金係

50-1133

国保年金課 後期高齢者療養費申請
http://www.city.togane.chib
a.jp/0000000297.html

高齢者医療年
金係

50-1133

国保年金課 後期高齢者葬祭費申請
http://www.city.togane.chib
a.jp/000000294.html

高齢者医療年
金係

50-1133

国保年金課 後期高齢者保険証再交付申請
無（電話でお問い合わせく
ださい）

高齢者医療年
金係

50-1133

健康増進課 個別がん検診の申し込み
http://www.city.togane.chib
a.jp/0000000118.html

予防係 50-1173

健康増進課 肝炎検診の申し込み
http://www.city.togane.chib
a.jp/0000004207.html

予防係 50-1173

都市整備課
土地区画整理事業の換地処分に係る住所変
更証明書・所在地変更証明書に関する申請
（郵送）

http://www.city.togane.chib
a.jp/0000004480.html

まちづくり推進
係

50-1158

都市整備課 都市公園の使用に関する申請（郵送）
http://www.city.togane.chib
a.jp/0000000956.html

まちづくり推進
係

50-1158

都市整備課 都市公園の占用に関する申請（郵送）
http://www.city.togane.chib
a.jp/0000005540.html

まちづくり推進
係

50-1158

都市整備課 屋外広告物に関する申請（郵送）
http://www.city.togane.chib
a.jp/0000000974.html

計画係 50-1154

都市整備課 地区計画に関する届出（郵送）
http://www.city.togane.chib
a.jp/0000000986.html

計画係 50-1154

都市整備課
土地取引（国土利用計画法）に基づく届出（郵
送）

http://www.city.togane.chib
a.jp/0000003564.html

計画係 50-1154

都市整備課
土地取引（公有地の拡大の推進に関する法
律）に基づく届出（郵送）

http://www.city.togane.chib
a.jp/0000003426.html

計画係 50-1154

生涯学習課 埋蔵文化財の照会
http://www.city.togane.chib
a.jp/0000000428.html

文化学習振興
係

50-1187

生涯学習課 図書館資料の予約・検索・貸出期間延長
http://www.city.togane.chib
a.jp/0000000160.html

東金図書館 50-1190

生涯学習課 中央公民館　施設の使用許可申請
http://www.city.togane.chib
a.jp/0000000413.html

中央公民館 50-1191
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