
公的個人認証サービス対象手続の導入状況　【鹿児島県】(eLTAX及びコンビニ交付を除く)

市区町村名 手続名（開始年月日）
住民票の写しの交付請求（世帯全員）（H20.5.1）※H16.11.1申請開始，H20.5.1より電子証明を要する。
住民票の写しの交付請求（個人）（H20.5.1）※H16.11.1申請開始，H20.5.1より電子証明を要する。
身分証明書の交付（H16.11.1）
戸籍の附票の写しの交付の請求（一部証明）（H20.5.1）
戸籍の附票の写しの交付の請求（全部証明）（H20.5.1）
児童手当受給事由消滅届（H29.11.13）
児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求（H29.11.13）
児童手当の額の改定の請求及び届出（H29.11.13）
児童手当・特例給付　現況届の届出（H30.6.1）
投票用紙等請求書兼宣誓書（Ｈ29.10.1）（選挙時のみ実施）
身分証明書等の交付（H18.4.1）
子ども医療の受給資格の認定申請（H18.4.1）
児童手当等額改定認定請求書及び額改定届（H18.4.1）
児童手当認定請求書（H18.4.1）
児童手当等に係る寄附の申出(H29.11.21)
児童手当等に係る寄附変更等の申出(H29.11.21)
児童手当等の現況届（H30.6.1)
児童手当等受給事由消滅の届出(H29.11.21)
未支払の児童手当等の請求(H29.11.21)
児童手当等氏名・住所変更等の届出(H29.11.21)
保育施設等の利用申込(H29.12.4)
保育施設等の現況届(H29.12.4)
保育支給認定の申請(H29.12.4)
氏名変更／住所変更等の届出（H30.2.5）
児童手当等に係る寄附の申出（H30.2.5）
児童手当等に係る寄附変更等の申出（H30.2.5）
氏名変更／住所変更等の届出(H29.11.1)
児童手当等に係る寄附の申出(H29.11.1)
児童手当等に係る寄附変更等の申出(H29.11.1)
児童手当の額の改定の請求及び届出(H29.11.1)
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(H29.11.1)
受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出(H29.11.1)
受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出(H29.11.1)
受給事由消滅の届出 (H29.11.1)
妊娠の届出(H29.11.1)
保育施設等の現況届(H29.11.1)
保育の支給認定の申請兼保育施設等の利用申込(H29.11.1)
未支払の児童手当等の請求(H29.11.1)
児童扶養手当の現況届（H30.11.1)
児童手当等の現況届（H30.11.1）
住民票の写し等の交付の請求（個人）(H21.11.1)
住民票の写し等の交付の請求（世帯全員）(H21.11.1)

市区町村の手続

都道府県の手続
手続名（開始年月日）

－

鹿児島市

鹿屋市

枕崎市

阿久根市

出水市



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(H29.10.1)
児童手当の額の改正の請求及び届出(H29.10.1)
児童手当の氏名変更／住所変更等の届出(H29.10.1)
児童手当の受給事由消滅の届出(H29.10.1)
未支払の児童手当等の請求(H29.10.1)
児童手当等に係る寄付の申出(H29.10.1)
児童手当等に係る寄付変更等の申出(H29.10.1)
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(H29.10.1)
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(H29.10.1)
妊娠の届出(H29.10.1)
児童手当等の現況届(H29.10.1)
児童扶養手当の現況届(H29.10.1)
住民票の閲覧（H23.4.1）
身分証明書等の交付（H23.4.1）
氏名変更/住所変更等の届出（H29.10.1）
児童手当等に係る寄付の申出（H29.10.1）
児童手当等に係る寄付変更等の申出（H29.10.1）
児童手当等の現況届（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）
児童手当の額の改定の請求及び届出（H29.10.1）
児童扶養手当の現況届（H30.3.1）
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申出（H29.10.1）
受給事由消滅の届出（H29.10.1）
妊娠の届出（H29.10.1）
保育施設等の現況届（H30.3.1）
保育の支給認定の申請兼保育施設等の利用申込（H30.3.1）
未支払の児童手当等の請求（H30.3.1）
保育施設の現況届（H30.4.26）
保育の支給認定の申請兼保育施設等の利用申込（H30.4.26）
氏名変更／住所変更等の届出（H29.12.11)
児童手当等に係る寄附の申出（H29.12.11)
児童手当等に係る寄附変更等の届出（H29.12.11)
児童手当等の現況届（H30.6.1）
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（H29.12.11)
児童手当の額の改定の請求及び届出（H29.12.11)
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（H29.12.11)
受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出（H29.12.11)
受給事由消滅の届出（H29.12.11)
未支払の児童手当等の請求（H29.12.11)
児童扶養手当現況届（H30.8.1）
妊娠の届出（H29.12.11)
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（H29.11.10）
児童手当の額の改定の請求及び届出（H29.11.10）
氏名変更／住所変更等の届出（H29.11.10）
受給事由消滅の届出（H29.11.10）
未支払の児童手当等の請求（H29.11.10）
児童手当等に係る寄附の申出（H29.11.10）
児童手当等に係る寄附変更等の申出（H29.11.10）
受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出（H29.11.10）
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（H29.11.10）

西之表市

垂水市

薩摩川内市

指宿市



【児童手当】児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求【H30.6.1】
【児童手当】児童手当の額の改訂の請求及び届出【H30.6.1】
【児童手当】氏名変更/住所変更等の届出【H30.6.1】
【児童手当】受給事由消滅の届出【H30.6.1】
【児童手当】未支払の児童手当の請求【H30.6.1】
【児童手当】児童手当に係る寄附の申出/寄附変更等の申出【H30.6.1】
【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/徴収等の変更等の申出【H30.6.1】
【保育】支給認定の申請【H30.6.1】
【保育】保育施設等の利用申込【H30.6.1】
【保育】保育施設等の現況届【H30.6.1】
【児童扶養手当】児童扶養手当の現況届【H30.6.1】
【母子保健】妊娠の届出【H30.6.1】
児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての設定請求（H29.10.1）
児童手当の額の改定の請求及び届出（H29.10.1）
児童手当においての氏名変更/住所変更等の届出（H29.10.1）
受給事由消滅の届出（H29.10.1）
未支払の児童手当等の請求（H29.10.1）
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等の申出（H29.10.1）
支給認定の申請（H30.6.1）
保育施設等の利用申込（H30.6.1）
保育施設等の現況届（H30.6.1）
児童扶養手当の現況届（H30.6.1）
妊娠の届出（H29.10.1）
身分証明書等の交付（H20.3.1）
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（H29.12.15）
児童手当等の額の改定の請求及び届出（H29.12.15）
氏名変更／住所変更等の届出（H29.12.15）
受給事由消滅の届出（H29.12.15）
未支払の児童手当等の請求（H29.12.15）
児童手当等に係る寄附の申出（H29.12.15）
児童手当等に係る寄附変更等の申出（H29.12.15）
受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出（H29.12.15）
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（H29.12.15）
妊娠の届出（H29.12.15）
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（H29.11.1）
児童手当等の額の改定の請求及び届出（H29.11.1）
氏名変更／住所変更等の届出（H29.11.1）
受給事由消滅の届出（H29.11.1）
未支払の児童手当等の請求（H29.11.1）
児童手当等に係る寄附の申出（H29.11.1)
児童手当等に係る寄附変更等の申出（H29.11.1）
受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出（H29.11.1）
受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出（H29.11.1）
妊娠の届出（H29.11.1）
児童手当等の現況届（H29.7.1）
支給認定の申請（H29.7.1）
保育施設等の現況届（H29.7.1）
保育施設等の利用申込（H29.7.1）
児童扶養手当の現況届（H29.7.1）

霧島市

曽於市

いちき串木野市

日置市



身分証明書等の交付（H18.5.1）【R2.6変更再開予定】
住民票の写し（一部）の交付【R2.6開始予定】
住民票の写し（世帯全員）の交付【R2.6開始予定】
母子家庭等医療費受給者現況届（H18.5.1）【R2.6再開予定】
児童手当の認定の請求（H18.5.1）【R2.6再開予定】
児童手当等額の改定（増額）請求（H18.5.1）【R2.6再開予定】
施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼保育施設利用申込書（H29.09.06）【R2.6再開予定】
未支払の児童手当等の請求（H29.09.06）【R2.6再開予定】
保育施設利用にかかる現況届（H29.09.06【R2.6再開予定】
受給事由消滅の届出（H29.09.06）【R2.6再開予定】
児童手当等に係る寄附変更等の申出 （H29.09.06）【R2.6再開予定】
氏名変更／住所変更等の届出（H29.09.06）【R2.6再開予定】
児童手当等に係る寄附の申出（H29.09.06）【R2.6再開予定】
氏名変更／住所変更等の届出（H29.1130）
児童手当等に係る寄附の申出（H29.11.21）
児童手当等に係る寄附変更等の申出（H29.11.21)
児童手当等の受給資格及び児童手当等についての認定請求（H29.11.21)
児童手当の額の改定の請求及び届出（H29.11.30)
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（H29.11.21)
受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出（H29.11.21)
受給事由消滅の届出（H29.11.21)
未支払の児童手当等の請求（H29.11.21）
児童手当現況届（R3.6.11）
児童手当・特例給付別居監護申立書（R3.6.11）
児童手当等の現況届(H30.3.22)
児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求(H29.9.13)
児童手当の額の改定の請求及び届出(H29.9.13)
氏名変更／住所変更等の届出(H29.9.13)
受給事由消滅の届出(H29.9.13)
児童手当等に係る寄付の申出(H29.9.13)
児童手当等に係る寄付変更等の申出(H29.9.13)
受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出(H29.9.13)
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(H29.9.13)
児童扶養手当等の現況届(H30.3.22)
妊娠の届出(H29.9.13)
住民票の写しの交付の請求（住民票の写し（一部（個人）））（R1.10.11）
住民票の写しの交付の請求（住民票の写し（世帯全員））（R1.10.11）
保育施設等の現況届（R1.10.11）
保育の支給認定の申請兼保育施設等の利用申込（R1.10.11）
未支払の児童手当等の請求（R1.10.11）
住民票の写し等の交付の請求（個人）（H21.11.1）
住民票の写し等の交付の請求（世帯全員）（H21.11.1）
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（H29.11.9）
不在者投票の投票用紙等の請求（H29.11.16）
妊娠の届出（H29.11.24）
未支払の児童手当等の請求（H30.4.25）
保育の支給認定の申請兼保育施設等の利用申込（H30.4.25）
保育施設利用にかかる現況届（H30.4.25）
受給事由消滅の届出（H30.4.25）
受給資格者の申出による学校教食費等の徴収等の申出（H30.4.25）
受給資格者の申出による学校教食費等の徴収等の変更等の申出（H30.4.25）
児童手当の額の改定の請求及び届出（H30.4.25）
児童手当等に係る寄附変更等の申出（H30.4.25）
児童手当等に係る寄附の申出（H30.4.25）
氏名変更／住所変更等の届出（H30.4.25）
児童手当の現況届（H30.6.1）
児童扶養手当の現況届（R1.11.1）

南九州市

南さつま市

奄美市

志布志市



児童手当認定請求書（H21.11.1）
児童手当等額改定認定請求書及び額改定届（H21.11.1）
印鑑登録証明書交付申請書
戸籍の附票の写しの交付の請求（一部証明）
戸籍の附票の写しの交付の請求（全部証明）
住民票の写し等の交付の請求（個人）
住民票の写し等の交付の請求（世帯全員）
住民票の閲覧
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書
国民健康保険高額療養費支給申請書
国民健康保険被保険者証再交付申請書
葬祭費の支給申請
納税証明書の交付の請求
給与支払報告に係る給与所得者異動届出書
所得額に関する証明発行［課税額証明（非課税証明）（個人）］
所得額に関する証明発行［課税額証明（非課税証明）（世帯）］
所得額に関する証明発行［所得額証明（個人）］
所得額に関する証明発行［所得額証明（世帯）］
特別徴収に係る給与所得者異動届出
道路占用許可書（企業占用）
道路占用許可書（一般占用）
道路占用工事しゅん工届
道路占用工事着手届
児童手当等に係る寄付の申出(H29.12から)
児童手当等に係る寄付変更等の申出(H29.12から)
氏名変更/住所変更等の届出(H29.12から)
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から)
児童手当の額の改定の請求及び届出(H29.12から)
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から)
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から)
需給事由消滅の届出(H29.12から)
保育の支給認定の申請兼保育施設等の利用申込(H30.1から)
未支払の児童手当等の請求(H29.12から)
乳幼児医療の受給資格の認定申請（H18.1.4）
児童手当等額改定認定請求書及び額改定届（H18.1.4）
児童手当認定請求書（H18.1.4）
母子家庭等医療費受給者現況届（H18.1.4）
子育てOSS：児童手当：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（H30.2.1）
子育てOSS：児童手当：児童手当の額の改定の請求及び届出（H30.3.1）
子育てOSS：児童手当：氏名変更／住所変更等の届出（H30.3.1）
子育てOSS：児童手当：受給事由消滅の届出（H30.3.1）
子育てOSS：児童手当：未支払の児童手当等の請求（H30.3.1）
子育てOSS：児童手当：児童手当等に係る寄附の申出（H30.3.1）
子育てOSS：児童手当：児童手当等に係る寄附変更等の申出（H30.3.1）
子育てOSS：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（H30.3.1）
子育てOSS：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（H30.3.1）
子育てOSS：母子保健：妊娠の届出（H30.4.1）
子育てOSS：児童手当：児童手当等の現況届（H30.4.1）
子育てOSS：児童扶養手当：児童扶養手当等の現況届（H30.4.1）

三島村

伊佐市

姶良市



氏名/住所変更等の届出（R2.1.1）
児童手当等に係る寄附の申出（R2.1.1）
児童手当等に係る寄附変更等の申出（R2.1.1）
児童手当等の受給資格及び児童手当額についての認定請求（R2.1.1）
児童手当の額の改定の請求及び届出（R2.1.1）
受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出（R2.1.1）
受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出（R2.1.1）
受給事由消滅の届出（R2.1.1）
未支払の児童手当等の請求（R2.1.1）
住民票の写しの交付の請求（住民票の写し（世帯全員））（R2.1.1）
住民票の写しの交付の請求（住民票の写し（一部（個人）））（R2.1.1）
戸籍の附票の写しの交付の請求（附票全部証明）（R2.1.1）
戸籍の附票の写しの交付の請求（附票一部証明）（R2.1.1）
所得額に関する証明発行 [所得額証明(個人)]（R2.1.1）
所得額に関する証明発行 [課税額証明 (非課税証明) (個人)]（R2.1.1）
滞納がないことの証明申請書（R2.1.1）
納税証明書の交付の請求（村民税・県民税）（R2.1.1）
資産に関する証明発行［資産証明］（R2.1.1）
資産に関する証明発行［土地・家屋名寄せ閲覧（写し）］（R2.1.1）
軽自動車税納税証明申請書（継続検査用）（R2.1.1）
児童手当等の現況届（R2.1.1）
児童扶養手当の現況届（R2.1.1）
氏名変更／住所変更等の届出
児童手当等の現況届
児童手当等に係る寄附の申出
児童手当等に係る寄附変更等の申出
児童手当等の額改定の請求
児童手当等の認定請求
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
受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出
受給事由消滅の届出
未支払の児童手当等の請求
妊娠の届出
住民票の写しの交付請求（世帯全員）
住民票の写しの交付請求（個人）
戸籍の附票の写しの交付請求（全部証明）
戸籍の附票の写しの交付請求（一部証明）
印鑑登録証明書の交付請求
道路占用工事着手届
道路占用工事しゅん工届
道路占用許可書
給与支払報告に係る給与所得者異動届出書
所得に関する証明（所得額証明：個人）
所得に関する証明（課税額証明・非課税証明：個人）
滞納がないことの証明
納税証明（市民税・県民税）
納税証明（法人市民税）
資産に関する証明（資産証明）
資産に関する証明（土地・家屋名寄せ閲覧：写し）
妊娠の届出
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（H30.2.1）
児童手当の額の改定の請求及び届出（H30.2.1）
受給資格者の申出による学校給食等の徴収等の申出（H30.2.1）
受給事由消滅の届出（H30.2.1）
児童手当等の現況届

さつま町

十島村

長島町



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
児童手当等の額の改定の請求及び届出
氏名変更／住所変更等の届出
受給事由消滅の届出
未支払の児童手当等の請求
妊娠の届出
保育の支給認定申請兼保育施設等の利用申込
保育施設等の現況届
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）
児童手当の額の改定の請求及び届出（H29.10.1）
氏名変更／住所変更等の届出（H29.10.1）
受給事由消滅の届出（H29.10.1）
未支払の児童手当等の請求（H29.10.1）
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等の申出（H29.10.1）
児童手当等の現況届（H29.10.1）
支給認定の申請兼保育施設等の利用申込（H29.10.1）
保育施設等の現況届（H29.10.1）
児童扶養手当の現況届（H29.10.1）
妊娠の届出（H29.10.1）
児童手当・特例給付からの学校給食費等徴収変更申出書
児童手当・特例給付額改定認定請求書
児童手当・特例給付寄附変更申出書
児童手当・特例給付氏名住所等変更届
児童手当・特例給付受給事由消滅届
児童手当・特例給付にかかる学校給食費等の徴収等に関する申出書
児童手当・特例給付に係る寄附の申出書
児童手当・特例給付認定請求書
妊娠の届出
保育の支給認定の申請兼保育施設等の利用申込
未支払児童手当・特例給付請求書
児童手当等に係る寄付の申出
児童手当等に係る寄付変更等の申出
児童手当等の氏名変更/住所変更等の届出
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
児童手当の額の改定の請求及び届出
児童手当の受給事由消滅の届出
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
受給資格者の申出による学校給食等の徴収等の申出
妊娠の届出
保育施設等の現況届
保育の支給認定の申請兼保育施設等の利用申込
未支払の児童手当等の請求

錦江町

東串良町

大崎町

湧水町



住民票の写し等の交付請求（H21.11.1）
戸籍の附票の写しの交付請求（H21.11.1）
軽自動車納税証明書交付申請（H21.11.1）
公租公課に関する証明発行（H21.11.1）
資産に関する証明（H21.11.1）
所得額に関する証明（課税額証明（非課税証明））（H21.11.1）
所得額に関する証明（所得額証明）（H21.11.1）
納税証明書の交付請求（H21.11.1）
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（H29.11.1）
児童手当等に係る寄付の申出（H29.11.1）
児童手当等に係る寄付変更等の申出（H29.11.1）
児童手当の額の改定の請求及び届出（H29.11.1）
児童手当の氏名変更/住所変更等の届出（H29.11.1）
児童手当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（H29.11.1）
児童手当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（H29.11.1）
児童手当の受給事由消滅の届出（H29.11.1）
未支払の児童手当等の請求（H29.11.1）
妊娠の届出（H29.11.1）
保育施設等の現況届（H29.11.1）
保育の支給認定の申請兼保育施設等の利用申込（H29.11.1）
氏名変更/住所変更等の届出（H29.6.19）
児童手当等に係る寄附等の申出（H29.6.19）
児童手当等に係る寄附変更等の申出（H29.6.19）
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（H29.6.19）
児童手当の額の改正の請求及び届出（H29.6.19）
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（H29.6.19）
受給資格者の申出による学校休息費等の徴収等の申出（H29.6.19）
受給事由消滅の届出（H29.6.19）
妊娠の届出（H29.6.19）
未支給の児童手当等の請求（H29.6.19）
児童手当の現況届（H29.6.19)
保育施設等の利用申込(H29.6.19）
支給認定の申請（H29.6.19)
児童扶養手当の現況届（H29.6.19)
住民票の写し等の請求（世帯全員）（H18.4.1）
住民票の写し等の請求（個人）（H18.4.1）
印鑑登録証明書交付申請書（H18.4.1）
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(H29.12)
児童手当の額の改定の請求及び届出(H29.12)
氏名変更／住所変更等の届出(H29.12)
受給事由消滅の届出(H29.12)
未支払の児童手当等の請求(H29.12)
児童手当等に係る寄附の申出(H29.12)
児童手当等に係る寄附変更等の申出(H29.12)
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)
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)
住民票の写し等の交付の請求（世帯全員）（H18.4.1）
住民票の写し等の請求（個人）（H18.4.1）
印鑑登録証明書交付申請書（H18.4.1）
児童手当認定請求書
児童手当等額改定認定請求書及び額改定届
氏名変更住所変更等の届
受給事由消滅の届
未支払の児童手当の請求
児童手当等に係る寄附の申出
児童手当等に係る寄附変更等の申出

南種子町

中種子町

肝付町

南大隅町



氏名変更／住所変更等の届出
児童手当等に係る寄付の申出
児童手当等に係る寄付変更等の申出
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
児童手当の額の改定請求及び届出
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
受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出
受給事由消滅の届出
妊娠の届出
未支払の児童手当等の請求
身分証明書等の交付（H18.4.17）
国民健康保険被保険者証再交付申請（H18.4.17）
氏名変更／住所変更等の届出
身分証明書等の交付（H18.11.1）
妊娠の届出
氏名変更/住所変更等の届け出(H29.10.1)
児童手当等に係る寄付の申出(H29.10.1)
児童手当等に係る寄付変更等の申出(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)
児童手当の額の改定の請求及び届出(H29.10.1)
受給自由消滅の届出(H29.10.1)
妊娠の届出(H29.10.1)
保育施設等の現況届(H30.2.1)
保育の支給認定の申請兼保育施設等の利用申込(H30.2.1)
未支払の児童手当等の請求(H29.10.1)
住民票の写しの交付申請（H18.4.1）
戸籍附票の写しの交付申請（H18.4.1）
所得証明書の交付申請（H18.4.1）
納税証明書の交付申請（H18.4.1）
軽自動車納税証明書交付申請（H18.4.1）
犬の所有者変更申請（H18.4.1）
身分証明書等の交付申請（H19.11.1）
児童手当の氏名変更/住所変更の届出（H29.11.13）
児童手当に係る寄附の申出（H29.11.13)
児童手当に係る寄附変更等の申出（H29.11.13)
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（H29.11.13）
児童手当の額の改定の請求及び届出（H29.11.13)
児童手当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（H29.11.13)
児童手当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（H29.11.13）
未支払の児童手当等の請求（H29.11.13)
児童手当の受給事由消滅の届出（H29.11.13)
妊娠の届出（H29.11.13)
保育の支給認定の申請兼保育施設等の利用申込（H30.1.31）
保育施設利用に係る現況届（H30.1.31)

龍郷町

瀬戸内町

宇検村

大和村

屋久島町



身分証明書等の交付（H18.4.1）
氏名変更／住所変更等の届出(H29.12.1)
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)
児童手当の額の改定の請求及び届出(H29.12.1)
児童手当等の現況届(H29.12.1)
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(H29.12.1)
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)
受給事由消滅の届出(H29.12.1)
投票用紙等請求書兼宣誓書(H29.10.11)
妊娠の届出(H29.12.1)
保育の支給認定の申請兼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)
未支払の児童手当等の請求(H29.12.1)
身分証明書等の交付（H18.4.1）
氏名変更／住所変更等の届出(H30.1.30)
身分証明書等の交付（H18.4.1）
氏名変更／住所変更等の届出【児童手当】（H30.2.8）
児童手当受給事由消滅の届出（H30.2.8）
児童手当等に係る寄附の申出（H30.2.8）
児童手当等に係る寄附変更等の申出（H30.2.8）
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（H30.2.8）
児童手当の額の改定の請求及び届出（H30.2.8）
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【児童手当】（H30.2.8）
受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出【児童手当】（H30.2.8）
未支払の児童手当等の請求（H30.2.8）

伊仙町 妊娠の届出（H30.3.1）
和泊町 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(Ｈ30.1.30)　

児童手当氏名変更／住所変更等の届出
児童手当等に係る寄付の申出
児童手当等に係る寄付変更等の申出
児童手当等の現況届
児童手当等の需給資格及び児童手当の額についての認定請求
児童手当の額の改定の請求及び届出
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届の申出
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
児童手当受給自由消滅の届出
未支払いの児童手当等の請求
保育の支給認定の申請兼保育施設等の利用申込
児童手当氏名変更／住所変更等の届出（Ｈ29.7.1）
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（Ｈ29.7.1）
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（Ｈ29.7.1）
児童手当受給事由消滅の届出（H29.7.1）
児童手当等に係る寄附の申出（H29.7.1）
児童手当等に係る寄附変更等の申出（H29.7.1）
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（H29.7.1）
児童手当の額の改定の請求及び届出（H29.7.1）
妊娠の届出（H29.7.1）
未支払の児童手当等の請求（H29.7.1）
保育施設等の現況届（H29.7.1）
児童手当等の現況届
【保育】入園申込み
【保育】支給認定の申請
【児童扶養手当】児童扶養手当の現況届
【児童扶養手当】児童扶養手当の認定請求

知名町

天城町

徳之島町

奄美市

喜界町


