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5月10日㈰の日曜開庁および5月13日㈬の水曜窓口延長は休止いたします。
詳しくは、区HPをご覧ください。

新型コロナウイルス感染につながる人と人との接触を極力減らすため
区役所への来庁も最小限にとどめていただくようお願いします

パソコンや郵送などで対応可能な申請・届出等一覧 詳しくは、電話で各問合せ先へ
住民票等の取得や転出届

戸籍住民サービス課
手続き 問合せ

1 住民票の取得
TEL（5246）1163

2 戸籍証明の取得
3 転出届

TEL（5246）1164
4 マイナンバーカードの申請
5 改葬許可申請 TEL（5246）1162

国民年金
区民課国民年金係

手続き 問合せ

1
国民年金被保険者関係届書
(資格取得・種別変更等)、
申請免除・納付猶予・学生
納付特例申請

TEL（5246）1262

税金関係
税務課

手続き 問合せ
1 軽自動車等の廃車申告

TEL（5246）1101

2 軽自動車税(種別割)納税証明交付
3 標識交付証明書の再発行
4 廃車申告受付書の再発行

5 課税（非課税）証明書・納税証明書の発行
6 特別区たばこ税申告手続き
7 入湯税申告手続き

8

特別区民税・都民税、軽自
動車税（種別割）の過誤納
金還付請求（口座振込の場
合のみ）※対象者には通知
書を送付

TEL（5246）11149
特別区民税・都民税（普通
徴収分）の口座振替(自動
払込)依頼※依頼書は電話
で請求可

10
特別区民税・都民税、軽自
動車税（種別割）の納付書
再交付※再交付は電話で依
頼可

11 特別区民税・都民税申告書

TEL（5246）1103
～1105

12 上場株式等の譲渡所得等・配当所得等申告書
13 給与支払報告書

14 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

15 特別徴収切替届出（依頼）書

16 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書

17 特別徴収税額の納期の特例に関する申請書

18 特別区民税・都民税修正申告書

医療
保健予防課

手続き 問合せ
1 難病患者日常生活用具申請 TEL（3847）9405

2 難病医療費等助成申請※要返信用封筒

TEL（3847）9471
3

大気汚染医療費助成申請、
被爆者関係申請、アスベス
ト関係申請、公害医療手帳
更新手続き、予防接種予診
票再発行、予防接種依頼書
発行

障害福祉
障害福祉課

手続き 問合せ
1 身体障害者（児）補装具

TEL（5246）1201

2 自立支援医療

3 心身障害者日常生活用具給付

4

紙おむつ購入補助券、寝具
乾燥・消毒サービス、福祉
タクシー、自動車燃料費の
助成、リフト付タクシーの
申請

5

心身障害者福祉手当、特別
障害者手当、障害児福祉手
当、東京都重度心身障害者
手当、難病患者福祉手当の
申請

6 心身障害者(児)医療費助成申請
7 身体障害者手帳申請

TEL（5246）12028 愛の手帳（再交付等）申請
9 障害福祉サービス支給申請
10 地域生活支援事業支給申請
松が谷福祉会館

手続き 問合せ
1 児童通所給付費支給申請 TEL（5246）9651
保健予防課

手続き 問合せ

1
自立支援医療受給者証申
請、精神保健福祉手帳申請、
マル障申請※要返信用封筒 TEL（3847）9405

2 障害福祉サービス申請

国民健康保険
国民健康保険課

手続き 問合せ

1
納付額証明書、資格適用開
始・終了証明書※申請書の
送付希望は右記問合せ先へ

TEL（5246）1251

2
国民健康保険の加入・喪失
の手続き、国民健康保険証
の再交付、非自発的失業者
に係る保険料の軽減措置

TEL（5246）1252

3

移送費、葬祭費、高額介護
合算療養費、高額療養費、
限度額適用認定証等、特定
疾病療養受領証、精神医療
給付金（都外医療機関受
診）、結核医療給付金（都
外医療機関受診）、第三者
行為傷病届

TEL（5246）1253

4 療養費※海外療養費の申請は右記問合せ先へ

5
出産育児一時金※海外出産
による出産育児一時金の申
請は右記問合せ先へ

6
口座振替申込、特別徴収（予
定）の方の保険料納付方法
選択手続き、収納額確認票
発行

TEL（5246）1256

後期高齢者医療制度
国民健康保険課

手続き 問合せ

1

再交付申請、限度額適用・
標準負担額減額認定申請、
限度額適用認定申請、特定
疾病認定申請、療養費申請、
高額療養費申請、介護合算
療養費申請、第三者行為届
出、葬祭費申請

TEL（5246）1254

2
口座振替申込、特別徴収（予
定）の方の保険料納付方法
選択手続き、収納額確認票
発行

TEL（5246）1491

子育て関係
子育て・若者支援課

手続き 問合せ
1 児童手当の申請

TEL（5246）1232

2 子ども医療費助成の申請
3 児童扶養手当の申請
4 児童育成手当の申請

5 ひとり親家庭等医療費助成の申請
6 特別児童扶養手当の申請
学務課

手続き 問合せ

1 施設等利用費の請求（こども園） TEL（5246）1414

2 施設等利用費の請求（幼稚園） TEL（5246）1412

児童保育課
手続き 問合せ

1

施設等利用費の請求、認証
保育所等保育料助成の申
請、居宅訪問型病児・病後
児保育利用料助成の申請、
病後児保育事業利用登録申
込書の提出、無償化に関す
る確認

TEL（5246）1309

2
根岸定期利用保育室利用申
請、区内保育施設の公園使
用料等免除申請に関する手
続き

TEL（5246）1233

不妊治療・出産
保健サービス課

手続き 問合せ
1 台東区特定不妊治療費助成 TEL（3847）9447

2
里帰り出産等妊婦健康診査
費助成、産後ケア（宿泊型）
利用申請

TEL（3844）8171
浅草保健相談セン
ター

介護保険
介護保険課

手続き 問合せ
1 住宅改修

TEL（5246）1249

2 福祉用具購入

3
介護保険居宅介護（予防）
サービス計画作成依頼（変
更）届出

4 介護保険負担限度額認定　申請

5 軽度者に対する福祉用具貸与

6 高額介護（予防）サービス費申請

7 過誤申立※FAXでの送付可
TEL（5246）1249
FAX（5246）1229

8 介護サービス利用者負担額軽減申請
TEL（5246）1249

9 介護保険負担限度額認定申請書等再交付申請

10 被保険者証等の再交付申請 TEL（5246）1242
・1246

11 介護保険要介護認定・要支援認定申請

TEL（5246）124512 障害者控除対象者認定申請
13 認定申請取下げ申請

14 要介護認定等結果等開示請求

上記のほかにも行える手続きが
あります。詳しくは、右記二次
元コードよりご覧ください。


