
2017/8/23 地⽅公共団体｜ペイジーが利⽤可能な企業・団体｜いつでも、どこでも、ペイジー。

http://www.pay-easy.jp/what/introduce/chihou.html 1/4

地方公共団体 一般企業 収納代行会社 地方公共団体 国

岩手県
県税（自動車税、個人事業税、不動産取得税、鉱区税）、行政手数料等、自動車保有関係手続のワンスト

ップサービス（注２）に係る税金・手数料

宮城県 県税（自動車税、不動産取得税、個人事業税、鉱区税）

茨城県
県税（自動車税、個人事業税、不動産取得税、鉱区税等）、自動車保有関係手続のワンストップサービス

（注２）に係る税金・手数料、宅建業の電子申請に係る手数料、行政手数料、使用料等

栃木県

県税（自動車税、個人事業税、不動産取得税等の賦課税目、法人二税等、県たばこ税、ゴルフ場利用税

等の申告税目）、行政手数料、使用料等　※申告税目は滞納分等が対象（HP掲載等の納付書（手書き

等）

群馬県
県税（自動車税、法人の県民税・事業税、個人事業税、不動産取得税、鉱区税、軽油引取税、県たばこ

税、ゴルフ場利用税）、自動車保有関係手続のワンストップサービス（注２）に係る税金・手数料

埼玉県
行政手数料、使用料等、放置違反金、県税（個人事業税、不動産取得税、自動車税、鉱区税、 その他の

税目については滞納分）、自動車保有関係手続のワンストップサービス（注２）に係る税金・手数料

東京都

都税(自動車税・個人事業税・不動産取得税・固定資産税・都市計画税・鉱区税等)、eLTAX(エルタックス)

(注３)を利用した電子申告に係る法人都民税・法人事業税・地方法人特別税・事業所税、行政手数料、使

用料、放置違反金、自動車保有関係手続のワンストップサービス（注２）に係る税金・手数料

神奈川県

県税（自動車税、個人事業税、不動産取得税、eLTAX（エルタックス）（注３）を利用した電子納税に係る法

人県民税・法人事業税・地方法人特別税）、自動車保有関係手続のワンストップサービス（注２）に係る税

金・手数料、行政手数料等（注１）

岐阜県 県税（自動車税、個人事業税、不動産取得税等）、行政手数料、使用料等

静岡県
県税（自動車税、個人事業税、不動産取得税等)、自動車保有関係手続のワンストップサービス（注２）に

係る税金・手数料 、行政手数料、使用料等

愛知県
県税（自動車税等）、放置違反金、自動車保有関係手続のワンストップサービス（注２）に係る税金・手数

料

三重県 県税（自動車税、個人事業税、不動産取得税)

大阪府
府税（法人二税、個人事業税、不動産取得税、自動車税、軽油引取税、ゴルフ場利用税）、自動車保有関

係手続のワンストップサービス（注２）に係る税金・手数料

兵庫県
県税（自動車税、個人事業税、不動産取得税等)、自動車保有関係手続のワンストップサービス（注２）に

係る税金・手数料 、行政手数料、使用料等

奈良県
納付（入）書を交付する県税、eLTAXを利用した申告に係る法人県民税・法人事業税・地方法人特別税及

び自動車保有関係手続きのワンストップサービス （注２）に係る税金・手数料

和歌山県 自動車税、個人事業税、不動産取得税、鉱区税
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島根県 県税（自動車税、法人の県民税・事業税、地方法人特別税、個人事業税、不動産取得税、鉱区税等）、行

政手数料、使用料等

岡山県
行政手数料、使用料等　（注１） ｅＬＴＡＸ（エルタックス）（注３）を利用した申告に係る法人県民税、法人事

業税

広島県
県税（自動車税、個人事業税、不動産取得税）、自動車保有関係手続のワンストップサービス（注２）に係

る税金・手数料

佐賀県 県税（自動車税、個人事業税、不動産取得税、鉱区税）、料金、行政手数料、使用料等

熊本県 行政手数料、使用料等

鹿児島県 県税（個人事業税，自動車税，不動産取得税，鉱区税）

仙台市（宮城県）
市県民税(普通徴収）、市県民税(特別徴収）、固定資産税・都市計画税、固定資産税（償却資産）、軽自

動車税、法人市民税、事業所税、市たばこ税、入湯税、鉱産税

宇都宮市（栃木県）
個人市県民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、たばこ税、鉱産税、特別土地保有

税、入湯税、事業所税、国民健康保険税

小山市（栃木県） 市県民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税

那須塩原市（栃木県）
市県民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高

齢者医療保険料

前橋市（群馬県）

市県民税（普通徴収）、市県民税（特別徴収）、法人市民税、事業所税、入湯税、固定資産税・都市計画

税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料（普通徴収）、後期高齢者医療保険料、市営住宅使用

料、母子父子寡婦福祉資金償還金

高崎市（群馬県）

市県民税（普通徴収）、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税（普通徴収）、介護保険

料（普通徴収）、後期高齢者医療保険料（普通徴収）、八幡霊園管理料、市営住宅家賃・駐車場使用料、

保育料、学校給食費

桐生市（群馬県） 市県民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税

伊勢崎市（群馬県）
市民税・県民税（普通徴収、給与特別徴収）、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民

健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料

所沢市（埼玉県） 市県民税（特徴分は除く）、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税

戸田市（埼玉県） 市県民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税

入間市（埼玉県） 市県民税(普通徴収）、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税

久喜市（埼玉県） 市県民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税

北本市（埼玉県）
市民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料（普通徴

収）、後期高齢者医療保険料（普通徴収）

千葉市（千葉県）
市税（固定資産税・都市計画税、軽自動車税、個人市民税・県民税（普通徴収））、国民健康保険料、行政

手数料、使用料等

市川市（千葉県） 市税（軽自動車税、固定資産税、市県民税（普通徴収）、国民健康保険税）、介護保険料、使用料等

松戸市（千葉県）
市・県民税（普通徴収分）、固定資産税・都市計画税（土地・家屋）、固定資産税（償却資産）、軽自動車

税、国民健康保険料

成田市（千葉県） 軽自動車税、固定資産税・都市計画税、個人市民税・県民税、国民健康保険税、介護保険料

習志野市（千葉県）
国民健康保険料、市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、介護保険料(普通徴

収)、後期高齢者医療保険料(普通徴収)

習志野市企業局（千葉県） ガス・水道料金・下水道使用料

柏市（千葉県） 固定資産税・都市計画税（償却資産含む）、軽自動車税、市県民税（普通徴収）

印西市（千葉県）
市民税・県民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後

期高齢者医療保険料

富里市（千葉県） 市県民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税
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文京区（東京都） 軽自動車税、特別区民税・都民税（普通徴収）

墨田区（東京都） 行政手数料（注１）、施設使用料（一部の施設）

江東区（東京都） 特別区民税・都民税(普通徴収)、軽自動車税

目黒区（東京都） 行政手数料、使用料等　（注１）、軽自動車税、特別区民税・都民税（普通徴収分）、国民健康保険料

中野区（東京都） 行政手数料、使用料等　（注１）

荒川区（東京都） 行政手数料等　（注１）、施設使用料（一部の施設）

足立区（東京都）
国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、特別区民税・都民税（普通徴収分）、 軽自動車

税

葛飾区（東京都） 特別区民税・都民税（普通徴収）、軽自動車税、行政手数料、使用料等　（注１）

武蔵野市（東京都）
市・都民税（普通徴収）、市・都民税（特別徴収）、固定資産税・都市計画税、固定資産税（償却資産）、軽

自動車税、法人市民税、事業所税、国民健康保険税、介護保険料

三鷹市（東京都）
市税（固定資産税・都市計画税、軽自動車税、個人市民税）、国民健康保険料、行政手数料、使用料等　

（注１）

小平市（東京都） 行政手数料、使用料等

多摩市（東京都）
市民税・都民税（普通徴収）、固定資産税（土地・家屋・償却資産）・都市計画税、軽自動車税、国民健康

保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料

西東京市（東京都） 住民税、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険料、介護保険料

横浜市（神奈川県）
市・県民税（普通徴収分）、固定資産税・都市計画税（土地・家屋）、固定資産税（償却資産）、軽自動車

税）

川崎市（神奈川県） eLTAXを利用した個人市民税・県民税（特別徴収分・退職所得分）・法人市民税・事業所税

相模原市（神奈川県）
市県民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税（土地・家屋）、固定資産税（償却資産）、軽自動車税、国

民健康保険税

茅ヶ崎市（神奈川県） 市・県民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険料

厚木市（神奈川県）
市県民税（普通徴収）・固定資産税（都市計画税/償却資産）・軽自動車税・国民健康保険料・後期高齢者

医療保険料・介護保険料

座間市（神奈川県）
固定資産税・都市計画税、軽自動車税、市・県民税（普通徴収）、国民健康保険税（普通徴収）、介護保険

料（普通徴収）、後期高齢者医療保険料（普通徴収）

新潟市（新潟県）
市税（個人市民税・県民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、軽自動車税）、国民健康保険料、介護

保険料、行政手数料、使用料等

長野市（長野県）
市県民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険料、介護保険料、後期高

齢者医療保険料

名古屋市（愛知県） ｅＬＴＡＸ（エルタックス）（注３）を利用した個人市民税・県民税（特別徴収）、法人市民税、事業所税

豊橋市（愛知県）
eLTAX（エルタックス）（注３）を利用した個人市民税・県民税（特別徴収分・退職所得分）、法人市民税、事

業所税

岡崎市（愛知県） ｅＬＴＡＸ（エルタックス）（注３）を利用した法人市民税、個人市県民税（特別徴収分）、事業所税

豊田市（愛知県）
市県民税（普通徴収）・固定資産税（都市計画税）・軽自動車税・国民健康保険税

 
ｅＬＴＡＸ（エルタックス）（注３）を利用した市県民税（特別徴収分・退職所得分）、法人市民税、事業所税

知立市（愛知県） 市県民税（普通徴収）・固定資産税（都市計画税）・軽自動車税・国保・【その他再発行分】

愛荘町（滋賀県）

　町県民税（普通徴収）、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料（普通徴収）、後期高

齢者医療保険料（普通徴収）、下水道使用料、教育保育施設保育料、eLTAX（エルタックス）（注３）を利用

した個人町県民税（特別徴収）、法人町民税

大阪市（大阪府）
個人市・府民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険料、市営住宅使用

料、行政手数料、使用料等、ｅＬＴＡＸ（エルタックス）（注３）を利用した電子納税

http://www.city.bunkyo.lg.jp/sosiki_busyo_zeimu_juminzei_nozei.html
http://www.city.sumida.lg.jp/online_service/e_sinsei/densi_nofu.html
http://www.city.koto.lg.jp/
http://www.city.meguro.tokyo.jp/index.html
http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/105000/d001071.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/
http://www.city.adachi.tokyo.jp/
http://www.city.katsushika.lg.jp/
http://www.city.musashino.lg.jp/
http://www.city.mitaka.tokyo.jp/koho/2008/20080420/p1.htm
http://www.city.kodaira.tokyo.jp/
http://www.city.tama.lg.jp/
http://www.city.nishitokyo.lg.jp/
http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/citytax/zei-nouzei/payeasy.html
http://www.city.kawasaki.jp/230/page/0000061695.html
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/
http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/
http://www.city.atsugi.kanagawa.jp/
http://www.city.zama.kanagawa.jp/
http://www.city.niigata.lg.jp/
http://www.city.nagano.nagano.jp/
http://www.city.nagoya.jp/zaisei/page/0000075075.html
http://www.city.toyohashi.lg.jp/18936.htm
http://www.city.okazaki.lg.jp/1400/1403/1411/p018583.html
http://www.city.toyota.aichi.jp/
http://www.city.chiryu.aichi.jp/
http://www.town.aisho.shiga.jp/main/01_kurasi/04_zeikin/08_payeasyservice.html
http://www.city.osaka.lg.jp/index.html
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※
※

※

堺市（大阪府） 市府民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税（土地・家屋）、軽自動車税、行政手数料、使用料等

寝屋川市（大阪府） 市府民税（普通徴収分）、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険料

芦屋市（兵庫県） ①市県民税（普通徴収）②固定資産税・都市計画税　③軽自動車税　④国民健康保険料

生駒市（奈良県） 市・県民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税

平群町（奈良県） 町県民税（普通徴収）、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税

斑鳩町（奈良県） 町県民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税

三次市（広島県）
市県民税（普通徴収）・固定資産税（都市計画税）・軽自動車税・国保・住宅使用料・保育料・放課後児童

クラブ負担金・後期高齢者医療保険料・ふるさと納税寄付金

福岡市（福岡県） eLTAX（エルタックス）（注３）を利用した個人市県民税（特別徴収）、法人市民税、事業所税

鹿児島市（鹿児島県）

市県民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、市営住宅使用料、保育所保育料、市立

保育所延長保育料、児童クラブ保護者負担金、市立幼稚園保育料、市立幼稚園バス代、母子父子寡婦

福祉資金償還金、市立高校授業料、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、使用料

等、ふるさと納税（"豊かさ"実感都市・かごしま応援寄付金）

石垣市（沖縄県）
市県民税（普通徴収）、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、土地貸付料、住宅使

用料、駐車場使用料

浦添市（沖縄県） 市・県民税（普通徴収）、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税

宮古島市（沖縄県）
市・県民税（普通徴収分）、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護

保険料、保育所（園）保育料、住宅使用料、入園及び幼稚園保育料

竹富町（沖縄県）
町・県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育所

保育料、幼稚園保育料

注1：電子申請に伴う手数料等の支払いに限ります。

注2：自動車を保有するために必要な手続き(検査・登録、保管場所証明、自動車諸税の納付など)を、オンラインにより一括して行うことができるサービスで

す。サービスの詳細は、国土交通省が運営する「自動車保有関係手続ワンストップサービス 」のページをご参照ください。

注3：地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。システムの詳細は（社）地方税電子化協議会の運営する「ｅＬＴＡＸ（エルタ

ックス）：地方税ポータルシステム 」のページをご参照ください。
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