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令和4年6月版 



オンライン申請のデジタルハンドブックをご覧いただき誠にありがとうご

ざいます。笠間市では、市役所に来ることがなくてもインターネットで行

うことができる手続を200件以上整備しています。オンライン申請を活用

すると、申請に来る手間がなくなるため時間の有効活用にもつながり、ま

た、紙の申請書を記載する必要がないため地球にも優しいひとりひとりが

できる取り組みでもあります。 

このデジタルハンドブックはどんな手続がオンラインで申請できるのかを

知っていただくことで、利用促進を目的として作成しました。 

本ハンドブックに掲載してある手続の内容は、作成時点（令和4年6月15

日）の内容となります。定期的に内容の更新は実施しますが、最新の情報

はオンライン申請システムの画面から確認いただくようお願いします。 

  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　笠間市デジタル戦略課 



①　オンライン申請の流れ 
　　オンライン申請を行うに当たっての操作の流れは、笠間市のホーム
ページの「オンライン申請システムの使い方」に掲載しています。 
この資料をご覧いただき、オンライン申請の一連の流れを確認するこ
とができますので、ぜひご活用ください。 

 
（ご注意）以下の利用者登録をする画面でメールアドレス等を登録しても
申請は完了していません。手続の申請画面での申請が必要ですのでご注意
ください。 

https://www.city.kasama.lg.jp/sp/page/page013365.html


②　オンライン申請の対象手続きの分類一覧（令和４年6月１5日時点） 
　　オンライン申請が可能な手続きは、以下の分類に分けてオンライン 
　申請システムに掲載しています。 
　　最新の手続の状況はオンライン申請システムのトップページの 
　・　キーワード検索 
　・　分類検索（お勧め） 
　・　５０音検索 
　から検索をしてください。 

 
  
 ③　システムの利用環境について 
　（1）　利用ができるブラウザなどの種類 
　（2）　利用が可能なスマートフォン 
　（3）　電子署名が利用可能な環境 
   （4）　オンライン決済の方法 
  

https://s-kantan.jp/help/PREFIK/faq4-2.htm#A1_5
https://s-kantan.jp/help/PREFIK/faq4-2.htm#A1_11
https://s-kantan.jp/help/PREFIK/faq4-2.htm#A5_1
https://www.city.kasama.lg.jp/sp/page/page013514.html


【参考：申請可能な手続きがある分類一覧】 
１　住民票・戸籍 
２　税金 
３　こども・保育 
４　保健・健康 
５　国民健康保険 
６　後期高齢者医療 
７　医療福祉（マル福） 
８　高齢福祉 
９　介護 
１０　障がい福祉 
１１　デマンドタクシー 
１２　市民活動における物品等の利用・貸出 
１３　生活環境（ごみ収集・ペット） 
１４　生涯学習・スポーツ 
１５　都市計画 
１６　水道・下水道 
１７　農地法 
１８　消防 
１９　区長申請 
２０　商工業 
２１　移住・空き家 
２２　笠間ファン倶楽部 
２３　イベント参加申し込み 
２４　アンケート 
２５　ダイバーシティ 
２６　その他 
  



  
 ③　各分類で申請できる手続き（令和４年6月１5日時点） 
　　基準日時点において、各分類でどのような手続きがオンライン申請が
可能となっているかを以下に掲載します。申請をしたい手続きを探すと
きにご利用ください。 
　　各手続きの内容及び最新の手続状況については、オンライン申請シス
テム上で確認することができます。 

住民票・戸籍

住民票/除票の写しの交付申請
受理証明書の交付申請
戸籍の附票の交付申請
戸籍証明書の交付申請
独身証明書の交付申請
身分証明書の交付申請

税金

公課証明書の交付請求
公課証明書の交付請求（法人用）
公課証明書（確定申告用）の交付請求
公課証明書（確定申告用）の交付請求（法人用）
名寄帳の写しの交付請求
固定資産に関する家屋の滅失届
固定資産課税台帳記載事項証明書の交付請求
固定資産課税台帳記載事項証明書の交付請求（法人用）
所得証明書の交付請求
所得証明書（児童手当用）の交付請求
法人の所在証明書の交付請求

https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=25511
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=25402
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=26201
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=25311
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=25403
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=25401
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27577
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=29492
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27585
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=29493
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27583
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27589
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27579
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=29494
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27553
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27556
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27572


法人の所在証明書（軽自動車登録用）の交付請求
納税証明書の交付請求
納税証明書の交付請求（法人用）
納税証明書（未納のない証明）の交付請求
納税証明書（未納のない証明）の交付請求（法人用）
評価額証明書の交付請求
評価額証明書の交付請求（法人用）
課税証明書の交付請求
資産証明書の交付請求
資産証明書の交付請求（法人用）
車検用納税証明書の交付請求
車検用納税証明書の交付請求（法人用）
非課税証明書の交付請求

こども・保育

予防接種依頼書交付申請（予防接種要注意者）
保育所・認定こども園等入所申請
児童手当・特例給付別居監護申立
児童手当・特例給付受給事由消滅
児童手当・特例給付受給状況証明書交付申請
児童手当・特例給付認定請求
児童手当・特例給付額改定認定請求／額改定届
児童手当支払機関変更
児童手当等の受給資格に係る申立
子どものための教育保育給付認定申請書
放課後児童クラブ変更届
放課後児童クラブ退所届
母子健康手帳交付申請（妊娠届出）
申立書（児童クラブ・保育所）
笠間市予防接種費助成金申請

https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27574
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=30059
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=30070
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27566
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=29684
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27576
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=29481
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27558
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27581
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=29490
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27567
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=29484
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27560
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27156
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=30473
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27644
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27640
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27647
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27634
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27637
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27639
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27646
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=30266
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27658
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27656
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=30244
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27661
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27250


笠間市妊婦・産婦・乳児健康診査償還払い申請
笠間市新生児聴覚検査償還払い申請
笠間市特定不妊治療費補助金交付申請
長期療養者の定期予防接種申請

保健・健康

予防接種依頼書交付申請（予防接種要注意者）
令和4年度乳がん検診（医療機関での検診）受診券申し込み
令和4年度子宮がん検診（医療機関での検診）受診券申し込み
母子健康手帳交付申請（妊娠届出）
笠間市がん患者サポート事業助成金
笠間市予防接種費助成金申請
笠間市妊婦・産婦・乳児健康診査償還払い申請
笠間市成人風しん予防接種費用助成金交付申請
笠間市新生児聴覚検査償還払い申請
笠間市特定不妊治療費補助金交付申請
長期療養者の定期予防接種申請
高齢者健診（医療機関健診）受診券申込

国民健康保険

国民健康保険マル学保険証の交付申請
国民健康保険マル遠保険証の交付申請
国民健康保険一般被保険者高額合算療養費の申請
国民健康保険一般被保険者高額療養費の申請
国民健康保険一部負担金の減額，免除及び徴収猶予の申請
国民健康保険住所地特例保険証の交付申請
国民健康保険医療機関健診受診券の発行および再発行の申請
国民健康保険特定疾病の認定申請
国民健康保険生活習慣病予防検診費補助金交付申請
国民健康保険税還付依頼

https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27252
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27251
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27245
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27162
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27156
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=26085
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=26089
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=30244
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=29300
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27250
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27252
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27249
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27251
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27245
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27162
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=26147
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27652
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27651
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27657
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27659
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27662
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27650
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=28574
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27654
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27645
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27642


国民健康保険簡易申告
国民健康保険資格取得の届出
国民健康保険限度額適用認定または国民健康保険限度額適用・標準負担
額減額認定
国民健康保険食事療養標準負担額の減額に関する特例の認定

後期高齢者医療

後期高齢者医療帳票等送付先変更届
後期高齢者医療被保険者証等再交付申請書
高齢者健診（医療機関健診）受診券申込

医療福祉（マル福）

ひとり親家庭医療福祉費受給資格状況申立書・誓約書（電子申請）
医療福祉費受給者証交付状況証明書交付申請
医療福祉費受給者証再交付申請
医療福祉費受給資格等変更届
医療福祉費自己負担金支給申請
高額療養費委任状（電子申請）

高齢福祉

介護健診ネットワークシステム事業所利用者追加申請
介護健診ネットワークシステム事業所新規利用申請
介護健診ネットワークシステム公開同意の届出
介護健診ネットワークシステム利用停止報告
介護用品支給申請
介護用品購入券取扱店登録申請
笠間市高齢者スポーツ活動補助金交付申請
笠間市高齢者スポーツ活動補助金実績報告
見守りあんしんシステム利用変更等届
見守りあんしんシステム利用申請

https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=28573
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=28551
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27648
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27660
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27638
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27641
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=26147
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27626
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27632
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27630
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27635
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27636
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27628
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27939
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27935
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27934
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27945
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27902
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27933
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27896
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27901
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27949
https://s-kantan.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27947


介護

おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書内容確認書発行申請
介護保険住所地特例入所連絡
介護保険住所地特例退所連絡
介護保険料納付確認書発行申請
介護保険施設入所連絡
介護保険施設退所連絡
介護保険被保険者証等の再交付申請
介護保険高額介護（予防）サービス費支給申請
介護認定区分変更申請（要介護認定）
介護認定区分変更申請（要支援認定）
介護認定情報閲覧交付申請
介護認定新規申請
介護認定更新申請
住宅改修費の支給申請（住宅改修前）
住宅改修費の支給申請（住宅改修後）
住所移転後の要介護・要支援認定申請
居宅サービス計画作成依頼（変更）届出
特定福祉用具購入申請
障害者控除認定申請
食費・居住費の負担限度額認定申請
高額サービス費(総合事業)支給申請
高齢者における送付先異動の届け出

障がい福祉

いばらき身障者等用駐車場利用証の交付申請
いばらき身障者等用駐車場利用証の再交付申請
手話通訳者・要約筆記奉仕員派遣事業申請
日常生活用具給付申請
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特別障害者手当現況調査及び所得状況届
療育手帳再交付申請
精神障害者保健福祉手帳再交付申請
自立支援医療受給者証（精神通院）再交付申請
補装具費（購入・借受け・修理）支給申請
身体障害者手帳再交付申請
障害児福祉手当(福祉手当)現況調査及び所得状況届

デマンドタクシー

デマンドタクシーかさま運行事業に係る利用登録申請

市民活動における物品等の利用・貸出

笠間市貸出備品使用許可申請書兼誓約書
笠間市貸出公用車使用許可申請書兼誓約書

生活環境（ごみ収集・ペット）

犬の死亡の届
犬の登録事項変更届

生涯学習・スポーツ

スポーツ奨励金交付申請
令和４年度公営住宅入居者学習支援教室受講生募集
笠間市リーダースクラブ募集

都市計画

住居表示の届出
国土利用計画法第２３条第１項に係る土地売買等届出
都市再生特別措置法第１０８条の２第１項（立地適正化計画）に基づく
誘導施設の休廃止の届出
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都市再生特別措置法第１０８条第１項（立地適正化計画）に基づく建築
行為の届出
都市再生特別措置法第１０８条第１項（立地適正化計画）に基づく開発
行為の届出
都市再生特別措置法第８８条第１項（立地適正化計画）に基づく建築行
為の届出
都市再生特別措置法第８８条第１項（立地適正化計画）に基づく開発行
為の届出

水道・下水道

公共下水道使用水（人数）等変更届

農地法

利用権設定の申出（個人向け利用権）
利用権設定の申出（法人向け利用権）
耕作証明書及び農家基本台帳交付申請手続き
農地法第１８条第６項の規定による通知(賃借の合意解約のとき)
農地法第３条の３第１項の規定による届出(取得のとき)
農地法第３条第１項の規定による許可があったこと及び許可を取消して
いないことの証明願
農地法第３条第１項の規定による許可の証明願
農地法第３条第１項の規定による許可を取消されていないことの証明願
農地法第４・５条第１項の規定による許可があったこと及び許可を取消
していないことの証明願
農地法第４・５条第１項の規定による許可の証明願
農地法第４・５条第１項の規定による許可を取消されていないことの証
明願

消防

改修（計画）報告書
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火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書
煙火打上げ・仕掛け届出書
禁止行為の解除承認申請書
笠間市消防団　研修届
笠間市消防団入団届
笠間市消防団応援の店登録変更・廃止届
笠間市消防団応援の店登録申請書
自衛消防訓練通知書
防火改善届出書
防火管理講習修了証再交付申請書
露店等の開設届出書
（笠間市）普通救命講習会定期開催

区長申請

区登録変更届
区長(推薦・交代)届
区長名簿交付申請
区長報償申請
行政事務連絡交付金申請

商工業

火薬類消費許可申請書
火薬類消費許可申請書(煙火)
火薬類製造(取扱)保安責任者等選(解)任届
火薬類譲受・消費許可申請書
火薬類譲受許可申請書
火薬類譲渡許可申請書
笠間市旅館・ホテル等利用多角化促進事業実績報告書
移住・空き家
【令和4年度】空家等無料相談会の相談者を募集します
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オンライン移住相談 申し込みフォーム
オンライン移住相談申し込みフォーム
笠間市移住体験施設「かさちょこHOUSE」利用申し込み
笠間市空家・空地バンク利用登録抹消届
笠間市空家・空地バンク利用登録申し込み

笠間ファン倶楽部

笠間ファン倶楽部【入会申請】 H29.9.13～
笠間ファン倶楽部へのご意見・お問合せ
笠間ファン倶楽部会員情報変更・メルマガ配信停止
笠間ファン倶楽部退会申請
笠間ファン倶楽部通信発送希望受付（ファン倶楽部会員向け）

イベント参加申し込み

DX（デジタルトランスフォーメーション）オンライン講座
第74回 自然観察会参加者募集

アンケート

笠間サイクルガイド利用者アンケート

ダイバーシティ

キラリかさま優良企業の認定
男女共同参画人材バンク登録

その他

公文書の公開（開示）請求
笠間サイクルガイド活動依頼書
笠間市教育委員会共催・後援申請
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