
県における住基ネットの利用等事務及び利用等件数（法令事務）

業務 県担当課 利用開始時期
令和2年度
利用等件数

令和3年度
利用等件数

恩給法
(恩給の給付)

経営管理部福利厚生課
教育委員会教育厚生課

平成19年9月 300 302 

地方税法
（県税賦課徴収・減免・犯則事件調査）

経営管理部税務課 平成20年4月 63,188 85,940 

地方法人特別税暫定措置法
（地方法人特別税賦課徴収）

経営管理部税務課 平成28年1月 22 4 

消防法
（危険物取扱者・消防設備士の免状交付）

危機管理部消防保安課 平成17年7月 0 0 

旅券法
（パスポートの発給）

くらし・環境部多文化共生課 平成15年4月 11 19 

高等学校等就学支援金支給法
（高校無償化法による就学支援金の支給）

スポーツ・文化観光部私学振興課
教育委員会高校教育課

平成31年4月 18,896 23,237 

難病法による特定医療費の支給に関する事務
（特定医療費の支給）

健康福祉部疾病対策課 平成28年4月 11,673 78,252 

原子爆弾被爆者援護法
（原子爆弾被害者手当の給付）

健康福祉部疾病対策課 平成18年12月 4,883 4,539 

児童福祉法
（里親認定、小児慢性医療費助成）

健康福祉部こども家庭課 平成28年11月 2 18 

児童福祉法
（母子生活支援施設、助産施設入所）

健康福祉部こども家庭課 平成30年1月 0 0 

児童扶養手当法
（児童扶養手当の給付事務）

健康福祉部こども家庭課 平成20年9月 0 0 

母子父子寡婦福祉法 健康福祉部こども家庭課 平成28年11月 0 0 

生活保護法 健康福祉部地域福祉課 平成28年5月 353 438 

身体障害者福祉法
（身体障害者手帳交付事務）

健康福祉部障害福祉課 平成28年1月 6,848 6,880 

精神保健障害者福祉法
（精神障害者保健福祉手帳等）

健康福祉部障害福祉課 平成28年11月 7,936 227 

特別児童扶養手当支給法
（特別児童手当給付事務）

健康福祉部障害福祉課 平成20年9月 24 0 

障害者支援法
（精神障害者通院医療費公費負担）

健康福祉部障害福祉課 平成28年11月 43,604 148,987 

中国残留邦人自立支援法
（中国残留邦人永住帰国援護）

健康福祉部地域福祉課 平成28年1月 0 0 

戦傷病者戦没者遺族等援護法
（障害年金等進達事務）

健康福祉部地域福祉課 平成28年1月 0 0 

未帰還者留守家族等援護法
（遺骨・遺留品伝達事務）

健康福祉部地域福祉課 平成28年1月 0 3 



戦没者妻特別給付金支給法
（戦没者等の妻に対する特別給付金支給事務）

健康福祉部地域福祉課 平成27年4月 3 2 

戦傷病者特別援護法
（戦傷病者に対する療養の給付等支給事務・戦
傷病者手帳交付事務）

健康福祉部地域福祉課 平成28年1月 65 48 

戦没者遺族特別弔慰金支給法
（戦没者等遺族特別弔慰金支給事務）

健康福祉部地域福祉課 平成27年4月 32 22,335 

戦傷病者妻特別給付金支給法
（戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給事
務）

健康福祉部地域福祉課 平成27年4月 0 34 

戦没者父母特別給付金支給法
（戦没者の父母等に対する特別給付金支給事
務）

健康福祉部地域福祉課 平成28年1月 0 0 

家畜商法
（家畜商の登録）

経済産業部畜産振興課 平成16年7月 0 3 

大規模小売店舗立地法
（大規模小売店舗の届出）

経済産業部地域産業課 平成15年7月 1 1 

フロン類使用管理法
（フロン回収業の登録）

くらし・環境部環境政策課 平成16年7月 42 63 

電気工事士法
（電気工事士の免許登録）

電気工事業法
（電気工事業の登録）

建設業法
（建設業の許可）

交通基盤部建設業課 平成15年8月 1,131 2,973 

浄化槽法
（浄化槽工事業登録）

くらし・環境部住まいづくり課 平成28年4月 0 3 

建設工事資材再資源化等法
（解体工事業者の登録）

交通基盤部建設業課 平成15年8月 0 1 

宅地建物取引業法
（宅地建物取引業免許等登録）

くらし・環境部住まいづくり課 平成16年3月 221 268 

通訳案内士法
（通訳案内士の登録事務）

スポーツ・文化観光部観光政策課 平成20年10月 1 3 

不動産鑑定評価法
（不動産鑑定業者の登録事務）

交通基盤部土地対策課 平成17年4月 11 11 

公営住宅法
（公営住宅入居者資格確認）

くらし・環境部公営住宅課 平成28年1月 44 62 

160,929 377,190 法令事務利用件数

経済産業部地域産業課 平成15年12月 1,638 2,537 



県における住基ネットの利用等事務及び利用等件数（条例事務）

業務 県担当課 利用開始時期
令和2年度
利用等件数

令和3年度
利用等件数

静岡県恩給条例
（恩給の給付）

経営管理部福利厚生課 平成20年4月 0 0 

静岡県浄化槽保守点検業者登録条例
（浄化槽保守点検業者の登録）

くらし・環境部生活環境課 平成20年9月 4 10 

静岡県私立高等学校等学び直し支援金事務処
理要綱（学び直し支援金）

スポーツ・文化観光部私学振興課 平成30年6月 0 0 

静岡県私立高等学校等奨学給付金助成事業
実施要綱（奨学給付金）

スポーツ・文化観光部私学振興課 平成30年6月 0 0 

静岡県私立高等学校授業料減免事業費補助
金交付要綱（私立高等学校授業料減免補助
金）

スポーツ・文化観光部私学振興課 令和２年10月 0 0 

静岡県私立専修学校等授業料減免事業費補
助金交付要綱（私立専修学校等授業料減免補
助金）

スポーツ・文化観光部私学振興課 令和２年10月 0 0 

鳥獣保護管理法
（狩猟免許・狩猟者登録等の届出）

くらし・環境部自然保護課 平成20年12月 0 0 

児童扶養手当法
（児童扶養手当過誤払返納）

健康福祉部こども家庭課 平成27年4月 0 0 

母子父子寡婦福祉法
（福祉資金貸付金償還）

健康福祉部こども家庭課 平成27年4月 122 201 

戦傷病者特別援護法
（戦傷病者手帳交付）

健康福祉部地域福祉課 平成27年4月 1 0 

介護保険法
（介護支援専門員資格事務）

健康福祉部介護保険課 平成27年4月 665 2,205 

静岡県心身障害者扶養共済制度条例 健康福祉部障害福祉課 平成28年4月 1,234 1,269 

原子爆弾被爆者援護法
（被爆者健康手帳交付）

健康福祉部疾病対策課 平成20年9月 0 0 

静岡県看護職員修学資金貸与規則
静岡県看護職員特別修学資金貸与規則
静岡県介護福祉士修学資金貸与規則
（看護職員修学資金・介護福祉士修学資金貸
与）

健康福祉部地域医療課
健康福祉部介護保険課

平成23年3月 9 26 

農薬取締法
（農薬販売者の届出事務）

経済産業部食と農の振興課 平成20年4月 0 0 

肥料取締法
（肥料生産等の登録・届出事務）

経済産業部食と農の振興課 平成20年4月 0 3 

漁業法
（漁業調整事務）

経済産業部水産資源課 平成27年4月 0 0 

漁船法
（漁船登録事務）

経済産業部水産資源課 平成27年4月 0 0 



遊漁船行の適正化に関する法律
（遊漁船業者登録事務）

経済産業部水産資源課 平成27年4月 0 0 

採石法
（採石業者登録事務）

交通基盤部河川砂防管理課 平成20年4月 0 0 

砂利採取法
（砂利採取業者登録事務）

交通基盤部河川砂防管理課 平成20年4月 3 1 

静岡県屋外広告物条例
（屋外広告業登録事務）

交通基盤部景観まちづくり課 平成20年4月 91 44 

静岡県教職員退隠料条例
（退隠料の給付）

教育委員会教育厚生課 平成20年4月 2 5 

静岡県高等学校等教育資金・奨学金貸与規則
（教育資金及び奨学金事務）

教育委員会高校教育課 平成27年4月 134 44 

静岡県高等学校定時制課程
・通信制課程修学資金貸与規則
（修学資金事務）

教育委員会高校教育課 平成27年4月 0 0 

静岡県公立高等学校等学び直し支援金事務処
理要綱（学び直し支援金）

教育委員会高校教育課 平成30年6月 0 0 

静岡県高等学校等奨学給付金事務処理要綱
（奨学給付金）

教育委員会高校教育課 平成30年6月 0 0 

高等学校定時制の課程及び通信制の課程修
学補助金交付要綱（奨学給付金）

教育委員会高校教育課 平成30年6月 0 0 

高等学校遠距離通学費補助金交付要綱
（遠距離通学費補助金）

教育委員会高校教育課 平成30年6月 0 0 

地方自治法
（住民監査請求事務）

監査委員事務局監査課 平成20年4月 0 2 

道路交通法
（放置違反金の徴収事務）

公安委員会交通指導課 平成27年4月 565 380 

2,830 4,190 条例事務利用件数


