
一部市区町村の場合の手続 汎用以外

【火薬類取締法】火薬類譲受許可申請書（R2.4.1）

【火薬類取締法】火薬類譲渡許可申請書（R2.4.1）

【火薬類取締法】火薬類製造(取扱)保安責任者等選(解)任届（R2.4.1）

【火薬類取締法】火薬類製造(取扱)保安責任者免状交付申請書（R2.4.1）

【火薬類取締法】火薬類製造(取扱)保安責任者免状再交付申請書（R2.4.1）

【火薬類取締法】火薬類製造(取扱)保安責任者免状書換申請書（R2.4.1）

【火薬類取締法】火薬類安定度試験結果報告書（R2.4.1）

【火薬類取締法】火薬類出納状況報告書（R2.3.16）

【火薬類取締法】火薬類消費許可申請書（R2.4.1）

【火薬類取締法】火薬類消費許可申請書(煙火)（R2.4.1）

【火薬類取締法】火薬類消費状況報告書（R2.3.16）

【火薬類取締法】火薬類譲受・消費許可申請書（R2.4.1）

【火薬類取締法】火薬庫外火薬類貯蔵場所指示申請書（R2.4.1）

【火薬類取締法】火薬庫承継届（R2.4.1）

【火薬類取締法】火薬庫設置等許可申請書（R2.4.1）

【火薬類取締法】火薬庫用途廃止届（R2.4.1）

【火薬類取締法】火薬類(譲渡，譲受)許可証書換申請書（R2.4.1）

【火薬類取締法】火薬類(譲渡，譲受)許可証再交付申請書（R2.4.1）

【液石法】貯蔵施設等完成検査申請書（R2.4.1）

【液石法】貯蔵施設等設置許可申請書（R2.4.1）

【液石法】貯蔵施設等変更許可申請書（R2.4.1）

【液石法】保安機関認定更新申請書（R2.4.1）

【液石法】保安機関認定申請書（R2.4.1）

【火薬類取締法】コンクリート破砕器の消費届（R2.4.1）

【液石法】液化石油ガス販売事業者認定申請書（R2.4.1）

【液石法】液化石油ガス販売事業登録申請書（R2.4.1）

【液石法】充てん設備完成検査申請書（R2.4.1）

【液石法】充てん設備許可申請書（R2.4.1）

【液石法】充てん設備変更許可申請書（R2.4.1）

【液石法】充てん設備保安検査申請書（R2.4.1）

手続名（開始（予定）年月日）

【液石法】一般消費者等の数の増加認可申請（R2.4.1）

【液石法】液化石油ガス設備士免状交付申請書（R2.4.1）

【液石法】液化石油ガス設備士免状再交付申請書（R2.4.1）

【液石法】液化石油ガス設備士免状書換申請書（R2.4.1）

【液石法】液化石油ガス販売事業者登録簿謄本交付(閲覧)請求書（R2.4.1）

公的個人認証サービス対象手続の導入状況
令和３年６月24日現在

茨城県

都道府県の手続

1 / 15 ページ



【高圧ガス保安法】貯蔵高圧ガスの変更届書(一般，液石)（R2.4.1）

【高圧ガス保安法】特定高圧ガス取扱主任者届書(一般則，液石則)（R2.4.1）

【高圧ガス保安法】販売主任者免状交付申請書（R2.4.1）

【高圧ガス保安法】販売主任者免状再交付申請書（R2.4.1）

【高圧ガス保安法】製造保安責任者免状交付申請書（R2.4.1）

【高圧ガス保安法】製造保安責任者免状再交付申請書（R2.4.1）

【高圧ガス保安法】代表者変更届書（R2.4.1）

【高圧ガス保安法】第一種貯蔵所位置等変更許可申請(一般則，液石則)（R2.4.1）

【高圧ガス保安法】第一種貯蔵所完成検査申請書(一般則，液石則)（R2.4.1）

【高圧ガス保安法】第一種貯蔵所設置許可申請書(一般則，液石則)（R2.4.1）

【高圧ガス保安法】高圧ガス保安技術管理者等届書(一般則，液石則，特定則)（R2.4.1）

【高圧ガス保安法】高圧ガス保安技術主任者等届書(一般則，液石則，特定則)（R2.4.1）

【高圧ガス保安法】高圧ガス保安統括者代理者届書(一般則，液石則，特定則)（R2.4.1）

【高圧ガス保安法】高圧ガス保安統括者届書(一般則，液石則，特定則)（R2.4.1）

【高圧ガス保安法】製造施設完成検査申請書(一般則，液石則，特定則，冷凍則)（R2.4.1）

【高圧ガス保安法】製造施設完成検査申請書(冷凍則)（R2.4.1）

【高圧ガス保安法】検査主任者届書(容器則)（R2.4.1）

【高圧ガス保安法】高圧ガスの種類又は圧力変更申請書（R2.4.1）

【高圧ガス保安法】高圧ガス製造許可申請書(一般則，液石則，特定則，冷凍則)（R2.4.1）

【高圧ガス保安法】高圧ガス製造施設等変更許可申請書(一般則，液石則，特定則，冷凍則)（R2.4.1）

【高圧ガス保安法】高圧ガス製造保安監督者届書(一般則，液石則)（R2.4.1）

【高圧ガス保安法】高圧ガス販売主任者届書(一般則，液石則)（R2.4.1）

【火薬類取締法】危害予防規程変更届（R2.4.1）

【火薬類取締法】申請書等記載事項変更報告書（R2.4.1）

【火薬類取締法】貯蔵火薬類等変更届（R2.4.1）

【火薬類取締法】定期自主検査実施計画届（結果報告書）（R2.4.1）

【火薬類取締法】保安教育計画認可申請書（R2.4.1）

【火薬類取締法】保安検査申請書（R2.4.1）

【火薬類取締法】火薬類販売営業廃止届（R2.4.1）

【火薬類取締法】火薬類販売取引数量報告書（R2.3.16）

【火薬類取締法】火薬類輸入許可申請書（R2.4.1）

【火薬類取締法】火薬類輸入届（R2.4.1）

【火薬類取締法】完成検査申請書（R2.4.1）

【火薬類取締法】危害予防規程(変更)認可申請書（R2.4.1）

【火薬類取締法】火薬類製造営業許可申請書（R2.4.1）

【火薬類取締法】火薬類製造施設(火薬庫)軽微変更届（R2.4.1）

【火薬類取締法】火薬類製造施設等変更許可申請書（R2.4.1）

【火薬類取締法】火薬類製造取引数量報告書（R2.3.16）

【火薬類取締法】火薬類廃棄許可申請書（R2.4.1）

【火薬類取締法】火薬類販売営業許可申請書（R2.4.1）
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動物用医薬品販売業許可更新申請（R2.1.1）

動物用医薬品販売業許可申請（R2.4.1）

土地の埋め立て等状況報告書（様式第15号の2）（R3.1.1）

土地の埋め立て等地位承継届（様式第13号）（R3.1.1）

土地の埋め立て等着手届（様式第9号）（R3.1.1）

土地の埋め立て等廃止（休止）届（R3.1.1）

土地の埋め立て等変更許可申請書（様式第7号）（R3.1.1）

土地の埋め立て等変更届（様式第8号）（R3.1.1）

食品営業許可申請に係る手数料（中央保健所管轄分）（R2.7.1）

土壌調査結果報告書（R3.1.1）

土地の埋め立て等に関する事前協議書（R3.1.1）

土地の埋め立て等完了届（R3.1.1）

土地の埋め立て等許可申請書（様式第2号）（R3.1.1）

土地の埋め立て等再開届（様式第12号）（R3.1.1）

家畜人工授精講習会受講願書（R2.3.30）

家畜人工授精師免許再交付手続き（R2.3.30）

家畜人工授精師免許書換交付申請手続き（R2.3.30）

家畜人工授精師免許申請手続き（R2.3.30）

種畜証明書再交付手続き（R3.1.1）

種畜証明書書換え交付手続き（R3.1.1）

【電気工事士法】電気工事士免状書換申請書（R2.4.1）

【武器等製造法】猟銃等工場等移転許可申請書（R2.4.1）

【武器等製造法】猟銃等種類変更許可申請書（R2.4.1）

【武器等製造法】猟銃等製造事業許可申請書（R2.4.1）

【武器等製造法】猟銃等販売事業許可申請書（R2.4.1）

家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植講習会受講願書（R2.3.30）

【電気工事業法】登録電気工事業者更新登録申請書（R2.4.1）

【電気工事業法】登録電気工事業者登録申請書（R2.4.1）

【電気工事業法】登録電気工事業者登録簿謄本交付（閲覧）請求書（R2.4.1）

【電気工事士法】第一種電気工事士免状交付申請書（R2.4.1）

【電気工事士法】第二種電気工事士免状交付申請書（R2.4.1）

【電気工事士法】電気工事士免状再交付申請書（R2.4.1）

【高圧ガス保安法】輸入検査申請書(一般則，液石則，冷凍則)（R2.4.1）

【高圧ガス保安法】容器検査所登録更新申請書（R2.4.1）

【高圧ガス保安法】容器検査所登録申請書（R2.4.1）

【高圧ガス保安法】冷凍作業責任者届書（R2.4.1）

【電気工事業法】登録事項等変更届出書（R2.4.1）

【電気工事業法】登録証再交付申請書（R2.4.1）

【高圧ガス保安法】保安検査申請書(一般則，液石則，特定則，冷凍則)（R2.4.1）

【高圧ガス保安法】保安検査申請書(冷凍則)（R2.4.1）
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市区町村名 汎用以外

水戸市

日立市

土浦市

古河市

石岡市

住民税課税（非課税）証明交付申請(H17.10.1)

納税証明交付申請(H17.10.1)

小児医療福祉費受給者証交付申請（マル福）(H17.10.1)

施設型給付費の支給認定申請（H30.3.1）

保育施設入所申込（H30.3.1）

支給認定申請兼教育・保育施設利用申込（H30.3.1）

住民票／除票の写しの交付請求(H17.10.1)

戸籍の附票の写しの交付請求(H17.10.1)

付記転出届(H17.10.1)

児童手当の氏名変更／住所変更の届出（H30.3.1）

児童手当の受給事由消滅の届出（H30.3.1）

未支払の児童手当の請求（H30.3.1）

児童手当に係る寄附の申出・寄付の変更の申出（H30.3.1）

給食費等の徴収等の申出・変更（H30.3.1）

妊娠の届出（H30.3.1）

未支払の児童手当の請求(H29.10.2)

児童手当の受給事由消滅の届出(H29.10.2)

児童手当の額の改定の請求(H29.10.2)

妊娠の届出(H29.10.2)

【子育てOSS13A】児童扶養手当現況届（ひとり親支援）A3横版（H30.8.1）

児童手当の額の改定の請求（H30.3.1）

戸籍の附票の写しの交付請求(H16.7.12)

付記転出届(H16.7.12)

母子健康手帳交付申請（妊娠届出）(H16.7.12)

身分（身元）証明書の交付の申請(H18.4.3)

児童手当に係る寄附の申出(H29.10.2)

児童手当の受給資格及び額についての認定請求(H29.10.2)

子ども医療福祉費受給者証交付申請（マル福）(H18.3.28)

固定資産評価／公課証明交付申請(H18.3.28)

身分（身元）証明書の交付の申請(H18.3.28)

妊娠届出(H31.3.5)

介護保険被保険者証等再交付申請(R2.3.31)

住民票／除票の写しの交付請求(H16.7.12)

手続名（開始（予定）年月日）

住民票／除票の写しの交付請求(H17.2.1)

戸籍の附票の写しの交付請求(H17.2.1)

住民税課税（非課税）証明交付申請(H17.2.1)

納税証明交付申請(H17.2.1)

妊産婦医療福祉費受給者証交付申請（マル福）(H18.3.28)

動物用高度管理医療機器等販売・貸与業許可更新申請（R2.4.1）

動物用高度管理医療機器等販売・貸与業許可申請書（R2.4.1）

市区町村の手続
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市区町村名 汎用以外手続名（開始（予定）年月日）

市区町村の手続

結城市

龍ケ崎市

下妻市

常総市

特例転出届(H18.1.1)

納税証明交付申請(H18.1.1)

固定資産評価／公課証明交付申請(H18.3.28)

住民税課税（非課税）証明交付申請（H18.1.1）

母子健康手帳交付申請（妊娠届出）（H18.1.1）

住民票／除票の写しの交付請求(H18.1.1)

戸籍の附票の写しの交付請求(H18.1.1)

児童手当　現況届（H29.11.1）

児童手当　額の改定の請求（H29.11.1）

特例転出届（H26.7.1）

戸籍の附票の写しの交付請求(H18.1.1)

住民票／除票の写しの交付請求(H18.1.1)

小児医療福祉費受給者証交付申請（マル福）（H26.9.19）

児童手当　認定申請書届（H29.11.1）

児童手当　未支払の児童手当の請求（H29.11.1）

児童手当　寄附の申出（H29.11.1）

児童手当　給食費等の徴収等の申出（H29.11.1）

児童手当　受給事由消滅の届出（H29.11.1）

児童手当　氏名変更／住所変更の届出（H29.11.1）

犬の登録事項変更届（26.9.16）

情報公開請求書（H26.9.16）

公共下水道使用開始届（H26.9.16）

公共下水道使用中止届（H26.9.16）

公共下水道使用変更届（H26.9.16）

妊娠届変更届（H29.11.15）

戸籍の附票の写しの交付請求(H16.7.12)

特例転出届(H16.7.12)

住民税課税（非課税）証明交付申請(H16.7.12)

納税証明交付申請(H16.7.12)

固定資産評価／公課証明交付申請(H18.3.28)

犬の死亡の届（H27.9.16）

住民税課税（非課税）証明交付申請(H16.7.12)

納税証明交付申請(H16.7.12)

所得証明書交付申請(18.4.1)

家屋の滅失の届出(H18.3.28)

固定資産評価／課税証明交付申請(H18.3.28)

住民票／除票の写しの交付請求(H16.7.12)

固定資産評価／公課証明交付申請(H18.3.28)

住民票／除票の写しの交付請求(H16.7.12)

戸籍の附票の写しの交付請求(H16.7.12)
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市区町村名 汎用以外手続名（開始（予定）年月日）

市区町村の手続

常陸太田市

高萩市

児童手当の額の改定の請求（H30.2.28）

児童手当　現況届（H30.2.28）

児童手当の氏名変更／住所変更の届出（H30.2.28）

児童手当の受給事由消滅の届出（H30.2.28）

未支払の児童手当の請求（H30.2.28）

保育　認定申請書兼施設利用申込書(H30.4.1)

児童手当　現況届(H30.6.1)

付記転出届(H16.7.12)

市県民税課税（所得）証明交付申請（H26.9.16）

家屋の滅失の届出(H18.3.28)

児童手当の受給資格及び額についての認定請求（H30.2.28）

児童手当　受給事由消滅の届出(H30.2.1)

児童手当　未支払の請求(H30.2.1)

児童手当　寄附の申出(H30.2.1)

児童手当　給食費等の徴収等の申出(H30.2.1)

児童手当　氏名・住所変更の届出(H30.2.1)

児童手当　認定請求 (H30.2.1)

付記転出届(H16.12.1)

住民税課税（非課税）証明交付申請(H16.12.1)

固定資産評価／公課証明交付申請(H18.3.28)

納税証明交付申請(H16.12.1)

乳幼児医療福祉費受給者証交付申請（マル福）(H18.3.28)

児童手当　額の改定の請求(H30.2.1)

保育施設利用申込（H29.11.1）

施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請（H29.11.1）

施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請兼施設利用申込（H29.11.1）

施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定の現況届（H29.11.1）

住民票／除票の写しの交付請求(H16.12.1)

戸籍の附票の写しの交付請求(H16.12.1)

未支払の児童手当の請求（H29.11.1）

児童手当の受給事由消滅の届出（H29.11.1）

児童手当の氏名変更／住所変更の届出（H29.11.1）

児童手当　現況届（H29.11.1）

児童手当の額の改定の請求（H29.11.1）

児童手当の受給資格及び額についての認定請求（H29.11.1）

住民税課税（非課税）証明交付申請(H18.1.1)

納税証明交付申請(H18.1.1)

固定資産評価／公課証明交付申請(H18.3.28)

児童手当に係る給食費等の徴収等の申出（H29.11.1）

児童手当に係る寄附の申出（H29.11.1）
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市区町村名 汎用以外手続名（開始（予定）年月日）

市区町村の手続

北茨城市

笠間市

取手市

保育_保育所入所申込（H29.11.13）

妊娠の届出（母子健康手帳の交付）（H29.11.10）

児童手当_児童手当等の受給資格及び額についての認定請求（H29.11.10）

戸籍の附票の写しの交付請求(H17.3.28)

付記転出届(H17.3.28)

妊産婦医療福祉費受給者証交付申請（マル福）(H17.3.28)

身分（身元）証明書の交付の申請(H18.3.28)

受給資格者の申出による学校給食費等の変更等の申出（H29.12.13）

保育_支給認定申請書（H29.11.13）

課税台帳記載事項（固定資産評価）証明交付申請(H16.7.12)

納税証明交付申請(H16.7.12)

児童手当の受給資格及び額についての認定請求(29.11.16)

保育施設等の利用申込み(29.11.13)

保育認定の申請(29.11.13)

住民票／除票の写しの交付請求(H17.3.28)

児童手当・特例給付に係る寄附の申出書（H30.1.4）

児童手当・特例給付に係る給食費等の徴収等の申出書（H30.1.4）

施設型給付費・地域型保育給付費等　支給認定申請書（H30.1.4）

施設型給付費・地域型保育給付費等　支給認定現況届（H30.1.4）

保育所入所申込書（H30.1.4）

妊娠届・育児支援アンケート（H30.1.4）

児童手当・特例給付　認定請求書（H30.1.4）

児童手当・特例給付額改定認定請求書・額改定届（H30.1.4）

児童手当・特例給付　現況届（H30.1.4）

児童手当・特例給付　氏名住所変更届（H30.1.4）

児童手当・特例給付　受給事由消滅届（H30.1.4）

未支払　児童手当・特例給付　請求書（H30.1.4）

寄附変更等申出（2018.5.1）

児童扶養手当　現況届（2018.5.31）

妊娠の届出　健康づくり課（2018.6.1）

住民票／除票の写しの交付請求(H26.9.16)

戸籍の附票の写しの交付請求(H26.9.16)

付記転出届(H26.9.16)

給食費等の徴収等の申出（H30.2.28）

支給認定申請書（H30.2.28）

保育所入所申込（H30.2.28）

支給認定申請書兼施設利用申込（H30.2.28）

支給認定の現況届（H30.2.28）

給食費等徴収変更等届出（2018.5.1）

児童手当に係る寄附の申出（H30.2.28）
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市区町村名 汎用以外手続名（開始（予定）年月日）

市区町村の手続

牛久市

介護保険負担限度額認定申請(H19.4.2)

国民健康保険税（料）所得申告書(H19.4.2)

要介護（支援）認定申請(H19.4.2)

要介護（支援）更新認定申請(H19.4.2)

居宅サービス計画作成依頼（変更）届出(H19.4.2)

介護保険被保険者証再交付申請(H19.4.2)

介護保険住所地特例適用・変更・終了届(H19.4.2)

特定施設の数等に関する届出(H18.3.28)

特定施設設置者の氏名等の変更に関する届出(H18.3.28)

特定施設設置者たる地位の承継の届出(H18.3.28)

国民健康保険への加入手続(H19.4.2)

国民健康保険の喪失手続(H19.4.2)

修学中被保険者該当届出(H19.4.2)

小児医療福祉費受給者証交付申請（マル福）(H18.3.28)

身分（身元）証明書の交付の申請(H18.3.28)

固定資産評価／公課証明交付申請(H18.3.28)

特定建設作業の実施の届出(H18.3.28)

特定施設の設置の届出(H18.3.28)

経過措置としての特定施設設置者の届出(H18.3.28)

妊産婦医療福祉費受給者証交付申請（マル福）(H16.7.12)

給与支払報告に係る給与所得者異動届出(18.1.4)

特別徴収に係る給与所得者異動届出(H18.1.4)

給与支払報告書の提出(H18.1.4)

公的年金等支払い報告書の提出(H18.1.4)

所得証明書交付申請(18.1.4)

付記転出届(H16.7.12)

住民税課税（非課税）証明交付申請(H16.7.12)

事業所所在証明交付申請(H16.7.12)

納税証明交付申請(H16.7.12)

土地・家屋現況証明交付申請(H16.7.12)

母子健康手帳交付申請（妊娠届出）(H16.7.12)

児童手当_児童手当の受給事由消滅の届出（H29.11.10）

児童手当_未支払の児童手当の請求（H29.11.10）

児童手当_児童手当に係る寄付の申出（H29.11.10）

児童手当_給食費等の徴収等の申出（H29.11.10）

住民票／除票の写しの交付請求(H16.7.12)

戸籍の附票の写しの交付請求(H16.7.12)

児童手当_児童手当の額の改定の請求（H29.11.10）

児童手当_児童手当の現況届（H29.11.10）

児童手当_児童手当の氏名変更／住所変更の届出（H29.11.10）
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市区町村名 汎用以外手続名（開始（予定）年月日）

市区町村の手続

つくば市

ひたちなか市

鹿嶋市

国民健康保険限度額適用・標準負担額認定に係る申請（７０歳以上７４歳以下）（H19.4.2）

国民健康保険税（料）簡易申告（H19.4.2）

児童手当認定請求（H19.4.2）

児童手当額改定請求（増額／減額）（H19.4.2）

児童手当現況届出（H19.4.2）

身分（身元）証明書の交付の申請(H18.3.28)

固定資産評価／公課証明交付申請(H18.3.28)

国民健康保険への加入手続き（H19.4.2）

国民健康保険の喪失手続（H19.4.2）

修学中被保険者該当届出（H19.4.2）

国民健康保険限度額適用・標準負担額認定に係る申請（６９歳以下）（H19.4.2）

戸籍の附票の写しの交付請求(H16.7.12)

付記転出届(H16.7.12)

住民税課税（非課税）証明交付申請(H16.7.12)

納税証明交付申請(H16.7.12)

土地・家屋現況証明交付申請(H16.7.12)

所得証明書交付申請(18.1.10)

受給事由消滅の届出(H30.3.29)

未支払の児童手当等の請求(H30.3.29)

児童手当等に係る寄附の申出(H30.3.29)

児童手当等に係る寄附変更等の申出(H30.3.29)

妊娠の届出(H30.3.20)

住民票／除票の写しの交付請求(H16.7.12)

住民票／除票の写しの交付請求(H16.7.12)

戸籍の附票の写しの交付請求(H16.7.12)

付記転出届(H16.7.12)

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(H30.3.29)

児童手当等の額の改定の請求及び届出(H30.3.29)

氏名変更／住所変更等の届出(H30.3.29)

戸籍の附票の写しの交付請求(H19.5.14)

児童手当の受給事由消滅の届出（H29.11.13）

児童手当の受給資格及び額についての認定請求(H30.12.27)

児童手当の額の改定の請求及び届出(H30.12.27)

児童手当の氏名変更／住所変更の届出(H30.12.27)

児童手当・特例給付個人番号変更等申出(H30.12.27)

要介護（支援）認定区分変更申請(H19.4.2)

児童扶養手当　現況届（H30.8.1)

児童手当　現況届け（H30.6.1)

特例転出届（H16.12.1）

住民票／除票の写しの交付請求(H19.5.14)
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市区町村名 汎用以外手続名（開始（予定）年月日）

市区町村の手続

潮来市

守谷市

常陸大宮市

那珂市

児童手当等に係る寄附の申出(H29.10.1)

児童手当等に係る寄附変更の申出(H29.10.1)

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(H29.10.1)

戸籍の附票の写しの交付請求(H17.1.21)

特例転出届(H17.1.21)

住民税課税（非課税）証明交付申請(H17.1.21)

納税証明交付申請(H17.1.21)

保育施設の現況届(H29.10.1)

保育施設等の利用申込(H29.10.1)

保育施設等の利用申込(H29.12.1)

保育施設等の現況届(H29.12.1)

児童扶養手当の現況届(H29.12.1)

妊娠の届出(H29.12.1)

該当なし

住民票／除票の写しの交付請求(H17.1.21)

児童手当等に係る寄附の申出(H29.12.1)

児童手当等に係る寄附変更等の申出(H29.12.1)

児童手当　受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出(H29.12.1)

児童手当　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(H29.12.1)

児童手当等の現況届(H29.12.1)

保育支給認定の申請(H29.12.1)

介護保険住所地特例適用・変更・終了届(H26.9.16)

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(H29.12.1)

児童手当等の額の改定の請求及び届出(H29.12.1)

児童手当　氏名変更／住所変更等の届出(H29.12.1)

児童手当　受給事由消滅の届出(H29.12.1)

未支払の児童手当等の請求(H29.12.1)

乳幼児医療福祉費受給者証交付申請（マル福）(H19.4.2)

修学中被保険者該当届出(H19.4.2)

国民健康保険税（料）所得申告書(H19.4.2)

居宅サービス計画作成依頼（変更）届出(H26.9.16)

介護保険負担限度額認定申請(H26.9.16)

介護保険被保険者証再交付申請(H26.9.16)

該当なし

住民票／除票の写しの交付請求(H16.7.12)

戸籍の附票の写しの交付請求(H16.7.12)

住民税課税（非課税）証明交付申請(H16.7.12)

納税証明交付申請(H16.7.12)

固定資産評価／公課証明交付申請(H18.3.28)

公文書の公開（開示）請求（H19.4.2）
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市区町村名 汎用以外手続名（開始（予定）年月日）

市区町村の手続

筑西市

坂東市

児童手当の額の改定の請求（H30.3.1)

児童手当の受給事由消滅の届出(H30.3.5)

保育施設等利用申請書(H30.3.5)

児童手当の氏名変更/住所変更の届出(H30.3.5)

児童手当の額の改定の請求(H30.3.5)

児童手当の受給資格及び額についての認定請求(H30.3.5)

児童手当の受給資格及び額についての認定請求(H30.3.1)

居宅サービス計画作成依頼（変更）届出(H21.1.1)

要介護（支援）更新認定申請(H21.1.1)

要介護（支援）認定区分変更申請(H21.1.1)

給食費等の徴収等の申出（H30.3.5）

児童手当に係る寄附の申出(H30.3.5)

未支払の児童手当の請求(H30.3.5)

国民健康保険への加入手続(H19.4.2)

国民健康保険の喪失手続(H19.4.2)

修学中被保険者該当届出(H19.4.2)

国民健康保険税（料）簡易申告書(H19.4.2)

介護保険住所地特例適用・変更・終了届(H21.1.1)

介護保険負担限度額認定申請(H21.1.1)

妊産婦医療福祉費受給者証交付申請（マル福）(H17.3.28)

所得証明書交付申請(18.1.4)

乳幼児医療福祉費受給者証交付申請（マル福）(H18.3.28)

身分（身元）証明書の交付の申請(H18.3.28)

固定資産評価／公課証明交付申請(H18.3.28)

特定施設設置者の氏名等の変更に関する届出(H18.3.28)

戸籍の附票の写しの交付請求(H17.3.28)

付記転出届(H17.3.28)

住民税課税（非課税）証明交付申請(H17.3.28)

納税証明交付申請(H17.3.28)

土地・家屋現況証明交付申請(H17.3.28)

母子健康手帳交付申請（妊娠届出）(H17.3.28)

受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出(H29.10.1)

受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更の申出(H29.10.1)

支給認定の申請(H29.10.1)

未支払の児童手当等の請求(H29.10.1)

氏名変更／住所変更等の届出(H29.10.1)

住民票／除票の写しの交付請求(H17.3.28)

児童手当等の現況届(H29.10.1)

児童手当等の額の改定の請求及び届出(H29.10.1)

受給事由消滅の届出(H29.10.1)
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市区町村名 汎用以外手続名（開始（予定）年月日）

市区町村の手続

稲敷市

かすみがうら市

桜川市

神栖市

介護保険被保険者証再交付申請(H19.4..2)

事業所所在証明交付申請（H17.8.1）

児童手当の受給資格及び額についての認定請求（H30.3.22）

児童手当の額の改定の請求（H30.3.22）

児童手当の受給事由消滅の届出（H30.3.22）

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定に係る申請（70歳以上74歳以下）(H19.4.2)

要介護（支援）認定申請（H19.4.2）

要介護（支援）認定区分変更申請（H19.4.2）

要介護（支援）更新認定申請(H19.4..2)

居宅サービス計画作成依頼（変更）届出(H19.4..2)

介護保険負担限度額認定申請（H19.4.2）

固定資産評価／公課証明交付申請(H18.3.28)

国民健康保険への加入手続(H19.4.2)

国民健康保険の喪失手続(H19.4.2)

修学中被保険者該当届(H19.4.2)

国民健康保険税（料）簡易申告(H19.4.2)

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定に係る申請（69歳以下）(H19.4.2)

戸籍の附票の写しの交付請求(H17.8.1)

転出届(H17.8.1)

納税証明交付申請(H17.8.1)

家屋現況証明交付申請（H17.8.1）

妊産婦医療福祉費受給者証交付申請（マル福）(H17.8.1)

身分（身元）証明書の交付の申請(H18.3.28)

住民税課税（非課税）証明交付申請(H17.3.28)

納税証明交付申請(H17.3.28)

固定資産評価／公課証明交付申請(H18.3.28)

妊娠の届出（H30.2.13）

児童手当等の受給資格及び額についての認定請求（Ｈ30.3.1）

住民票／除票の写しの交付請求(H17.8.1)

支給認定申請書兼施設利用申込(H30.3.1)

支給認定の現況届（H30.3.1)

母子健康手帳交付申請（妊娠届出）（H30.2.22）

住民票／除票の写しの交付請求(H17.3.28)

戸籍の附票の写しの交付請求(H17.3.28)

付記転出届(H17.3.28)

児童手当の現況届(H30.3.1)

児童手当の受給事由消滅の届出(H30.3.1)

未支払の児童手当の請求(H30.3.1)

児童手当に係る寄付の申出(H30.3.1)

給食費等の徴収等の申出(H30.3.1)
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市区町村名 汎用以外手続名（開始（予定）年月日）

市区町村の手続

行方市

鉾田市

つくばみらい市

小美玉市

児童手当の受給資格及び額についての認定請求（H29.10.18)   

未支払の児童手当の請求（H29.10.18)   

妊娠の届出（H29.10.18)   

支給認定申請書（H29.10.18)   

児童手当の額の改定の請求（H29.10.18)   

児童手当　現況届（H29.10.18)   

児童手当等の氏名変更／住所変更の届出（H29.10.18)   

児童手当の受給事由消滅の届出（H29.10.18)   

給食費等の徴収等の申出（H29.10.18)   

住民票の写し請求（H30.1.4)

戸籍の附票の写し請求（H30.1.4)  

身分証明書の請求（H30.1.4)  

転出届（H30.1.4)  

児童手当等に係る寄附の申出（H29.10.31) 

支給認定の現況届（H29.10.18) 

児童手当に係る寄附の申出（H30.2.20）

児童手当の氏名変更／住所変更の届出（H30.2.15）

児童手当の受給事由消滅の届出（H30.2.15）

給食費等の徴収等の申出（H30.2.15）

児童手当の額の改定の請求（H30.2.1）

児童手当の受給資格及び額についての認定請求（H30.1.25）

戸籍の附票の写しの交付請求(H18.3.27)

住民税課税(非課税)証明交付申請(H18.3.27)

固定資産評価／公課証明交付申請(H18.3.27)

納税証明交付申請(H18.3.27)

母子健康手帳交付申請（妊娠届）（H30.3.30）

未支払の児童手当の請求（H30.2.20）

固定資産評価／公課証明交付申請(H18.3.28)

児童手当・特例給付　認定請求書(H29.12.11)

児童手当・特例給付　額改定請求(H29.12.11)

児童手当・特例給付　消滅届(H29.12.11)

妊娠届出書（母子健康手帳交付申請）(H29.12.1)

住民票/除票の写しの交付請求(H18.3.27)

該当なし

住民票/除票の写しの交付請求(H17.10.11)

戸籍の附票の写しの交付請求(H17.10.11)

特例転出届（Ｈ26.9.16）

住民税課税(非課税)証明交付申請(H17.10.11)

納税証明交付申請(H17.10.11)

未支払の児童手当の請求（H30.3.22）
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市区町村名 汎用以外手続名（開始（予定）年月日）

市区町村の手続

東茨城郡茨城町

東茨城郡大洗町

東茨城郡城里町

那珂郡東海村

久慈郡大子町

稲敷郡美浦村

稲敷郡阿見町

戸籍の附票の写しの交付請求(H16.7.12)

居宅サービス計画作成依頼（変更）届出(H19.4.2)

介護保険被保険者証再交付申請(H19.4.2)

介護保険負担限度額認定申請(H19.4.2)

介護保険住所地特例適用・変更・終了届(H19.4.2)

事業所所在証明交付申請(H19.4.2)

住民票／除票の写しの交付請求(H16.7.12)

給与支払報告書の提出(19.4.2)

公的年金等支払報告書の提出(19.4.2)

所得証明書交付申請(19.4.2)

要介護（支援）更新認定申請(H19.4.2)

要介護（支援）認定申請(H19.4.2)

要介護（支援）認定区分変更申請(H19.4.2)

納税証明書交付申請(H16.7.12)

土地・家屋現況証明交付申請(H16.7.12)

固定資産評価／公課証明交付申請(H18.3.28)

身分（身元）証明書の交付申請(H19.4.2)

給与支払報告に係る給与所得者異動届出(19.4.2)

特別徴収に係る給与所得者異動届出(19.4.2)

該当なし

該当なし

住民票・除票の写しの交付請求(H16.7.12)

戸籍の附票の写しの交付請求(H16.7.12)

特例転出届(H16.7.12)

住民税課税（非課税）証明交付申請(H16.7.12)

児童手当の受給資格及び額についての認定請求(H29.11.13)

支給認定申請書兼施設利用申込 (H29.11.13)

支給認定申請書 (H29.11.13)

妊娠の届出 (H29.11.13)

該当なし

該当なし

住民税課税（非課税）証明交付申請(H16.7.12)

納税証明交付申請(H16.7.12)

固定資産評価／公課証明交付申請(H18.3.28)

小児・児童医療福祉費受給者証交付申請（マル福）（H26.9.16）

支給認定 現況届 (H30.3.16)

保育所入所申込(H30.3.16)

保育所入所申込書（H29.10.18)   

住民票／除票の写しの交付請求(H16.7.12)

戸籍の附票の写しの交付請求(H16.7.12)
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市区町村名 汎用以外手続名（開始（予定）年月日）

市区町村の手続

稲敷郡河内町

結城郡八千代町

猿島郡五霞町

猿島郡境町

北相馬郡利根町 該当なし

納税証明交付申請(H16.7.12)

乳幼児医療福祉費受給者証交付申請（マル福）(H18.3.28)

固定資産評価／公課証明交付申請(H18.3.28)

特定建設作業の実施の届出(H18.3.28)

特定施設の設置の届出(H18.3.28)

特定施設設置者の氏名等の変更に関する届出(H18.3.28)

該当なし

該当なし

住民票／除票の写しの交付請求(H16.7.12)

戸籍の附票の写しの交付請求(H16.7.12)

付記転出届(H16.7.12)

住民税課税（非課税）証明交付申請(H16.7.12)

児童手当に係る寄附の申出（H29.11.13）

給食費等の徴収等の申出（H29.11.13）

支給認定申請書兼施設利用申込（H29.11.13）

支給認定の現況届（H29.11.13）

妊娠の届出（H29.11.13）

該当なし

要介護（支援）認定区分変更申請(H19.4.1)

児童手当の額の改定の請求（H29.11.13）

児童手当　現況届（H29.11.13）

児童手当の氏名変更／住所変更の届出（H29.11.13）

児童手当の受給事由消滅の届出（H29.11.13）

未支払の児童手当の請求（H29.11.13）

固定資産評価／公課証明交付申請(H18.3.28)

要介護（支援）認定申請(H19.4.1)

要介護（支援）更新認定申請(H19.4.1)

居宅サービス作成依頼（変更）届出(H19.4.1)

介護保険被保険証再交付申請(H19.4.1)

介護保険負担限度額認定申請書(H19.4.1)

付記転出届(H16.7.12)

住民税課税（非課税）証明交付申請(H16.7.12)

納税証明交付申請(H16.7.12)

土地・家屋現況証明交付申請(H16.7.12)

身分（身元）証明書の交付の申請(H18.3.28)
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