
手続分類 様式（手続）名 （※１） （※２） （※３）

審議会等委員の共同公募 審議会等委員応募申込書 ○

変更認定申請 ※3-1

合併による地位の承継の認可申請 ※3-1

公益認定の取消の申請 ※3-1

特定収入に該当しない寄附金に係る確認 ※3-1

特定収入に該当しない寄附金に係る確認の変更申請 ※3-1

税額控除に係る証明申請 ※3-1

合併等の届出 ※3-1

公益法人の解散の届出 ※3-1

残余財産引渡見込の届出 ※3-1

変更認定後の定款及び登記事項証明書の提出 ※3-1

合併による地位の承継の認可後の定款及び登記事項証明書の提出 ※3-1

清算結了の届出 ※3-1

合併消滅法人の事業報告等（認定法施行規則８条４項）の提出書 ※3-1

合併消滅法人の事業報告等（認定法施行規則４２条４項）の提出書 ※3-1

変更の届出 ※3-1

公益認定の届出 ※3-1

事業計画書等の提出 ※3-1

事業報告等の提出 ※3-1

震災復旧寄附金実績報告（年次報告） ※3-1

震災復旧寄附金実績報告（募集終了報告） ※3-1

震災復旧寄附金実績報告（募集終了後事業報告） ※3-1

震災復旧寄附金実績報告（完了報告） ※3-1

特定収入に該当しない寄附金に係る実績報告 ※3-1

公益認定申請 ※3-1

公益目的支出計画の変更認可の申請 ※3-1

残余財産の帰属先に関する承認申請 ※3-1

公益目的財産額の確定 ※3-1

公益目的支出計画変更の届出 ※3-1

解散の届出 ※3-1

合併の届出 ※3-1

公益目的支出計画実施報告書等の提出 ※3-1

許認可等の変更の届出 ※3-1

収支見込変更届出書 ※3-1

公益目的支出計画の実施が完了したことの確認請求 ※3-1

震災復旧寄附金の確認申請 ※3-1

震災復旧寄附金の変更申請 ※3-1

東日本大震災の被災者支援活動のために特に必要となる費用に充てるための
寄附金の終了報告について

※3-1

総務部

オンラインによる申請等が可能な手続
令和２年５月１日現在

所管部署

総務課
公益法人制度改革関係
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手続分類 様式（手続）名 （※１） （※２） （※３）所管部署

自動車税減額申請 自動車税減額申請書 ○

自動車税納税通知書の郵送先変更の届出 自動車税納税通知書の郵送先の変更届 ○

自動車税減免申出 身体障害者等に係る自動車税の減免申出書 ○

行政文書の公開の請求 行政文書公開請求書 ○ ○

県庁見学申込書（一般用） ○ ○

県庁見学申込書（学校用） ○ ○

利用申請書 ○

利用届出書 ○

利用変更申請書 ○

あきた未来戦略課 ふるさと納税寄附申込 寄附申込書 ○ ○

就職情報案内登録票 ※3-2

就職情報案内登録解除 ※3-2

観光戦略課 「あきたびじょん」「あんべいいな秋田県」キャッチコピー・ロゴマーク使用届 ○

観光振興課 「んだ。んだ。秋田。」キャッチコピー・ロゴマーク使用届 ○

施設見学申込み 施設見学申込書 ○

研修申込み 研修申込書 ○

スポーツ科学センター スポーツ科学センター使用許可申請 スポーツ科学センター使用許可申請書 ○

薬局機能情報公表システム新規利用申請(機関コード、パスワード交付申請) ○

薬局機能情報変更報告(「健康サポート薬局である旨の表示の有無」の変更) ○

環境管理課 ＰＲＴＲ法関係 第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書 ※3-3

浄化槽設置届出 ○

浄化槽使用開始届出 ○

浄化槽使用廃止届出 ○

PCB廃棄物の保管及び処分状況等の届出 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書 ○

産業廃棄物管理票交付等状況報告 産業廃棄物管理票交付等状況報告 ○

産業廃棄物処理計画 産業廃棄物処理計画書 ○

産業廃棄物処理計画実施状況報告 産業廃棄物処理計画実施報告書 ○

特別管理産業廃棄物処理計画 特別管理産業廃棄物処理計画書 ○

特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告 特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 ○

営業許可(継続許可)申請書記載事項変更届 ○

食品衛生責任者の設置(変更)届 ○

廃業(休業)届 ○

採捕の数量等報告書 ※3-4

採捕の漁獲努力量等報告書 ※3-4

森っち使用承認申請 ○

森っち使用承認内容変更申請 ○

森っち着ぐるみ借受申請 ○

農業研修センター 農業研修センター研修申込 農業研修センター研修申込書 ○

農業試験場 農業試験場使用許可申請 農業試験場使用許可申請書 ○

水産振興センター 水産振興センター使用許可申請 水産振興センター使用許可申請書 ○

計量士報告 計量士報告書 ○

届出修理事業者報告 届出修理事業者報告書 ○

計量証明事業者報告 計量証明事業者報告書 ○

適正計量管理事業所報告 適正計量管理事業所報告書 ○

税務課

総務部

キャッチコピー・ロゴマークの使用

総合食品研究センター

広報広聴課

県庁見学申込み

薬局機能情報報告

移住・定住促進課 就職情報案内登録

んだッチのデザインの使用

観光文化スポーツ部

生活環境部

環境整備課

浄化槽法関係

食品衛生営業許可

あきた未来創造部

生活衛生課

健康福祉部 医務薬事課

農林水産部

水産漁港課 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律関係

森林整備課 森っちシンボルマーク及び着ぐるみの使用

産業政策課産業労働部
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手続分類 様式（手続）名 （※１） （※２） （※３）所管部署

入札公告（一般競争入札） ※3-5

入札参加資格の確認結果の通知（一般競争入札） ※3-5

指名通知（指名競争入札） ※3-5

設計図書の閲覧 ※3-5

落札決定通知 ※3-5

入札結果の公表 ※3-5

承認工事着手届 ○

承認工事完了届 ○

道路占用工事着手届 ○

道路占用工事完了届 ○

係留施設等使用許可申請書 ※3-6

船舶給水施設使用許可申請書 ※3-6

荷役機械使用許可申請書 ※3-6

建物の類（上屋）使用許可申請書 ※3-6

港湾施設（荷さばき地・野積場）使用許可申請書 ※3-6

入出港届 ※3-6

入港料減免申請書 ※3-6

業者登録（新規申請） ○ ※3-7

業者登録（継続申請） ○ ※3-7

変更届 ○ ※3-7

休業届 ○ ※3-7

登録抹消届 ○ ※3-7

秋田県職員採用試験受験申込書(大学卒業程度) ○

秋田県職員採用試験受験申込書(短期大学卒業程度・高校卒業程度) ○

秋田県職員採用試験受験申込書(高卒程度(身体障害者)) ○

政治団体収支報告書 ※3-8

政治団体設立届 ※3-8

政治資金団体指定届 ※3-8

政治資金団体指定取消届 ※3-8

政治団体届出事項の異動届 ※3-8

政治団体解散届 ※3-8

資金管理団体指定届 ※3-8

資金管理団体届出事項の異動届 ※3-8

資金管理団体指定取消届 ※3-8

政治団体支部解散届 ※3-8

秋田県公立学校教諭等採用候補者選考試験申込 秋田県公立学校教諭等採用候補者選考試験申込書 ○

秋田県公立学校臨時的任用教員等登録申込 秋田県公立学校臨時的任用教員等登録申込書 ○

あきた県庁出前講座申込み 「あきた県庁出前講座」申込書 ○

あきた県庁出前講座アンケート提出 「あきた県庁出前講座」アンケート ○

少年自然の家 少年自然の家利用申込 少年自然の家利用申込書 ○

博物館 講堂（学習室）使用許可申請 講堂（学習室）使用許可申請書 ○

生涯学習センター 生涯学習センター施設使用許可申請 生涯学習センター施設使用許可申請書 ○

農業科学館 多目的ホール使用許可申請 多目的ホール使用許可申請書 ○

図書利用カード申込書(新規) ○

図書利用カード変更届 ○

図書宅配サービス申込書 ○

近代美術館 セカンドスクール的利用申請 セカンドスクール申込書 ○

港湾空港課

港湾施設使用許可申請

職員課 秋田県職員等採用試験受験申込

建設部

建設政策課 建設工事にかかる入札関係

道路課

道路法２４条施工承認

道路法３２条許可

選挙管理委員会
事務局

選挙管理委員会
事務局

政治資金規正法関係

教育庁

高校教育課

入出港関連申請

出納局 総務事務センター 物品供給業者登録

人事委員会事務局

生涯学習課

図書館 図書利用手続
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手続分類 様式（手続）名 （※１） （※２） （※３）所管部署

警務部広報広聴課 行政文書の公開の請求 行政文書公開請求書 ○

警察官Ａ・女性警察官Ａ採用試験受験申込書 ○

警察官Ｂ・女性警察官Ｂ採用試験受験申込書 ○

生活安全部地域課 登山届の提出 秋田県電子申請・届出サービスを利用した登山計画書の届出 ○

交通部交通規制課 自動車保管場所証明申請（ＯＳＳ） 自動車保管場所証明申請書 ※3-9

入試室入試チーム 入学者選抜試験（一般選抜試験）出願 一般選抜入学試験出願書類 ※3-10

研究・地域連携支援課 公的研究費の不正使用に関する相談・通報 公的研究費の不正使用に関する相談・通報 ○

総務課 外部通報 公立大学法人国際教養大学 公益通報・相談シート ○

（※１）「秋田県電子申請・届出サービス」による手続（計４６手続）

（※２）電子メールによる手続（計２８手続）

(※3-1)「公益法人行政総合情報サイト」による手続（計３７手続）

(※3-2)「美の国あきたネットCMS」による手続（計２手続）

（※3-3）「ＰＲＴＲ電子届出システム」による手続（計１手続）

（※3-4）「漁獲管理情報処理システム」による手続（計２手続）

（※3-5）「秋田県電子入札システム」による手続（計６手続）

（※3-6）「NACCS（輸出入・港湾関連情報処理システム）」による手続（計７手続）

（※3-7）「秋田県物品等調達支払管理システム」による手続（計５手続）

（※3-8）「政治資金関係申請・届出オンラインシステム」による手続（計１０手続）

（※3-9）「国土交通省、秋田県、秋田県警察本部の自動車保有関係手続きのワンストップサービス」による手続（計１手続）
（※3-10）「国際教養大学WEB出願ページ」による手続（計１手続）

公立大学法人 国際教養大学

警察本部
警務部警務課 警察官採用試験受験申込
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