
 

 

 

「シン・トセイ」戦略における取組について 

  
１．都の権限で見直し可能な手続 （119 手続） 

手続名 局名 備考 

建設工事等競争入札参加資格審査（定期受付） 財務局 重点手続 

建設工事等競争入札参加資格審査内容変更 財務局  

物品買入れ等競争入札参加資格審査（定期受付） 財務局 重点手続 

物品買入れ等競争入札参加資格内容変更 財務局  

公文書開示請求 生活文化局  

保有個人情報開示請求 生活文化局  

公益法人等に関する諸報告の受理 生活文化局  

東京ウィメンズプラザ施設等の使用承認 生活文化局  

高等学校等就学支援金の受給資格の認定 生活文化局 重点手続 

学校法人の登記届、理事長（代表権のある理事）変更登記届、

資産総額変更登記届、学校法人の理事変更届及び監事変更届 
生活文化局  

東京文化会館施設等の使用承認（会議室及びリハーサル室） 生活文化局  

東京都美術館施設等の使用承認（講堂及びスタジオ） 生活文化局  

特定計量器の検定の申請 生活文化局  

車両等装置用計量器の装置検査の申請 生活文化局 重点手続 

基準器検査の申請 生活文化局  

体育施設使用申込 

オリンピック・
パラリンピック
準備局 

重点手続 

東京都障害者スポーツセンターの利用申請 

オリンピック・
パラリンピック
準備局 

 

長期優良住宅建築等計画の認定 都市整備局  

特定建築物等の定期報告 都市整備局 重点手続 

台帳記載事項証明 都市整備局 重点手続 

建設業許可証明 都市整備局  

 別紙２ 



 

 

換地関係諸証明等 都市整備局  

現地案内所（宅地建物取引業法第 50 条第 2 項）の届出 住宅政策本部 重点手続 

都営住宅等使用承継許可 住宅政策本部 重点手続 

都営住宅等同居許可 住宅政策本部 重点手続 

都営住宅等収入再認定 住宅政策本部 重点手続 

都営住宅等使用料減免 住宅政策本部 重点手続 

地球温暖化対策計画書の提出 環境局  

地球温暖化対策報告書の提出 環境局  

中小規模事業所における地球温暖化対策推進のための導入

推奨機器指定 
環境局  

中小規模事業所における地球温暖化対策推進のための導入

推奨機器指定の取消し 
環境局  

第二種電気工事士免状交付 環境局  

自動車環境管理実績報告書の受付 環境局  

狩猟免許の更新 環境局  

申請による生活保護の変更 福祉保健局  

東京都障害者福祉会館の利用承認（集会室、教室、料理教室

又は児童室） 
福祉保健局  

指定の更新（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、

短期入所、重度障害者等包括支援、就労移行支援、就労継続

支援、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助） 

福祉保健局  

介護支援専門員の登録申請 福祉保健局  

介護支援専門員証の更新申請 福祉保健局  

介護支援専門員証の交付申請 福祉保健局  

栄養士免許交付 福祉保健局  

第一種動物取扱業登録事項の変更の届出 福祉保健局  

動物取扱責任者研修 福祉保健局  

事業協同組合等の決算関係書類の受理 産業労働局  

協業組合等の決算関係書類の受理 産業労働局  

開放指導用機械等の利用承認 産業労働局  

労政会館の使用承認 産業労働局  



 

 

職業能力開発センター及び各校の施設の使用承認 産業労働局  

能力向上訓練の受講内定者の決定 産業労働局 重点手続 

事業報告書の提出（卸） 中央卸売市場  

事業報告書の提出（仲卸） 中央卸売市場  

卸売予定数量等の報告 中央卸売市場  

市場施設の使用許可 中央卸売市場  

入場車両登録証発行 中央卸売市場  

市場見学 中央卸売市場  

卸売の記録の提出 中央卸売市場  

市場施設の返還届出 中央卸売市場  

土地境界図等証明・閲覧申請書の提出 建設局  

道路管理者以外の者の行う工事の承認申請書の提出 建設局  

道路占用許可申請書の提出（所長委任規則等に係るもの） 建設局 重点手続 

特殊車両通行許可 建設局 重点手続 

占用料の減免申請書の提出（所長委任規則等に係るもの） 建設局 重点手続 

物件を設けない公園の占用許可申請書の提出 建設局 重点手続 

収蔵・埋蔵証明 建設局  

埋蔵施設使用許可 建設局 重点手続 

使用許可証の再交付 建設局  

一時収蔵施設の使用の更新 建設局  

使用者の地位の承継許可 建設局  

埋蔵施設使用者募集 建設局 重点手続 

長期収蔵施設使用者募集 建設局 重点手続 

土地の使用許可 建設局  

葬儀所の使用許可（瑞江葬儀所に限る。） 建設局  

土地の占用の許可（所長委任規則に係るもの） 建設局  

東京港視察船「東京みなと丸」利用の受付 港湾局  

入港料の減免 港湾局  



 

 

制限区域内立入等許可（東京ヘリポート） 港湾局  

使用届出（変更届出を含む。）（東京へリポート） 港湾局  

港湾施設一般使用許可 港湾局  

港湾施設定期使用許可 港湾局  

使用届出 港湾局  

危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認 東京消防庁  

防火対象物点検報告特例認定 東京消防庁  

防災管理点検報告特例認定 東京消防庁  

危険物取扱者保安講習 東京消防庁  

消防設備士講習 東京消防庁  

禁止行為の解除承認 東京消防庁  

自衛消防技術試験 東京消防庁  

実習用通学定期乗車券の発売承認 交通局 重点手続 

給水装置の新設・口径変更に係る申込みに対する承認（承認

事項の変更の承認を含む。） 
水道局 重点手続 

給水装置の新設・口径変更に係る申込みに対する承認（承認

事項の変更の承認を含む。）（口径変更） 
水道局 重点手続 

給水装置工事完了後の届出 水道局 重点手続 

給水装置工事の設計審査及び工事検査（設計審査） 水道局 重点手続 

給水装置工事の設計審査及び工事検査（工事検査） 水道局 重点手続 

給水契約の申込み 水道局 重点手続 

各種届出（使用中止） 水道局 重点手続 

各種届出（使用者名義変更） 水道局 重点手続 

各種届出（管理人の選定・変更） 水道局  

各種届出（メータ損傷・亡失） 水道局  

各種届出（受水タンク以下装置の量水器の設置） 水道局  

共同住宅扱い適用 水道局  

料金の減免 水道局 重点手続 

行政財産の使用許可 下水道局  



 

 

下水の排水設備工事責任技術者の登録の更新 下水道局  

公共下水道管理者以外の者の行う維持・工事 下水道局  

下水の排水設備新設等の計画届 下水道局 重点手続 

排水設備計画の変更、中止届 下水道局 重点手続 

下水道の公共ます設置 下水道局  

公共下水道の一時使用届 下水道局  

保有個人情報開示請求 教育庁  

普通免許状の授与 教育庁 重点手続 

普通免許状の授与  ※個人申請の場合 教育庁 重点手続 

免許状の書換え又は再交付 教育庁  

教育職員免許状授与証明 教育庁 重点手続 

教育職員免許状の更新講習修了確認 教育庁  

教育職員免許状の更新講習受講免除 教育庁  

古式銃砲及び刀剣類の登録 教育庁  

都立学校公開講座受講受付 教育庁  

都立学校体育施設開放事業団体登録 教育庁 重点手続 

卒業証明書交付 教育庁 重点手続 

 
 
２．国等への働きかけが必要な手続（31 手続） 

手続名 局名 備考 

一般旅券の発給申請 生活文化局 重点手続 

一般旅券の紛失又は焼失の届出 生活文化局 重点手続 

建設業許可 都市整備局  

建設業許可更新 都市整備局  

経営事項審査 都市整備局  

宅地建物取引業免許 住宅政策本部 重点手続 

宅地建物取引業免許更新 住宅政策本部 重点手続 

宅地建物取引士登録 住宅政策本部 重点手続 



 

 

宅地建物取引士登録事項の変更の登録 住宅政策本部 重点手続 

宅地建物取引士証の交付等 住宅政策本部 重点手続 

高圧ガス（製造保安責任者・販売主任者）免状交付 環境局  

産業廃棄物処理業の許可（収集運搬業・新規） 環境局  

産業廃棄物処理業の許可（収集運搬業・更新）（優良産業廃

棄物処理業者認定なし） 
環境局  

産業廃棄物処理業の廃止・変更届 環境局  

特別管理産業廃棄物処理業の廃止・変更届 環境局  

特別児童扶養手当受給資格の認定 福祉保健局 重点手続 

保育士登録 福祉保健局  

自立支援医療制度（精神通院）支給認定申請 福祉保健局 重点手続 

自立支援医療制度（精神通院）支給認定変更 福祉保健局 重点手続 

自立支援医療制度（精神通院）医療受給者証再交付 福祉保健局  

身体障害者手帳の交付 福祉保健局 重点手続 

身体障害者手帳の再交付 福祉保健局 重点手続 

医療費等の支給 福祉保健局  

精神障害者保健福祉手帳の交付 福祉保健局 重点手続 

精神障害者保健福祉手帳の更新 福祉保健局 重点手続 

精神障害者保健福祉手帳変更の届出 福祉保健局 重点手続 

職業能力開発センター及び各校の入校の許可 産業労働局  

危険物取扱者免状の交付 東京消防庁 重点手続 

危険物取扱者免状の写真・写真以外の書換え・再交付 東京消防庁  

消防設備士免状の交付 東京消防庁  

消防設備士免状の写真・写真以外の書換え・再交付 東京消防庁  

 
※区市町村を経由している手続及び廃止等の手続（19 手続）を除く 


