
企画政策部 情報政策課

≪令和2年4月～令和2年7月≫

電子申請(件) 全体(件) 利用率

302 1,260 24.0%

(-) (-) (-)

167 282 59.2%

(77) (179) (43.0%)

- - -

(239) (360) (66.4%)

40 60 66.7%

(11) (12) (91.7%)

0 89 0.0%

(0) (94) (0.0%)

2 6 33.3%

(-) (-) (-)

0 3 0.0%

(11) (54) (20.4%)

12 13 92.3%

(1,287) (1,443) (89.2%)

4 5 80.0%

(15) (16) (93.8%)

0 1,040 0.0%

(1) (334) (0.3%)

648 1,075 60.3%

(845) (1,585) (53.3%)

13 58 22.4%

(7) (92) (7.6%)

35 88 39.8%

(80) (269) (29.7%)

1,288 1,714 75.1%

(3,394) (3,844) (88.3%)

224 563 39.8%

(205) (815) (25.2%)

0 9 0.0%

(2) (5) (40.0%)

21 58 36.2%

(47) (124) (37.9%)

16 140 11.4%

(11) (174) (6.3%)

216 272 79.4%

(74) (96) (77.1%)

13 46 28.3%

(16) (73) (21.9%)

8 11 72.7%

(8) (13) (61.5%)

0 1 0.0%

(15) (15) (100.0%)

- - -

(76) (81) (93.8%)

消費生活推進員養成講座（全8回）区民部 経済課

福祉部 介護保険課

プール使用券支給申請

乳幼児及び義務教育就学児医療証再交付
申請

文京区病児・病後児保育事業

保健衛生部 生活衛生課

ひとり親家庭子育て訪問支援券事業追加交付申
請

一時保育利用（キッズルームシビック・目白台・か
ごまち）

保健衛生部 予防対策課

予防接種実施依頼書

飼い犬の死亡届

資源環境部 環境政策課 親子環境教室

文京区職員採用選考申込

アレルギー講演会

ぜん息児水泳教室

文京区介護給付費過誤申立

総務部 職員課

総務部 防災課 避難行動要支援者情報登録申込

福祉部 国保年金課 国民健康保険事業（スパ・ラクーア割引利用券）

スポーツ指導者派遣申請・実績報告

スポーツ関連教室

親子すくすく教室

アカデミー推進部 スポーツ振興課

子ども短期支援事業（子どもショートステイ・トワイ
ライトステイ）

子ども家庭部 子育て支援課

子育て訪問支援券の交付申請

２　令和２年度　電子申請利用状況

申請件数
部課名 手続名

情報公開請求

総務部 総務課

ダイバーシティ関連イベント

企画政策部　広報課 広報メディアに関する区民意識調査
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電子申請(件) 全体(件) 利用率

申請件数
部課名 手続名

5 6 83.3%

(2) (3) (66.7%)

0 0 0.0%

(159) (236) (67.4%)

0 1 0.0%

(0) (0) (0.0%)

0 205 0.0%

(0) (129) (0.0%)

0 141 0.0%

(1) (252) (0.4%)

2 5 40.0%

(1) (2) (50.0%)

- - -

(151) (203) (74.4%)

- - -

(4) (15) (26.7%)

6 6 100.0%

(71) (76) (93.4%)

22 25 88.0%

(153) (159) (96.2%)

178 184 96.7%

(214) (240) (89.2%)

34 36 94.4%

(234) (264) (88.6%)

20 21 95.2%

(372) (383) (97.1%)

104 106 98.1%

(315) (342) (92.1%)

30 30 100.0%

(137) (151) (90.7%)

55 58 94.8%

(224) (242) (92.6%)

- - -

(12) (20) (60.0%)

3,465 7,617 45.5%

(8,471) (12,395) (68.3%)
　　　　　　　注）　（ 　 ）の数値は、平成31年度（4月～7月分）の実績を示す。
　　　　　　　　　　 －及び（ - ）は、電子申請が実施されていないことを示す。    　　　

エコ関連事業

教育推進部 教育総務課

子育て交流講座

コンポスト化容器あっせん

資源環境部 リサイクル清掃課

親子理科教室

教育推進部 児童青少年課

子ども考古学教室

合計

春休み・夏休み特別開講教室

キッズ・プログラミング体験講座

子ども科学カレッジ

教育推進部 真砂中央図書館

子どもパソコン教室

小学生での読み聞かせボランティア養成講座

教育推進部 教育センター

ジュニアプログラミング開発体験講座

科学教室

やってみましょう楽しい実験

資源環境部 文京清掃事務所

若年層啓発グループ「文京 Vote Supporters」参
加申込

文京区リサイクル推進協力店登録・ぶんきょう食
べきり協力店登録

防鳥用ネット貸付申請

選挙管理委員会事務局

不在者投票における投票用紙等のオンライン請
求
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