
保有個人情報開示請求書(H19.1.5)

保有個人情報訂正請求書(H19.1.5)

保有個人情報利用停止請求書(H19.1.5)

本人確認情報の開示請求(H22.10.21)

本人確認情報の訂正等の申し出(H22.10.21)

保有個人情報開示請求(H19.4.1)

保有個人情報訂正請求(H19.4.1)

保有個人情報利用停止請求(H19.4.1)

護身用具変更届出書(R3.5.6)

護身用具届出書(R3.5.6)

服装届出書(R3.5.6)

服装変更届出書(R3.5.6)

警備業廃止届出書(R3.5.6)

市町村名 手続名（開始（予定）年月日）

住基カード・マイナンバーカードを利用した転出届（H19.1.4)

戸籍に関する証明書請求（戸籍謄本・戸籍抄本・戸籍の附票）（R3.6.22）

戸籍に関する証明書請求（身分証明・独身証明）（R3.6.22）

住民票の写し請求（H19.1.4)

個人情報開示請求（H20.4.1)

個人情報訂正等請求（H20.4.1)

児童手当の受給資格及び額についての認定請求（H29.11.13)

ファミリー・サポート・センターひとり親家庭支援事業（登録申請、登録抹消届、変更届、助成金交付申請）（R4.5.23）

市民税・県民税申告書の提出（R3.3.11）

所得・課税（非課税）証明書、納税証明書　交付申請（R3.6.14）

原動機付自転車標識交付申請（R3.6.1）

妊娠届出（H29.11.13)

教育・保育給付認定申請／保育施設等利用申込み（R3.3.19）

住民票の写し請求(H17.8.24)

住民票記載事項証明請求(H17.8.24)

戸籍の附票の写し請求(H17.8.24)

住民税課税・所得・非課税証明交付申請(H17.12.12)

固定資産評価額・課税証明交付申請(H17.12.12)

納税証明交付申請(H17.12.12)

軽自動車税申告（報告）書兼標識交付申請書（原動機付自転車・小型特殊自動車）(H17.12.12)

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書（原動機付自転車・小型特殊自動車）(H17.12.12)

給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届(H18.9.25)

転勤等による特別徴収届(H18.9.25)

転出届（電子申請）(H24.7.9)

埼玉県

公的個人認証サービス対象手続の提供状況

令和４年7月１日現在

埼玉県

都道府県の手続

手続名（開始（予定）年月日）

埼玉県警察

市町村の手続

さいたま市

川越市



市町村名 手続名（開始（予定）年月日）

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(H29.12.8)

児童手当等の額の改定の請求及び届出(H29.12.8)

受給事由消滅の届出(H29.12.8)

未支払の児童手当等の請求(H29.12.8)

児童手当等に係る寄附の申出(H29.12.8)

受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出(H29.12.8)

支給認定の申請兼保育施設等の利用申込(H29.12.8)

保育施設等の現況届(H29.12.8)

妊娠の届出(H29.12.8)

児童手当等に係る寄附変更等の申出(H29.12.12)

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(H29.12.12)

児童手当等の現況届(H30.6.8)

児童扶養手当等の現況届(H30.8.1)

不在者投票宣誓書（兼請求書）（H31.3.19）

付記転出届（H18.8.21）

妊娠の届出（H29.11.1）

児童手当・特例給付　額改定認定請求書兼額改定届（H29.11.30）

児童手当・特例給付受給事由消滅届（H29.11.30）

児童手当・特例給付　認定請求書（H29.11.30）

児童手当・特例給付　寄付の申出書(R3.2.10)

児童手当・特例給付　未支払請求書(R3.2.10)

児童手当・特例給付　寄付の変更に係る申出書(R3.2.10)

児童手当・特例給付　学校給食費等の徴収等に関する申出書　（保育料等の児童手当からの徴収申出書）(R3.2.10)

児童手当・特例給付　学校給食費等の徴収等に関する申出書　（保育料等の児童手当からの徴収変更申出書）(R3.2.10)

児童扶養手当現況届　予約受付(R4.7.29)

不在者投票申請（H29.10）　※投票期間のみ

国民健康保険　保険証再発行申請（R4.1.10）

転出届（Ｈ17.8.22）

児童手当・特例給付　認定請求（Ｈ29.11.13）

児童手当・特例給付　受給事由消滅届(R4.4.1)

子ども医療費受給資格登録申請不備書類提出フォーム(R4.4.1)

子ども医療費受給資格登録申請(R4.4.1)

児童手当・特例給付　認定請求書（H31.3.25)

児童手当・特例給付　額改定認定請求書額改定届（H31.3.25)

児童手当・特例給付　受給事由消滅届（H31.3.25)

児童手当・特例給付　現況届（Ｒ3.6.2)

個人情報開示請求（本人のみ）（Ｒ2.11.1)

個人情報訂正等請求（本人のみ）（Ｒ2.11.1)

行田市聴聞規則に規定する資料等の写し交付請求書の提出（R3.12.2）

行田市聴聞規則に規定する聴聞調書・報告書閲覧請求書の提出（R3.12.2）

行田市聴聞規則に規定する補佐人出頭許可申請書の提出（R3.12.2）

行田市聴聞規則に規定する資料閲覧請求書の提出（聴聞調書又は報告書を除く）（R3.12.2)

行田市聴聞規則に規定する聴聞参加許可申請書の提出（R3.12.2)

国民健康保険被保険者証再交付申請書（R4.1.20）

国民健康保険（限度額適用、標準負担額現額、限度額適用・標準負担額現額）認定証交付申請書兼入院に数届出書（R4.1.20)

後期高齢者医療被保険者証再交付申請書（R4.1.20）

熊谷市

川口市

川越市

行田市



市町村名 手続名（開始（予定）年月日）

介護保険負担割合証再交付申請書（R4.1.20)

投票立会人名簿登録申請書（R4.1.20）

選挙事務会計年度任用職員登録申請書（R4.1.20)

行田市下水道用マンホール蓋デザイン使用承認変更申請書（R4.1.20）

後期高齢者医療送付先変更届（R4.2.28）

後期高齢者医療限度額適用認定申請書（負担割合が3割の方）（R4.2.28）

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額認定申請書（負担割合が1割の方）（R4.2.28）

＜転出＞住民異動届（特例転出届）（R4.3.16)

「身分証明書」・「独身証明書」交付申請（R4.4.1)

「戸籍の附票の写し」交付申請（R4.4.1)

「戸籍謄・抄本」交付申請（R4.4.1)

「印鑑登録証明書」交付申請（R4.4.1)

「住民票記載事項証明書」交付申請（R4.4.1)

「住民票の写し」交付申請（R4.4.1)

秩父市 ぴったりサービス（児童手当に係る氏名変更/住所変更等の届出）（H30.1.31）

転出届（転入届の特例）（H24.7.9）

住民税課税・所得・非課税証明交付申請（H17.11.21）

固定資産評価証明交付申請（H17.11.21）

納税証明交付申請（H17.11.21）

個人情報開示請求（H19.4.1）

個人情報訂正等請求（H19.4.1）

児童手当等の受給資格者及び児童手当の額についての認定請求（H29.11.13)

児童手当等の額の改定の請求及び届出（H29.11.13)

氏名変更／住所変更等の届出（H29.11.13)

受給事由消滅の届出（H29.11.13)

未支払の児童手当等の請求（H29.11.13)

児童手当等に係る寄附の申出（H29.11.13)

受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出（H29.11.13）

児童手当等に係る寄附変更等の申出（H29.11.13)

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（H29.11.13)

認可保育施設利用の申込み（H29.11.1)

児童手当・特例給付　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（H29.6～）

保育支給認定の申請（H29.6～）

保育施設等の利用申込（H29.6～）

保育施設等の現況届（H29.6～）

妊娠の届出（H29.6～）

住民票の写し請求（H19.1.15）

住民票記載事項証明請求（H19.1.15）

戸籍の附票の写し請求（H19.1.15）

印鑑登録証明書交付申請（H19.1.15）

付記転出届（H19.1.15）

住民税課税・所得・非課税証明交付申請（H19.1.15）

固定資産評価証明交付申請（H19.1.15）

納税証明交付申請（H19.1.15）

特別徴収への切替申請書（H19.1.15）

所沢市

飯能市

行田市

加須市



市町村名 手続名（開始（予定）年月日）

軽自動車税申告（報告）書兼標識交付申請書（H19.1.15）

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書（H19.1.15）

国民健康保険税申告書（H19.8.1）

国民健康保険葬祭費支給申請（H19.8.1）

国民健康保険出産育児一時金支給申請（H19.8.1）

保養施設利用助成申請（H19.8.1）

要介護認定・要支援更新認定申請（H19.1.15）

子育て支援医療費受給資格登録申請（H19.1.15）

特別障害者現況届（H19.8.1）

障害児福祉手当現況届（H19.8.1）

福祉手当現況届（H19.8.1）

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）

児童手当等の額の改定の請求及び届出（H30.6.7）

受給事由消滅の届出（H30.6.7）

未支払の児童手当等の請求（H30.6.7）

児童手当等に係る寄附の申出（H30.6.7）

児童手当等に係る寄附変更等の申出（H30.6.7）

受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出（H30.6.7）

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（H30.6.7）

児童手当等の現況届（H30.6.7）

支給認定の申請（H29.11.1）

妊娠の届出（H29.11.1）

要介護・要支援認定の申請（R1.11.1）

要介護・要支援更新認定の申請（R1.11.1）

要介護・要支援状態区分変更認定の申請（R1.11.1）

介護予防サービス計画作成依頼（変更）届出書（R1.11.1）

被保険者証の再交付申請（R1.11.1）

高額介護（介護予防）サービス費の支給申請（R1.11.1）

住所移転後の要介護・要支援認定申請（R1.11.1）

不在者投票宣誓書（兼請求書）（H30.4）

住民票の写し請求（H26.1.6)

住民票記載事項証明書の請求（H26.1.6)

印鑑登録証明書の請求（H26.4.1)

児童手当・特例給付　現況届（H29.12.12）

児童手当・特例給付　寄附変更・撤回申出書（H29.12.9）

児童手当・特例給付　認定請求書（H29.11.1）

児童手当・特例給付　額改定認定請求書・額改定届（H29.11.1）

妊娠届出書（H29.11.1）

児童手当・特例給付　氏名/住所変更の届出（H29.11.1）

児童手当・特例給付　受給事由消滅届（H29.11.1）

未支払　児童手当・特例給付請求書（H29.11.1）

児童手当に係る寄附の申出（H29.11.1）

支給認定申請書兼保育施設利用申込書（H29.11.1）

介護保険要介護認定・要支援認定申請書(R5.4.1)

介護保険要介護更新認定・要支援更新認定申請書(R5.4.1)

介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書 (R5.4.1)

加須市

本庄市



市町村名 手続名（開始（予定）年月日）

居宅介護サービス計画作成依頼（変更）届出書(R5.4.1)

居宅介護サービス計画作成依頼（変更）届出書（小規模多機能型居宅介護） (R5.4.1)

介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書 (R5.4.1)

介護保険被保険者証等再交付申請書(R5.4.1)

介護保険高額介護（予防）サービス費支給申請書(R5.4.1)

介護保険居宅介護（介護予防）福祉用具購入費支給申請書（受領委任払い用）(R5.4.1)

介護保険居宅介護（介護予防）福祉用具購入費支給申請書（償還払い用）(R5.4.1)

介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費支給申請書（受領委任払い用）(R5.4.1)

介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費支給申請書（償還払い用）(R5.4.1)

介護保険負担限度額認定申請書（新規）(R5.4.1)

介護保険負担限度額認定申請書（更新）(R5.4.1)

東松山市 なし

住民票の写し請求(H22.5.18)

住民票記載事項証明請求(H22.5.25)

戸籍の附票の写し請求(H22.5.25)

印鑑登録証明書交付申請(H22.5.25)

特例転出届(H29.11.1)

住民税課税・非課税交付証明申請(H22.5.28)

固定資産評価証明交付申請(H22.5.28)

納税証明交付申請(H22.5.28)

転勤等による特別徴収届(H22.5.31)

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書（原動機付自転車・小型特殊自動車）(H22.5.28)

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書（原動機付自転車・小型特殊自動車）(H22.5.31)

保養施設利用申込(H22.5.31)

児童扶養手当認定請求(H30.3.7)

児童扶養手当現況届(H30.3.7)

児童手当等に係る寄附変更等の申出(H30.2.28)

給食費等の徴収等の変更等の申出(H30.2.28)

給食費等の徴収等の申出(H30.2.14)

児童手当・特例給付　額改定届（減額届）(H30.2.14)

児童手当・特例給付　額改定認定請求書（増額届）(H30.2.14)

児童手当・特例給付　現況届(H30.2.14)

児童手当・特例給付　受給事由消滅届(H30.2.14)

児童手当・特例給付認定請求書(H30.2.14)

児童手当に係る寄附の申出(H30.2.14)

児童手当の住所変更／氏名変更の届出(H30.2.14)

未支払の児童手当の請求(H30.2.14)

妊娠届出書(H30.2.9)

審査請求（H29.11.1）

住民票の写し請求（H18.11.1)

住民票記載事項証明請求（H18.11.1)

戸籍の附票の写し請求（H18.11.1)

印鑑登録証明書請求（H18.11.1)

付記転出届（特例による転出届）（H24.7.10)

住民税課税・非課税交付証明申請（H18.11.1)

軽自動車税申告（報告）書兼標識交付申請書（原動機付自転車・小型特殊自動車）（H18.11.1)

春日部市

本庄市

狭山市



市町村名 手続名（開始（予定）年月日）

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書（原動機付自転車・小型特殊自動車）（H18.11.1)

固定資産評価証明交付申請（H18.11.1)

納税証明交付申請（H18.11.1)

個人情報開示請求（H29.11.1）

個人情報訂正等請求（H29.11.1）

児童手当に係る寄附の申出（H30.3.28)

未支払の児童手当の請求（H30.3.28)

児童手当の受給事由消滅の届出（H30.3.28)

児童手当の額の改定の請求（H30.3.28)

児童手当の氏名変更／住所変更の届出（H30.3.28)

児童手当・特例給付の認定請求（H30.3.28)

住民票の写し請求（H18.8.10）

住民票記載事項証明請求（H18.8.10）

印鑑登録証明書交付申請（H18.8.10）

付記転出届（H18.8.10）

住民税課税・所得・非課税証明交付申請（H18.8.10）

固定資産評価証明交付申請（H18.8.10）

納税証明交付申請（H18.8.10）

国民健康保険加入・喪失届（H18.8.10）

要介護・要支援更新認定申請（H18.8.10）

特例転出届（H18.11.1）

固定資産評価証明交付申請（H18.11.1）

納税証明交付申請（H18.11.1）

軽自動車税(種別割)申告（報告）書兼標識交付申請（原動機付自転車・小型特殊自動車）（H29.11.1）

軽自動車税(種別割)廃車申告兼標識返納申請（原動機付自転車・小型特殊自動車）（H29.11.1）

転出届（H24.7.9）

課税（所得）証明書（H18.10.1）

児童手当の受給資格及び額についての認定請求（H29.11.1）

児童手当の額の改定の請求（H29.11.1）

児童手当　現況届（H29.11.1）

児童手当の氏名変更／住所変更の届出（H29.11.1）

児童手当の受給事由消滅の届出（H29.11.1）

未支払の児童手当の請求（H29.11.1）

児童手当に係る寄附の申出（H29.11.1）

特例転出届(H18.10.1)

児童手当等に係る寄附変更等の申出(H29.11.1)

妊娠の届出(H29.11.1)

児童手当等に係る学校給食費等の徴収等の変更等の申出(H29.11.1)

児童手当等に係る学校給食費等の徴収等の申出(H29.11.1)

児童手当等に係る寄附の申出(H29.11.1)

未支払の児童手当等の請求(H29.11.1)

児童手当等の受給事由消滅の届出(H29.11.1)

児童手当等の氏名変更／住所変更等の届出(H29.11.1)

児童手当等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額についての認定請求(H29.11.1)

支給認定の現況届（保育施設入所の継続申請）(H29.11.1)

羽生市

鴻巣市

深谷市

狭山市

上尾市



市町村名 手続名（開始（予定）年月日）

支給認定申請兼保育施設入所申込(H29.11.1)

支給認定申請（保育認定の申請）(H29.11.1)

児童手当現況届（R3.6.1）

不在者投票宣誓書（兼請求書）（R3.10.15）　※投票期間のみ

国民健康保険　被保険者証等再交付申請（R3.12.1）

国民健康保険　限度額適用認定証交付申請（新規交付または再交付申請）（R3.12.1）

後期高齢者医療　被保険者証再交付申請（R3.12.1）

後期高齢者医療　限度額適用（・標準負担額減額）認定証再交付申請（R3.12.1）

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(H30.3.30)

児童手当等の額の改定の請求及び届出(H30.3.30)

児童手当等の受給事由消滅の届出(H30.3.30)

印鑑登録証明書の交付申請

特例による転出届

印鑑登録廃止の申請

子ども・子育て支援支給認定申請書

児童手当の受給資格及び額についての認定請求

児童手当・特例給付　額改定請求書・額改定届　変更届　消滅届

妊娠の届出

児童手当　現況届

介護保険（要介護（支援）認定・要介護（支援）更新認定・要介護（支援）認定区分変更）申請書

居宅介護サービス計画作成依頼（変更）届出書

介護保険高額介護（介護予防）サービス費支給申請書

介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書

（小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護・複合型サービス）居宅（介護予防）サービス計画作成依頼（変
更）届出書

介護保険被保険者証等再交付申請書

介護保険（住所移転後の要介護（支援）認定）申請書

介護保険負担限度額認定申請書（食費・居住費の軽減）

住民票の写し請求（Ｈ18.10.1）

住民票記載事項証明請求（Ｈ18.10.1）

戸籍の附票の写し請求（Ｈ18.10.1）

印鑑登録証明書交付申請（Ｈ18.10.1）

付記転出届（Ｈ18.10.1）

国民健康保険証再交付申請書（R4.3.8）

保養施設利用助成申請（蕨市国保）　（Ｈ29.11.13）

保養施設利用助成申請（後期高齢者）　（Ｈ29.11.13）

人間ドック受診費補助金申請（蕨市国保）　（Ｈ29.11.13）

人間ドック受診費補助金申請（後期高齢者）　（Ｈ29.11.13）

脳ドック受診費補助金申請（蕨市国保）　（Ｈ29.11.13）

脳ドック受診費補助金申請（後期高齢者）　（Ｈ29.11.13）

市県民税課税・非課税証明書（所得証明書）交付申請 （Ｈ30.2.15）

納税証明書交付申請（Ｈ30.2.15）

納税証明書交付申請（軽自動車　継続検査（車検）用）　（Ｈ30.2.15）

固定資産評価証明・公課証明交付申請（Ｈ30.2.15）

軽自動車税申告（報告）書兼標識交付申請（原付バイク等の登録）（Ｈ30.2.15）

軽自動車税廃車申告兼標識返納申請（原付バイク等の廃車）（Ｈ30.2.15）

草加市

越谷市

蕨市

上尾市



市町村名 手続名（開始（予定）年月日）

受給者の申出による学校給食費等の徴収等の申出（Ｈ29.11.13）

受給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）

児童手当等の認定請求（Ｈ29.11.13）

氏名変更／住所変更等の届出（Ｈ29.11.13）

児童手当に係る寄附の申出（Ｈ29.11.13）

児童手当等の額の改定の請求及び届出（Ｈ29.11.13）

児童手当等の現況届（Ｈ30.6.1）

児童手当等に係る寄附変更等の申出（Ｈ29.11.13）

未支払の児童手当等の請求（Ｈ29.11.13）

受給事由消滅の届出（Ｈ29.11.13）

支給認定の申請（Ｈ29.11.13）

保育施設等の現況届（Ｈ29.11.13）

保育施設等の利用申込（Ｈ29.11.13）

児童扶養手当の現況届（H30.7.1）

妊娠の届出（Ｈ29.11.13）

住民票の写し請求(H17.8.22)

住民票記載事項証明請求(H17.8.22)

戸籍の附票の写し請求(H17.8.22)

印鑑登録証明書交付申請(H17.8.22)

付記転出届(H17.8.22)

市・県民税（非）課税・所得証明書交付申請(H17.11.21)

固定資産評価・公課証明交付申請(H17.11.21)

軽自動車税申告（報告）書兼標識交付申請（原動機付自転車・小型特殊自動車）(H17.11.21)

軽自動車税廃車申告書兼標識返納申請（原動機付自転車・小型特殊自動車）(H17.11.21)

児童手当等に係る寄附変更等の申出(H30.1.4)

児童手当に係る寄附の申出(H30.1.4)

児童手当の受給事由消滅の届出(H30.1.4)

児童手当の額の改定の請求(H30.1.4)

未支払の児童手当の請求(H30.1.4)

児童手当の受給資格及び額についての認定請求(H30.1.4)

保育施設等利用申込書(H30.3.1)

児童手当　現況届(R1.6.3)

不在者投票における投票用紙の交付申請（R4.6.22）

マイナンバーカード（個人番号カード）による転出届（転入届の特例)（Ｈ24.7.4）

個人情報開示請求（Ｈ20.4.8）

個人情報訂正等請求（Ｈ20.4.8）

教育・保育給付支給認定（支給認定変更）申請書兼特定教育・保育施設等利用申込書（Ｈ29.11.1）

妊娠届出（Ｈ29.4.1）

子ども医療費受給資格登録申請（Ｈ30.12.7）

児童手当現況届（Ｈ30.6.20）

住民票の写し請求（H18.8.1）

住民票記載事項証明請求（H18.8.1）

戸籍の附票の写し請求（H18.8.1）

印鑑登録証明書交付申請（H18.8.1）

転出届（H18.8.1）

住民税課税・所得証明・非課税証明交付申請（H18.8.1）

戸田市

入間市

朝霞市

蕨市



市町村名 手続名（開始（予定）年月日）

固定資産評価証明交付申請（H18.8.1）

納税証明交付申請（H18.8.1）

軽自動車税申告（報告）書兼標識交付申請書（H18.8.1）

軽自動車税廃車申告書兼標識返納申請（H18.8.1）

退職被保険者該当届（H18.8.1）

国民健康保険税申告書（H19.8.1）

国民健康保険葬祭費支給申請（H19.8.1）

保養施設利用申込（H19.8.1）

自己情報開示請求（H19.8.1）

自己情報訂正等請求（H19.8.1）

特別障害者現況届（H19.8.1）

障害児福祉手当現況届（H19.8.1）

福祉手当現況届（H19.8.1）

児童手当・特例給付額改定認定請求書・額改定届（H30.4.1）

児童手当・特例給付受給事由消滅届（H30.4.1）

未支払児童手当・特例給付請求書（H30.4.1）

児童手当・特例給付認定請求書（H30.4.1）

固定資産評価証明交付申請(H22.7.1)

軽自動車税申告（報告）書兼標識交付申請書（原動機付自転車・小型特殊自動車）(H22.7.1)

軽自動車税廃車申告兼標識返納申請（原動機付自転車・小型特殊自動車）(H22.7.1)

住民票記載事項証明請求(H22.7.1)

町名地番（住居表示）変更証明書交付申請（幸町地区区画整理実施に伴うもの）(H22.7.1)

町名地番（住居表示）変更証明書交付申請（その他）(H22.7.1)

子ども医療費交付申請書(H22.7.1)

子ども医療費（乳幼児）受給資格登録申請書(H22.7.1)

納税証明交付申請(H22.7.1)

ひとり親家庭等医療費支給申請(H22.7.1)

要介護・要支援更新認定申請(H22.7.1)

住民票の写し請求（Ｈ17.9.1）

住民票記載事項証明請求（Ｈ17.9.1）

印鑑登録証明書交付申請（Ｈ17.9.1）

固定資産評価証明・公課証明交付申請（Ｈ17.12.7）

納税証明交付申請（Ｈ17.12.7）

軽自動車税申告（報告）兼標識交付申請（Ｈ17.12.7）

軽自動車税廃車申告兼標識返納（Ｈ17.12.7）

転出届（転入届の特例）（Ｈ24.7.9）

住民票記載事項証明請求(H18.11.1)

印鑑登録証明書交付申請(H18.11.1)

転出届（カード継続）(H18.11.1)

固定資産評価証明交付申請(H18.11.1)

要介護・要支援更新認定申請(H18.11.1)

保有個人情報訂正請求(H19.8.1)

保有個人情報利用停止請求(H19.8.1)

特別障がい者手当現況届(H19.8.1）

障がい児福祉手当現況届(H19.8.1)

経過的措置による福祉手当現況届（H19.8.1)

朝霞市

志木市

和光市

新座市



市町村名 手続名（開始（予定）年月日）

児童手当・特例給付　認定請求(H30.2.14)

保有個人情報開示請求(H29.11.1)

住民票の写し請求（電子決済）(R3.10.1)

所得・（非）課税証明書の請求(R3.10.1)

戸籍に関する証明書請求（戸籍謄本（全部事項証明書）・戸籍抄本（個人事項証明書）・戸籍の附票）(R4.1.4)

住民票の写し請求（H17.8.22）

住民票記載事項証明請求（H17.8.22）

印鑑登録証明書交付申請(H17.8.22）

転出届（電子申請）（H24.7.9)

住民税課税・非課税証明交付申請（H17.11.21)

固定資産評価証明交付申請（H17.11.21)

納税証明交付申請（H17.11.21)

児童手当・特例給付氏名・住所等変更届（R2.11.6）

児童手当・特例給付に係る寄附の申出書（R2.11.10）

未支払児童手当・特例給付請求書（R2.11.10）

児童手当・特例給付現況届（R2.11.10）

児童手当・特例給付寄附変更・撤回申出書（R2.11.20）

児童手当に係る保険料、学校給食費等支払（変更・撤回）申出書（R2.11.20）

児童手当・特例給付受給事由消滅届（R3.2.8）

児童手当・特例給付認定請求書（R3.2.8）

児童手当・特例給付額改定認定請求書額改定届（R3.2.8）

教育・保育給付認定申請書兼施設利用申込書（R3.4.1）

住民票の写し請求(H18.10.1)

住民票記載事項証明請求(H18.10.1)

戸籍の附票の写し請求(H18.10.1)

印鑑登録証明書交付申請(H18.10.1)

付記転出届(H18.10.1)

住民税課税・所得・非課税証明交付申請(H18.10.1)

納税証明交付申請(H18.10.1)

給与支払報告書（総括表）(H18.10.1)

軽自動車税申告（報告）書兼標識交付申請書（H18.10.1)

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書（H18.10.1)

子ども医療費受給資格登録申請(H18.10.1)

個人情報開示請求(H29.12.1)

個人情報訂正等請求(H29.12.1)

国民健康保険葬祭費支給申請(H19.5.1)

児童手当の受給事由消滅の届出(H25.1.28)

児童手当の受給資格及び額についての認定請求(H29.11.1)

児童手当の額の改定の請求(H29.11.1)

児童手当の氏名変更/住所変更の届出(H29.11.1)

未支払の児童手当の請求(H29.11.1)

児童手当に係る寄付の申し出(H29.11.1)

給食費等の徴収等の申し出(H29.11.1)

支給認定申請書兼施設利用申込(H29.11.1)

不在者投票　投票用紙等請求（H29.8.23）

桶川市

久喜市

新座市



市町村名 手続名（開始（予定）年月日）

児童手当に係る寄附の申出（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）

児童手当現況届（H29.11.1）

住民票の写し等請求（H18.10.1)

住民票記載事項証明請求(H18.10.1)

戸籍の附票の写し請求(H18.10.1)

印鑑登録証明書交付請求(H18.10.1)

住基カードまたはマイナンバーカードをお持ちの方の転出届（H18.10.1）

住民税課税・所得・非課税証明交付申請（H18.10.1)

軽自動車税申告（報告）書兼標識交付申請書（原動機付自転車・小型特殊自動車）（H18.10.1)

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書（原動機付自転車・小型特殊自動車）(H18.10.1)

固定資産評価証明交付申請（H18.10.1)

納税証明交付申請（H18.10.1)

個人情報開示請求（H19.3.22)

個人情報訂正等請求（H19.3.22)

国民健康保険葬祭費支給申請（H19.3.22)

国民健康保険出産育児一時金支給申請（H19.3.22)

保養施設利用申込書（H19.3.22)

児童手当額改定請求（H19.3.22)　

児童手当現況届（H19.3.22)

住民票の写し請求(H18.8.21)

住民票記載事項証明書請求(H18.8.21)

戸籍の附票の写し請求(H18.8.21)

納税証明交付申請(H18.8.21)

印鑑登録証明書交付申請(H19.9.18)

自己情報開示請求(H19.9.18)

自己情報訂正等請求(H19.9.18)

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（H29.11.30）

未支払の児童手当等の請求（H29.11.29)　

受給事由消滅の届出（H29.11.30)

児童手当等の額の改定の請求及び届出（H29.11.29)

要介護・要支援認定申請（新規、更新、区分変更）（R3.4.1)

居宅介護サービス計画作成（変更）依頼の届出（R3.4.1)

介護予防サービス計画作成（変更）依頼の届出（R3.4.1)

負担割合証の再交付申請（R3.4.1)

被保険者証の再交付申請（R3.4.1)

介護保険負担限度額認定申請（R3.4.1)

児童手当・特例給付 認定請求（H30.3.19）

児童手当・特例給付 額改定届・額改定請求（H30.3.19）

児童手当・特例給付 受給事由消滅届 （H30.3.19）

妊娠届出書（H30.8.2)

住民票の写し請求（Ｈ19.3.1）

戸籍の附票の写し請求（Ｈ19.3.1）

北本市

八潮市

富士見市

三郷市

蓮田市



市町村名 手続名（開始（予定）年月日）

印鑑登録証明書交付申請（Ｈ19.3.1）

個人番号カード・住基カードを利用した転出届（H19.3.1）

住民票記載事項証明請求（Ｈ20.1.4）

住民税課税・所得・非課税証明交付申請（Ｈ19.3.1）

固定資産評価証明交付申請（Ｈ19.3.1）

保有個人情報開示請求（Ｈ20.1.4）

保有個人情報訂正等請求（Ｈ20.1.4）

国民健康保険葬祭費支給申請（Ｈ20.1.4）

水道使用開始届（Ｈ19.3.1）

水道使用中止届（Ｈ19.3.1）

固定資産税（償却資産）申告（Ｈ21.4.1）

法人市民税申告（Ｈ21.4.1）

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（Ｈ29.11.1）

児童手当の受給事由消滅の届出（Ｈ29.11.1）

未支払の児童手当の請求（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）

保有個人情報開示請求（H22.7.1）

保有個人情報訂正等請求（H22.7.1）

軽自動車税申告（報告）兼標識交付申請（H22.7.1）

軽自動車税廃車申告兼標識返納（H22.7.1）

市・県民税課税（非課税）／所得証明交付申請（H22.7.1）

固定資産評価証明交付申請書（H22.7.1）

納税証明交付申請（H22.7.1）

住民票記載事項証明請求（H22.7.1）

戸籍の附票の写し請求（H22.7.1）

特例転出届（H24.7.9）

こども医療費受給資格登録申請（H22.7.1）

国民健康保険加入・喪失届（H22.7.1）

保養施設利用申込（H22.7.1）

保育施設等の利用申込(H29.11.1)

支給認定の申請(H29.11.1)

未支払の児童手当等の請求(H29.11.1)

児童手当等の受給事由消滅の届出(H29.11.1)

児童手当等の氏名変更／住所変更等の届出(H29.11.1)

児童手当等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)

所得・非課税・住民税決定（課税・非課税）証明書の交付申請（H18,10,1)

固定資産評価証明・公課証明（税額の証明）交付申請（H18,10,1)

納税証明交付申請(H18,10,1）

 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車）(H18,10,1)

 軽自動車税廃車申告兼標識返納申請(原動機付自転車・小型特殊自動車）(H18,10,1)

子ども医療費受給資格登録申請（H18,10,1）

こども医療費支給申請（H18,10,1）

ひとり親家庭等医療費支給申請（H18,10,1）

個人情報開示請求（H19,1,4）

個人情報訂正等請求（H19,1,4）

幸手市

蓮田市

坂戸市



市町村名 手続名（開始（予定）年月日）

保養施設利用申込（H19,1,4）

【子育てOSS1】児童手当の受給資格及び額についての認定請求

【子育てOSS2】児童手当の額の改定の請求

【子育てOSS3】児童手当　現況届

【子育てOSS4】児童手当の氏名変更／住所変更の届出

【子育てOSS5】児童手当の受給事由消滅の届出

【子育てOSS6】未支払の児童手当の請求

【子育てOSS7】児童手当に係る寄附の申出

【子育てOSS8】給食費等の徴収等の申出

【子育てOSS09】教育・保育給付認定申請書（現況届）兼保育施設等利用申込書

【子育てOSS10】児童手当に係る寄附変更等の申出

【子育てOSS11】給食費等の徴収等の変更等の申出

【介護様式】4介護予防サービス・居宅サービス計画作成依頼（変更）届出書（R3,1,4）

【介護様式】5介護保険被保険者証等再交付申請（R3,1,4）

【介護様式】11転入後の要介護・要支援認定申請（R3,1,4）

不在者投票の投票用紙等の請求（R3.9.24）

転出届（特例）（H24.7.9）

保有個人情報の開示請求（H22.7.1）

保有個人情報の訂正等請求（H22.7.1）

妊娠届書（H27.12.28）

不在者投票宣誓書（兼請求書）（Ｒ1.6.24）

住民票の写し交付請求（H17.8.22）

住民票記載事項証明請求（H17.8.22）

印鑑登録証明書交付申請（H17.8.22）

戸籍の附票の写し請求（H17.12.5）

特例転出届（H24.7.9）

住民税課税・所得・非課税証明交付申請（H17.12.5）

固定資産税評価証明交付申請（H17.12.5）

納税証明交付申請（H17.12.5）

軽自動車税申告(報告)兼標識交付申請書(原付・小型特殊)（H17.12.5）

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(原付・小型特殊)（H17.12.5）

要介護認定・要支援認定申請(被保険者本人・被保険者の親族・提出代行対象)（H17.12.5）

個人情報開示請求（H19.2.13）

個人情報訂正等請求（H19.2.13）

妊娠届（H17.8.22）

児童手当の受給資格及び額についての認定請求（H29.12.1）

児童手当の氏名変更/住所変更の届出（H29.11.1）

児童手当の額の改定の請求（H29.11.1）

児童手当の受給事由消滅の届出（H29.11.1）

支給認定の現況届（H29.11.1）

保育所入所申込（H30.131）

支給認定申請書（H29.11.1 ）

未支払の児童手当の請求（H29.11.1）

児童手当　現況届（H30.4.30）

児童手当に係る寄附の申出（H30.6.25）

児童手当等に係る海外留学に関する申立書（様式例１）（R3.4.1）

幸手市

日高市

鶴ヶ島市



市町村名 手続名（開始（予定）年月日）

児童手当・特例給付　父母指定届（様式第１号）（R3.4.1）

児童手当　口座振込依頼書（R3.4.1）

児童手当　監護・生計同一申立書（R3.4.1）

児童手当添付書類　監護・生計維持申立書（R3.4.1）

児童手当の受給資格に係る申立書（様式例３）（R3.4.1）

児童手当等の受給資格に係る申立書（未成年後見人）（様式例２）（R3.4.1）

子ども医療費・児童手当　委任状（R3.4.1）

児童手当窓口受領申出書（R3.4.1）

日高市国民健康保険高額療養費（外来年間合算）支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書（R3.4.1）

高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書（R3.4.1）

高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書（介護保険資格情報2人目以降）（R3.4.1）

日高市国民健康保険税納付方法変更申出書（R3.4.1）

日高市税口座振替取消届（R3.3.31）

日高市税振替口座名義変更届（R3.3.31）

市税減免申請書（R4.8.1）

特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書（R3.11.1）

日高市成年後見制度利用支援事業助成金支給申請書（R3.11.1）

日高市老人ホーム入所措置等費用徴収額減免・納期限延長承認申請書（R3.11.1）

介護予防・日常生活総合事業費算定に係る訂正等に関する届出書＜指定事業者用＞（R3.11.1）

日高市介護予防・日常生活支援総合事業（第一号事業）実施指定申請書（R3.11.1）

【税務課提出用】相続人代表者指定届出書（R3.11.1）

納税管理人申告書（R3.11.1）

日高市介護予防・日常生活支援総合事業（第一号事業）指定・変更・休止申請書（R3.11.1）

日高市老人クラブ等補助金実績報告書（Ｒ3.11.1）

日高市老人クラブ等補助金交付申請書（Ｒ3.11.1）

日高市成年後見人制度利用支援事業助成金請求書（Ｒ3.11.1）

日高市高齢者世帯家具転倒防止器具取付申請書（Ｒ3.11.1）

日高市認知症高齢者位置情報サービス利用助成申請書（Ｒ3.11.1）

日高市徘徊高齢者等見守り事業申請内容変更・利用辞退届（Ｒ3.11.1）

日高市徘徊高齢者等見守り事業申請利用申請書（Ｒ3.11.1）

日高市配食サービス事業利用申請書（Ｒ3.11.1）

日高市ねたきり老人介護手当異動（消滅）届（Ｒ3.11.1）

日高市ねたきり老人介護手当認定申請書（Ｒ3.11.1）

日高市寝具乾燥車は県事業利用申請書（Ｒ3.11.1）

要介護（要支援）認定情報提供依頼（Ｒ3.11.1）

不在者投票宣誓書（兼請求書）（Ｒ3.11.1）

児童手当・特例給付　現況届(H30.6.1)

不在者投票用紙請求書(H31.1.30)

特例による転出届（R5.2.1)

児童手当・特例給付認定請求(H30.1.29)

児童手当・特例給付　額改定認定請求書　額改定届(H30.1.29)

児童手当・特例給付　氏名　住所　変更届(H30.1.29)

児童手当・特例給付　現況届(H30.1.29)

児童手当・特例給付　受給事由消滅届(H30.1.29)

未支払　児童手当・特例給付　請求書(H30.1.29)

児童手当・特例給付に係る寄附の申出書(H30.1.29)

児童手当・特例給付に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(H30.1.29)

日高市

ふじみ野市

吉川市



市町村名 手続名（開始（予定）年月日）

こども医療費受給資格登録申請 （H22.6.14）

妊娠の届出(H29.11.01)

児童手当の額の改定の請求及び届出(H29.11.01)

児童手当現況届(H29.11.01)

児童手当等寄附変更（撤回）申出書(H29.11.01)

未支払の児童手当等の請求(H29.11.01)

児童手当の受給事由消滅の届出(H29.11.01)

給食費等の徴収等の申出(H29.11.01)

児童手当の受給資格及び額についての認定請求(H29.11.01)

児童手当の氏名変更／住所変更等の届出(H29.11.01)

児童手当の寄附の申出(H29.11.01)

支給認定（保育の必要性）の申請(H29.11.01)

支給認定申請書兼施設（保育所）利用申込(H29.11.01)

住民票記載事項証明書請求(H29.11.01)

住民票の写しの請求(H29.11.01)

戸籍の附票の写し(H29.11.01)

印鑑登録証明書交付申請書(H29.11.01)

固定資産評価証明交付申請(H29.11.01)

納税証明交付申請(H29.11.01)

住民税課税・非課税交付証明申請(H29.11.01)

軽自動車税申告（報告）書兼標識交付申請書（原動機付自転車・小型特殊自動車）(H29.11.01)

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書（原動機付自転車・小型特殊自動車）(H29.11.01)

転出の申請（R3.08.02）

住民票の写し請求（H18.11.1)

住民票記載事項証明書請求(H18.11.1)

戸籍の附票の写し請求（H18.11.1)

印鑑登録証明書交付申請書(H18.11.1)

住民税課税・所得・非課税証明交付申請（H18.11.1)

固定資産評価証明交付申請（H18.11.1)

納税証明交付申請（H18.11.1)

特例転出届（H22.7.1）

三芳町 なし

毛呂山町 なし

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の請求（H29.11.13）

児童手当等の額の改定の請求及び届出（H29.11.13）

児童手当等の氏名変更／住所変更等の届出（H29.11.13）

児童手当等の受給事由消滅の届出（H29.11.13）

未支払の児童手当等の請求（H29.11.13）

児童手当等に係る寄附等の申出（H29.11.13）

児童手当等に係る寄附変更等の申出（H29.11.13）

児童手当等の現況届（H30.6.1）

受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出（H29.11.13）

施設型給付費等の支給認定の申請（H29.11.13）

保育施設等の利用申込（H29.11.13）

保育施設等の現況届（H29.11.13）

妊娠の届出（H29.11.13）

出産・子育て関する事前アンケート（H29.11.13）

滑川町 なし

嵐山町 なし

白岡市

伊奈町

越生町

越生町



市町村名 手続名（開始（予定）年月日）

小川町 なし

妊娠の届出(H29.6.16)

保育園現況届(H29.6.16)

児童手当増額・減額手続(R3.12.1)

児童手当新規申請(R3.12.1)

児童手当消滅(R3.12.1)

氏名・住所変更(R3.12.1)

児童手当等の現況届(R3.12.1)

介護保険負担割合証の再交付申請(R3.12.1)

住所移転後の要介護・要支援認定申請(R3.12.1)

居宅（介護予防）サービス計画作成（変更）依頼の届出(R3.12.1)

被保険証の再交付申請(R3.12.1)

要介護・要支援更新認定の申請(R3.12.1)

要介護・要支援状態区分変更認定の申請(R3.12.1)

要介護・要支援認定の申請(R3.12.1)

名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在投票の投票用紙等の請求(R4.6.20)

吉見町 なし

児童手当の受給資格及び額についての認定請求（H29.11.01)

妊娠届出書(H29.11.01)

支給認定申請書兼入所申込(H29.11.01)

介護保険被保険者証等再交付申請書(R03.04.01)

施設等利用給付認定の申請（1号、2・3号）(R01.10.01)

児童手当現況届(H30.06.06)

ときがわ町 なし

給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届（H20.12.15)

法人町民税申告（H26.9.1）

固定資産税（償却資産）申告（H26.9.1）

児童手当等氏名・住所等変更届（H30.3.20）

児童手当等の額の改定の請求及び届出（H29.6.23）

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（H29.6.23）

児童手当等に係る寄附の申出（H29.6.23）

児童手当等に係る寄附変更等の申出（H29.6.23）

児童手当等受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出（H29.6.23）

児童手当等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（H29.6.23）

児童手当等受給事由消滅の届出（H30.3.16）

児童手当等未支払の児童手当等の請求（H29.6.23）

児童手当等の現況届（R3.6.1）

皆野町 なし

長瀞町 なし

住民票の写し請求（H23.4.1）

印鑑登録証明書交付申請（H23.4.1）

妊娠の届出（H29.6.19）

鳩山町

横瀬町

小鹿野町

川島町



市町村名 手続名（開始（予定）年月日）

保育施設等の利用申込（H29.6.29）

保育施設等の現況届（H29.6.29）

児童手当等に係る寄附変更等の申出（H29.6.29）

児童手当等に係る寄附の申出（H29.6.29）

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）

児童手当等の現況届（H29.6.29）

児童手当等の額の改定の請求及び届出（H29.6.29）

児童扶養手当の現況届（H29.7.13）

受給事由消滅の届出（H29.6.29）

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（H29.6.29）

受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出（H29.6.29）

支給認定の申請（H29.6.29）

未支払の児童手当等の請求（H29.6.29）

氏名変更／住所変更等の届出（H29.6.29）

母子健康手帳の交付（H30.6.30）

妊娠の届出（H30.6.30）

児童手当受給事由消滅の届出（H30.6.23）

未支払の児童手当等の請求（H30.6.28）

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（H30.6.28）

児童手当等の現況届（H30.6.23）

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（H30.6.13）

児童手当等に係る寄附変更等の申出（H30.6.23）

氏名変更／住所変更等の届出（H30.6.23）

児童手当等の額の改定の請求及び届出（H30.6.23）

受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出（H30.6.23）

児童手当等に係る寄附の申出（H30.6.28）

保育施設等の利用申込（H30.6.17）

保育所入所申込書（H30.6.17）

支給認定の申請（H30.6.17）

一時保育・一時預かり（H30.6.17）

放課後児童クラブ（H30.6.17）

児童扶養手当の現況届（H30.6.30）

ひとり親家庭等の医療費助成（H30.6.23）

美里町 なし

児童手当の受給事由消滅の届出

児童手当等に係る寄附変更等の申出

妊娠の届出（H30.3.1）

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の請求（R3.1.1）

児童手当等の額の改定の請求及び届出（R3.1.1）

児童手当の氏名変更／住所変更等の届出（R3.1.1）

児童手当の受給事由消滅の届出（R3.1.1）

未支払の児童手当等の請求（R3.1.1）

児童手当等に係る寄付の申出（R3.1.1）

児童手当等に係る寄付変更等の申出（R3.1.1）

受給資格者の申出による学校給食費の徴収等の申出（R3.1.1）

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（R3.1.1）

東秩父村

神川町

小鹿野町

上里町



市町村名 手続名（開始（予定）年月日）

罹災証明書の発行申請（R3.2.1）

名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求（R3.12）

保育施設等の利用に係る現況届（R4.4）

教育・保育給付認定兼教育・保育施設等の利用申込（R4.4）

寄居町 なし

宮代町 なし

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（H30.3.16）

児童手当の額の改定の請求及び届出（H30.3.16）

松伏町 なし

上里町

杉戸町


