
1 地方税ポータルシステム(eLTAX)で利用可能な手続き
　住民税の申告など地方税の手続きは、地方税ポータルシステム(eLTAX)のサイトをご覧ください。
　http://www.eltax.jp/

2 自動車保有関係手続きのワンストップサービス(OSS)で利用可能な手続き
　自動車保有関係の手続きは、自動車保有関係手続きのワンストップサービス(OSS)のサイトをご覧ください。
　http://www.oss.mlit.go.jp/portal/

3 東京電子自治体共同運営サービスで利用可能な手続き
　東京電子自治体共同運営サービスで利用可能な手続きは、以下のとおりです。（平成29年6月1日現在）

（１）東京都の手続き

争議行為発生届（労働組合・商業登記簿に記載のない使用者用）
労働組合資格審査申請
行政不服審査法に基づく東京都知事に対する異議申立て（個人）
行政不服審査法に基づく東京都知事に対する審査請求（個人）
行政不服審査法に基づく東京都知事に対する反論書の提出（個人・法人）
行政不服審査法に基づく東京都知事に対する補正書の提出（個人・法人）
行政不服申立ての取下げ（個人・法人）
予防規程の制定・変更認可
製造所等の用途廃止
危険物保安監督者の選解任
製造所等の軽微な変更工事（資料提出）
製造所等における火気使用工事（資料提出）
製造所等の休止・再開（資料提出）
宿泊税合算申告納入の取りやめの届出
宿泊税納入義務免除（還付）申請
宿泊税納入申告
宿泊税の外国大使等への課税免除施設指定申請
宿泊税更正の請求
宿泊税登録事項変更申請
宿泊税経営休止申告
宿泊税経営廃止申告
宿泊税経営再開申告
宿泊税申告納期限の特例適用者指定申請
宿泊税合算申告納入の適用者指定申請
宿泊税申告納期限の特例の取りやめの届出
宿泊税特別徴収義務者登録申請

（２）東京都内区市町村の手続き
区市町村名 手続名

千代田区 なし
中央区 なし
港区 投票宣誓書（兼請求書）

騒音規制法による特定施設氏名等変更届
騒音規制法による特定施設承継届
振動規制法による特定施設氏名等変更届
振動規制法による特定施設承継届
住民票等の交付請求
住民票の写し交付申請
特別区民税・都民税証明交付申請
軽自動車税納税証明書交付申請
乳幼児医療証の再交付申請
子ども医療証の再交付申請
住民税課税（非課税）・納税証明書交付申請（郵送）
印鑑登録証亡失届
印鑑登録廃止申請
転入届の特例にかかる転出届
印鑑登録証明書交付申請（郵送）
住民票の写し交付申請（郵送）
戸籍の附票の写し交付申請（郵送）

墨田区

公的個人認証サービス導入手続きの導入状況

手続名
東京都

新宿区

台東区



区市町村名 手続名

墨田区
(続き)

住民票記載事項証明交付申請（郵送）

特別区民税・都民税証明書交付申請
軽自動車税納税証明書交付申請
食品営業に関する許可廃業届（食品衛生法）
食品営業に関する許可廃業届（東京都条例）
給食廃止届
不在者投票用紙等請求
住民票の写し交付申請
住民票記載事項証明書交付申請
軽自動車税納税証明（一般用）交付申請
特別区民税・都民税証明交付申請
住居表示の変更証明書交付申請
軽自動車税納税証明（継続検査用）交付申請
住基カード又はマイナンバーカードをお持ちの方の転出届
児童手当受給事由消滅届
特定建築物変更（廃止）届
施術所開設届出事項中一部変更届（あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師用）
施術所休止・廃止・再開届（あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師用）
出張施術業務休止・廃止・再開届（あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師用）
施術所開設届出事項中一部変更届（柔道整復師用）
建築物除却届
国民健康保険料証明書交付申請
施術所休止・廃止・再開届（柔道整復師用）
国民健康保険資格確認書交付申請
戸籍謄本（全部事項証明）・抄本（個人事項証明）交付申請
住民票の写し交付申請
印鑑登録証明書交付申請
住民票記載事項証明書交付申請
戸籍に関する証明書（附票）交付申請
特別区民税・都民税証明書交付申請
軽自動車税納税証明書交付申請（譲渡用）
軽自動車税納税証明書交付申請（車検用）
身分証明書交付申請
印鑑登録廃止申請・印鑑登録証亡失届
印鑑登録原票登録事項変更届
平成２９年７月２日執行　東京都議会議員選挙の不在者投票用紙等の請求
特別区民税・都民税　課税（非課税）・納税証明
軽自動車税納税証明
住民票の写し交付請求
住民票記載事項証明交付請求
住民票の写し交付申請
住民票記載事項証明書交付申請
飼い犬の死亡届
支払方法登録依頼書
特別区民税・都民税非課税証明書交付申請
特別区民税・都民税納税証明書交付申請
特別区民税・都民税課税証明書交付申請
住民票の写し交付申請
子ども手当消滅届
住民票記載事項証明申請
子ども医療証再交付申請
子ども手当額改定申請
不在者投票請求書・宣誓書
児童手当消滅届
児童手当額改定申請（減額）
児童手当の額改定届
児童手当の受給事由消滅届

目黒区

大田区

中野区

北区

荒川区

板橋区

練馬区

足立区



区市町村名 手続名

住民票の郵送サービス
住民票記載事項証明書（足立区様式）の郵送サービス
印鑑登録証明書交付申請
印鑑登録廃止申請
保有個人情報閲覧請求
保有個人情報複写請求
乳幼児／子ども医療証再交付申請
児童手当額改定申請（児童手当額改定認定請求・額改定届）
児童手当・児童育成手当・児童扶養手当支払金口座振替依頼兼届出（変更）
児童手当申請事項変更届（住所・氏名変更用）
児童手当申請事項変更届（加入年金・住所・氏名変更用）
児童手当・子ども医療費助成申請事項変更届（住所・氏名変更用）
児童手当消滅届
ひとり親家庭等医療証再交付申請
乳幼児／子ども医療証交付申請
子ども医療費助成受給事由消滅届
子ども医療費助成申請事項変更届（住所・氏名変更用）
子ども医療費助成申請事項変更届（加入健康保険変更用）
軽自動車税納税証明書交付申請
住民票の写し交付申請
住民票記載事項証明書交付申請
特別区民税・都民税証明書交付申請
不在者投票の投票用紙等のオンライン請求
（車検用）軽自動車税納税証明書交付申請
現年度名寄せ帳（課税資産明細）交付申請
（車検用）軽自動車税納税証明書交付申請
現年度名寄せ帳（課税資産明細）交付申請
住民票の写し交付申請
住民票記載事項証明書交付申請
住民票記載事項証明書交付申請
市民税課税納税証明書交付申請
軽自動車税納税証明書交付申請（一般用）
軽自動車税納税証明書交付申請（車検用）
住民票の写し交付申請
住民票の写し交付請求
住民票記載事項証明請求
付記転出届
課税・非課税証明交付請求（市内の方用）
課税・非課税証明交付請求（市外の方用）
固定資産評価証明交付請求（市内の方用）
固定資産評価証明交付請求（市外の方用）
固定資産税公課証明交付請求（市内の方用）
固定資産税公課証明交付請求（市外の方用）
固定資産名寄帳の写し交付請求（市内の方用）
固定資産名寄帳の写し交付請求（市外の方用）
納税証明交付請求（市内の方用）
納税証明交付請求（市外の方用）
軽自動車税納税証明書交付請求（継続検査用）
納税証明交付申請
住民票の写し交付申請
住民票記載事項証明書交付申請
市都民税課税・非課税証明書交付申請
軽自動車税納税証明書交付申請（車検以外に使用する場合）
市都民税納税証明書交付申請
住民票の写し交付請求
住民票記載事項証明書交付請求
住民票の写し・記載事項証明書交付申請
小金井市・市（都）民税関係（納税）証明交付申請

府中市

昭島市

調布市

町田市

足立区
（続き）

葛飾区

八王子市

青梅市

小金井市



区市町村名 手続名

小金井市・市税関係（軽自動車税納税）証明（一般）交付申請
小金井市・市税関係（軽自動車税納税）証明（車検）交付申請
【小平市】住民票の写し交付申請
【小平市】住民票記載事項証明交付申請
税証明・課税（非課税）／納税証明書交付申請
住民票の写し・記載事項証明交付請求
税証明・軽自動車税納税証明書交付申請（車検用）
不在住証明交付申請
町名地番変更証明交付申請
身分証明申請
結婚情報サービス・結婚相談業者提出用証明申請
廃棄物処理手数料減免申請
軽自動車税納税証明書交付申請（車検用）
児童手当額改定申請
納税証明書交付申請
住民票の写しの交付申請
住民票記載事項証明交付申請
児童手当消滅届
特定建設作業実施届（騒音規制法）
特定建設作業実施届（振動規制法）
地下水揚水量報告
住民票の写しの交付請求
住民票記載事項証明書の交付請求
市民税・都民税納税証明書交付申請
軽自動車税納税証明書交付申請（一般用）
乳幼児医療費医療証の再交付申請
市民税・都民税課税（非課税）証明書交付申請
軽自動車税納税証明書交付申請（車検用）
軽自動車税納税証明書交付申請（一般）
住民税納税証明書交付申請
児童育成手当受給者証明申請
児童扶養手当受給者証明申請
固定資産諸証明等申請
住民票の写し交付申請
住民票記載事項証明交付申請
住民税課税証明書交付申請
乳幼児・義務教育就学児医療費助成制度医療証の再交付申請
口座振込変更申請（子ども手当・児童育成手当・児童扶養手当）
口座振込変更申請（児童手当・児童育成手当・児童扶養手当）
軽自動車税納税証明書申請
軽自動車税納税証明書申請（車検用）
市民税納税証明書申請

多摩市 軽自動車税納税証明書（車検用）
住民票の写し交付請求
住民票記載事項証明交付請求
市・都民税（非）課税証明書交付申請
住民票写し・記載事項証明請求
軽自動車税車検用納税証明書
マイナンバーカード（個人番号カード）による転出届
住民票の写し交付申請
町・都民税課税（非課税）・納税証明書交付申請
軽自動車税納税証明書（車検用）交付申請

日の出町 なし
檜原村 なし
奥多摩町 なし
大島町 なし
利島村 なし
新島村 なし

瑞穂町

小金井市
（続き）
小平市

日野市

東村山市

東大和市

清瀬市

東久留米市

羽村市

西東京市



区市町村名 手続名

神津島村 なし
三宅村 なし
御蔵島村 なし
八丈町 なし
青ヶ島村 なし
小笠原村 なし


