
市区町村名 手続名（開始（予定）年月日）
汎用
以外

札幌市 地方税申告（法人市民税）（H18．1） ※
地方税申告（固定資産税：償却資産）（H18．1） ※
地方税申告（個人市民税：特別徴収）（H20．1） ※
地方税申告（事業所税）（H20．1） ※
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（H30.3）
児童手当等の額の改定の請求及び届出（H30.3）
児童手当等の氏名変更/住所変更等の届出（H30.3）
児童手当等の受給事由消滅の届出（H30.3）
児童手当等の現況届(H30.6)
児童扶養手当の現況届(H30.7)
未支払の児童手当等の請求（H30.3）
保育の支給認定の申請（H30.3）
保育施設等の利用申込（H30.3）
保育施設等の現況届（H30.3） ※

函館市 公文書公開手続（公文書開示請求）(H20.11.4)
所得証明書交付申請（Ｈ18.10.２）
固定資産税納税管理人申告（Ｈ18.10.２）
給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届（Ｈ18.10.２）
重度心身障がい者医療費受給者証交付申請（Ｈ18.10.2）
重度心身障がい者医療費受給資格喪失届（Ｈ18.10.2）
重度心身障がい者医療費受給資格変更届（Ｈ18.10.2）
ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請（Ｈ18.10.２）
ひとり親家庭等医療費受給資格喪失・変更届（Ｈ18.10.２）
ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請(H25.4.1)
子ども医療費受給者証交付申請（Ｈ18.10.２）
子ども医療費受給資格喪失・変更届（Ｈ18.10.２）
子ども医療費受給者証再交付申請(H25.4.1)
転出届(H18.10.2)　
住民票の写しの交付申請（Ｈ18.10.２）
除かれた住民票の写しの交付申請（Ｈ18.10.２）
印鑑登録証明書交付申請（Ｈ18.10.２）
介護保険受給資格証明書交付申請（Ｈ18.10.２）
介護保険料還付金受領口座指定届（Ｈ18.10.２）
児童手当・特例給付認定請求（Ｈ18.10.2）
児童手当・特例給付受給事由消滅届（Ｈ18.10.2）
児童手当・特例給付額改定届（Ｈ20.11.4）
児童手当・特例給付現況届（Ｈ20.11.4）
児童手当・特例給付住所・氏名・払込希望金融機関変更届(H23.6.1)
児童手当・特例給付に係る寄附の申出(H31.2.1)
児童手当・特例給付に係る寄附変更等の申出(H31.2.1)
未支払児童手当・特例給付請求(H31.2.1)
児童扶養手当住所等変更届（Ｈ18.10.２）
児童扶養手当支給停止関係（発生・消滅・変更）届(H23.6.1)
犬の登録事項変更届(H18.10.2)
犬の登録申請(H20.11.4)
犬の死亡届(H20.11.4)
犬の鑑札再交付申請(H20.11.4)
犬の注射済票再交付申請(H20.11.4)
営業休止・廃止・再開届(H20.11.4)
食品行商（販売業，製造業）営業休止（再開，廃止）届(H20.11.4)
食品行商（販売業）登録票（記章）再交付申請(H20.11.4)
道路工事施行承認着手（完了）届(H23.6.1)
道路工事施行承認申請（Ｈ20.11.４）
道路占用許可申請（Ｈ20.11.４）

小樽市 なし
旭川市 転出届(H18.10.10)

住民票交付申請（(H18.10.10 ）
住民票除票交付申請（(H18.10.10 ）
印鑑登録証明書交付申請（(H18.10.10 ）
重度心身障がい者医療費受給資格喪失届（(H18.10.10 ）

公的個人認証サービス対象手続きの導入状況
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北海道
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市区町村名 手続名（開始（予定）年月日）
汎用
以外

旭川市 重度心身障がい者医療費受給者証交付申請（(H18.10.10 ）
重度心身障がい者医療費受給者住所等変更届（ (H18.10.10 ）
競争入札参加資格変更審査申請（H20.2.1）
競争入札参加資格審査申請変更届（H20.2.1）
重度心身障害者医療費受給者証再交付申請（H20.11.4）
入湯税納入申告（H22.2.15）
浄化槽使用開始報告（H22.2.15）
浄化槽使用廃止報告（H22.2.15）
児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定の請求（H29.7.1）
児童手当の額の改定の請求及び届出（H29.7.1）
受給事由消滅の届出（H29.7.1）
未支払の児童手当の請求（H29.7.1）
児童手当に係る寄附の申出（H29.7.1）
児童手当に係る寄附変更等の申出（H29.7.1）
児童手当支払口座変更届（H30.4.1）
児童手当現況届（H30.6.1）

室蘭市 付記転出届（H18.10）
住民票交付申請（H18.10）
住民票除票交付申請（H18.10）
印鑑登録証明書交付申請（H18.10）
重度心身障がい者医療費受給資格喪失届（H18.10）
重度心身障がい者医療費受給者証交付申請（H18.10）
ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届（H18.10）
ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請（H18.10）
乳幼児医療費受給資格喪失届（H18.10）
乳幼児医療費受給者証交付申請（H18.10）
所得証明書交付申請（H18.10）
固定資産税納税管理人申告（H18.10）
給与所得者異動届（H18.10）
犬の登録申請（H19.11)
介護保険要介護・要支援（更新）認定申請（H18.10）
介護保険資格喪失届・過誤納金受領口座指定届（H18.10）
重度心身障害者医療受給資格内容変更届（H18.10）
乳幼児医療費受給内容変更届（H18.10）
ひとり親家庭等医療費受給資格内容変更届（H18.10）
児童手当の氏名・住所等変更届 (H29.10)
児童手当に係る寄附の申出（H29.10）
児童手当の額の改定の請求及び届出（H29.10）
児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定の請求（H29.10）
児童手当の受給事由消滅の届出（H29.10）
児童扶養手当住所等変更届（H24.3）
受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出（H29.10） 
受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出（H29.10） 
妊娠の届出（H29.10）
未支払の児童手当の請求（H29.10）

釧路市 なし
帯広市 地方税申告（個人市民税）（H22.12） ※

地方税申告（給与支払報告書）（H22.12） ※
地方税申告（特別徴収に係る給与所得者異動届）（H22.12） ※
地方税申告（普通から特別徴収への切替申請）（H22.12） ※
地方税申告（退職所得に係る納入申告及び特別徴収票又は特別徴収税額の内訳届出）（H22.12） ※
地方税申告（特別徴収義務者の名称所在地変更届出）（H22.12） ※
地方税申告（法人市民税）（H22.12） ※
地方税申告（固定資産税：償却資産）（H22.12.20） ※
妊娠届出（H29.7)
児童手当等に係る寄附変更等の申出（H29.7)
児童手当等に係る寄附の申出（H29.7)
児童手当の氏名変更／住所変更等の届出（H29.7)
児童手当等の額の改定の請求及び届出（H29.7)
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（H29.7)
未支払の児童手当等の請求（H29.7)
受給自由消滅の届出（H29.7)
保育施設等の現況届（H29.9)
保育施設等の利用申込／支給認定の申請（H29.9)

北見市 なし
夕張市 なし
岩見沢市 なし



市区町村名 手続名（開始（予定）年月日）
汎用
以外

網走市 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(H29年11月)
児童手当等の受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出(H29年11月）
児童手当等の受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出（H29年11月)
児童手当等の額改定の請求及び届出（H29年11月）
児童手当等の受給事由消滅の届出(H29年11月）
児童手当等の受給者の氏名変更／住所変更等の届出（H29年11月）
保育施設等の利用申込（H29年11月）
保育施設等の現況届(H29年11月）
支給認定の申請（H29年11月）
妊娠の届出(H29年11月）

留萌市 なし
苫小牧市 住民票交付申請（H19.1）

住民票除票交付申請（H19.1）
印鑑登録証明書交付申請（H19.1）
給与所得者異動届（H19.1）
地方税申告（法人市民税、個人住民税、特別徴収）(H25.11)
児童手当の受給資格及び児童手当の額についての請求の認定(H29.11)
児童手当の額の改定の請求及び届出(H29.11)
受給事由消滅の届出(H29.11)
氏名変更/住所変更等の届出(H29.11)
未支払の児童手当の請求(H29.11)
児童手当に係る寄附の申出(H29.11)
児童手当に係る寄附変更等の申出(H29.11)
児童手当の現況届（H30.9）
保育施設用利用申込書（H29.5）

稚内市 地方税申告（法人市民税、個人住民税、固定資産税）(H25.11) ※
美唄市 付記転出届（H19.9.1）

印鑑登録証明書交付申請（H19.9.1）
所得証明書交付申請（H19.9.1）
児童手当受給事由消滅届（H20.1）
児童手当認定請求（H20.1）

芦別市 なし
江別市 なし
赤平市 なし
紋別市 なし
士別市 児童手当受給事由消滅届(H20.5.1)

児童手当認定請求(H20.5.1)
児童手当額改定届(H20.5.1)
児童扶養手当住所等変更届(H20.5.1)
児童手当現況届（H20.5.1)
付記転出届(H20.5.1)
住民票交付申請(H20.5.1)
住民票除票交付申請(H20.5.1)
重度心身障がい者医療費受給者証交付申請(H20.5.1)
ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請(H20.5.1)
乳幼児医療費受給者証交付申請(H20.5.1)
給水工事申請(H20.5.1)
給水装置使用廃止届(H20.5.1)
地方税申告（法人市民税）（H24.11.26） 
地方税申告（固定資産税：償却資産）（H24.11.26） 
地方税申告（個人市民税：特別徴収）（H24.11.26） 

名寄市 付記転出届(平成１９年１１月１日)
住民票交付申請(平成１９年１１月１日)
住民票除票交付申請(平成１９年１１月１日)
印鑑登録証明書交付申請(平成１９年１１月１日)
介護保険料還付金受領口座指定届(平成１９年１１月１日)

三笠市 なし
根室市 なし



市区町村名 手続名（開始（予定）年月日）
汎用
以外

千歳市 介護保険受給資格証明書交付申請（H19.1.10）
児童手当受給事由消滅届（H19.1.10）
給与所得者異動届（H19.1.10）
所得証明書交付申請（H27.11.18）
地方税申告（個人市民税：特別徴収）（H21.3.23）
地方税申告（法人市民税）（H20.12.15）
地方税申告（固定資産税：償却資産）（H21.3.23）

滝川市 住基カードを利用した転出届（H18.10.2）
住民票交付申請（H18.10.2）
印鑑登録証明書交付申請（H18.10.2）
所得課税証明書の請求（H18.10.2）
給与所得者異動届（H18.10.2）
介護保険料還付金受領口座指定届（H18.10.2）
競争入札参加資格変更審査申請（H19.12.3)
競争入札参加資格審査申請変更届（H19.12.3)
納税証明書交付申請（H20.11.7)
介護保険居宅サービス計画作成依頼（変更）届（H20.11.7)

砂川市 なし
歌志内市 なし
深川市 住民票交付申請（H18.4）

住民票除票交付申請（H18.4）
付記転出届（H18.4）
印鑑登録証明書交付申請（H18.8）
児童手当等に係る寄付の申出（H29.5）
児童手当等に係る寄附変更等の申出（H29.5）
児童手当等に係る氏名変更／住所変更等の届出（H29.5）
児童手当等に係る受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出（H29.5）
児童手当等に係る受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出（H29.5）
児童手当等に係る受給事由消滅の届出（H29.5）
児童手当等の額の改定の請求及び届出（H29.5）
児童手当等の新規認定請求（H29.7）
児童手当の現況届（H31.1）
妊娠の届出（H29.5）
保育施設等の現況届（H29.5）
保育施設用利用申込書（H29.5）
保育所に係る支給認定申請書（H29.5）
未支払の児童手当等の請求（H29.5）

富良野市 付記転出届(H21.3.2)
住民票交付申請(H21.3.2)
住民票除票交付申請(H21.3.2)
印鑑登録証明書交付申請(H21.3.2)
所得証明書交付申請(H21.3.2)
給与所得者異動届(H21.3.2)

登別市 住民票交付申請(H18.11)
住民票除票交付申請(H18.11)
印鑑登録証明書交付申請(H18.11)
介護保険受給資格証明書交付申請(H18.11)
介護保険料還付金受領口座指定届(H18.11)
給与所得者異動届(H18.11)

恵庭市 特別徴収義務者所在地・名称等変更届（H20.1.1)
給与所得者異動届(H19.4.1)
児童手当受給事由消滅届(H19.4.1)
介護保険料還付金受領口座指定届(H19.4.1)
要介護・要支援認定申請(H19.4.1)
地方税申告（個人住民税）(H22.12.20) ※
地方税申告（法人市民税）(H22.12.20) ※
地方税申告（固定資産税）(H22.12.20) ※

伊達市 住民票交付申請（Ｈ18.10.2）
住民票除票交付申請（Ｈ18.10.2）

北広島市 地方税申告（法人資産税）（H20.12) ※
地方税申告（固定資産税：償却資産）（H20.12) ※
地方税申告（個人市民税：特別徴収）（H20.12） ※
妊娠届け（H30.3.5） ※



市区町村名 手続名（開始（予定）年月日）
汎用
以外

石狩市 付記転出届（H19.1.9)
介護保険受給資格証明書交付申請（H19.1.9)
要介護・要支援認定申請（H19.1.9)
地方税申告（法人市民税）(H24.8.27) ※
地方税申告（個人市民税：特別徴収）(H24.8.27) ※
地方税申告（固定資産税：償却資産）(H24.8.27) ※

北斗市 住民票交付申請（Ｈ18.11.1）
住民票除票交付申請（Ｈ18.11.1）
印鑑登録証明書交付申請（Ｈ18.11.1）
重度心身障がい者医療費受給資格喪失届（Ｈ18.11.1）
重度心身障がい者医療費受給者証交付申請（Ｈ18.11.1）
重度心身障がい者医療費受給者住所等変更届（Ｈ18.11.1）
ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届（Ｈ18.11.1）
ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請（Ｈ18.11.1）
ひとり親家庭等医療費受給者住所等変更届（Ｈ18.11.1）
老人医療費受給資格喪失届（Ｈ18.11.1）
老人医療費受給者住所等変更届（Ｈ18.11.1）
所得証明書交付申請（Ｈ18.11.1）
介護保険受給資格証明書交付申請（Ｈ18.11.1）
介護保険料還付申出書（Ｈ18.11.1）
要介護・要支援認定申請（Ｈ18.11.1）
水道使用中止届（Ｈ18.11.1）
水道使用開始届（Ｈ18.11.1）

当別町 付記転出届（Ｈ19．5）
住民票交付申請（H19．5）
住民票除票交付申請（H19．5）
印鑑登録証明書交付申請（H19．5）
介護保険受給資格証明書交付申請（H19．5）
介護保険料還付金受領口座指定届（H19．5）
介護保険要介護・要支援（更新）認定申請（H19.5)
重度心身障がい者医療費受給資格喪失届（H19．5）
重度心身障がい者医療費受給者証交付申請（H19．5）
重度心身障がい者医療費受給者住所等変更届（H19．5）
ひとり親家庭等医療費受給者資格喪失届（H19．5）
ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請（H19．5）
ひとり親家庭等医療費受給者住所等変更届（H19．5）
ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請（H19.5)
乳幼児等医療費受給資格喪失届（H19.5）
乳幼児等医療費受給者証交付申請（H19.5）
乳幼児等医療費受給者住所等変更届（H19.5）
重度心身がい害者医療費受給者証再交付申請（H19.5）
児童手当・特別給付受給事由消滅届（H19.5）
児童手当・特別給付認定請求（H19．5）
児童手当・特別給付額改定届（H19．5）
児童手当・特別給付受給者住所等変更届（H20．10）
児童手当・特別給付支払金融機関変更届（H20．10）
乳幼児等医療費受給者証再交付申請（H20.10）
介護保険被保険者証等再交付申請（H20．10）
介護保険負担限度額認定申請（H20．10）
介護保険居宅サービス計画作成依頼（変更）届（H20．10）

新篠津村 地方税申告（法人村民税）(H24.11.26)
地方税申告（個人村民税・特別徴収）(H24.11.26)
地方税申告（固定資産税・償却資産）(H24.11.26)

松前町 法人市町村民税の電子申告(H21.3.24) ※
固定資産税（償却資産）の電子申告(H21.3.24) ※
個人住民税の電子申告(H21.3.24) ※
電子申請・届出(H21.3.24) ※

福島町 付記転出届(H19.6)
住民票交付申請(H19.6)
住民票除票交付申請(H19.6)
印鑑登録証明書交付申請(H19.6)
介護保険受給資格証明書交付申請(H19.6)



市区町村名 手続名（開始（予定）年月日）
汎用
以外

福島町 要介護・要支援認定申請(H19.6)
重度心身障がい者医療費受給資格喪失届(H19.6)
重度心身障がい者医療費受給者証交付申請(H19.6)
重度心身障がい者医療費受給者住所等変更届(H19.6)
ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届(H19.6)
ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請(H19.6)
ひとり親家庭等医療費受給者住所等変更届(H19.6)
子ども医療費受給資格喪失届(H19.6)
子ども医療費受給者証交付申請(H19.6)
子ども医療費受給者住所等変更届(H19.6)
児童手当受給事由消滅届(H19.6)
児童手当認定請求(H19.6)
児童扶養手当住所等変更届(H19.6)
水道使用中止届(H19.6)
水道使用開始届(H19.6)
所得証明書交付申請(H19.6)
固定資産税納税管理人申告(H19.6)
犬の登録事項変更届(H19.6)
給与所得者異動届(H19.6)
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請（H21.2）
国民健康保険高額療養費支給申請（H21.2）
国民健康保険被保険者証再交付申請（H21.2）
重度心身障害者医療費受給者証再交付申請（H21.2）
特別徴収義務者所在地・名称等変更届（H21.2）
固定資産証明書交付申請（H21.2）
介護保険被保険者証再交付申請（H21.2）
納税証明書交付申請（H21.2）
子ども医療費受給者証再交付申請（H21.2）
ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請（H21.2）

知内町 なし
木古内町 なし
七飯町 なし
鹿部町 法人町民税の電子申告（H21.3.23） ※

固定資産税（償却資産）の電子申告（H21.3.23） ※
個人住民税の電子申告（H21.3.23） ※
電子申請・届出（H21.3.23） ※

森町 住民票交付申請（H18.4.3）
住民票除票交付申請（H18.4.3）
付記転出届（H18.4.3）
要介護・要支援認定申請（H18.4.3）
重度心身障がい者医療費受給資格喪失届（H18.4.3）
重度心身障がい者医療費受給者証交付申請（H18.4.3）
ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届（H18.4.3）
ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請（H18.4.3）
ひとり親家庭等医療費受給者住所等変更届（H18.4.3）
子ども医療費受給資格喪失届（H18.4.3）
子ども医療費受給者証交付申請（H18.4.3）
子ども医療費受給者住所等変更届（H18.4.3）
給与所得者異動届（H18.4.3）
税証明閲覧申請書（H18.4.3）

八雲町 住民票交付申請(H19.4.1)
住民票除票交付申請(H19.4.1)

長万部町 なし
江差町 地方税申告（固定資産税・償却資産）（Ｈ21.12.14） ※

地方税申告（個人市民税・特別徴収）（Ｈ21.12.14） ※
上ノ国町 なし
厚沢部町 なし
乙部町 なし
奥尻町 地方税申告（法人町民税）（H21.12.14） ※

地方税申告（個人町民税・特別徴収）（H21.12.14） ※
地方税申告（固定資産税・償却資産）（H21.12.14） ※

今金町 所得証明書及び課税証明書交付申請（H19.12.1）
住民票交付申請（H19.12.1）
住民票除票交付申請（H19.12.1）

せたな町 なし
島牧村 なし
寿都町 なし
黒松内町 なし



市区町村名 手続名（開始（予定）年月日）
汎用
以外

蘭越町 なし
ニセコ町 なし
真狩村 なし
留寿都村 なし
喜茂別町 なし
京極町 なし
倶知安町 なし
共和町 なし
岩内町 なし
泊村 なし
神恵内村 なし
積丹町 なし
古平町 なし
仁木町 なし
余市町 なし
赤井川村 なし
南幌町 なし
奈井江町 なし
上砂川町 なし
由仁町 なし
長沼町 付記転出届(H18.11)
栗山町 住民票交付申請（H18.11）

住民票除票交付申請（H20.10）
印鑑登録証明書交付申請（H20.10）
児童手当受給事由消滅届（H２０.1０）
所得証明書交付申請（H２０.1０）

月形町 なし
浦臼町 なし
新十津川町 なし
妹背牛町 地方税申告（個人町民税）（H22.12）

地方税申告（給与支払報告書）（H22.12）
地方税申告（特別徴収に係る給与所得者異動届）（H22.12）
地方税申告（普通から特別徴収への切替申請）（H22.12）
地方税申告（退職所得に係る納入申告及び特別徴収票又は特別徴収税額の内訳届出）（H22.12）
地方税申告（特別徴収義務者の名称所在地変更届出）（H22.12）
地方税申告（法人町民税）（H22.12）
地方税申告（固定資産税：償却資産）（H22.12.20）
児童手当の現況届（R3.6）

秩父別町 なし
雨竜町 なし
北竜町 なし
沼田町 なし
鷹栖町 地方税申告（法人町民税）（H23．12．1） ※

地方税申告（個人町民税：特別徴収）（H23．12．1） ※
地方税申告（固定資産税：償却資産）（H23．12．1） ※

東神楽町 地方税申告（法人町民税）（H20．12．15） ※
地方税申告（個人町民税：給与支払報告）（H20．12．15） ※
地方税申告（固定資産税：償却資産）（H20．12．15） ※

当麻町 地方税申告（法人町民税）（H21．1） ※
地方税申告（固定資産税：償却資産）（H21．1） ※
地方税申告（個人町民税：特別徴収）（H21．1） ※

比布町 地方税申告（法人町民税）（Ｈ20.12） ※
地方税申告（固定資産税：償却資産）（Ｈ20.12） ※
地方税申告（個人町民税：特別徴収、給与支払報告）（Ｈ20.12） ※

愛別町 地方税申告（法人町民税）（H20.12.15） ※
地方税申告（固定資産税：償却資産）（H20.12.15） ※
地方税申告（個人町民税：特別徴収、給与支払報告）（H20.12.15） ※

上川町 地方税申告（法人町民税）（H20.12） ※
地方税申告（固定資産税：償却資産）（H20.12） ※
地方税申告（個人町民税：特別徴収、給与支払報告）（H20.12） ※



市区町村名 手続名（開始（予定）年月日）
汎用
以外

東川町 地方税申告（法人町民税）（H21.12.1）
地方税申告（固定資産税：償却資産）（H21.12.1）
地方税申告（個人町民税：給与支払報告等）（H21.12.1）
地方税申告（申請及び届出：法人設立、設置届出、特別徴収義務者の所在地・名称変更届出）（H21.12.1）

美瑛町 地方税申告（法人町民税）（H20．12．15） ※
地方税申告（固定資産税：償却資産）（H20．12．15） ※
給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届（Ｈ20.12.15） ※

上富良野町 地方税申告（法人町民税）（平成20年12月15日） ※
地方税申告（固定資産税・償却資産）（平成20年12月15日） ※
給与支払報告（平成20年12月15日） ※
氏名変更・住所変更等の届出（H29.9.15)
児童手当に係る寄附の申出（H29.9.15）
児童手当に係る寄附変更等の申出（H29.9.15）
児童手当の額の改定の請求及び届出（H29.9.15）
児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定の請求（H29.9.15)
受給資格者の申出による学校給食等の徴収等の変更等の申出（H29.9.15)
受給資格者の申出による学校給食等の徴収等の申出（H29.9.15)
受給事由消滅の届出（H29.9.15）
未支払の児童手当の請求（H29.9.15) ※

中富良野町 地方税申告（法人町民税）(H25.11.25) ※
地方税申告（固定資産税・償却資産）(H25.11.25) ※
地方税申告（個人町民税・特別徴収・給与支払報告）(H25.11.25) ※

南富良野町 地方税申告（法人町民税、固定資産税、償却資産、個人町民税・特別徴収・給与支払報告）(H25.11.25) ※
占冠村 なし
和寒町 なし
剣淵町 なし
下川町 なし
美深町 地方税申告（法人町民税）(H25.11)

地方税申告（個人町民税：特別徴収）(H25.11)
地方税申告（固定資産税：償却資産）(H25.11)
給与支払報告、特別徴収に係る給与所得者異動届(H25.11)

音威子府村 なし
中川町 なし

地方税申告（法人町民税）（H20.1）
地方税申告（固定資産税：償却資産）（H20.1）
地方税申告（個人町民税：特別徴収）（H20.1）

増毛町 地方税申告（個人住民税）（Ｈ２１．４） ※
地方税申告（固定資産税：償却資産）（Ｈ２１．４） ※

増毛町 地方税申告（個人住民税：特別徴収に係る給与支払報告書等）（Ｈ２１．４） ※
申請、届出（法人設立、設置届出、異動届、特別徴収義務者の所在地・名称変更届出）（H21.4）

小平町 なし
苫前町 なし
羽幌町 なし
初山別村 なし
遠別町 なし
天塩町 なし
猿払村 なし
浜頓別町 なし
中頓別町 なし
枝幸町 なし
豊富町 なし
礼文町 なし
利尻町 なし
利尻富士町 なし
幌延町 なし
美幌町 付記転出届（H19年4月）

介護保険受給資格証明書交付申請（H19年4月）
児童扶養手当住所変更届（H19年4月）
給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書（H19年4月）
住民票交付申請（H20年4月1日）
住民票除票交付申請（H20年4月１日）

津別町 なし
斜里町 町税等電子申告申請（Ｈ21年2月2日） ※
清里町 住民税電子申告（H20年12日15日） ※
小清水町 なし
訓子府町 なし
置戸町 なし
佐呂間町 なし
遠軽町 なし

幌加内町



市区町村名 手続名（開始（予定）年月日）
汎用
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湧別町 なし
滝上町 なし
興部町 なし
西興部村 なし
雄武町 なし
大空町 住民税電子申告（H21年2月2日） ※
豊浦町 なし
壮瞥町 なし
白老町 なし
厚真町 なし
洞爺湖町 なし
安平町 なし
むかわ町 なし

日高町
地方税申告（法人町民税、固定資産税（償却資産）、個人住民税（給与支払報告書等特別徴収義務者向け））
（H24.8.27）

※

平取町 地方税申告（法人住民税）（H22.3） ※
新冠町 地方税申告（法人町民税、固定資産税（償却資産）、給与支払報告（個人住民税(特別徴収））(H24.12.1)
浦河町 地方税申告（法人町民税、固定資産税（償却資産）、給与支払報告（個人住民税））(H25.11.25) ※
様似町 地方税申告（法人町民税、固定資産税（償却資産）、給与支払報告（個人住民税（特別徴収））(H22.3) ※
えりも町 地方税申告（法人町民税、固定資産税（償却資産）、給与支払報告（個人住民税））(H25.12)
新ひだか町 地方税申告（法人町民税、固定資産税（償却資産）(H26.3.17) ※

給与支払報告（個人住民税）(H25.11.25)
音更町 児童手当・特例給付認定請求書（H29.7.18）

児童手当 額の改定請求及び届出（H29.7.18）
児童手当 受給事由消滅届（H29.7.18）
児童手当 氏名変更/住所変更届出（H29.7.18）
児童手当 未支払請求書（H29.7.18）
児童手当 学校給食費等の徴収等の申出書（H29.7.18）
児童手当 寄附の申出（H29.7.19）
児童手当・特例給付現況届（H30.6.1）
保育施設等の現況届（H29.9.5）
児童扶養手当の現況届（H29.7.18）
妊娠の届出（H29.7.18）

士幌町 なし
上士幌町 なし
鹿追町 鹿追町立認定こども園の入園申請（H30.4）

児童手当の氏名変更／住所変更の届出（H29.5）
児童手当受給事由消滅の届出（H29.5）
児童手当認定請求（H29.5）
児童手当の額改定の請求及び届出（H29.5）

新得町 なし
清水町 なし
芽室町 なし
中札内村 地方税申告(法人村民税)(H20.10) ※

地方税申告(固定資産税：償却資産)(H20.10) ※
地方税申告(個人村民税：特別徴収)(H20.10) ※

更別村 なし
大樹町 なし
広尾町 地方税申告（法人町民税）(H25.11) ※

地方税申告（固定資産税：償却資産）(H25.11) ※
地方税申告（個人町民税：特別徴収）(H25.11) ※

幕別町 地方税申告（法人町民税）（H20．12） ※
地方税申告（固定資産税：償却資産）（H20．12） ※
地方税申告（個人町民税：特別徴収）（H20．12） ※

池田町 地方税申告（個人住民税：特別徴収）（H20．12） ※
地方税申告（法人町民税）（H25.11） ※
地方税申告（固定資産税：償却資産）（H25.11） ※

豊頃町 なし
本別町 なし
足寄町 なし
陸別町 なし
浦幌町 地方税申告（法人町民税）（H20.12） ※

地方税申告（固定資産税：償却資産）（H20.12） ※
浦幌町 地方税申告（個人町民税：特別徴収）（H20.12） ※

地方税申告（個人町民税：特別徴収）（H20.12）、給与支払報告（個人住民税）（H25.11） ※
釧路町 公文書開示請求(H30.5.1)

児童手当等に係る寄附の申出(H30.5.1)
児童手当等に係る寄附変更等の申出(H30.5.1)
児童手当等の現況届(H30.5.1)
児童手当等の氏名変更／住所変更等の届出(H30.5.1)



市区町村名 手続名（開始（予定）年月日）
汎用
以外

釧路町 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(H30.5.1)
児童手当等の受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出(H30.5.1)
児童手当等の受給事由消滅の届出(H30.5.1)
児童手当の額の改定の請求及び届出(H30.5.1)
保育施設等の現況届(H30.5.1)
保育施設等の教育・保育給付認定の申請(H30.5.1)
保育施設等の利用申込(H30.5.1)
未支払の児童手当の請求(H30.5.1)

厚岸町 なし
浜中町 なし
標茶町 なし
弟子屈町 なし
鶴居村 なし
白糠町 なし
別海町 なし
中標津町 なし
標津町 なし
羅臼町 なし


