
令和３年６月１日現在

一部市区町村の場合の手続 汎用以外

※

生活保護法による指定医療機関等の変更届(H18.4.3)

生活保護法による指定医療機関等の休止・廃止届(H18.4.3)

生活保護法による指定介護機関の指定申請(H18.4.3)

生活保護法による指定医療機関等の指定申請(H18.4.3)

許可営業廃止届(H19.3.20)  

肥料販売業務開始届(H19.3.30)  

肥料販売業務変更届(H19.3.30)  

肥料販売業務廃止届(H19.3.30)  

農薬販売届(H19.3.30)  

農薬販売変更届(H19.3.30)  

農薬販売廃止届(H19.3.30)  

結核指定医療機関指定申請(H19.7.2)

結核指定医療機関辞退届(H19.7.2)

理容所廃止届(H19.11.1) 奈良市を除く

美容所廃止届(H19.11.1) 奈良市を除く

クリーニング所廃止届(H19.11.1) 奈良市を除く

無店舗取次店廃止届(H19.11.1) 奈良市を除く

旅館業廃止届(H19.11.1) 奈良市を除く

公衆浴場業廃止届(H19.11.1) 奈良市を除く

不動産鑑定業者の事業実績等の報告(H20.6.1)

感染症発生届（三類）（Ｈ21.4.19）

手続名（開始年月日）

公的個人認証サービス対象手続の導入状況

奈良県

都道府県の手続

屋外広告業廃業等届（Ｈ22.4.1）

商店街振興組合法に基づく組合（商店街振興組合、商店街振興組合連合会）の役員氏名（住所）変更届の提出
（H17.9.1）

中小企業団体の組織に関する法律に基づく組合（協業組合、商工組合）の役員変更届の提出（H17.9.1）

中小企業等協同組合法に基づく組合（事業協同組合、事業協同組合連合会、企業組合）の役員変更届の提出（H17.9.1）

法人住民税・法人事業税の電子申告(H18.2.27)

動物用医療機器営業所（休止・廃止・変更）届(H20.7.30)

感染症発生届（一類）（Ｈ21.4.17）

感染症発生届（二類）（Ｈ21.4.18）

感染症発生届（四類）（Ｈ21.4.19）

感染症発生届（五類）（Ｈ21.4.20）

【屋外広告業】業務主任者認定申請（Ｈ22.4.1）

屋外広告業登録事項変更届（Ｈ22.4.1）

屋外広告物講習会修了証明申請（Ｈ22.4.1）

屋外広告業登録証明書交付申請（Ｈ22.4.1）



市区町村名 汎用以外

奈良市 薬事法「変更届（薬剤師の変更）」（法人開設者用）(H18.4.1)

薬事法「変更届（薬剤師の変更）」（個人開設者用）(H18.4.1)

薬事法「変更届（業務役員の変更）」(H18.4.1)

薬事法「変更届（その他の変更）」（法人開設者用）(H18.4.1)

薬事法「変更届（その他の変更）」（個人開設者用）(H18.4.1)

(奈良市保健所提出用)結核指定医療機関指定申請(H20.3.1)

(奈良市保健所提出用)結核指定医療機関辞退届(H20.3.1)

法人市民税、事業所税の電子申告・申請届出(H21.9.14) ※

個人市・県民税、固定資産税（償却資産）の電子申告・申請届出(H21.12.14) ※

子育てワンストップサービス（保育）ver2.2（H29.11.1)

子育てワンストップサービス（児童手当　新規認定請求）（H31.1.1）

子育てワンストップサービス（児童手当　R3現況届）（R3.6.1）

子育てワンストップサービス（児童手当　R2現況届）（R2.6.1）

子育てワンストップサービス（児童手当　H31現況届）（H30.6.4）

子育てワンストップサービス（児童手当　住所・氏名変更届）（H30.1.1)

子育てワンストップサービス（児童手当　児童手当等に係る寄付の申出）作成書類添付用フォーム(H30.1.1)

子育てワンストップサービス（児童手当　児童手当等に係る寄付変更等の申出）作成書類添付用フォーム(H30.1.1)

子育てワンストップサービス（児童手当　額改定請求(増額申請)）(H30.1.1)

大和高田市 個人市民税・法人市民税・固定資産税（償却資産）の電子申告・申請届出(H25.11.25) ※

大和郡山市 個人市民税・法人市民税・固定資産税（償却資産）の電子申告・申請届出(H23.1.1) ※

子育てワンストップサービス（児童手当　学校給食費等の徴収の申出）(H29.7.18)

子育てワンストップサービス（児童手当　消滅届）(H29.7.18)

子育てワンストップサービス（児童手当　現況届)（H30.6.1）

子育てワンストップサービス（児童手当　寄附の申出）(H29.7.18)

子育てワンストップサービス（児童手当　未支払の児童手当の請求）(H29.7.18)

子育てワンストップサービス（児童手当　住所・氏名変更届）（H29.7.18)

子育てワンストップサービス（児童手当　認定請求）(H29.7.18)

子育てワンストップサービス（児童手当　額改定認定請求）(H29.7.18)

天理市 個人市民税・法人市民税・固定資産税（償却資産）の電子申告・申請届出(H24.1.4) ※

妊娠の届出（H29.8.9）

児童手当等の受給開始及び児童手当の額についての認定請求（H30.6.10）

児童手当等の現況届（H30.6.10）

市区町村の手続

手続名（開始年月日）



市区町村名 汎用以外

橿原市 個人市民税・法人市民税・固定資産税（償却資産）の電子申告・申請届出(H20.12.15) ※

妊娠の届出（H30.2.13）

児童手当・特例給付　認定請求(H30.2.13)

児童手当・特例給付に係る寄附の申出(H30.2.13)

未支払児童手当請求書(H30.2.13)

児童手当・特例給付に係る学校給食費の徴収等の申出(H30.2.13)

児童手当・特例給付に係る学校給食費の徴収等の変更の申出(H30.2.13)

児童手当・特例給付　額改定請求・額改定届(H30.2.13)

児童手当・特例給付　受給事由消滅届(H30.2.13)

児童手当・特例給付に係る寄附の変更の申出(H30.2.13)

桜井市 個人市民税・法人市民税・固定資産税（償却資産）の電子申告・申請届出(H20.12.15) ※

五條市 個人市民税・法人市民税・固定資産税（償却資産）の電子申告・申請届出(H25.11.25) ※

妊娠の届出（Ｈ３０．３．３１）

予防接種分野における情報連携（Ｈ２９．７．１）

児童手当：住所・氏名変更届（Ｈ３０．８．７）

児童手当：未支払の児童手当の請求（Ｈ３０．８．７）

児童手当：特例給付　認定請求（Ｈ３０．８．７）

児童手当：特例給付に係る寄附の申出（Ｈ３０．８．７）

児童手当：特例給付に係る学校給食費の徴収等の申出（Ｈ３０．８．７）

児童手当：特例給付　額改定請求・額改定届（Ｈ３０．８．７）

児童手当：特例給付　受給事由消滅届（Ｈ３０．８．７）

御所市 個人市民税・法人市民税・固定資産税（償却資産）の電子申告・申請届出(H25.11.25) ※

生駒市 個人市民税・法人市民税・固定資産税（償却資産）の電子申告・申請届出(H25.11.25) ※

子育てワンストップサービス（児童手当等の現況届）（H30.6.1)

香芝市 個人市民税・法人市民税・固定資産税（償却資産）の電子申告・申請届出(H21.12.14) ※

児童手当等に係る氏名変更／住所変更等の届出（H29.12.21）

児童手当等に係る寄附の申出（H29.12.21）

児童手当等の額の改定の請求及び届出（H29.12.21）

児童手当等の現況届（H29.12.21）

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（H29.12.21）

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（H29.12.21）

未支払の児童手当等の請求（H29.12.21）

児童手当等の受給事由消滅の届出（H29.12.21）

保育の支給認定の申請（H29.12.25）

保育施設等の利用申込（H29.12.21）

妊娠の届出（H29.12.20）

就学援助受給申請（R03.04.20）

特別支援教育就学奨励費受給申請（R03.04.20）

手続名（開始年月日）



市区町村名 汎用以外

葛城市 住民票交付予約(H19.7.2)

屋外広告物許可申請書 (H20.7.1)

屋外広告物継続許可申請書 (H20.7.1)

屋外広告物住所氏名変更届 (H20.7.1)

屋外広告物撤去届 (H20.7.1)

屋外広告物変更許可申請書 (H20.7.1) 

個人市民税・法人市民税・固定資産税（償却資産）の電子申告・申請届出(H23.3.22) ※

妊娠の届出（H29.10.1）

給食費等の徴収等の申出（H29.12.5）

児童手当の氏名変更／住所変更の届出（H29.12.5）

児童手当に係る寄附の申出（H29.12.1）

未支払の児童手当の請求（H2912.1）

児童手当の額の改定の請求（H29.12.5）

児童手当の受給資格及び額についての認定請求（H29.12.1）

児童手当の受給事由消滅の届出（H29.12.1）

支給認定申請書（H29.12.8）

宇陀市 個人市民税・法人市民税・固定資産税（償却資産）の電子申告・申請届出（H25.11.25） ※

子育てワンストップサービス（児童手当　新規認定請求）（H29.7.1）

子育てワンストップサービス（児童手当　現況届）（H29.7.1）

子育てワンストップサービス（児童手当　住所・氏名変更届）（H29.7.1)

子育てワンストップサービス（児童手当　額改定認定請求・額改定届）(H29.7.1)

子育てワンストップサービス（児童手当　消滅届）(H29.7.1)

山添村 個人住民税・法人住民税・固定資産税（償却資産）の電子申告・申請届出(H25.11.25) ※

平群町 地方税「法人町民税」「固定資産税」「個人住民税」の電子申告・申請届出(H24.11.26) ※

妊娠の届出（H30.3.30）

児童手当の受給事由消滅の届出(H30.3.30)

児童手当等の額の改定の請求及び届出（H30.3.30）

児童手当等に係る氏名変更／住所変更等の届出（H30.3.30）

保育の支給認定の申請（H30.3.30）

保育施設等の現況届（H30.3.30)

保育施設等の利用申込（H30.3.30）

三郷町 個人住民税・法人住民税・固定資産税（償却資産）の電子申告・申請届出（H25.11.25） ※

斑鳩町 地方税「法人町民税」「固定資産税」「個人住民税」の電子申告・申請届出(H23.12.19) ※

安堵町 地方税「法人町民税」「固定資産税」「個人住民税」の電子申告・申請届出(H25.11.25) ※

川西町 個人住民税・法人住民税・固定資産税（償却資産）の電子申告・申請届出(H25.11.1) ※

三宅町 地方税「法人町民税」「固定資産税」「個人住民税」の電子申告・申請届出(H20.12.15) ※

田原本町 地方税「法人町民税」「固定資産税（償却資産）」「個人住民税」の電子申告・申請届出(H20.12.15) ※

曽爾村 「個人住民税」の電子申告・申請届出(H24.12.1) ※

御杖村 「個人住民税」の電子申告・申請届出(H20.12.15)、地方税「固定資産税」「個人住民税」の電子申告・申請届出(H25.11.25) ※

高取町 「法人町民税」「固定資産税(償却資産)」「個人住民税」の電子申告・申請届出(H23.12.19) ※

明日香村 「法人村民税」「固定資産税(償却資産)」「個人住民税」の電子申告・申請届出(H25.11.25) ※

手続名（開始年月日）



市区町村名 汎用以外

上牧町 地方税「法人町民税」「固定資産税」「個人住民税」の電子申告・申請届出(H23.12.19) ※

児童手当の受給資格及び額についての認定請求（H30.5.16）

妊娠の届出（H30.6.4）

保育所の入所申請（H30.6.19）

支給認定の申請（H30.6.19）

児童手当等の額の改定の請求及び届出（H30.6.19）

児童手当等の額の改定の請求及び届出（H30.6.19）

受給事由消滅の届出（H30.6.19）

未支払の自動手当等の請求（H30.6.19）

王寺町 地方税「法人町民税」「固定資産税（償却資産）」「個人住民税」の電子申告・申請届出(H25.11.25) ※

児童手当 氏名変更／住所変更の届出（H29.7.18）

児童手当　寄付の申出（H29.7.18）

児童手当　寄付変更等の申出（H29.7.18）

児童手当　額改定認定請求・額改定届出（H29.7.18）

児童手当　未支払い児童手当の請求（H29.7.18）

児童手当　認定請求（H29.7.18）

児童手当　現況届（H29.7.18）

児童手当　学校給食の徴収等の申出（H29.7.18）

妊娠の届出（H29.7.18）

広陵町 地方税「法人町民税」「固定資産税」「個人住民税」の電子申告・申請届出(H21.1.19) ※

地方税共通納税システム(R1.10.1) ※

河合町 地方税「法人町民税」「固定資産税」「個人住民税」の電子申告・申請届出(H23.12.19) ※

児童手当 氏名変更／住所変更の届出（H31..5.17）

児童手当　寄付の申出（H30.5.17）

児童手当　寄付変更等の申出（H30.5.17）

児童手当　額改定認定請求・額改定届出（H30.5.17）

児童手当　未支払い児童手当の請求（H30.5.17）

児童手当　認定請求（H30.5.17）

児童手当　現況届（H30.5.17）

児童手当　学校給食の徴収等の申出（H30.5.17）

妊娠の届出（Ｈ30.1.10）

手続名（開始年月日）



市区町村名 汎用以外

吉野町 地方税「法人町民税」「固定資産税（償却資産）」「個人住民税」の電子申告・申請届出(H24.11.26) ※

大淀町 地方税「法人町民税」「固定資産税」「個人住民税」の電子申告・申請届出(H25.11.25) ※

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(H30.4.1)

児童手当等の額の改定の請求及び届出(H30.4.1)

氏名変更／住所変更等の届出(H30.4.1)

児童手当等の現況届(H30.4.1)

受給事由消滅の届出(H30.4.1)

未支払の児童手当等の請求(H30.4.1)

児童手当等に係る寄附の申出(H30.4.1)

受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出(H30.4.1)

児童手当等に係る寄附変更等の申出(H30.4.1)

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(H30.4.1)

支給認定の申請(H30.4.1)

保育施設等の利用申込(H30.4.1)

保育施設等の現況届(H30.4.1)

下市町 地方税「法人町民税」「固定資産税」「個人住民税」の電子申告・申請届出(H24.11.26) ※

黒滝村 個人村民税・法人村民税・固定資産税（償却資産）の電子申告・申請届出(H22.4.1) ※

天川村 法人村民税・固定資産税（償却資産）・個人住民税（特別徴収）の電子申告・申請届出（H22.4.1） ※

野迫川村 個人村民税・法人村民税・固定資産税（償却資産）の電子申告・申請届出(H25.8.26) ※

十津川村 個人住民税・法人住民税・固定資産税（償却資産）の電子申告・申請届出(H25.11.25) ※

下北山村 地方税「法人村民税」「固定資産税」「個人住民税」の電子申告・申請届出(H20.2.1) ※

上北山村 法人村民税・固定資産税・個人住民税の電子申告・申請届出(H20.2.1) ※

川上村 個人住民税・法人住民税・固定資産税（償却資産）の電子申告・申請届出(H22.3.23) ※

東吉野村 個人住民税・法人住民税・固定資産税（償却資産）の電子申告・申請届出(H22.4.1) ※

手続名（開始年月日）


