
税・社会保障関係の手続きでは、マイナンバーカードなどマイナンバーを証明する書類の提示が必要となります 

転入に関連するおもな手続き 
下記にあてはまる方は世帯にいますか？ 
あてはまる手続きをご自身で確認してください 

手続き 必要なもの 該当 受付窓口 地域振興局 

 

 
マイナンバーカード、住民基本台帳カードの 
いずれかをお持ちの方 

マイナンバーカード、住民基本 
台帳カードの継続利用(住所変更) 

(お持ちの方) 

・マイナンバーカード 
・住民基本台帳カード 

 
 
５ 

戸籍住民課 

 

 

 前住所で申請したマイナンバーカードを 

受け取っていない方 
マイナンバーカードの作成には 

再度申請が必要です 

交付申請書 
写真（市役所で無料撮影可） 

 

印鑑登録が必要な方 印鑑登録 受付窓口でご相談ください  
 

 
 

国民健康保険に加入する方 
・国民健康保険の加入 
・保険証の交付 
・簡易申告 

  

７－１ 

国民健康保険係 

 

 

 →70 歳から 74 歳までの方 新しい保険証兼高齢受給者証交付 変更前の保険証兼高齢受給者証  

 

→世帯に後期高齢者医療制度の加入者がいる方 

保険料の軽減有無確認 

（お持ちの方） 

・特定同一世帯所属者異動連絡票 

・旧被扶養者異動連絡票 

 

→失業となったため国民健康保険に加入する方 
・雇用保険受給資格者証 

 
→勤務先の健康保険の資格が切れた方 

→任意継続に関する相談が必要な方（（退職後 20日以内） 

・国民健康保険の加入 
・保険証の交付 
※資格喪失日より１４日以内 

勤務先の健康保険の 
資格喪失証明書 

 

 
→各種認定証（病院での支払が一定 
 金額までになる証明書）が必要な方 

・限度額適用認定証 
・限度額適用（・標準負担額減額認定証 
・特定疾病療養受療証等の相談（・申請 

受付窓口でご相談ください 
 

75 歳以上の方 または 

65 歳以上で後期高齢者医療制度に加入している方 

後期高齢者医療被保険者証の送付先確認（後日郵送） 
※保険料の口座振替を希望する方は、預金通帳、通帳届出印が必要 

 

７－３ 

高齢者保険係 

 

 →三重県外から転入した方 負担区分の確認 
（前の住所地で発行された） 

負担区分等証明書 
 

 
→各種認定証（病院での支払が一定金額 
 までになる証明書）が新たに必要な方 

・限度額適用認定証 
・限度額適用（・標準負担額減額認定証 

・特定疾病療養受療証等の相談（・申請 

受付窓口でご相談ください 
 

国民年金に加入する方 
→20歳から60歳未満で失業等により厚生年金資格が切れた方

およびその扶養であった配偶者 

国民年金の加入 
※資格喪失日より 14 日以内 

・厚生年金の資格喪失証明書 
・年金手帳 

 
７－２ 

国民年金係 

 

 

65 歳以上の方 
介護保険の加入 

※保険料の口座振替を希望する方は、預金通帳、通帳届出印が必要 

 
２ 

介護保険課 

 

 

転入前の自治体の要介護認定を引き継ぐ方 
要介護認定の相談 

負担割合証・負担限度額認定など 

（お持ちの方） 

介護保険受給資格証明書 

 

 

 
 
 

 

障害者手帳をお持ちの方 
手帳の住所変更 

対象となるサービスの相談・申請 

障害者手帳（（身体（・療育（・精神） 
※写真が必要な場合があります 

 

８ 
障がい福祉課 

 

自立支援医療受給者証をお持ちの方 受給者証の住所変更 受給者証、健康保険証 
 

障害福祉サービス受給者証、障害児通所 
受給者証をお持ちの方 

受給者証の交付申請 
（お持ちの方） 
障害支援区分認定証明書 

 

特別障害者手当、障害児福祉手当、 
特別児童扶養手当を受給している方 

住所変更 受給者の通帳 
 

障がい者医療費受給資格を持っていた方 
（市町村によって受給要件が異なります） 

障がい者の医療費助成の相談（・申請 

・健康保険証 

・障害者手帳(身体・療育・精神) 

・振込先通帳（等 

※前住所地の「所得・課税証明

書」が必要な場合があります 

 
９－２ 
福祉医療係 

 

 

 

妊娠している方 
妊婦健診（・産婦健診結果票、妊婦歯

科健診依頼票の交付 

母子保健サービスのご案内 

・母子健康手帳 
・来所される方の本人確認が 
できるもの 

※妊娠中の方、または乳児健
診がお済みでないお子さん
で、三重県内の市町から転
入の場合は、上記に加え 

「母子保健のしおり」の冊子 

 

健康センターはるる 

 

春日町一丁目19 番地 

0598-20-8087 

 

（三雲除く） 
１歳未満で４か月児健診・10か月児健診 
が未受診のお子さんがいる方 

乳児一般健康診査受診票(４か月

児・10 か月児)交付 

0 歳～13歳未満のお子さんがいる方 
予防接種受診券の交付 

乳幼児の健康相談など 

０歳～中学生のお子さんがいる方 
児童手当の申請 
※転出予定日の翌日から起算して１５日以内 
※公務員世帯の方は勤務先で申請してください 

請求者の振込先口座がわかる 
もの（必要なものがそろっていな 
くてもお立ち寄りください） 

 
１０－１ 

こども支援課 
 

ひとり親家庭等に該当する方 
児童扶養手当の相談・申請 

受付窓口でご相談ください 
 

一人親家庭等医療費助成の相談  
９－２ 
福祉医療係 

 
０歳～18歳(3 月末時点)のお子さんがいる方 こども医療費助成の相談・申請 

・健康保険証（子） 
・振込先通帳（保護者）（等 
※前住所地の（「所得（・課税証明書」

が必要な場合があります 

 

保育園・幼稚園等に入園を希望する方 保育園・幼稚園等の入園相談 受付窓口でご相談ください 
 １１ 

こども未来課 
 

小・中学生のお子さんがいる方 
転校手続き 
（入学通知書の交付） 

受付窓口でご案内します 
 

第 2分館 

学校教育課 

（嬉野・三雲） 

北部教育事務所 

（飯南・飯高） 

西部教育事務所 小・中学生のお子さんがいて、経済的な 

事情がある方 
就学援助の相談・申請 

受付窓口でご相談ください 
※学校経由でも手続きできます 

 

多気中学校に通う中学生がいる方 多気町松阪市学校組合(多気町役場教育委員会事務局内)で手続きが必要です 
 多気町役場教育課 

0598-38-1121 
 

 

保険 
年金 

障がい 

高齢 

こども 

マークのあるものは、地域振興局でも受付しています 
北部教育事務所は嬉野地域振興局・西部教育事務所は飯南地域振興局の敷地内 

振 

振 

振 

 住所 
戸籍 

振 

振 

振 

振 

振 

振 

振 

振 

振 



 
 

 
 

 

原付バイク・小型特殊を所有している方 所有申告（軽自動車税） 受付窓口でご相談ください  2 階 市民税課  

軽自動車、250 ㏄以下のオートバイを所有し

ている方 
軽自動車協会でご相談ください 

 軽自動車協会 
050-3816-1779 

 

自動二輪（250 ㏄超）を所有している方 運輸局三重支局でご相談ください  運輸局(二輪) 
050-5540-2055 

 

上下水道の使用を開始する方 開栓申込み 
お電話で手続きできます。 
使用開始前日までにご依頼ください。 

 上下水道お客様センター 

0598-51-2660 

0120-323-204 

（市内固定電話のみ） 

 

 
  

 
〒090－8509 
北見市大通西 2丁目 1番地  

 
 
嬉野地域振興局、三雲地域振興局、飯南地域振興局、飯高地域振興局でも手続きができます。 
一部の手続きでは受付していないものがあります。内側の表でご確認ください。 

 

手続きチェックシート 

転入 
松阪市に引越しされた方へ    忘れずにお持ちください 

転入届 住み始めた日から 14日以内に届出してください 

《届出に必要なもの》 

・前の住所地で発行された「転出証明書」 

(マイナンバーカード、住民基本台帳カードをお持ちの方には原則発行されません) 

・お持ちの方は新住所がわかるもの（契約書等） 

・お持ちの方は「マイナンバーカード」 

・お持ちの方は「住民基本台帳カード」 

・外国人の方は「在留カード」または「特別永住者証明書」 

 

 本人確認書類 
市役所で手続きの際は本人確認をいたします。 

本人確認書類の提示をお願いいたします。 
 

（ （ （ （ （ （  <官公署が発行した、顔写真付きで身分を 

証明できるもの、免許証、許可証> 
 

 

運転免許証（  （ （ （  マイナンバーカード 
そのほか 

・パスポート  ・障がい者手帳 
・官公署発行の顔写真付きの免許証、許可証など 

--------------------------------------------------------------------- 

 
 

・健康保険証  ・年金手帳 
・介護保険証  ・受給者証 
・顔写真付きの社員証、学生証など 

                                               

s 

 

がん検診を希望される方 

（20 歳以上の女性・40 歳以上の男性で 

職場等でがん検診を受診する機会が無い方） 

検診受診券の交付 
（実施期間あり） 

お電話又は健康センターはるる 

にて受診券を交付いたします 

 健康センターはるる 

春日町一丁目19 番地 

0598-20-8087 

 

（三雲除く） 

犬と一緒に引っ越しされた方 所有者の住所変更 前住所地で発行された鑑札 
 第 4別棟 

環境課保全係 

 

 

 

市営住宅に入居を希望する方 
または市営住宅に同居を希望する方 

市営住宅入居の相談 
市営住宅の同居手続き 

受付窓口やお電話でご相談 
ください 

 
2 階 住宅課 

 

ごみの出し方のご案内 
ごみ・分別ガイドブック、 
ごみ収集カレンダー、ごみ集積所の
確認 

「ごみ・分別ガイドブック」「ごみ

収集カレンダー」にしたがって集

積所等へ出して下さい。 

集積所に出される場合は、管理（・運

営されている自治会又はアパート

の管理会社に確認してください 

 収集 53-4470 
 

持込 36-0975 
クリーンセンター 
（桂瀬町 751 番地） 

嬉野 
48-3811 

三雲 
56-7909 

飯南･飯高 

（ 32-2512 

農業集落排水処理施設の使用を開始する方 
（小野町、高木町、稲木町、嬉野須賀町、嬉野川北町） 

排水設備使用者変更届 
排水設備使用届 

  第3分館 

上下水道総務課総務係 
 

（三雲のみ） 

松阪市が管理する浄化槽の使用を開始する方 開始届 
使用料を口座振替する場合：
通帳と通帳届出印 

 西部水道浄化槽事務所

（飯高）46-7123 
 

確認に 

２点が 
必要なもの 

 

１点で 
本人確認 
できるもの 

 
税・ 

料金 

三重県松阪市殿町1340 番地１ 

 

松阪市ホームページ www.city.matsusaka.mie.jp/ 

関連する手続きで「認印」や「通帳」が必要になることがあります。 

 その他 

 

庁舎周辺図 

本庁主な窓口（1 階・2 階） 

振 

振 

振 

振 

【松阪ナビ】のダウンロードはこちらから！ 

松阪市公式アプリ（松阪ナビ！ 
ごみ収集日の前日通知や避難所マップな
ど、暮らしに役立つ情報がたくさんある
よ！ 
ぜひダウンロードしてね！！ 

 

・戸籍住民課  （ 0598-53-4052 

・国民健康保険係（0598-53-4041 

・国民年金係  （ 0598-53-4044 

・高齢者保険係（ （ （0598-53-4068 

・介護保険係  （ 0598-53-4091 

 

・障がい福祉課 0598-53-4059 

・福祉医療係  0598-53-4046 

・こども支援課（ （0598-53-4081 

・こども未来課（ （0598-53-4083 

・学校教育課（ （ （ （ 0598-53-4388 

 

・市民税課（ （ （ （ （ （ 0598-53-4026 

・環境課保全係 0598-53-4066 

・住宅課    0598-53-4163 

・上下水道総務課総務係 0598-53-4371 

 

iOS Android 


