
郵送申請が可能な手続き等について

手続き内容 担当グループ 問合せ先

〇政策課

市広報の掲載申込み 広報秘書G 84−5022

〇総務課

情報公開請求

自己情報開示請求

〇税務課

市税証明等（固定資産関係含む）の交付

市県民税関係の各種届出

法人市民税関係の各種届出

軽自動車税の減免申請

市県民税申告書の提出

固定資産税関係の各種届出

償却資産申告書の提出

口座振替申込み

納税猶予（特例）の申請

〇まちづくり協働課

自治会⾧交代届の申請書の受け渡し及び提出

自治会集会施設建築等助成金交付申請書の受け渡し及び提出

自治会集会施設等敷地内整備原材料支給申請書の受け渡し及び提出

住居表示付定申請書、住居表示証明願の受け渡し及び提出

市民参画協働事業推進補助金応募書の受け渡し及び提出

〇市民課

福祉医療費助成資格認定・変更・喪失届

児童手当認定請求・額改定認定請求・消滅届・現況届

出生祝金

後期高齢者医療制度各種届出・給付関係申請・保険料口座振替納付依頼書の提出

介護保険料口座振替納付依頼書の提出

簡易申告書の提出

戸籍証明書、住民票の写しの交付

転出の手続き

改葬許可の手続き

戸籍届出（死亡届以外）

高額療養費の申請

高額介護合算の申請

高額外来年間合算の申請

簡易申告書の提出

〇環境課

犬猫の避妊等手術費助成金交付申請

犬の登録の手続き

狂犬病予防注射済票交付の手続き

三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドラインに基づく届出

水質汚濁防止法に係る届出

大気汚染防止法に係る届出

ダイオキシン類対策措置法に係る届出

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に係る届出

騒音規制法に係る届出

振動規制法に係る届出

三重県生活環境の保全に関する条例に係る届出

環境創造Ｇ 96−8095

医療年金Ｇ 84−5005

戸籍住民G 84−5003

国民健康保険G 84−5006

収納対策G 84−5009

地域まちづくりＧ 84−5007

市民協働G 84−5008

情報統計G 84−5032

市民税G 84−5011

資産税G 84−5010



手続き内容 担当グループ 問合せ先

開発行為に関する協議経過書等の手続き

墓地等経営許可申請等

環境指導員の変更届

自然公園使用許可申請

産業廃棄物許可申請等

一般廃棄物処理業許可申請等

資源物集団回収活動団体登録・実績報告等

生ごみ処理容器購入費補助金交付申請

廃棄物処理手数料減免申請

ごみ集積施設設置申請等

〇文化スポーツ課

周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等の発掘の届出 まちなみ文化財Ｇ 96−1218

〇地域福祉課

生活保護被保護者の収入申告、資産申告

おもいやり駐車場登録申請 

ヘルプマーク交付申請

温泉パスポート購入申込み

総合保健福祉センター あいあい 貸出施設の使用許可申請

第11回特別弔慰金の請求

日常生活用具の給付申請

タクシー券の助成申請

身体障害者手帳の新規申請・再交付申請

療育手帳の新規申請・再交付申請

精神障害者保健福祉手帳の新規申請・更新申請

NHK免除申請

自動車燃料費用助成申請

視覚障害者(児）生活訓練事業申請

福祉移送サービス利用申請

自立支援医療申請

補装具申請

障害福祉サービス、児童通所サービスの更新申請

〇⾧寿健康課

がん総合検診申込み 

女性のための検診申込み

各種がん検診等受診券発行の申請（非課税世帯確認同意書含む）

健康マイレージ応募（R2.6月～予定）

新生児聴覚スクリーニング検査費の一部助成の申請

産婦健康診査県外等受診費助成金の申請

妊婦一般健康診査県外受診費用の一部助成の申請

ロタウイルス予防接種費用助成の申請 (市外で接種する場合) 

水痘（みずぼうそう）予防接種費用助成の申請 (市外で接種する場合) 

おたふくかぜ予防接種費用助成の申請 (市外で接種する場合) 

DPT予防接種費用助成の申請 (市外で接種する場合) 

MR（定期接種もれ）予防接種費用助成の申請 (市外で接種する場合)

成人用肺炎球菌予防接種費用助成の申請 (市外で接種する場合)

風しん追加的対策における風しん抗体検査と予防接種について 無料クーポン券再発行の申請

救急医療情報キット申請

緊急通報装置の設置申請

家族介護慰労金の支給申請

成年後見制度利用の助成申請

障がい者支援G 8−3313

健康づくりG 84−3316

廃棄物対策Ｇ 82−8081

福祉総務Ｇ 84−3311



手続き内容 担当グループ 問合せ先

成年後見制度の利用支援申請

介護用品の支給申請

日常生活用具の給付申請

徘徊高齢者見守りシールの交付申請

独居老人宅の修繕申請

配食サービス申請

タクシー料金の助成申請

高齢者の障害者控除認定書の発行

〇産業振興課

土地改良事業補助金申請

農林業施設原材料支給申請

森林の土地の所有者届出 森林林業G 84−5068

空き店舗等活用支援事業応募申込み

小規模事業者経営改善資金利子補給申請

創業資金利子補給申請

小規模事業資金融資制度保証料補給申請

創業・再挑戦資金融資制度保証料補給申請

乗合タクシー利用者登録申請

〇用地管理課

道路占用許可申請・協議

道路工事施行承認申請

工事着手届出

工事完成届出

道路交通障害報告

道路占用料免除申請

法定外公共物占用許可申請・協議

法定外公共物工事許可申請

法定外公共物工事着手届出

法定外公共物工事完成届出

道路用地等境界確認申請

狭あい道路後退用地等（変更）協議申請

狭あい道路に係る寄附申出及び助成金・報償金請求手続き

都市公園内行為（変更）許可申請

都市公園占用（変更）許可申請

工事完了（占用廃止・原状回復・措置完了）届出

都市公園使用料減免申請

行政財産目的外使用申請

行政財産目的外使用料免除申請

道路幅員証明申請

法定外公共物用途廃止申請

建築基準法第４３条第２項第２号の規定による許可申請に係る管理者との協議申請

河川占用許可申請

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申出 用地G 84−5045

農業G 84−5082

商工業・地域交通G 84−5049

管理G 84−5012

高齢者支援G 84−3312



手続き内容 担当グループ 問合せ先

〇土木課

亀山市道路環境美化ボランティア推進事業及び亀山市公園等環境美化ボランティア推進事業に係

る清掃用具貸与等の申請
施設保全G 84−5041

砂防指定地内及び急傾斜地崩壊危険区域内における行為に係る申請書の提出・受理 施設整備G 84−5042

〇都市整備課

景観法に基づく行為に関する手続き

都市計画法第５３条の建築許可に関する手続き

亀山市立地適正化計画に伴う届出

木造住宅耐震対策事業に関する手続き

住宅取得支援事業に関する手続き

ブロック塀等撤去支援事業に関する手続き

建築確認申請及び完了検査申請に関する手続き（市所管分）

⾧期優良住宅認定等に関する手続き

建設リサイクル法届出に関する手続き

建築物省エネ法認定等に関する手続き

低炭素促進法認定等に関する手続き

道路位置指定に関する手続き

開発行為に関する手続き

国土利用計画法に基づく土地売買等届出

〇上水道課

水道の使用開始・中止の手続き（電話受付が可能）

水道使用者の名義変更手続き（電話受付が可能）

水道所有者の名義変更手続き

水道料金減免の手続き

口座振替納付依頼の手続き

証明書交付の手続き

指定給水装置工事事業者指定申請

給水装置工事申請書及び給水申込み

〇下水道課

農業集落排水処理施設使用料にかかる申請手続き

公共下水道事業受益者負担金に係る申告手続き

浄化槽整備事業補助金制度に係る申請手続き

水洗便所等改造資金融資あっせん制度に係る申請手続き

下水道排水設備指定工事店指定に係る申請手続き

排水設備等計画（変更）確認申請に関する手続き 

制限行為（変更）許可申請に関する手続き 

下水道管工事施工承認申請に関する手続き 

公共ます設置申請に関する手続き 

〇防災安全課

自主防災組織防災資機材購入等補助金申請

防犯灯施設設置費等補助金申請

自主防災組織の敷地内の整備に対する原材料支給申請

下水道工務G 97−0627

防災安全G 84−5035

上水道管理Ｇ 97−0621

上水道工務Ｇ 97−0622

下水道管理G 97−0628

都市計画G 84−5046

住まい推進G 84−5038

建築開発G 84−5088



手続き内容 担当グループ 問合せ先

〇消防総務課

消防用設備（消火栓ボックス等）設置費補助金交付申請 総務・消防団G 82−9491

〇予防課

露店等の開設届出

防火管理者選解任届出（修了証等の資格を証する書面のコピー添付）

消防計画作成変更届出

消防計画に基づく消防訓練の通知

設置者の氏名（名称）設置場所の地名（番地）変更届出

危険物製造所等品名、数量又は指定数量の倍数変更届出

予防規程制定変更認可申請

危険物保安監督者選任・解任届出

危険物取扱者選任・解任届出

少量危険物貯蔵・指定可燃物取扱廃止届出

圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始（廃止）届出

危険作業開始届出

〇消防本部 消防署

火災とまぎわらしい煙又は火災を発するおそれのある行為の届出（電話受付も可能）

煙火打ち上げ仕掛け届出（電話受付も可能）

水道の断水又は減水届出（電話受付も可能）

道路工事届出（電話受付も可能）

〇教育委員会 教育総務課

後援名義等使用承認申請・実績報告 教育総務G 84−5071

行政財産目的外使用許可申請 施設保健給食G 84−5073

危険物G 82−9492

消防署 警防課

消防署 関分署

消防署 北東分署

82−9493

96−1780

84−1096

予防G 82−9492


