
　付けを廃止しました。

行政手続名等 申請書等の名称 見直し後の手続 手続担当課 特記事項

事業者からの請求書 請求書 記名のみ 会計課（各課共通）

請求書の押印を省略する場合は「発行責任

者及び担当者名」及び「問い合わせ先（電

話番号・メールアドレス）」の記載が必要

現金払時の領収書 領収書 記名のみ 会計課（各課共通）

支払いに係る代理人に請求権又は受領権を委任した場合

の手続
委任状 署名または記名押印 会計課（各課共通）

寄附の申出 寄附申出書 記名のみ 各課共通

個人情報保護に関する手続 個人情報開示請求書 記名のみ 総務部総務課

個人情報保護に関する手続 個人情報の開示に関する意見書 署名または記名押印 総務部総務課

個人情報保護に関する手続 個人情報（訂正・削除）請求書 記名のみ 総務部総務課

個人情報保護に関する手続 個人情報利用停止請求書 記名のみ 総務部総務課

個人情報保護に関する手続 個人情報不開示等審査請求書 記名のみ 総務部総務課

情報公開に関する手続 公文書開示請求書 記名のみ 総務部総務課

情報公開に関する手続 公文書の開示に関する意見書 署名または記名押印 総務部総務課

情報公開に関する手続 公文書不開示等審査請求書 記名のみ 総務部総務課

固定資産評価審査委員会事務 審査申出書 記名のみ 総務部総務課

固定資産評価審査委員会事務 口述書 記名のみ 総務部総務課

新ひだか町公の施設に係る指定管理者の指定手続
新ひだか町公の施設に係る指定管

理者の指定手続等に関する申請書
記名のみ 総務部総務課

新ひだか町自主防災組織資機材購入費助成金の交付申請
防災組織資機材購入費助成金交付

申請書
署名または記名押印 総務部総務課

新ひだか町自主防災組織資機材購入費助成金の交付申請
防災組織資機材購入費助成金実績

報告書
記名のみ 総務部総務課

新ひだか町自主防災組織資機材購入費助成金の交付申請
防災組織資機材購入費助成金交付

請求書
記名のみ 総務部総務課

アイヌ協会運営費補助金交付の手続 補助金交付申請書 署名または記名押印 総務部企画課

《押印見直し後の取り扱い》

【行政手続における押印の義務付け廃止一覧表】

（令和３年９月１日現在）

　※一覧表には令和３年７月１日より運用を開始する行政手続名などを記載しております。なお、今後廃止の手続が済んだものは、随時、一覧表へ追加

　記名のみ：代筆や印刷された記名によるもの（※書類内容によっては、記載事項や一部押印が必要なものもあります）

　署名または記名押印：氏名を自署するもの（※署名をしない場合は記名押印に代えることができます）

　　します。（行政内部にかかる手続についても見直しを実施しておりますが、一覧表からは除いております）

　行政手続の簡素化による新型コロナウイルス感染拡大防止や町民みなさまの利便性の向上を図るため、下記の申請書等については氏名欄の押印の義務



行政手続名等 申請書等の名称 見直し後の手続 手続担当課 特記事項

アイヌ協会運営費補助金交付の手続 補助実績報告書 記名のみ 総務部企画課

アイヌ協会運営費補助金交付の手続 補助金概算払申請書 記名のみ 総務部企画課

アイヌ協会運営費補助金交付の手続 補助金請求書 記名のみ 総務部企画課

新ひだか町アイヌ文化伝承活動奨励補助金交付の手続 補助金交付申請書 署名または記名押印 総務部企画課

新ひだか町アイヌ文化伝承活動奨励補助金交付の手続 実績報告書 記名のみ 総務部企画課

新ひだか町個別受信難視聴対策事業費補助金の手続 補助金交付申請書 署名または記名押印 総務部企画課

新ひだか町個別受信難視聴対策事業費補助金の手続 同意書 署名または記名押印 総務部企画課

新ひだか町個別受信難視聴対策事業費補助金の手続 補助金請求書 記名のみ 総務部企画課

新ひだか町テレビ難視聴解消施設整備事業費補助金の手

続
補助金交付申請書 署名または記名押印 総務部企画課

新ひだか町テレビ難視聴解消施設整備事業費補助金の手

続
事業変更申請書 記名のみ 総務部企画課

新ひだか町テレビ難視聴解消施設整備事業費補助金の手

続
補助事業実績報告書 記名のみ 総務部企画課

新ひだか町辺地共聴施設整備事業費補助金の手続き 補助金交付申請書 署名または記名押印 総務部企画課

新ひだか町辺地共聴施設整備事業費補助金の手続き 工事概要書 記名のみ 総務部企画課

新ひだか町辺地共聴施設整備事業費補助金の手続き 交付申請取下げ届出書 記名のみ 総務部企画課

新ひだか町辺地共聴施設整備事業費補助金の手続き 変更承認申請書 記名のみ 総務部企画課

新ひだか町辺地共聴施設整備事業費補助金の手続き 事故報告書 記名のみ 総務部企画課

新ひだか町辺地共聴施設整備事業費補助金の手続き 状況報告書 記名のみ 総務部企画課

新ひだか町辺地共聴施設整備事業費補助金の手続き 実績報告書 記名のみ 総務部企画課

新ひだか町辺地共聴施設整備事業費補助金の手続き 概算払請求書 記名のみ 総務部企画課

新ひだか町地域おこし協力隊起業支援補助金の手続き 補助金交付申請書 署名または記名押印 総務部企画課

新ひだか町地域おこし協力隊起業支援補助金の手続き 町税納付状況等調査同意書 署名または記名押印 総務部企画課

新ひだか町地域おこし協力隊起業支援補助金の手続き
補助金変更（中止・廃止）承認申

請書
記名のみ 総務部企画課



行政手続名等 申請書等の名称 見直し後の手続 手続担当課 特記事項

新ひだか町地域おこし協力隊起業支援補助金の手続き 補助金概算払申請書 記名のみ 総務部企画課

新ひだか町地域おこし協力隊起業支援補助金の手続き 補助金実績報告書 記名のみ 総務部企画課

新ひだか町地域おこし協力隊起業支援補助金の手続き 補助金交付請求書 記名のみ 総務部企画課

広告掲載の許可申請 広告掲載申請書 署名または記名押印 総務部企画課

企業立地促進事業の支援対象事業者認定の手続

事前協議書、公害等の防止に関す

る誓約書、調査等同意書（税情報

閲覧）

記名のみ 総務部まちづくり推進課

企業立地促進事業の支援対象事業者認定変更の手続 変更協議書 記名のみ 総務部まちづくり推進課

企業立地促進事業の各種支援に係る手続 操業開始届 記名のみ 総務部まちづくり推進課

企業立地促進事業の雇用創出奨励金の手続 雇用創出奨励金交付申請書 記名のみ 総務部まちづくり推進課

企業立地促進事業の各種支援に係る手続 企業立地実績報告書 記名のみ 総務部まちづくり推進課

企業立地促進事業の改修等助成金に係る手続 改修等助成金交付申請書 記名のみ 総務部まちづくり推進課

企業立地促進事業の改修等助成金変更に係る手続 改修等助成金変更申請書 記名のみ 総務部まちづくり推進課

企業立地促進事業の財産取得助成金に係る手続 財産取得助成金交付申請書 記名のみ 総務部まちづくり推進課

企業立地促進事業の助成金概算払請求に係る手続 助成金概算払請求書 記名のみ 総務部まちづくり推進課

ＵＩＪターン新規就業事業の支援金申請に係る手続 予備登録申請 記名のみ 総務部まちづくり推進課

ＵＩＪターン新規就業事業の支援金交付申請に係る手続 交付申請書 記名のみ 総務部まちづくり推進課

ＵＩＪターン新規就業事業の支援金交付申請に係る手続 就業証明書 署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

ＵＩＪターン新規就業事業の支援金交付決定通知書再発

行に係る手続
再交付申請書 記名のみ 総務部まちづくり推進課

ふるさと応援寄附の申込手続 ふるさと応援寄附金申込書 記名のみ 総務部まちづくり推進課

先端設備導入計画の認定に係る手続 認定申請書 署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

セーフティーネット認定の手続 認定申請書 署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

中小企業等協同組合法に関する事務（権限移譲）
組合員以外の者の事業の利用の特

例の認可
署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

中小企業等協同組合法に関する事務（権限移譲） 共済規程の認可 署名または記名押印 総務部まちづくり推進課



行政手続名等 申請書等の名称 見直し後の手続 手続担当課 特記事項

中小企業等協同組合法に関する事務（権限移譲） 共済規程の変更または廃止の認可 署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

中小企業等協同組合法に関する事務（権限移譲） 組合の設立の認可 署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

中小企業等協同組合法に関する事務（権限移譲） 役員の氏名又は住所の変更の届出 署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

中小企業等協同組合法に関する事務（権限移譲） 臨時総会の招集の承認 署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

中小企業等協同組合法に関する事務（権限移譲） 定款の変更の認可 署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

中小企業等協同組合法に関する事務（権限移譲） 余裕金の運用の認可 署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

中小企業等協同組合法に関する事務（権限移譲） 解散の届出 署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

中小企業等協同組合法に関する事務（権限移譲） 合併の認可 署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

中小企業等協同組合法に関する事務（権限移譲） 組合の業務等に係る不服の申出 署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

中小企業等協同組合法に関する事務（権限移譲） 組合の検査の請求 署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

中小企業等協同組合法に関する事務（権限移譲） 決算関係書類 署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

中小企業等協同組合法に関する事務（権限移譲） 共済事業を行う組合等からの届出 署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

中小企業等協同組合法に関する事務（権限移譲）
説明書類の縦覧の開始の延期の承

認
署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

中小企業等協同組合法に関する事務（権限移譲） 決算関係書類の提出の延期の承認 署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

火薬類取締法に関する事務（権限移譲） 製造施設等の変更の許可 署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

火薬類取締法に関する事務（権限移譲）
製造施設の位置等の軽微な変更の

届出
署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

火薬類取締法に関する事務（権限移譲）
火薬庫の構造又は設備の軽微な変

更の届出
署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

火薬類取締法に関する事務（権限移譲）
火薬庫の設置の許可を受けた者の

地位の承継の届出
署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

火薬類取締法に関する事務（権限移譲）
やむを得ない場合の火薬庫の所有

等の許可
署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

火薬類取締法に関する事務（権限移譲） 営業の全部又は一部の廃止の届出 署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

火薬類取締法に関する事務（権限移譲） 譲渡許可証等の書換え 署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

火薬類取締法に関する事務（権限移譲） 譲渡許可証等の再交付 署名または記名押印 総務部まちづくり推進課



行政手続名等 申請書等の名称 見直し後の手続 手続担当課 特記事項

火薬類取締法に関する事務（権限移譲） 火薬類の輸入の届出 署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

火薬類取締法に関する事務（権限移譲） 火薬類の消費の許可（煙火以外） 署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

火薬類取締法に関する事務（権限移譲） 火薬類の廃業の許可 署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

火薬類取締法に関する事務（権限移譲）
危害予防規程の制定又は変更の認

可
署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

火薬類取締法に関する事務（権限移譲） 危害予防規程の変更の届出 署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

火薬類取締法に関する事務（権限移譲）
保安教育計画の認可及び変更の認

可
署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

火薬類取締法に関する事務（権限移譲）
製造保安責任者の選任又は解任の

届出
署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

火薬類取締法に関する事務（権限移譲）
製造保安責任者又は取扱保安責任

者の代理者の選任又は解任の届出
署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

火薬類取締法に関する事務（権限移譲）

特定施設等の保安検査及び同項第

１号の規定による指定保安検査機

関による保安検査の受検に関する

届出

署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

火薬類取締法に関する事務（権限移譲）
定期自主検査の計画及び変更の届

出
署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

火薬類取締法に関する事務（権限移譲） 定期自主検査の終了の報告 署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

火薬類取締法に関する事務（権限移譲） 火薬類の安定度試験の結果の報告 署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

火薬類取締法に関する事務（権限移譲） 災害発生の日時等の報告 署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

採石法に関する事務

（権限移譲）
採取計画の軽微な変更の届出 署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

採石法に関する事務

（権限移譲）
氏名等の変更の届出 署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

採石法に関する事務

（権限移譲）
岩石の採取の休止又は廃止の届出 署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

武器等製造法に係る事務　（権限移譲） 猟銃等の試験的な製造の許可 署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

武器等製造法に係る事務　（権限移譲）
猟銃等製造事業者又は猟銃等販売

事業者の地位の承継の届出
署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

武器等製造法に係る事務　（権限移譲）
猟銃等の製造又は販売の事業の廃

止の届出
署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

工場立地法に係る事務　（権限移譲） 特定工場の新設の届出 署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

工場立地法に係る事務　（権限移譲）
特定工場における製品等の変更の

届出
署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

工場立地法に係る事務　（権限移譲）
特定工場の新設又は変更の制限の

期間の短縮
署名または記名押印 総務部まちづくり推進課



行政手続名等 申請書等の名称 見直し後の手続 手続担当課 特記事項

工場立地法に係る事務　（権限移譲）
氏名又は名称及び住所の変更の届

出
署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

工場立地法に係る事務　（権限移譲） 地位の承継の届出 署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

電気用品安全法に係る事務（権限移譲） 改善報告書 署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

電気工事業者の業務適正化に関する法律に係る事務（権

限移譲）
登録行政庁の変更の届出 署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

電気工事業者の業務適正化に関する法律に係る事務（権

限移譲）

登録電気工事業者の地位の承継の

届出
署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

電気工事業者の業務適正化に関する法律に係る事務（権

限移譲）
電気工事業の廃止の届出 署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

電気工事業者の業務適正化に関する法律に係る事務（権

限移譲）
登録電気工事業者の登録証の返納 署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

電気工事業者の業務適正化に関する法律に係る事務（権

限移譲）

自家用電気工事のみに係る電気工

事業の開始の通知
署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

電気工事業者の業務適正化に関する法律に係る事務（権

限移譲）

建設業者が電気工事業を開始した

旨等の届出
署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

電気工事業者の業務適正化に関する法律に係る事務（権

限移譲）

建設業者が自家用電気工事のみに

係る電気工事業を開始した旨等の

通知

署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

技能者人材育成事業補助金の交付申請手続 補助金交付申請書 記名のみ 総務部まちづくり推進課

シルバー人材センター運営補助金交付に係る手続 補助金交付申請書 署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

シルバー人材センター運営補助金の変更に係る手続 補助金変更承認申請書 記名のみ 総務部まちづくり推進課

シルバー人材センター運営補助金交付に係る手続 実績報告書 記名のみ 総務部まちづくり推進課

日高地域人材開発センター運営費負担金の交付手続 交付申請書 署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

若年者等雇用促進助成金交付に係る手続 助成金交付申請書 記名のみ 総務部まちづくり推進課

若年者等雇用促進助成金交付に係る手続 申立書 記名のみ 総務部まちづくり推進課

若年者等雇用促進助成金交付に係る手続 雇用関係等確認書 記名のみ 総務部まちづくり推進課

商工業振興事業補助金交付に係る手続 補助金交付申請書 署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

商工業振興事業補助金の変更に係る手続 補助金変更承認申請書 記名のみ 総務部まちづくり推進課

商工業振興事業補助金交付に係る手続 実績報告書 記名のみ 総務部まちづくり推進課

商工業振興事業補助金交付に係る手続 事前着手届出 記名のみ 総務部まちづくり推進課



行政手続名等 申請書等の名称 見直し後の手続 手続担当課 特記事項

静内ショッピングプラザピュア貸付に係る手続 出店希望申出書 署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

静内ショッピングプラザピュア使用に係る手続 使用承認申請書 記名のみ 総務部まちづくり推進課

ドリカム推進事業補助金交付申請の手続 補助金交付申請書 署名または記名押印 総務部まちづくり推進課

ドリカム推進事業補助金交付申請の手続 補助金概算払申請書 記名のみ 総務部まちづくり推進課

ドリカム推進事業補助金交付申請の手続 補助金変更承認申請書 記名のみ 総務部まちづくり推進課

ドリカム推進事業補助金交付申請の手続 補助金実績報告書 記名のみ 総務部まちづくり推進課

新ひだか推奨品認定申請の手続 推奨品認証申請書 記名のみ 総務部まちづくり推進課

健康づくり商品券発行事業に係る発行手続 発行申請書 記名のみ 総務部まちづくり推進課

健康づくり商品券発行事業に係る取扱店の登録手続 登録申請書 記名のみ 総務部まちづくり推進課

健康づくり商品券発行事業に係る換金手続 換金申出書 記名のみ 総務部まちづくり推進課

健康づくり商品券発行事業に係る取扱店の登録手続 商品券取扱中止書 記名のみ 総務部まちづくり推進課

新型コロナウイルス感染症対策中小企業経営安定化利子

補給事業補助金交付の手続
補助金交付申請書 記名のみ 総務部まちづくり推進課

新型コロナウイルス感染症対策中小企業経営安定化利子

補給事業補助金交付の手続
補助金変更承認申請書 記名のみ 総務部まちづくり推進課

新型コロナウイルス感染症対策中小企業経営安定化利子

補給事業補助金交付の手続
補助金請求書 記名のみ 総務部まちづくり推進課

建設工事等各種入札に係る手続き 入札参加辞退届出 記名のみ 総務部契約管財課

建設工事等各種入札参加資格審査申請に係る手続き 納税状況調査等の同意書 署名または記名押印 総務部契約管財課

建設工事等各種入札参加資格審査申請等に係る手続き 組合員（会員）名簿 記名のみ 総務部契約管財課

建設工事等競争入札参加資格審査申請
特定建設工事競争入札参加資格審

査申請書
記名のみ 総務部契約管財課

建設工事等競争入札参加資格審査申請
特定業務委託競争入札参加資格審

査申請書
記名のみ 総務部契約管財課

建設工事等競争入札参加資格審査申請
建設工事等競争入札参加資格審査

申請書（経常建設共同企業体）
記名のみ 総務部契約管財課

建設工事等各種入札参加資格審査申請及び契約に係る誓

約書の提出
暴力団排除に関する誓約書 記名のみ 総務部契約管財課

建設工事等各種入札参加資格審査申請等に係る手続き
社会保険等の加入義務がないこと

の申出書
記名のみ 総務部契約管財課



行政手続名等 申請書等の名称 見直し後の手続 手続担当課 特記事項

建設工事等競争入札参加資格審査申請 競争入札参加資格辞退(喪失)届 記名のみ 総務部契約管財課

入札契約関係
建設工事に係る資源の再資源化等

に関する法律に係る協議書
記名のみ 総務部契約管財課

入札契約関係 工期申出書 記名のみ 総務部契約管財課

入札契約関係 工期変更協議書 記名のみ 総務部契約管財課

条件付一般競争入札
条件付一般競争入札参加資格確認

申請書
記名のみ 総務部契約管財課

条件付一般競争入札 質問書 記名のみ 総務部契約管財課

入札に係る設計図書等の受領
指名通知到達の確認票兼公示用設

計図書等の受領書
記名のみ 総務部契約管財課

物品購入及び役務の提供競争入札参加資格審査申請
競争入札参加資格審査

申請書
記名のみ 総務部契約管財課

物品購入及び役務の提供競争入札参加資格審査申請 従業員名簿 記名のみ 総務部契約管財課

物品購入及び役務の提供競争入札参加資格審査申請
競争入札参加資格審査

申請書変更届
記名のみ 総務部契約管財課

建設工事等の各種契約に係る手続き 見積書 記名のみ 総務部契約管財課

建設工事等の各種契約に係る手続き 見積参加辞退届出 記名のみ 総務部契約管財課

建設工事等の各種契約に係る手続き
工事費等内訳書

（見積書提出時）
記名のみ 総務部契約管財課

新ひだか町発注工事関係 現場代理人の短期間代理届 記名のみ 総務部契約管財課

新ひだか町発注工事関係 専任を要する主任技術者等兼任届 記名のみ 総務部契約管財課

新ひだか町発注工事関係 現場代理人兼任届 記名のみ 総務部契約管財課

新ひだか町発注工事関係 主任技術者等・現場代理人変更届 記名のみ 総務部契約管財課

新ひだか町発注工事関係 中間前金払認定請求書 記名のみ 総務部契約管財課

新ひだか町発注工事関係
中間前金払と部分払の選択に係る

届出書
記名のみ 総務部契約管財課

新ひだか町発注工事関係
債権譲渡承諾書にかかる請負代金

債権請求書
記名のみ 総務部契約管財課

委託業務の支出事務等 完了報告書 記名のみ 総務部契約管財課

委託業務の支出事務等 着手届・完了届 記名のみ 総務部契約管財課



行政手続名等 申請書等の名称 見直し後の手続 手続担当課 特記事項

町有財産・町有地等の売払い 町有地等売り払い申込書兼受付書 記名のみ 総務部契約管財課

廃校舎の利活用に関するプロポーザル提案募集 応募申込書 記名のみ 総務部契約管財課

廃校舎の利活用に関するプロポーザル提案募集 応募申込取り下げ書 記名のみ 総務部契約管財課

公有財産(行政財産)貸付 行政財産使用許可書 記名のみ 総務部契約管財課

公有財産(普通財産)貸付 普通財産借受申込書 記名のみ 総務部契約管財課

公有財産(行政財産・普通財産)貸付 財産返還届 署名または記名押印 総務部契約管財課

掲示場所の使用申請書 掲示場所使用申請書 記名のみ 総務部契約管財課

静内庁舎駐車場の利用申請書 静内庁舎駐車場許可申請書 記名のみ 総務部契約管財課

保管場所使用承諾証明書申請 自動車保管場所使用承諾願い 記名のみ 総務部契約管財課

各種税証明 所得・課税証明等交付請求書 記名のみ 総務部税務課

過誤納金還付請求 口座振替依頼書（還付請求書） 記名のみ 総務部税務課

換価猶予延長申請 換価猶予延長申請書 記名のみ 総務部税務課

換価猶予申請 換価猶予申請書 記名のみ 総務部税務課

徴収猶予申請 徴収猶予申請書 記名のみ 総務部税務課

徴収猶予延長申請 徴収猶予延長申請書 記名のみ 総務部税務課

納税証明の交付 納税証明請求書 記名のみ 総務部税務課

申立書 町税等還付金に関する申立書 記名のみ 総務部税務課

給与支払報告書の提出 給与支払報告書総括表 記名のみ 総務部税務課

住民税特別徴収の申請 給与所得者異動届出書 記名のみ 総務部税務課

住民税特別徴収の申請 特別徴収への切替申請書 記名のみ 総務部税務課

住民税特別徴収の申請
特別徴収義務者新規登録・変更届

出書
記名のみ 総務部税務課

住民税特別徴収の申請
退職所得に係る個人住民税納入申

告書
記名のみ 総務部税務課



行政手続名等 申請書等の名称 見直し後の手続 手続担当課 特記事項

住民税の申告 町民税・道民税申告書 記名のみ 総務部税務課

住民税の申告
収支内訳書（一般・不動産・農業

用）
記名のみ 総務部税務課

納税義務者変更の手続 納税義務者変更届 署名または記名押印 総務部税務課

未登記家屋納税義務者変更の手続 未登記家屋納税義務者変更届 署名または記名押印 総務部税務課

家屋滅失の手続 家屋滅失届 記名のみ 総務部税務課

固定資産閲覧・縦覧申請 固定資産 閲覧・縦覧申請書 記名のみ 総務部税務課

償却資産の申告
償却資産申告書（償却資産課税台

帳）
記名のみ 総務部税務課

相続人代表者指定・変更の手続き 相続人代表者指定（変更）届書 記名のみ 総務部税務課

認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額手続き
認定長期優良住宅に係る固定資産

税の減額適用申告書
記名のみ 総務部税務課

納税通知書等送付先変更の手続き 納税通知書等送付先変更届 記名のみ 総務部税務課

軽自動車税課税保留等の手続き 軽自動車税課税保留等申請書 記名のみ 総務部税務課

標識亡失等の届出 始末書 記名のみ 総務部税務課

乳幼児等医療費助成の手続
国民健康保険　高額療養費支給申

請書（乳幼児）
署名または記名押印 保健福祉部福祉課

乳幼児等医療費助成の手続
乳幼児等医療費助成受給者証交

付・更新申請書
署名または記名押印 保健福祉部福祉課

乳幼児等医療費助成の手続
乳幼児等医療費助成受給者証再交

付申請書
記名のみ 保健福祉部福祉課

乳幼児等医療費助成の手続 乳幼児等医療費助成申請書 署名または記名押印 保健福祉部福祉課

乳幼児等医療費助成の手続 乳幼児等医療費助成金請求書 記名のみ 保健福祉部福祉課

乳幼児等医療費助成の手続 乳幼児等医療費受給者資格変更届 記名のみ 保健福祉部福祉課

乳幼児等医療費助成の手続き 乳幼児等高額医療費支給申請書 署名または記名押印 保健福祉部福祉課

ひとり親家庭等医療費助成の手続
母または父が児童を扶養している

旨の申立書
記名のみ 保健福祉部福祉課

ひとり親家庭等医療費助成の手続
国民健康保険　高額療養費支給申

請書（ひとり親）
署名または記名押印 保健福祉部福祉課

ひとり親家庭等医療費助成の手続
ひとり親家庭等高額医療費支給申

請書
署名または記名押印 保健福祉部福祉課



行政手続名等 申請書等の名称 見直し後の手続 手続担当課 特記事項

重度心身障がい者医療費助成の手続
重度心身障がい者医療費助成受給

者証交付・更新申請書
署名または記名押印 保健福祉部福祉課

重度心身障がい者医療費助成の手続 重度心身障がい者入通院申立書 記名のみ 保健福祉部福祉課

重度心身障がい者医療費助成の手続

北海道後期高齢者医療高額療養費

高額介護合算療養費代理受領委任

状

署名または記名押印 保健福祉部福祉課

重度心身障がい者医療費助成の手続
国民健康保険　高額療養費支給申

請書（重度）
署名または記名押印 保健福祉部福祉課

重度心身障がい者医療費助成の手続
重度心身障がい者高額医療費支給

申請書
署名または記名押印 保健福祉部福祉課

重度心身障がい者・ひとり親家庭等医療費助成の手続
ひとり親家庭等医療費助成受給者

証交付・更新申請書
署名または記名押印 保健福祉部福祉課

重度心身障がい者・ひとり親家庭等医療費助成の手続

重度心身障がい者・ひとり親家庭

等医療費助成受給者証再交付申請

書

記名のみ 保健福祉部福祉課

重度心身障がい者・ひとり親家庭等医療費助成の手続
重度心身障がい者　ひとり親家庭

等医療費助成申請書
署名または記名押印 保健福祉部福祉課

重度心身障がい者・ひとり親家庭等医療費助成の手続
重度心身障がい者ひとり親家庭等

医療費受給者住所等変更届
記名のみ 保健福祉部福祉課

重度心身障がい者・ひとり親家庭等医療費助成の手続
重度心身障がい者ひとり親家庭等

医療費受給者資格喪失届
記名のみ 保健福祉部福祉課

重度心身障がい者・ひとり親家庭等・乳幼児等医療費助

成の手続

重度心身障がい者　ひとり親家庭

等　乳幼児等訪問看護療養費基本

利用料負担区分等証明書交付（変

更）申請書

記名のみ 保健福祉部福祉課

養育医療給付の手続 養育医療給付申請書 記名のみ 保健福祉部福祉課

養育医療給付の手続 養育医療意見書 署名または記名押印 保健福祉部福祉課

養育医療給付の手続
養育医療給付事業寡婦（夫）みな

し適用申請書
記名のみ 保健福祉部福祉課

養育医療給付の手続 養育医療継続申請書 署名または記名押印 保健福祉部福祉課

養育医療給付の手続 徴収金減免申請書 署名または記名押印 保健福祉部福祉課

養育医療給付の手続 養育医療移送費承認申請書 署名または記名押印 保健福祉部福祉課

養育医療給付の手続 養育医療中止報告書 記名のみ 保健福祉部福祉課

養育医療給付の手続 養育医療変更届 記名のみ 保健福祉部福祉課

養育医療給付の手続 養育医療券再交付申請書 記名のみ 保健福祉部福祉課

養育医療給付の手続 委任状 署名または記名押印 保健福祉部福祉課

子ども医療費助成の手続
子ども医療費助成申請書（新ひだ

か町健康づくり商品券）
署名または記名押印 保健福祉部福祉課



行政手続名等 申請書等の名称 見直し後の手続 手続担当課 特記事項

新ひだか町社会福祉協議会への補助金交付
新ひだか町社会福祉協議会運営費

補助金交付申請書
署名または記名押印 保健福祉部福祉課

新ひだか町社会福祉協議会への補助金交付
新ひだか町社会福祉協議会運営費

補助事業変更等承認申請書
記名のみ 保健福祉部福祉課

新ひだか町社会福祉協議会への補助金交付
新ひだか町社会福祉協議会運営費

補助事業実績報告書
記名のみ 保健福祉部福祉課

新ひだか町社会福祉協議会への補助金交付
新ひだか町社会福祉協議会運営費

補助金請求書
記名のみ 保健福祉部福祉課

新ひだか町社会福祉協議会への補助金交付
新ひだか町社会福祉協議会運営費

補助金概算払請求書
記名のみ 保健福祉部福祉課

外国人高齢者・障がい者福祉給付金の支給申請
外国人高齢者・障がい者福祉給付

金支給申請書
署名または記名押印 保健福祉部福祉課

外国人高齢者・障がい者福祉給付金未支給金の支給申請
外国人高齢者・障がい者福祉給付

金未支給金請求書
記名のみ 保健福祉部福祉課

外国人高齢者・障がい者福祉給付金の現況届
外国人高齢者・障がい者福祉給付

金現況届
署名または記名押印 保健福祉部福祉課

老人クラブ連合会補助金の交付申請
新ひだか町老人クラブ連合会補助

金交付申請書
署名または記名押印 保健福祉部福祉課

老人クラブ連合会補助事業変更等の承認申請
新ひだか町老人クラブ連合会補助

事業変更等承認申請書
記名のみ 保健福祉部福祉課

老人クラブ連合会補助事業の実績報告
新ひだか町老人クラブ連合会補助

事業実績報告書
記名のみ 保健福祉部福祉課

老人クラブ連合会補助金の請求
新ひだか町老人クラブ連合会補助

金請求書
記名のみ 保健福祉部福祉課

老人クラブ連合会補助金の請求概算払の請求
新ひだか町老人クラブ連合会補助

金概算払請求書
記名のみ 保健福祉部福祉課

老人クラブ連合会補助金の請求概算払の請求 補助金等指令前着手届 記名のみ 保健福祉部福祉課

温泉入館料無料券の交付申請
新ひだか町町民保養施設「静内温

泉」等入館料無料券交付申請書
記名のみ 保健福祉部福祉課

温泉入館料無料券受給者住所等変更の届出

新ひだか町町民保養施設「静内温

泉」等入館料無料券受給者住所等

変更届

記名のみ 保健福祉部福祉課

福祉バス乗車券（身分証）の交付申請
福祉バス乗車券（身分証）交付申

請書
記名のみ 保健福祉部福祉課

福祉バス乗車身分証変更の届出 福祉バス乗車身分証変更届 記名のみ 保健福祉部福祉課

静内温泉和室の使用申請 町民保養施設使用承認申請書 記名のみ 保健福祉部福祉課

静内温泉和室の使用に係る使用取消申請 町民保養施設使用取消申請書 記名のみ 保健福祉部福祉課

静内温泉和室の使用に係る使用料後納申請 町民保養施設使用料後納申請書 記名のみ 保健福祉部福祉課

静内温泉和室の使用に係る使用料減免申請
町民保養施設和室使用料減免申請

書
記名のみ 保健福祉部福祉課



行政手続名等 申請書等の名称 見直し後の手続 手続担当課 特記事項

静内温泉和室使用に係る使用料還付申請 町民費用施設使用料還付申請書 記名のみ 保健福祉部福祉課

老人いこいの家の使用申請 老人いこいの家使用願 記名のみ 保健福祉部福祉課

老人いこいの家の使用に係る使用取消申請 老人いこいの家使用取消申請書 記名のみ 保健福祉部福祉課

老人いこいの家の使用に係る使用料後納申請 老人いこいの家使用料後納申請書 記名のみ 保健福祉部福祉課

老人いこいの家の使用に係る使用料免除申請書 老人いこいの家使用料免除申請書 記名のみ 保健福祉部福祉課

老人いこいの家の使用に係る使用料還付申請書 老人いこいの家使用料還付申請書 記名のみ 保健福祉部福祉課

生活保護繰替金 領収書 記名のみ 保健福祉部福祉課

生活保護受給証明の交付 生活保護法による保護受給証明願 記名のみ 保健福祉部福祉課

生活保護に係る診療依頼書交付申請書の交付(修学旅行

用)
診療依頼書交付申請書 記名のみ 保健福祉部福祉課

新ひだか町民生委員児童委員協議会補助金の交付申請
新ひだか町民生委員児童委員協議

会補助金交付申請書
署名または記名押印 保健福祉部福祉課

新ひだか町民生委員児童委員協議会補助金の変更承認申

請

新ひだか町民生委員児童委員協議

会補助金変更等承認申請書
記名のみ 保健福祉部福祉課

新ひだか町民生委員児童委員協議会補助金の実績報告
新ひだか町民生委員児童委員協議

会補助金実績報告書
記名のみ 保健福祉部福祉課

新ひだか町民生委員児童委員協議会補助金の請求
新ひだか町民生委員児童委員協議

会補助金請求書
記名のみ 保健福祉部福祉課

新ひだか町民生委員児童委員協議会補助金概算払の請求
新ひだか町民生委員児童委員協議

会補助金概算払請求書
記名のみ 保健福祉部福祉課

災害障害見舞金の支給 診断書 署名または記名押印 保健福祉部福祉課

災害援護資金借入申込申請 災害援護資金借入申込書 記名のみ 保健福祉部福祉課

災害援護資金繰上償還申出 繰上償還申出書 記名のみ 保健福祉部福祉課

災害援護資金支払猶予申請 償還金支払猶予申請書 記名のみ 保健福祉部福祉課

災害援護資金違約金支払免除申請 違約金支払免除申請書 記名のみ 保健福祉部福祉課

災害援護資金償還免除申請 災害援護資金償還免除申請書 記名のみ 保健福祉部福祉課

借用書記載内容の変更届 氏名等変更届 署名または記名押印 保健福祉部福祉課

住家被害見舞金の支給 領収書 記名のみ 保健福祉部福祉課



行政手続名等 申請書等の名称 見直し後の手続 手続担当課 特記事項

アイヌ住宅改良資金貸付金抵当権抹消登記申請 抵当権登記抹消申請書 記名のみ 保健福祉部福祉課

アイヌ住宅改良資金貸付金抵当権抹消登記申請 受領書 記名のみ 保健福祉部福祉課

アイヌ住宅改良資金貸付金貸借契約
建築に関する地主の承諾書・承諾

書
記名のみ 保健福祉部福祉課

集会施設使用申請 集会施設使用承認申請書 記名のみ 保健福祉部福祉課

集会施設使用申請 集会施設使用取消(変更)申請書 記名のみ 保健福祉部福祉課

集会施設使用申請 集会施設使用料後納申請書 記名のみ 保健福祉部福祉課

集会施設使用申請 集会施設使用料減免申請書 記名のみ 保健福祉部福祉課

集会施設使用申請 集会施設使用料還付申請書 記名のみ 保健福祉部福祉課

生活館使用申請 生活館使用承認申請書 記名のみ 保健福祉部福祉課

集会施設等指定管理施設の実績報告
(別記様式第１号)運営費決算書に

ついて
記名のみ 保健福祉部福祉課

生活館使用申請 生活館使用取消(変更)申請書 記名のみ 保健福祉部福祉課

生活館使用申請 生活館使用料後納申請書 記名のみ 保健福祉部福祉課

生活館使用申請 生活館使用料減免申請書 記名のみ 保健福祉部福祉課

生活館使用申請 生活館使用料還付申請書 記名のみ 保健福祉部福祉課

児童扶養手当の認定請求 児童扶養手当認定請求書 記名のみ 保健福祉部福祉課

児童扶養手当の届出内容変更 児童扶養手当変更届 記名のみ 保健福祉部福祉課

児童扶養手当の増額請求 児童扶養手当額改定請求書 記名のみ 保健福祉部福祉課

児童扶養手当の減額届出 児童扶養手当額改定届 記名のみ 保健福祉部福祉課

児童扶養手当の支給停止届出 児童扶養手当支給停止関係届 記名のみ 保健福祉部福祉課

児童扶養手当受給者の公的年金受給に係る届出 公的年金給付等受給届 記名のみ 保健福祉部福祉課

児童扶養手当の一部停止適用の除外届出
児童扶養手当一部支給停止適用除

外事由届出書
記名のみ 保健福祉部福祉課

児童扶養手当証書の亡失の届出 児童扶養手当証書亡失届 記名のみ 保健福祉部福祉課



行政手続名等 申請書等の名称 見直し後の手続 手続担当課 特記事項

児童扶養手当資格の喪失届出 児童扶養手当資格喪失届 記名のみ 保健福祉部福祉課

未支払の児童扶養手当の請求 未支払児童扶養手当請求書 記名のみ 保健福祉部福祉課

児童扶養手当一部停止適用除外事由の証明 雇用証明書 記名のみ 保健福祉部福祉課

児童扶養手当一部停止適用除外事由の証明 自営業従事申告書 記名のみ 保健福祉部福祉課

児童扶養手当一部停止適用除外事由の証明 求職活動等申告書 記名のみ 保健福祉部福祉課

児童扶養手当一部停止適用除外事由の証明 求職活動支援機関等利用証明書 記名のみ 保健福祉部福祉課

児童扶養手当一部停止適用除外事由の証明 採用選考証明書 記名のみ 保健福祉部福祉課

児童扶養手当一部停止適用除外事由の証明 診断書 記名のみ 保健福祉部福祉課

児童扶養手当受給者の養育費等の申告 養育費等に関する申告書 記名のみ 保健福祉部福祉課

児童扶養手当受給者の寡婦（夫）控除のみなし適用に係

る必要事項の届出

児童扶養手当における寡婦（夫）

控除のみなし適用に関する届出書
記名のみ 保健福祉部福祉課

父母の事実婚解消及び母の婚姻によらない懐胎を支給事

由とする場合の申請
事実婚解消等調書 記名のみ 保健福祉部福祉課

児童手当に係る父母指定の届出 児童手当父母指定者指定届 記名のみ 保健福祉部福祉課

児童手当の認定請求 児童手当認定請求書 記名のみ 保健福祉部福祉課

児童手当の額改定請求 児童手当額改定届 記名のみ 保健福祉部福祉課

児童手当受給者の現況の届出 児童手当現況届 記名のみ 保健福祉部福祉課

児童手当受給者等に係る住所もしくは氏名の変更届出 児童手当変更届 記名のみ 保健福祉部福祉課

児童手当受給事由の消滅届出 児童手当受給事由消滅届出 記名のみ 保健福祉部福祉課

未支払の児童手当の請求 未支払児童手当請求書 記名のみ 保健福祉部福祉課

児童手当からの天引き徴収の申し出
児童手当に係る学校給食費等の徴

収等に関する申出書
記名のみ 保健福祉部福祉課

放課後児童クラブの利用申請 放課後児童クラブ利用申請書 記名のみ 保健福祉部福祉課

保育所及び放課後児童クラブの利用に係る就業状況の証

明
稼働証明書 署名または記名押印 保健福祉部福祉課

放課後児童クラブの申請に係る特別な事由申立 申立書 記名のみ 保健福祉部福祉課



行政手続名等 申請書等の名称 見直し後の手続 手続担当課 特記事項

子育てのための施設等利用給付認定及び変更
子育てのための施設等利用給付認

定・変更申請書
記名のみ 保健福祉部福祉課

子育てのための施設等利用費償還払請求
子育てのための施設等利用費請求

書（償還払い用）
記名のみ 保健福祉部福祉課

保育所の入退所等の申込手続き 支給認定申請書兼利用申込書 記名のみ 保健福祉部福祉課

保育所の入退所等の申込手続き 保育所退所届 記名のみ 保健福祉部福祉課

保育所の入退所等の申込手続き 保育料減免申請書 記名のみ 保健福祉部福祉課

保育所の申請に係る特別な事由申立 申立書 記名のみ 保健福祉部福祉課

保育所利用に係る求職活動中であることの申立 求職活動中申立書 記名のみ 保健福祉部福祉課

一時預かりの申請 一時預かり申請書兼児童台帳 記名のみ
保健福祉部福祉課

静内保育所

一時預かりの申請 町外児童申立書 記名のみ
保健福祉部福祉課

静内保育所

一時預かりの辞退申出 一時預かり辞退申出書 記名のみ
保健福祉部福祉課

静内保育所

一時預かり利用料の減免申請 一時預かり利用料減免申請書 記名のみ
保健福祉部福祉課

静内保育所

土曜保育の申請 土曜保育申請書 記名のみ
保健福祉部福祉課

静内保育所

めだかランドの利用申請
小学校低学年児童受入事業利用申

請書
記名のみ

保健福祉部福祉課

静内保育所

めだかランドの利用中止申出
小学校低学年児童受入事業中止申

出書
記名のみ

保健福祉部福祉課

静内保育所

個人番号カード事務の各種申請届 個人番号指定請求書 署名または記名押印 保健福祉部生活環境課

個人番号カード事務の各種申請届 通知カード紛失届 署名または記名押印 保健福祉部生活環境課

個人番号カード事務の各種申請届 通知カード返納届 署名または記名押印 保健福祉部生活環境課

個人番号カード事務の各種申請届
個人番号カード交付申請書兼電子

証明書発行（更新）申請書
署名または記名押印 保健福祉部生活環境課

個人番号カード事務の各種申請届
個人番号カード再交付申請書兼電

子証明書発行（更新）申請書
署名または記名押印 保健福祉部生活環境課

個人番号カード事務の各種申請届
個人番号カード交付（再交付）申

請取消申出書
署名または記名押印 保健福祉部生活環境課

個人番号カード事務の各種申請届
個人番号カード在留期間更新に伴

う有効期間変更申請書
署名または記名押印 保健福祉部生活環境課

個人番号カード事務の各種申請届
個人番号カード交付通知書兼照会

書
署名または記名押印 保健福祉部生活環境課



行政手続名等 申請書等の名称 見直し後の手続 手続担当課 特記事項

個人番号カード事務の各種申請届

個人番号カード暗証番号設定依頼

書兼個人番号カード送付先情報登

録申請書

署名または記名押印 保健福祉部生活環境課

個人番号カード事務の各種申請届
個人番号カード券面記載事項変更

届
署名または記名押印 保健福祉部生活環境課

個人番号カード事務の各種申請届
個人番号カード暗証番号変更・再

設定申請書
署名または記名押印 保健福祉部生活環境課

個人番号カード事務の各種申請届 個人番号カード紛失・廃止届 署名または記名押印 保健福祉部生活環境課

個人番号カード事務の各種申請届 個人番号カード一時停止解除届 署名または記名押印 保健福祉部生活環境課

個人番号カード事務の各種申請届 個人番号カード返納届 署名または記名押印 保健福祉部生活環境課

個人番号カード事務の各種申請届 電子証明書発行（更新）申請書 署名または記名押印 保健福祉部生活環境課

個人番号カード事務の各種申請届
電子証明書発行（更新）申請取消

申出書
署名または記名押印 保健福祉部生活環境課

個人番号カード事務の各種申請届 電子証明書発行通知書兼照会書 署名または記名押印 保健福祉部生活環境課

個人番号カード事務の各種申請届 電子証明書暗証番号設定依頼書 署名または記名押印 保健福祉部生活環境課

個人番号カード事務の各種申請届 電子証明書新規発行申請書 署名または記名押印 保健福祉部生活環境課

個人番号カード事務の各種申請届
電子証明書暗証番号変更・再設定

申請書
署名または記名押印 保健福祉部生活環境課

個人番号カード事務の各種申請届
電子証明書失効申請/秘密鍵漏え

い等届出書
署名または記名押印 保健福祉部生活環境課

個人番号カード事務の各種申請届
利用者証明用電子証明書一時停止

解除届
署名または記名押印 保健福祉部生活環境課

個人番号カード事務の各種申請届 電子証明書失効申請書 署名または記名押印 保健福祉部生活環境課

旅券事務の各種申請 一般旅券発給申請書（１０年用） 署名または記名押印 保健福祉部生活環境課

旅券事務の各種申請 一般旅券発給申請書（５年用） 署名または記名押印 保健福祉部生活環境課

旅券事務の各種申請
一般旅券発給申請書（記載事項変

更用）
署名または記名押印 保健福祉部生活環境課

旅券事務の各種申請 紛失一般旅券等届出書 署名または記名押印 保健福祉部生活環境課

旅券事務の各種申請 旅券申請同意書 署名または記名押印 保健福祉部生活環境課

旅券事務の各種申請 紛失届同意書 署名または記名押印 保健福祉部生活環境課

旅券事務の各種申請 事情説明書（損傷） 署名または記名押印 保健福祉部生活環境課



行政手続名等 申請書等の名称 見直し後の手続 手続担当課 特記事項

旅券事務の各種申請 事情説明書（紛焼失） 署名または記名押印 保健福祉部生活環境課

旅券事務の各種申請 本人確認の書類に関する確約書 署名または記名押印 保健福祉部生活環境課

旅券事務の各種申請 未交付失効旅券届出書 署名または記名押印 保健福祉部生活環境課

旅券事務の各種申請 一般旅券発給申請取り下げ申出 署名または記名押印 保健福祉部生活環境課

旅券事務の各種申請
非ヘボン式ローマ字氏名表記等申

出書
署名または記名押印 保健福祉部生活環境課

住民基本台帳法における支援措置 支援措置申出書 署名または記名押印 保健福祉部生活環境課

外国人事務の各種申請届 特別永住許可申請書 署名または記名押印 保健福祉部生活環境課

外国人事務の各種申請届 住居地届出書（第６条関係） 署名または記名押印 保健福祉部生活環境課

外国人事務の各種申請届
特別永住者証明書記載事項変更届

出書
署名または記名押印 保健福祉部生活環境課

外国人事務の各種申請届
特別永住者証明書有効期間更新申

請書
署名または記名押印 保健福祉部生活環境課

外国人事務の各種申請届
特別永住者証明書再交付申請書

（紛失再交付）
署名または記名押印 保健福祉部生活環境課

外国人事務の各種申請届
特別永住者証明書再交付申請書

（汚損等再交付）
署名または記名押印 保健福祉部生活環境課

外国人事務の各種申請届
特別永住者証明書再交付申請書

（交換希望）
署名または記名押印 保健福祉部生活環境課

外国人事務の各種申請届
特別永住者証明書交付申請書（み

なし外登証からの切替）
署名または記名押印 保健福祉部生活環境課

外国人事務の各種申請届 特別永住者証明書交付申請書 署名または記名押印 保健福祉部生活環境課

外国人事務の各種申請届 住居地届出書（第２３条関係） 署名または記名押印 保健福祉部生活環境課

外国人事務の各種申請届
住居地届出書（第１９条の８関

係）
署名または記名押印 保健福祉部生活環境課

印鑑登録事務の各種申請届 印鑑登録申請書 記名のみ 保健福祉部生活環境課 登録印鑑欄のみ実印押印が必要

印鑑登録事務の各種申請届 照会書・回答書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

印鑑登録事務の各種申請届 印鑑登録証引換交付申請書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

印鑑登録事務の各種申請届 印鑑登録証受領書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

印鑑登録事務の各種申請届 印鑑登録証亡失届 記名のみ 保健福祉部生活環境課



行政手続名等 申請書等の名称 見直し後の手続 手続担当課 特記事項

印鑑登録事務の各種申請届 印鑑登録原票登録事項変更届 記名のみ 保健福祉部生活環境課

印鑑登録事務の各種申請届 印鑑登録廃止申請書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

印鑑登録事務の各種申請届 代理兼授与通知書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

戸籍事務の各種申請届 戸籍証明書等の請求書 署名または記名押印 保健福祉部生活環境課

戸籍事務の各種申請届
戸籍証明書等の請求書（郵送によ

る）
署名または記名押印 保健福祉部生活環境課

戸籍・住民基本台帳事務の各種申請届 委任状 署名または記名押印 保健福祉部生活環境課

住民基本台帳事務の各種申請届 住民票等の請求書 署名または記名押印 保健福祉部生活環境課

住民基本台帳事務の各種申請届 広域交付住民票申請書 署名または記名押印 保健福祉部生活環境課

住民基本台帳事務の各種申請届 住民異動届 署名または記名押印 保健福祉部生活環境課

住民基本台帳事務の各種申請届 旧氏記載請求書 署名または記名押印 保健福祉部生活環境課

住民基本台帳事務の各種申請届 旧氏変更請求書 署名または記名押印 保健福祉部生活環境課

住民基本台帳事務の各種申請届 旧氏削除請求書 署名または記名押印 保健福祉部生活環境課

住民基本台帳事務の各種申請届 通称記載申出書 署名または記名押印 保健福祉部生活環境課

住民基本台帳事務の各種申請届 転出証明書交付請求書 署名または記名押印 保健福祉部生活環境課

本籍・住所に関する証明 不在籍証明願・不在住証明願 記名のみ 保健福祉部生活環境課

住所に関する証明
住所表示変更証明書（住居表示、

字名地番改正）
記名のみ 保健福祉部生活環境課

国保第三者行為求償事務手続
第三者行為による被害届兼負傷原

因回答書
署名または記名押印 保健福祉部生活環境課

国保第三者行為求償事務手続 念書兼同意書 署名または記名押印 保健福祉部生活環境課

国保介護保険適用除外該当・非該当届出
介護保険適用除外該当・非該当届

出書
記名のみ 保健福祉部生活環境課

国保各種手続 委任状 記名のみ 保健福祉部生活環境課

国保擬主変更届 擬制世帯主変更届 記名のみ 保健福祉部生活環境課

国保限度額証申請
国民健康保険限度額適用等認定申

請書
記名のみ 保健福祉部生活環境課



行政手続名等 申請書等の名称 見直し後の手続 手続担当課 特記事項

国保高額介護合算療養費申請
高額介護合算療養費等支給申請書

兼自己負担額証明書交付申請書
記名のみ 保健福祉部生活環境課

国保高額療養費申請
国民健康保険高額療養費支給申請

書
記名のみ 保健福祉部生活環境課

国保高額療養費申請
国民健康保険一部負担金支払誓約

書・高額療養費に関する同意書
記名のみ 保健福祉部生活環境課

国保公費負担受診届出 公費負担医療等受診に係る届出書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

国保資格異動届出
住民異動届連絡票（住民Ｇ様式含

む）
記名のみ 保健福祉部生活環境課

国保資格証手続 資格証明書交付簿 記名のみ 保健福祉部生活環境課

国保柔整調査 施術内容に関する回答書（柔整） 記名のみ 保健福祉部生活環境課

国保住特・マル遠該当・非該当届出

国民健康保険法第１１６条の２適

用・非適用届出書（住所地特例・

マル遠）

記名のみ 保健福祉部生活環境課

国保税減免申請 国民健康保険税減免申請書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

国保税減免申請（コロナ）
新型コロナウイルス感染症の影響

による国民健康保険税減免申請書
記名のみ 保健福祉部生活環境課

国保第三者行為求償事務手続
負傷原因照会書（第三者行為求償

事務）
記名のみ 保健福祉部生活環境課

国保短期証交付手続 短期被保険者証交付簿 記名のみ 保健福祉部生活環境課

国保特定疾病申請 国民健康保険特定疾病認定申請書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

国保特別事情届出 特別の事情に関する届出書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

国保特別事情届出 特別の事情に関する届出書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

国保被保険者証再交付申請
国民健康保険被保険者証再交付申

請書
記名のみ 保健福祉部生活環境課

一部負担金減免猶予申請
国民健康保険一部負担金減・免・

猶予申請書
記名のみ 保健福祉部生活環境課

一部負担金減免猶予申請 収入状況申告書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

一部負担金減免猶予申請 給与証明書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

一部負担金減免猶予申請 収入（無収入）申告書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

国保負担割合変更（3割→2割）申請
国民健康保険基準収入額適用申請

書
記名のみ 保健福祉部生活環境課

国保マル学該当・非該当届出
国民健康保険法第１１６条該当・

非該当届出書（マル学）
記名のみ 保健福祉部生活環境課



行政手続名等 申請書等の名称 見直し後の手続 手続担当課 特記事項

国保療養費申請
国民健康保険特別療養費支給申請

書
記名のみ 保健福祉部生活環境課

国保療養費申請
国民健康保険食事療養費標準負担

額減額差額支給申請書
記名のみ 保健福祉部生活環境課

国保療養費申請（保険者間調整） 療養費申請書（保険者間調整） 記名のみ 保健福祉部生活環境課

国保療養費申請（保険者間調整）

国民健康保険資格喪失後受診に伴

う返納金精算に係る同意書（兼委

任状）

記名のみ 保健福祉部生活環境課

国保高額療養費（外来年間合算）申請

国民健康保険高額療養費（外来年

間合算）支給申請書兼自己負担額

証明書交付申請書

記名のみ 保健福祉部生活環境課

退職本人・退職家族届出 退職被保険者・被扶養者届出書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

国保出産育児一時金申請
国民健康保険出産育児一時金支給

申請書
記名のみ 保健福祉部生活環境課

国保傷病手当金申請
国民健康保険傷病手当金支給申請

書
記名のみ 保健福祉部生活環境課

国保葬祭費申請 国民健康保険葬祭費支給申請書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

国保高額療養費申請 国民健康保険高額療養費領収書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

国保療養費申請 国民健康保険特別療養費領収書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

浄化槽設置等の手続 使用開始報告書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

浄化槽設置等の手続 管理者変更報告書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

浄化槽設置等の手続 使用廃止届出書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

浄化槽設置等の手続 技術管理者変更報告書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

浄化槽設置等の手続
浄化槽確認申請(計画通知)設計概

要書
記名のみ 保健福祉部生活環境課

浄化槽設置等の手続 設置届出書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

浄化槽設置等の手続 変更届出書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

合併処理浄化槽設置補助金の申請
合併処理浄化槽設置補助金変更承

認申請書
記名のみ 保健福祉部生活環境課

合併処理浄化槽設置補助金の申請 合併処理浄化槽設置補助金請求書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

ゴミステーション設置補助金の申請
ごみステーション等補助金交付申

請書
署名または記名押印 保健福祉部生活環境課

ゴミステーション設置補助金の申請 ごみステーション等設置報告書 記名のみ 保健福祉部生活環境課



行政手続名等 申請書等の名称 見直し後の手続 手続担当課 特記事項

町指定ごみ袋等取扱に関する手続き 指定ごみ袋等取扱店指定申請書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

町指定ごみ袋等取扱に関する手続き
指定ごみ袋等取扱店変更・休止・

廃止届
記名のみ 保健福祉部生活環境課

廃棄物の処理及び清掃に関する手続 収集運搬手数料減免申請書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

廃棄物の処理及び清掃に関する手続 指定ごみ袋等返還申請書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

廃棄物の処理及び清掃に関する手続 一般廃棄物処理業許可申請書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

廃棄物の処理及び清掃に関する手続 一般廃棄物処理業許可更新申請書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

廃棄物の処理及び清掃に関する手続 許可証再交付申請書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

廃棄物の処理及び清掃に関する手続 変更許可申請書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

廃棄物の処理及び清掃に関する手続 事業廃止届 記名のみ 保健福祉部生活環境課

リサイクル活動奨励金の申請 資源回収実施団体登録申請書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

リサイクル活動奨励金の申請 資源回収（売渡）実績報告書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

リサイクル活動奨励金の申請 資源回収自動車使用証明書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

リサイクル活動奨励金の申請 資源回収実施団体登録変更届 記名のみ 保健福祉部生活環境課

リサイクル活動奨励金の申請 資源回収実施団体廃止届 記名のみ 保健福祉部生活環境課

畜犬の手続 犬の登録申請書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

畜犬の手続 犬の鑑札再交付申請書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

畜犬の手続 犬の登録事項変更届 記名のみ 保健福祉部生活環境課

畜犬の手続 犬の注射済票再交付申請書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

畜犬の手続 畜犬の加害届 記名のみ 保健福祉部生活環境課

畜犬の手続 犬による被害届 記名のみ 保健福祉部生活環境課

畜犬の手続 畜犬の係留除外許可申請書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

蜂駆除補助金の申請 蜂駆除費用補助金交付申請書 記名のみ 保健福祉部生活環境課



行政手続名等 申請書等の名称 見直し後の手続 手続担当課 特記事項

騒音・振動規制法に係る手続 設置届出書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

騒音・振動規制法に係る手続 使用届出書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

騒音・振動規制法に係る手続 数変更届出書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

騒音・振動規制法に係る手続 防止方法変更届出書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

騒音・振動規制法に係る手続 氏名等変更届出書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

騒音・振動規制法に係る手続 使用施設全廃届出書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

騒音・振動規制法に係る手続 承継届出書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

騒音・振動規制法に係る手続 特定建設作業届出書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

空家バンクの利用手続き 新ひだか町空家バンク登録申請書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

空家バンクの利用手続き
新ひだか町空家バンク物件登録変

更届
記名のみ 保健福祉部生活環境課

空家バンクの利用手続き
新ひだか町空家バンク物件登録抹

消届
記名のみ 保健福祉部生活環境課

空家バンクの利用手続き 新ひだか町空家バンク利用申込書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

空家バンクの利用手続き
新ひだか町空家バンク利用申込誓

約書
記名のみ 保健福祉部生活環境課

空家バンクの利用手続き
新ひだか町空家バンク登録物件交

渉結果報告書
記名のみ 保健福祉部生活環境課

空家バンクの媒介手続き
空家バンク協力宅建業者登録申請

書
記名のみ 保健福祉部生活環境課

空家バンクの媒介手続き
空家バンク協力宅建業者登録完了

通知書
記名のみ 保健福祉部生活環境課

空家バンクの媒介手続き
空家バンク協力宅建業者登録事項

変更届出書
記名のみ 保健福祉部生活環境課

空家バンクの媒介手続き
空家バンク協力宅建業者登録取消

届出書
記名のみ 保健福祉部生活環境課

環境サポーターの申請 環境サポーター事業参加申込書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

環境サポーターの申請 環境サポーター事業異動届 記名のみ 保健福祉部生活環境課

火葬の手続
死体埋火葬･火葬場使用許可申請

書
記名のみ 保健福祉部生活環境課

火葬の手続
死胎埋火葬･火葬場使用許可申請

書
記名のみ 保健福祉部生活環境課



行政手続名等 申請書等の名称 見直し後の手続 手続担当課 特記事項

火葬の手続 改葬・火葬場使用許可申請書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

火葬の手続
火葬場使用許可申請書(身体の一

部)
記名のみ 保健福祉部生活環境課

火葬の手続
火葬場使用許可申請書(胞衣産褥

物等)
記名のみ 保健福祉部生活環境課

火葬の手続 死体埋火葬･火葬場使用許可書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

火葬の手続 死胎埋火葬･火葬場使用許可書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

火葬の手続 改葬・火葬場使用許可書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

火葬の手続 火葬場使用許可書(身体の一部) 記名のみ 保健福祉部生活環境課

火葬の手続 火葬場使用許可書(胞衣産褥物等) 記名のみ 保健福祉部生活環境課

火葬の手続 火葬場使用料減免申請書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

墓地利用の手続 墓地使用許可申請書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

墓地利用の手続 合葬墓使用許可申請書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

墓地利用の手続 施設等工事施工届 記名のみ 保健福祉部生活環境課

墓地利用の手続 墓地･合葬墓使用料免除申請書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

墓地利用の手続 墓地使用権承継許可申請書(相続) 記名のみ 保健福祉部生活環境課

墓地利用の手続 墓地使用権移転許可申請書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

墓地利用の手続 墓地使用返還届 記名のみ 保健福祉部生活環境課

墓地利用の手続 墓地使用料還付申請書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

墓地利用の手続 墓地使用代理人選定届 記名のみ 保健福祉部生活環境課

墓地利用の手続 誓約書（原状回復後返還） 署名または記名押印 保健福祉部生活環境課

墓地利用の手続 埋蔵等届出書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

墓地利用の手続 使用許可書の再交付願 記名のみ 保健福祉部生活環境課

墓地利用の手続 改葬許可申請書 記名のみ 保健福祉部生活環境課



行政手続名等 申請書等の名称 見直し後の手続 手続担当課 特記事項

墓地利用の手続 分骨証明申請書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

墓地利用の手続 埋蔵証明申請書 記名のみ 保健福祉部生活環境課

基本健康診査対象の資格手続き 同意書 署名または記名押印 保健福祉部健康推進課

風しん抗体検査費用助成金交付申請書
新ひだか町風しん抗体検査費用助

成金交付申請書
記名のみ 保健福祉部健康推進課

妊婦健診交通費助成申請
新ひだか町妊婦健診交通費助成金

交付申請書
記名のみ 保健福祉部健康推進課

新ひだか町新生児聴覚検査受診票 新ひだか町新生児聴覚検査受診票 記名のみ 保健福祉部健康推進課

新生児聴覚検査費助成申請（道外など提携医療機関以

外）

新ひだか町新生児聴覚検査費助成

金交付申請書
記名のみ 保健福祉部健康推進課

妊産婦健康診査費助成申請（道外など提携医療機関以

外）

新ひだか町妊産婦健診費助成金交

付申請書
記名のみ 保健福祉部健康推進課

定期予防接種（A類疾病・B類疾病）費用助成申請
新ひだか町定期予防接種助成金交

付申請書
記名のみ 保健福祉部健康推進課

定期予防接種（B類疾病）費用助成申請に伴う町税等課

税状況の確認手続き

新ひだか町定期予防接種助成金交

付申請書（下段に同意書）
記名のみ 保健福祉部健康推進課

小児インフルエンザ予防接種費用助成申請（指定医療機

関以外）

新ひだか町小児インフルエンザ予

防接種助成金交付申請書
記名のみ 保健福祉部健康推進課

医療技術者等修学資金の貸付申請手続き 医療技術者等修学資金貸付申請書 記名のみ 保健福祉部健康推進課

医療技術者等修学資金の貸付申請手続き 推薦書 署名または記名押印 保健福祉部健康推進課

医療技術者等修学資金の貸付申請手続き 家庭状況調査書兼同意書 署名または記名押印 保健福祉部健康推進課

医療技術者等修学資金の償還手続き
医療技術者等修学資金償還変更

（減免）申請書
記名のみ 保健福祉部健康推進課 保証人印のみ実印押印が必要

医療技術者等修学資金の償還手続き 医療技術者等修学資金償還届 記名のみ 保健福祉部健康推進課

医療技術者等修学資金の償還手続き
医療技術者等修学資金償還猶予申

請書
記名のみ 保健福祉部健康推進課 保証人印のみ実印押印が必要

医療技術者等修学資金の償還手続き
医療技術者等修学資金違約金免除

申請書
記名のみ 保健福祉部健康推進課 保証人印のみ実印押印が必要

医療技術者等修学資金の継続・償還手続き 変更事項届出書 記名のみ 保健福祉部健康推進課

医療技術者等修学資金の継続・償還免除手続き 現況報告書 記名のみ 保健福祉部健康推進課

医療技術者等修学資金の貸付申請手続き

新ひだか町医療技術者等修学資金

借用に係る課税台帳等の照会に対

する同意書

署名または記名押印 保健福祉部健康推進課

医療技術者等修学資金の貸付申請手続き 学業成績証明書 署名または記名押印 保健福祉部健康推進課



行政手続名等 申請書等の名称 見直し後の手続 手続担当課 特記事項

医療技術者等修学資金の貸付申請手続き 養成施設の在学証明書 署名または記名押印 保健福祉部健康推進課

医療技術者等修学資金の償還免除手続き 勤務証明書等事実を証明する書類 署名または記名押印 保健福祉部健康推進課

医師研究研修資金の貸付申請手続き 医師研究研修資金貸付申請書 記名のみ 保健福祉部健康推進課

医師研究研修資金の貸付償還手続き
医師研究研修資金償還変更（減

免）申請書
記名のみ 保健福祉部健康推進課

医師研究研修資金の貸付償還手続き 医師研究研修資金償還届 記名のみ 保健福祉部健康推進課

医師研究研修資金の貸付申請手続き 医師研究研修資金償還猶予申請書 記名のみ 保健福祉部健康推進課

医師研究研修資金の貸付違約金手続き
医師研究研修資金違約金免除申請

書
記名のみ 保健福祉部健康推進課

医師研究研修資金の貸付申請手続き 変更事項届出書 記名のみ 保健福祉部健康推進課

医師研究研修資金の貸付申請手続き 推薦書 署名または記名押印 保健福祉部健康推進課

医師研究研修資金の貸付申請手続き
研究研修施設に受け入れが決定し

ていることを証する書類
署名または記名押印 保健福祉部健康推進課

医師研究研修資金の貸付申請手続き 履歴書 記名のみ 保健福祉部健康推進課

介護サービス提供基盤等整備事業費補助金の交付申請 補助金交付申請書 署名または記名押印 保健福祉部健康推進課

介護サービス提供基盤等整備事業費補助金の交付申請 補助金概算払請求書 記名のみ 保健福祉部健康推進課

介護サービス提供基盤等整備事業費補助金の交付申請 補助事業変更承認申請書 記名のみ 保健福祉部健康推進課

介護サービス提供基盤等整備事業費補助金の交付申請 補助事業中止（廃止）承認申請書 記名のみ 保健福祉部健康推進課

介護サービス提供基盤等整備事業費補助金の交付申請 補助金実績報告書 記名のみ 保健福祉部健康推進課

介護サービス提供基盤等整備事業費補助金の交付申請
消費税及び地方消費税に係る仕入

れ控除税額報告書
記名のみ 保健福祉部健康推進課

介護マーク配布事業の利用申請
新ひだか町介護マーク配布事業利

用申請書（個人用）
記名のみ 保健福祉部健康推進課

介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント契約に係る

申請

介護予防支援及び介護予防ケアマ

ネジメント契約における個人情報

使用同意書

署名または記名押印 保健福祉部健康推進課

介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント契約に係る

申請

介護予防支援及び介護予防ケアマ

ネジメント契約における業務委託

の同意書

記名のみ 保健福祉部健康推進課

介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント契約に係る

申請

介護予防支援及び介護予防ケアマ

ネジメント依頼（変更）届出書
記名のみ 保健福祉部健康推進課

家族介護用品支給事業の利用申請 家族介護用品支給申請書 署名または記名押印 保健福祉部健康推進課



行政手続名等 申請書等の名称 見直し後の手続 手続担当課 特記事項

家族介護用品支給事業の利用申請 同意書 署名または記名押印 保健福祉部健康推進課

家族介護用品支給の受領 家族介護用品給付券 記名のみ 保健福祉部健康推進課

家族介護用品支給事業に係る請求書
家族介護用品支給実績報告書兼領

収書
記名のみ 保健福祉部健康推進課

家族介護用品支給事業の利用申請 家族介護用品支給決定内容変更届 記名のみ 保健福祉部健康推進課

家族介護用品支給事業の喪失手続き 家族介護用品支給要件喪失届 記名のみ 保健福祉部健康推進課

権利擁護支援事業補助金の申請 補助金交付申請書 署名または記名押印 保健福祉部健康推進課

権利擁護支援事業補助金の申請 補助事業変更等承認申請書 記名のみ 保健福祉部健康推進課

権利擁護支援事業補助金の申請 補助事業実績報告書 記名のみ 保健福祉部健康推進課

高齢者緊急保護事業の利用申請
新ひだか町高齢者緊急保護事業利

用申請書
署名または記名押印 保健福祉部健康推進課

新ひだか町障害者控除対象者認定の申請 障害者控除対象者認定申請書 記名のみ 保健福祉部健康推進課
同意欄については署名または記名押

印が必要

新ひだか町障害者控除対象者認定の申請
障害者控除対象者認定に係る変更

等届出書
記名のみ 保健福祉部健康推進課

同意欄については署名または記名押

印が必要

生活援助員派遣事業の利用申請 同意書 記名のみ 保健福祉部健康推進課

成年後見制度利用支援事業の申請
成年後見制度利用支援事業助成金

交付申請書
署名または記名押印 保健福祉部健康推進課

地域介護・福祉空間整備等事業補助金の申請
地域介護・福祉空間整備等事業補

助金交付申請書
署名または記名押印 保健福祉部健康推進課

地域介護・福祉空間整備等事業補助金の申請
地域介護・福祉空間整備等事業補

助金概算払申請書
記名のみ 保健福祉部健康推進課

地域介護・福祉空間整備等事業補助金の申請
地域介護・福祉空間整備等事業補

助金変更申請書
記名のみ 保健福祉部健康推進課

地域介護・福祉空間整備等事業補助金の申請
地域介護・福祉空間整備等事業補

助金実績報告書
記名のみ 保健福祉部健康推進課

認知症カフェ運営事業補助金の申請
新ひだか町認知症カフェ運営事業

補助金交付申請書
署名または記名押印 保健福祉部健康推進課

認知症カフェ運営事業補助金の申請
新ひだか町認知症カフェ運営事業

補助金概算払申請書
記名のみ 保健福祉部健康推進課

認知症カフェ運営事業補助金の申請
新ひだか町認知症カフェ運営事業

補助金変更承認申請書
記名のみ 保健福祉部健康推進課

認知症カフェ運営事業補助金の申請
新ひだか町認知症カフェ運営事業

補助金実績報告書
記名のみ 保健福祉部健康推進課

福祉人材育成支援事業の助成申請
福祉人材育成支援事業助成金交付

申請書
記名のみ 保健福祉部健康推進課



行政手続名等 申請書等の名称 見直し後の手続 手続担当課 特記事項

福祉人材育成支援事業の助成申請 同意書（納税状況等閲覧） 署名または記名押印 保健福祉部健康推進課

児童通所サービスの支給申請 相談支援給付費支給申請書 署名または記名押印 保健福祉部健康推進課

児童通所サービスの支給申請 障害児通所給付費支給申請書 署名または記名押印 保健福祉部健康推進課

児童通所サービスの支給申請 収入状況申告書 記名のみ 保健福祉部健康推進課

移送費の支給申請 支給申請書 記名のみ 保健福祉部健康推進課

移送費の支給申請 証明書 署名または記名押印 保健福祉部健康推進課

治療用補装具費の支給申請 支給申請書 記名のみ 保健福祉部健康推進課

治療用補装具費の支給申請 証明書 署名または記名押印 保健福祉部健康推進課

児童相談所への依頼に係る同意 同意書 署名または記名押印 保健福祉部健康推進課

身体障がい者補装具の支給申請 申請書 署名または記名押印 保健福祉部健康推進課

身体障がい者補装具の支給申請 見積書 記名のみ 保健福祉部健康推進課

身体障がい者補装具の支給申請 医師意見書 署名または記名押印 保健福祉部健康推進課

身体障がい者補装具の支給申請 支給券（申請者押印） 記名のみ 保健福祉部健康推進課

身体障がい者補装具の支給申請 支給券（事業者押印） 記名のみ 保健福祉部健康推進課

身体障がい者補装具の支給申請 請求書 記名のみ 保健福祉部健康推進課

障害福祉サービスの支給申請 自立支援給付等支給申請書 署名または記名押印 保健福祉部健康推進課

障害福祉サービスの支給申請 同意書 署名または記名押印 保健福祉部健康推進課

障害福祉サービスの支給申請 相談支援給付費支給申請書 署名または記名押印 保健福祉部健康推進課

障害福祉サービスの支給申請 収入状況申告書 記名のみ 保健福祉部健康推進課

障がい福祉サービス措置等費用の免除申請
新ひだか町障害福祉サービス等措

置費用徴収額減額・免除申請書
記名のみ 保健福祉部健康推進課

障害支援区分認定調査に係る医師意見書 医師意見書 署名または記名押印 保健福祉部健康推進課

障害支援区分認定調査に係る委託契約 従事者報告書 記名のみ 保健福祉部健康推進課



行政手続名等 申請書等の名称 見直し後の手続 手続担当課 特記事項

腎臓機能障害者通院交通費補助金の交付申請 課税公簿等閲覧同意書 署名または記名押印 保健福祉部健康推進課

自立支援医療（更生医療）の変更 記載事項変更届 記名のみ 保健福祉部健康推進課

自立支援医療（更生医療）の更新 治療継続確認証明書 署名または記名押印 保健福祉部健康推進課

自立支援医療（更生医療）の支給申請・更新 支給認定申請書 記名のみ 保健福祉部健康推進課

自立支援医療（更生医療）の支給申請・更新 意見書 署名または記名押印 保健福祉部健康推進課

自立支援医療（育成医療）の支給申請 意見書 署名または記名押印 保健福祉部健康推進課

基準該当障害福祉サービス事業所の登録
基準該当障害福祉サービス事業所

登録申請書
記名のみ 保健福祉部健康推進課

高額障害福祉サービスの支給申請 高額障害福祉サービス支給申請書 記名のみ 保健福祉部健康推進課

身体障害者移送サービスの利用申請 利用申請書 署名または記名押印 保健福祉部健康推進課

特定相談支援事業者及び障害児相談支援事業者の指定申

請

指定特定相談支援事業所

指定障がい児相談支援事業所指定

申請書

記名のみ 保健福祉部健康推進課

特定相談支援事業者及び障害児相談支援事業者の変更申

請
変更届出書 記名のみ 保健福祉部健康推進課

特定相談支援事業者及び障害児相談支援事業者の廃止等 廃止・休止・再開届出書 記名のみ 保健福祉部健康推進課

日常生活用具の支給申請
重度障がい者等日常生活用具給付

等申請書
署名または記名押印 保健福祉部健康推進課

日常生活用具の支給申請
重度障がい者等日常生活用具給付

券
記名のみ 保健福祉部健康推進課

福祉ハイヤー利用券の交付申請 利用申請書 署名または記名押印 保健福祉部健康推進課

重度心身障害者日中活動支援事業費補助金の交付申請 交付申請書 署名または記名押印 保健福祉部健康推進課

重度心身障害者日中活動支援事業費補助金の概算払申請 概算払申請書 記名のみ 保健福祉部健康推進課

重度心身障害者日中活動支援事業費補助金の変更申請 変更承認申請書 記名のみ 保健福祉部健康推進課

重度心身障害者日中活動支援事業費補助金の実績報告 実績報告書 記名のみ 保健福祉部健康推進課

身体障がい者用自動車改造費助成事業の申請
重度身体障がい者用自動車改造費

助成申請書
署名または記名押印 保健福祉部健康推進課

身体障がい者用自動車改造費助成事業の変更
重度身体障がい者用自動車改造費

助成変更申請書
記名のみ 保健福祉部健康推進課

身体障がい者用自動車改造費助成事業の完了報告
重度身体障がい者用自動車改造完

了報告書
記名のみ 保健福祉部健康推進課



行政手続名等 申請書等の名称 見直し後の手続 手続担当課 特記事項

地域生活支援事業所の指定申請
障がい者等地域生活支援事業者指

定申請書
記名のみ 保健福祉部健康推進課

地域生活支援事業所の変更・廃止
障がい者等地域生活支援事業者変

更・廃止届
記名のみ 保健福祉部健康推進課

地域生活支援事業費の請求
障がい者等地域生活支援事業者請

求書
記名のみ 保健福祉部健康推進課

地域活動センターの指定申請
地域活動支援センター事業実施者

指定申請書
記名のみ 保健福祉部健康推進課

地域活動センターの変更申請
地域活動支援センター事業内容変

更申請書
記名のみ 保健福祉部健康推進課

児童発達支援利用者負担金の申請 児童発達支援利用者助成金申請書 署名または記名押印 保健福祉部健康推進課

児童発達支援利用者負担金の申請 委任状 記名のみ 保健福祉部健康推進課

常時介護証明書の発行 自動車運行計画書 記名のみ 保健福祉部健康推進課

常時介護証明書の発行 誓約書 記名のみ 保健福祉部健康推進課

身体障害者手帳記載事項証明書 交付申請書 記名のみ 保健福祉部健康推進課

軽度・中等度難聴児の補聴器購入費の助成申請
新ひだか町軽度・中等度難聴児補

聴器購入費等助成事業医師意見書
署名または記名押印 保健福祉部健康推進課

軽度・中等度難聴児の補聴器購入費の助成申請
新ひだか町軽度・中等度難聴児補

聴器購入費等助成金交付券
記名のみ 保健福祉部健康推進課

軽度・中等度難聴児の補聴器購入費の助成申請
新ひだか町軽度・中等度難聴児補

聴器購入費等助成金請求書
記名のみ 保健福祉部健康推進課

生活支援ハウスきずなの利用申込 利用申込書 記名のみ 保健福祉部健康推進課

生活支援ハウスきずなの利用申込 収入申告書 記名のみ 保健福祉部健康推進課

生活支援ハウスきずなの利用申込 利用料等減免申請書 記名のみ 保健福祉部健康推進課

生活支援ハウスきずなの退去手続き 退去届 記名のみ 保健福祉部健康推進課

生活支援ハウスきずなの指定管理運営手続き 修繕報告 記名のみ 保健福祉部健康推進課

生活支援ハウスきずなの指定管理運営手続き 保険加入報告 記名のみ 保健福祉部健康推進課

生活支援ハウスきずなの指定管理運営手続き 業務処理責任者等通知書 記名のみ 保健福祉部健康推進課

生活支援ハウスきずなの指定管理運営手続き 事業計画書 記名のみ 保健福祉部健康推進課

生活支援ハウスきずなの指定管理運営手続き 事業報告書 記名のみ 保健福祉部健康推進課



行政手続名等 申請書等の名称 見直し後の手続 手続担当課 特記事項

生活支援ハウスきずなの指定管理運営手続き 指定管理取消の申し出 記名のみ 保健福祉部健康推進課

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰあざみ・なごみ指定管理運営手続き 修繕報告 記名のみ 保健福祉部健康推進課

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰあざみ・なごみ指定管理運営手続き 保険加入報告 記名のみ 保健福祉部健康推進課

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰあざみ・なごみ指定管理運営手続き 業務処理責任者等通知書 記名のみ 保健福祉部健康推進課

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰあざみ・なごみ指定管理運営手続き 事業計画書 記名のみ 保健福祉部健康推進課

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰあざみ・なごみ指定管理運営手続き 事業報告書 記名のみ 保健福祉部健康推進課

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰあざみ・なごみ指定管理運営手続き 指定管理取消の申し出 記名のみ 保健福祉部健康推進課

ケアハウスの利用申込 利用申込書 記名のみ
保健福祉部健康推進課

（ケアハウス）

ケアハウス利用料算定のための収入申告 収入申告書 記名のみ
保健福祉部健康推進課

（ケアハウス）

ケアハウス利用等減免の申請 利用料等減免申請書 署名または記名押印
保健福祉部健康推進課

（ケアハウス）

ケアハウス退去の申請 退去届 記名のみ
保健福祉部健康推進課

（ケアハウス）

ケアハウス体験入所の申請 ケアハウス体験入所申請書 記名のみ
保健福祉部健康推進課

（ケアハウス）

利用者負担金等の減免申請 利用者負担金等減免申請書 署名または記名押印

保健福祉部健康推進課

（デイサービスセンターみ

ついし）

入院手続き 入院申込書 記名のみ 保健福祉部町立病院

入院手続き 入院診療計画書 記名のみ 保健福祉部町立病院

特別室の入室申込み 特別室入室申込書 記名のみ 保健福祉部町立病院

家族の付添申込み 家族付添申請書 記名のみ 保健福祉部町立病院

患者の外出・外泊許可申込み 患者外出・外泊許可願 記名のみ 保健福祉部町立病院

病衣の利用申込み 病衣利用申込書 記名のみ 保健福祉部町立病院

病院使用料及び手数料等の減免申請 病院事業使用料等減免申請書 記名のみ 保健福祉部町立病院

過誤納金還付金の領収書 過誤納金還付金領収書 記名のみ 保健福祉部町立病院

院内保育所の入所申請 院内保育所入所健康診断書 署名または記名押印 保健福祉部町立病院



行政手続名等 申請書等の名称 見直し後の手続 手続担当課 特記事項

院内保育所の入所申請 院内保育所入所申込書 記名のみ 保健福祉部町立病院

院内保育所の入所申請 家庭状況調査表 記名のみ 保健福祉部町立病院

院内保育所の退所申請 院内保育所退所届 記名のみ 保健福祉部町立病院

請負工事契約諸届 工事関係諸様式 署名または記名押印 産業建設部建設課

工事書類 工事関係諸様式 署名または記名押印 産業建設部建設課

工事完成届 工事関係諸様式 署名または記名押印 産業建設部建設課

北海道建設部測量調査業務等共通仕様書にかかる委託業

務契約諸届
委託業務関係諸様式 署名または記名押印 産業建設部建設課

北海道建設部測量調査業務等共通仕様書にかかる委託業

務書類
委託業務関係諸様式 署名または記名押印 産業建設部建設課

北海道建設部測量調査業務等共通仕様書にかかる完了届 委託業務関係諸様式 署名または記名押印 産業建設部建設課

道路占用の許可 道路占用許可申請書 記名のみ 産業建設部建設課

工事施工の承認（道路） 工事施工申請書 記名のみ 産業建設部建設課

工事施工の承認（河川） 河川工事等施工承認申請書 記名のみ 産業建設部建設課

河川占用の許可 許可申請書 記名のみ 産業建設部建設課

優良宅地認定の手続 優良宅地認定申請書 記名のみ 産業建設部建設課

町営住宅入居申込の手続 町営住宅入居申込書 記名のみ 産業建設部建設課

町営住宅同居承認の申請 町営住宅同居承認申請書 記名のみ 産業建設部建設課

町営住宅入居承継の申請 町営住宅入居承継承認申請書 記名のみ 産業建設部建設課

収入申告の手続 収入申告書 記名のみ 産業建設部建設課

収入更正の手続 意見申出書 記名のみ 産業建設部建設課

家賃及び敷金の減免又は徴収猶予の申請
家賃（敷金）減免・徴収猶予申請

書
記名のみ 産業建設部建設課

家賃及び敷金の減免又は徴収猶予の申請 減免・徴収猶予収入申告書 記名のみ 産業建設部建設課

町営住宅目的外使用の申請 町営住宅目的外使用承認申請書 記名のみ 産業建設部建設課



行政手続名等 申請書等の名称 見直し後の手続 手続担当課 特記事項

町営住宅の模様替又は増築の申請 町営住宅模様替・増築承認申請書 記名のみ 産業建設部建設課

新たに整備される町営住宅への入居手続
町営住宅の建替による新たな住宅

への入居希望申出書
記名のみ 産業建設部建設課

町営住宅駐車場の使用申込手続 町営住宅駐車場使用許可申請書 記名のみ 産業建設部建設課

町営住宅駐車場返還の手続 町営住宅駐車場返還届 記名のみ 産業建設部建設課

町営住宅長期間不使用の手続 町営住宅長期不使用届 記名のみ 産業建設部建設課

町営住宅の同居者異動手続 町営住宅同居者異動届 記名のみ 産業建設部建設課

町営住宅の退去手続 町営住宅退去届 記名のみ 産業建設部建設課

町営住宅管理人による修繕の申請 町営住宅修繕願 記名のみ 産業建設部建設課

特定公共賃貸住宅入居申込の手続 特定公共賃貸住宅入居申込書 記名のみ 産業建設部建設課

特定公共賃貸住宅の同居者異動手続 特定公共賃貸住宅入居者異動届 記名のみ 産業建設部建設課

特定公共賃貸住宅家賃の減額申請 特定公共賃貸住宅家賃減額申請書 記名のみ 産業建設部建設課

特定公共賃貸住宅家賃の減額申請 収入申告書 記名のみ 産業建設部建設課

特定公共賃貸住宅家賃の減額申請 給与証明書 記名のみ 産業建設部建設課

特定公共賃貸住宅立退きの届出
特定公共賃貸住宅立退届・敷金返

還請求書
記名のみ 産業建設部建設課

特定公共賃貸住宅の入居承継手続
特定公共賃貸住宅入居承継許可申

請書
記名のみ 産業建設部建設課

建築物の新築等届出 建築物の新築等届出書 記名のみ 産業建設部建設課

住居番号の変更等届出 住居番号の変更等届出書 記名のみ 産業建設部建設課

応援ギフトの発行申請
新ひだか町新築マイホーム取得応

援ギフト発行申請書
記名のみ 産業建設部建設課

応援ギフトの発行申請 調査等同意書 記名のみ 産業建設部建設課

応援ギフトの発行申請 委任状 署名または記名押印 産業建設部建設課

新ひだか町まちなか居住補助金の交付申請 まちなか居住補助金交付申請書 記名のみ 産業建設部建設課

新ひだか町まちなか居住補助金の交付申請 調査等同意書 記名のみ 産業建設部建設課



行政手続名等 申請書等の名称 見直し後の手続 手続担当課 特記事項

新ひだか町空家居住補助金の交付申請 空家居住補助金交付申請書 記名のみ 産業建設部建設課

新ひだか町空家居住補助金の交付申請 調査等同意書 記名のみ 産業建設部建設課

給水装置工事の申込手続 給水装置工事申込書 署名または記名押印 産業建設部上下水道課

給水装置工事の変更手続 給水装置工事変更届 署名または記名押印 産業建設部上下水道課

修繕手続 修繕票 記名のみ 産業建設部上下水道課

工事の施工手続 設計審査申請書 記名のみ 産業建設部上下水道課

工事の施工手続 竣工検査申請書 記名のみ 産業建設部上下水道課

利害関係人の同意手続 給水管所有者分岐同意書 署名または記名押印 産業建設部上下水道課

利害関係人の同意手続 土地家屋使用承諾書 署名または記名押印 産業建設部上下水道課

給水の申込手続
給水装置使用者代理人選定(変更)

届
記名のみ 産業建設部上下水道課

給水の申込手続
給水装置所有者代理人選定(変更)

届
記名のみ 産業建設部上下水道課

給水の申込手続
給水装置所有者代理人選定(変更)

届
記名のみ 産業建設部上下水道課

メーターの損害弁償手続 メーター亡失(き損)届 記名のみ 産業建設部上下水道課

給水装置用途変更手続 給水装置用途変更届 署名または記名押印 産業建設部上下水道課

給水装置所有者変更手続 給水装置所有者変更届 記名のみ 産業建設部上下水道課

給水装置・水質検査請求手続 給水装置・水質検査請求書 記名のみ 産業建設部上下水道課

水道事業納付金減免申請手続 水道事業納付金減免申請書 記名のみ 産業建設部上下水道課

水道事業納付金減免申請手続 同意書 署名または記名押印 産業建設部上下水道課

水道施設損傷事故の報告
新ひだか町水道事業配水給水等損

害復旧願書
記名のみ 産業建設部上下水道課

水道事業納付金手続 水道事業納付金減免申請書 記名のみ 産業建設部上下水道課

水道料金減免申請手続 水道料金減免申請書 記名のみ 産業建設部上下水道課

納入証明書交付申請手続
上・下水道使用料納入証明書交付

申請書
記名のみ 産業建設部上下水道課



行政手続名等 申請書等の名称 見直し後の手続 手続担当課 特記事項

排水設備等共同設置の承認申請 排水設備等共同設置承認申請書 署名または記名押印 産業建設部上下水道課

排水設備等共同設置者代表者の変更手続き
排水設備等共同設置者代表者変更

届
署名または記名押印 産業建設部上下水道課

排水設備等の確認（変更）申請 排水設備等確認（変更）申請書 記名のみ 産業建設部上下水道課

上記申請に伴う同意書 同意書 署名または記名押印 産業建設部上下水道課

排水設備等の撤去の手続 排水設備等撤去届 記名のみ 産業建設部上下水道課

排水設備等工事竣工の手続 排水設備等工事竣工届 記名のみ 産業建設部上下水道課

水質管理責任者選任の手続 水質管理責任者選任届 記名のみ 産業建設部上下水道課

除害施設設置等の手続 除害施設設置等届 記名のみ 産業建設部上下水道課

除害施設設置等完了の手続 除害施設設置等完了届 記名のみ 産業建設部上下水道課

公共下水道使用開始等の手続 公共下水道使用開始等届 記名のみ 産業建設部上下水道課

公共下水道排水設備設置義務者・使用者変更の手続
公共下水道排水設備設置義務者・

使用者変更届
記名のみ 産業建設部上下水道課

使用料算定基礎異動の手続 使用料算定基礎異動届 記名のみ 産業建設部上下水道課

管理人選定(異動)の手続 管理人選定(異動)届 記名のみ 産業建設部上下水道課

公共下水道一時使用許可申請 公共下水道一時使用許可申請書 記名のみ 産業建設部上下水道課

汚水排除水量認定基礎等申告の手続 汚水排除水量認定基礎等申告書 記名のみ 産業建設部上下水道課

制限行為（変更）許可申請 制限行為（変更）許可申請書 記名のみ 産業建設部上下水道課

暗渠の使用に係る調査申請 公共下水道敷地占用等許可申請書 記名のみ 産業建設部上下水道課

暗渠の使用に係る調査申請 暗渠の使用に係る調査申請書 記名のみ 産業建設部上下水道課

暗渠の使用(継続)許可申請 暗渠の使用(継続)許可申請書 記名のみ 産業建設部上下水道課

暗渠使用(継続)許可の手続 暗渠使用(継続)許可書 記名のみ 産業建設部上下水道課

公共下水道使用料等減免申請 公共下水道使用料等減免申請書 記名のみ 産業建設部上下水道課

公共ます取付管新設申請 公共ます取付管新設申請書 署名または記名押印 産業建設部上下水道課



行政手続名等 申請書等の名称 見直し後の手続 手続担当課 特記事項

排水設備指定工事店指定申請
排水設備指定工事店指定申請書

（新規・継続）
記名のみ 産業建設部上下水道課

専属責任技術者の名簿の手続
専属責任技術者の名簿（新規・解

除）
記名のみ 産業建設部上下水道課

責任技術者登録申請
責任技術者登録申請書（新規・更

新）
記名のみ 産業建設部上下水道課

責任技術者異動の手続 責任技術者異動届 記名のみ 産業建設部上下水道課

責任技術者証再交付申請 責任技術者証再交付申請書 記名のみ 産業建設部上下水道課

指定工事店異動の手続 指定工事店異動届 記名のみ 産業建設部上下水道課

下水道受益者申告の手続 下水道受益者申告書 署名または記名押印 産業建設部上下水道課

下水道受益者負担金徴収猶予申請
下水道受益者負担金徴収猶予申請

書
記名のみ 産業建設部上下水道課

下水道受益者負担金減免申請 下水道受益者負担金減免申請書 記名のみ 産業建設部上下水道課

下水道受益者変更の手続 下水道受益者変更届 署名または記名押印 産業建設部上下水道課

下水道受益者負担金延滞金減免申請
下水道受益者負担金延滞金減免申

請書
記名のみ 産業建設部上下水道課

下水道受益者負担金納付管理人選任の手続
下水道受益者負担金納付管理人選

任届
署名または記名押印 産業建設部上下水道課

下水道受益者（納付管理人）住所変更の手続
下水道受益者（納付管理人）住所

変更届
記名のみ 産業建設部上下水道課

下水道受益者申告の手続 下水道受益者申告書 署名または記名押印 産業建設部上下水道課

下水道受益者変更の手続 下水道受益者変更届 署名または記名押印 産業建設部上下水道課

下水道受益者分担金徴収猶予申請
下水道受益者分担金徴収猶予申請

書
記名のみ 産業建設部上下水道課

下水道受益者分担金減免申請 下水道受益者分担金減免申請書 記名のみ 産業建設部上下水道課

下水道受益者分担金延滞金減免申請
下水道受益者分担金延滞金減免申

請書
記名のみ 産業建設部上下水道課

下水道受益者分担金納付管理人選定の手続
下水道受益者分担金納付管理人選

定届
署名または記名押印 産業建設部上下水道課

下水道受益者分担金納付義務者住所等変更の手続
下水道受益者分担金納付義務者住

所等変更届
記名のみ 産業建設部上下水道課

水洗便所改造等資金融資あっせん資金繰上償還申出の手

続

水洗便所改造等資金融資あっせん

資金繰上償還申出書
記名のみ 産業建設部上下水道課

水洗便所改造等資金償還条件変更申請
水洗便所改造等資金償還条件変更

申請書
記名のみ 産業建設部上下水道課



行政手続名等 申請書等の名称 見直し後の手続 手続担当課 特記事項

水洗便所改造等資金助成申請事項等変更の手続
水洗便所改造等資金助成申請事項

等変更届
記名のみ 産業建設部上下水道課

下水道排水区域外受益者申告の手続 下水道排水区域外受益者申告書 署名または記名押印 産業建設部上下水道課

上記申告に係るの手続
下水道排水区域外受益者申告書

（別紙）
記名のみ 産業建設部上下水道課

下水道排水区域外受益者変更の手続 下水道排水区域外受益者変更届 署名または記名押印 産業建設部上下水道課

下水道排水区域外受益者分担金徴収猶予申請
下水道排水区域外受益者分担金徴

収猶予申請書
記名のみ 産業建設部上下水道課

下水道排水区域外受益者分担金減免申請
下水道排水区域外受益者分担金減

免申請書
記名のみ 産業建設部上下水道課

下水道排水区域外受益者分担金延滞金減免申請
下水道排水区域外受益者分担金延

滞金減免申請
記名のみ 産業建設部上下水道課

下水道排水区域外受益者分担金納付管理人選定の手続
下水道排水区域外受益者分担金納

付管理人選定届
署名または記名押印 産業建設部上下水道課

下水道排水区域外受益者分担金納付義務者住所等変更の

手続

下水道排水区域外受益者分担金納

付義務者住所等変更届
記名のみ 産業建設部上下水道課

排水設備申請の手続 委任状（排水設備申請） 署名または記名押印 産業建設部上下水道課

公共汚水桝設置位置確認届の手続 公共汚水桝設置位置確認届書 署名または記名押印 産業建設部上下水道課

活性化センター使用の許可申請 活性化センター使用承認申請書 記名のみ 産業建設部農政課

活性化センター使用の許可申請 活性化センター使用料後納申請書 記名のみ 産業建設部農政課

活性化センター使用の許可申請 活性化センター使用料減免申請書 記名のみ 産業建設部農政課

活性化センター使用の許可申請 活性化センター使用料還付申請書 記名のみ 産業建設部農政課

農業実験センター使用承認の取消又は変更申請
農業実験センター使用取消（変

更）申請書
記名のみ 産業建設部農政課

農業実験センター使用料の減免申請
農業実験センター使用料減免申請

書
記名のみ 産業建設部農政課

農業実験センター使用料の還付申請
農業実験センター使用料還付申請

書
記名のみ 産業建設部農政課

軽種馬農家等経営改善支援対策事業に係る経営改善計画

の認定申請
農業経営改善計画認定申請書 記名のみ 産業建設部農政課

軽種馬農家等経営改善支援対策事業に係る貸付・預託期

間短縮の申出
貸付・預託期間短縮申出書 記名のみ 産業建設部農政課

軽種馬農家等経営改善支援対策事業に係る貸付・預託の

申請
繁殖素牛貸付・預託申請書 記名のみ 産業建設部農政課

軽種馬農家等経営改善支援対策事業に係る貸付・預託牛

の出産報告
貸付牛・預託牛の出産報告書 記名のみ 産業建設部農政課



行政手続名等 申請書等の名称 見直し後の手続 手続担当課 特記事項

軽種馬農家等経営改善支援対策事業に係る貸付牛産子の

返還申請
貸付牛産子返還申請書 記名のみ 産業建設部農政課

軽種馬農家等経営改善支援対策事業に係る貸付牛産子を

返還できない申請

貸付牛産子を返還できない旨の申

出書
記名のみ 産業建設部農政課

軽種馬農家等経営改善支援対策事業に係る貸付・預託牛

の引取申出
貸付牛・預託牛の引取申出書 記名のみ 産業建設部農政課

軽種馬農家等経営改善支援対策事業に係る貸付・預託牛

の事故報告
貸付牛・預託牛等の事故等報告書 記名のみ 産業建設部農政課

軽種馬農家等経営改善支援対策事業に係る貸付・預託牛

の返還申出
貸付牛・預託牛等の返還申出書 記名のみ 産業建設部農政課

堆肥センターへの搬入申請 堆肥センター有機資源搬入申請書 記名のみ 産業建設部農政課

町有牧野の利用申込 牧野利用申込書 記名のみ 産業建設部農政課

町有牧野使用料の免除申請 牧野使用料免除申請書 記名のみ 産業建設部農政課

酪農及び肉用牛振興資金貸付の申請 牛振興資金貸付申請書 記名のみ 産業建設部農政課

酪農及び肉用牛振興資金貸付の変更申請 牛振興資金貸付変更申請書 記名のみ 産業建設部農政課

酪農及び肉用牛振興資金貸付の実績報告 牛振興資金貸付実績報告書 記名のみ 産業建設部農政課

農業振興組織の補助金申請 事業予算（清算）書 記名のみ 産業建設部農政課

農業振興組織の補助金申請 補助金交付申請書 署名または記名押印 産業建設部農政課

農業振興組織の補助金申請 補助金概算払申請書 記名のみ 産業建設部農政課

農業振興組織の補助金申請 補助金変更承認申請書 記名のみ 産業建設部農政課

農業振興組織の補助金申請 補助事業実績報告書 記名のみ 産業建設部農政課

死亡獣畜焼却場の使用申請 死亡獣畜焼却場使用申請書 記名のみ 産業建設部農政課

死亡獣畜焼却場の減免申請 死亡獣畜焼却場使用料減免申請書 記名のみ 産業建設部農政課

新ひだか町経営所得安定対策等推進事業の交付決定前着

手届

経営所得安定対策等推進事業交付

決定前着手届
記名のみ 産業建設部農政課

新ひだか町経営所得安定対策等推進事業の納税対応状況

申出書
納税対応状況申出書 記名のみ 産業建設部農政課

新ひだか町経営所得安定対策等推進事業の補助金に係る

消費税等仕入控除税額報告

補助金に係る消費税等仕入控除税

額を報告
記名のみ 産業建設部農政課

新ひだか町経営所得安定対策等推進事業の事業遂行状況

報告
事業遂行状況報告書 記名のみ 産業建設部農政課



行政手続名等 申請書等の名称 見直し後の手続 手続担当課 特記事項

新ひだか町経営所得安定対策等推進事業の財産処分報告 財産処分報告書 記名のみ 産業建設部農政課

農業次世代人材投資資金（経営開始型）交付対象者確認

書類
確約書 署名または記名押印 産業建設部農政課

農業次世代人材投資資金（経営開始型）交付申請
農業次世代人材投資資金（経営開

始型）交付申請書
署名または記名押印 産業建設部農政課

農業次世代人材投資資金（経営開始型）交付対象者確認

書類

農業次世代人材投資資金申請追加

資料
記名のみ 産業建設部農政課

農業次世代人材投資資金（経営開始型）交付対象者確認

書類
履歴書 記名のみ 産業建設部農政課

農業次世代人材投資資金（経営開始型）実績報告 補助事業等実績報告書 記名のみ 産業建設部農政課

農業次世代人材投資資金（経営開始型）就農状況報告 就農状況報告書 記名のみ 産業建設部農政課

農業次世代人材投資資金（経営開始型）に係る離農届 離農届 記名のみ 産業建設部農政課

農業後継者育成推進事業補助金交付申請 補助金交付申請書 署名または記名押印 産業建設部農政課

農業後継者育成推進事業補助金補助金概算払申請 補助金概算払申請書 記名のみ 産業建設部農政課

農業後継者育成推進事業補助金変更承認申請 補助金変更承認申請書 記名のみ 産業建設部農政課

農業後継者育成推進事業実績報告 実績報告書 記名のみ 産業建設部農政課

農業後継者育成推進事業農業体験申請
農業後継者育成推進事業農業体験

支援対策申請書
署名または記名押印 産業建設部農政課

農業後継者育成推進事業教育研修支援対策申請
農業後継者育成推進事業教育研修

支援対策申請書
署名または記名押印 産業建設部農政課

農業後継者育成推進事業誓約書 農業後継者育成推進事業誓約書 署名または記名押印 産業建設部農政課

農業後継者育成推進事業農業体験支援対策変更申請
農業後継者育成推進事業農業体験

支援対策変更申請書
署名または記名押印 産業建設部農政課

農業後継者育成推進事業教育研修支援対策変更申請
農業後継者育成推進事業教育研修

支援対策変更申請書
署名または記名押印 産業建設部農政課

農業後継者育成推進事業農業体験支援対策中止届
農業後継者育成推進事業農業体験

支援対策中止届出書
署名または記名押印 産業建設部農政課

農業後継者育成推進事業教育研修支援対策中止届
農業後継者育成推進事業教育研修

支援対策中止届出書
署名または記名押印 産業建設部農政課

農業後継者育成推進事業日報 農業後継者育成推進事業日報 記名のみ 産業建設部農政課

農業後継者育成推進事業事故報告
農業後継者育成推進事業補事故等

報告書
記名のみ 産業建設部農政課

農業後継者育成推進事業補助金請求
農業後継者育成推進事業補助金請

求書
記名のみ 産業建設部農政課



行政手続名等 申請書等の名称 見直し後の手続 手続担当課 特記事項

新規就農促進対策事業計画承認 新規就農促進対策事業実施計画書 記名のみ 産業建設部農政課

新規就農促進対策事業交付申請 補助金交付申請書 署名または記名押印 産業建設部農政課

新規就農促進対策事業交付申請 事業予算書 記名のみ 産業建設部農政課

新規就農促進対策事業変更承認申請 事業予算書 記名のみ 産業建設部農政課

新規就農促進対策事業概算払申請 補助金概算払申請書 記名のみ 産業建設部農政課

新規就農促進対策事業変更承認申請 補助金変更承認申請書 記名のみ 産業建設部農政課

新規就農促進対策事業実績報告 補助金実績報告書 記名のみ 産業建設部農政課

新規就農促進対策事業実績報告 事業精算書 記名のみ 産業建設部農政課

新規就農促進対策事業指令前着手
新規就農促進対策事業指令前着手

届
記名のみ 産業建設部農政課

青年等就農資金に係る事業計画書承認に関する協議
青年等就農資金に係る事業計画書

の承認に関する協議書
記名のみ 産業建設部農政課

青年等就農計画認定申請 青年等就農計画認定申請書 記名のみ 産業建設部農政課

歌笛会館の使用申請 歌笛会館使用承認申請書 記名のみ 産業建設部農政課

歌笛会館の使用取消（変更）申請 歌笛会館使用取消（変更）申請書 記名のみ 産業建設部農政課

歌笛会館使用料の後納申請 歌笛会館使用料後納申請書 記名のみ 産業建設部農政課

歌笛会館使用料の減免申請 歌笛会館使用料減免申請書 記名のみ 産業建設部農政課

歌笛会館使用料の還付申請 歌笛会館使用料還付申請書 記名のみ 産業建設部農政課

集出荷施設使用承認申請 集出荷施設使用承認申請書 記名のみ 産業建設部農政課

集出荷施設使用取消（変更）申請
集出荷施設使用取消（変更）申請

書
記名のみ 産業建設部農政課

集出荷施設使用料の後納申請 集出荷施設使用料後納申請書 記名のみ 産業建設部農政課

集出荷施設使用料の減免申請 集出荷施設使用料減免申請書 記名のみ 産業建設部農政課

集出荷施設使用料の還付申請 集出荷施設使用料還付申請書 記名のみ 産業建設部農政課

基幹集落センターの使用申請 基幹集落センター使用承認申請書 記名のみ 産業建設部農政課



行政手続名等 申請書等の名称 見直し後の手続 手続担当課 特記事項

基幹集落センターの使用取消（変更）申請
基幹集落センター使用取消（変

更）申請書
記名のみ 産業建設部農政課

基幹集落センター使用料の後納申請
基幹集落センター使用料後納申請

書
記名のみ 産業建設部農政課

基幹集落センター使用料の減免申請
基幹集落センター使用料減免申請

書
記名のみ 産業建設部農政課

基幹集落センター使用料の還付申請
基幹集落センター使用料還付申請

書
記名のみ 産業建設部農政課

新規就農促進対策住宅の借受申請
新ひだか町新規就農促進対策住宅

借受申請書
記名のみ 産業建設部農政課

新規就農促進対策住宅の借受説明
新ひだか町新規就農促進対策住宅

定期賃貸借契約についての説明
記名のみ 産業建設部農政課

生活改善センターの使用申請 生活改善センター使用承認申請書 記名のみ 産業建設部農政課

生活改善センターの使用取消（変更）申請
生活改善センター使用取消（変

更）申請書
記名のみ 産業建設部農政課

生活改善センター使用料の後納申請
生活改善センター使用料後納申請

書
記名のみ 産業建設部農政課

生活改善センター使用料の減免申請
生活改善センター使用料減免申請

書
記名のみ 産業建設部農政課

生活改善センター使用料の還付申請
生活改善センター使用料還付申請

書
記名のみ 産業建設部農政課

農業振興地域整備計画変更申出 農業振興地域整備計画変更申出書 記名のみ 産業建設部農政課

農業施設資金利子補給事業
農業施設資金利子補給事業補助金

交付申請書
署名または記名押印 産業建設部農政課

農業制度資金利子補給事業
農業制度資金利子補給事業補助金

交付申請書
署名または記名押印 産業建設部農政課

新ひだか町環境保全型農業直接支援対策事業補助金の申

請
補助金交付申請書 署名または記名押印 産業建設部農政課

新ひだか町環境保全型農業直接支援対策事業補助金の申

請
補助金概算払申請書 記名のみ 産業建設部農政課

新ひだか町環境保全型農業直接支援対策事業補助金の申

請
補助金変更承認申請書 記名のみ 産業建設部農政課

新ひだか町環境保全型農業直接支援対策事業補助金の申

請

新ひだか町環境保全型農業直接支

援対策事業実績報告書
記名のみ 産業建設部農政課

花卉野菜生産体制強化対策事業の実施計画の承認申請
花卉野菜生産体制強化対策事業実

施計画承認申請書
記名のみ 産業建設部農政課

花卉野菜生産体制強化対策事業の補助金の交付申請 補助金交付申請書 署名または記名押印 産業建設部農政課

花卉野菜生産体制強化対策事業の事業予算 事業予算書 記名のみ 産業建設部農政課

花卉野菜生産体制強化対策事業の交付申請の取下げ 補助金交付申取下書 記名のみ 産業建設部農政課



行政手続名等 申請書等の名称 見直し後の手続 手続担当課 特記事項

花卉野菜生産体制強化対策事業の交付申請の変更 補助金事業変更承認申請書 記名のみ 産業建設部農政課

花卉野菜生産体制強化対策事業の工事完成届 工事完成届 記名のみ 産業建設部農政課

花卉野菜生産体制強化対策事業の執行遅延（不能）報告 補助事業執行遅延（不能）報告書 記名のみ 産業建設部農政課

花卉野菜生産体制強化対策事業の実績報告 補助事業実績報告書 記名のみ 産業建設部農政課

花卉野菜生産体制強化対策事業の精算 事業精算書 記名のみ 産業建設部農政課

花卉野菜生産体制強化対策事業の施設等の事故報告 施設等の事故報告書 記名のみ 産業建設部農政課

地域づくり総合交付金事業の補助金の交付申請 補助金交付申請書 署名または記名押印 産業建設部農政課

地域づくり総合交付金事業の事業予算 事業予算書 記名のみ 産業建設部農政課

地域づくり総合交付金事業の交付申請の取下げ 補助金等交付申取下書 記名のみ 産業建設部農政課

地域づくり総合交付金事業の交付申請の変更 補助金事業変更承認申請書 記名のみ 産業建設部農政課

地域づくり総合交付金事業の工事完成届 工事完成届 記名のみ 産業建設部農政課

地域づくり総合交付金事業の執行遅延（不能）報告 補助事業執行遅延（不能）報告書 記名のみ 産業建設部農政課

地域づくり総合交付金事業の実績報告 補助事業実績報告書 記名のみ 産業建設部農政課

地域づくり総合交付金事業の精算 事業精算書 記名のみ 産業建設部農政課

農業振興事業の計画 農業振興事業計画書 記名のみ 産業建設部農政課

農業振興事業の補助金の交付申請 農業振興事業補助金交付申請書 署名または記名押印 産業建設部農政課

農業振興事業の補助金の交付申請の取下げ
農業振興事業補助金交付申請取下

書
記名のみ 産業建設部農政課

農業振興事業の補助金の交付申請の変更
農業振興事業補助金変更承認申請

書
記名のみ 産業建設部農政課

農業振興事業の補助金の執行遅延（不能）
農業振興事業補助金執行遅延（不

能）届出書
記名のみ 産業建設部農政課

農業振興事業の補助金の実績報告 農業振興事業補助金実績報告書 記名のみ 産業建設部農政課

農業振興事業の補助金の事業実績 農業振興事業実績書 記名のみ 産業建設部農政課

担い手センターの使用申請 担い手センター使用承認申請書 記名のみ 産業建設部農政課



行政手続名等 申請書等の名称 見直し後の手続 手続担当課 特記事項

担い手センターの使用取消（変更）申請
担い手センター使用取消（変更）

申請書
記名のみ 産業建設部農政課

担い手センター使用料の後納申請 担い手センター使用料後納申請書 記名のみ 産業建設部農政課

担い手センター使用料の減免申請 担い手センター使用料減免申請書 記名のみ 産業建設部農政課

担い手センター使用料の還付申請 担い手センター使用料還付申請書 記名のみ 産業建設部農政課

ハウス団地の使用申請 ハウス団地使用許可申請書 記名のみ 産業建設部農政課

ハウス団地の使用取消(変更)申請 ハウス団地使用取消(変更)申請書 記名のみ 産業建設部農政課

新ひだか町多面的機能支払事業補助金の申請 補助金交付申請書 記名のみ 産業建設部農政課

新ひだか町多面的機能支払事業補助金の申請 補助金概算払申請書 記名のみ 産業建設部農政課

新ひだか町多面的機能支払事業補助金の申請 補助金変更承認申請書 記名のみ 産業建設部農政課

新ひだか町多面的機能支払事業補助金の申請 多面的機能支払事業実績報告書 記名のみ 産業建設部農政課

北海道水産林務部森林土木工事測量調査設計業務等共通

仕様書にかかる委託業務完了書類
委託業務関係諸様式 署名または記名押印 産業建設部水産林務課

北海道水産林務部森林土木工事測量調査設計業務等共通

仕様書にかかる委託業務完了届
委託業務関係諸様式 署名または記名押印 産業建設部水産林務課

北海道水産林務部森林土木工事測量調査設計業務等共通

仕様書にかかる委託業務契約諸届
委託業務関係諸様式 署名または記名押印 産業建設部水産林務課

北海道水産林務部森林土木工事測量調査設計業務等共通

仕様書にかかる請負工事契約諸届
工事関係諸様式 署名または記名押印 産業建設部水産林務課

北海道水産林務部森林土木工事共通仕様書にかかる工事

完成書類
工事関係諸様式 署名または記名押印 産業建設部水産林務課

北海道水産林務部森林土木工事共通仕様書にかかる工事

完成届
工事関係諸様式 署名または記名押印 産業建設部水産林務課

林道使用許可 林道の使用許可について 記名のみ 産業建設部水産林務課

いこいの森使用 いこいの森使用申請 記名のみ 産業建設部水産林務課

製材加工品販売促進
製材加工品販売促進補助金交付申

請書
署名または記名押印 産業建設部水産林務課

森林経営計画 森林経営計画作成指導援助申請書 記名のみ 産業建設部水産林務課

森林経営計画 森林経営計画認定請求書 記名のみ 産業建設部水産林務課

森林経営計画 森林経営計画変更認定請求書 記名のみ 産業建設部水産林務課



行政手続名等 申請書等の名称 見直し後の手続 手続担当課 特記事項

森林経営計画
森林経営計画（変更）認定請求書

等取下申請書
記名のみ 産業建設部水産林務課

森林経営計画
森林経営計画に係る伐採等の届出

書
記名のみ 産業建設部水産林務課

森林経営計画 包括承継の届出書 記名のみ 産業建設部水産林務課

森林経営計画 立木の伐採（譲渡）証明申請書 記名のみ 産業建設部水産林務課

森林経営計画 立木の伐採確認申請書 記名のみ 産業建設部水産林務課

森林経営計画

特定受贈森林経営計画対象山林で

ある特定計画山林について相続税

の課税価格の計算の特例に係る森

林経営計画の継続等の証明願

記名のみ 産業建設部水産林務課

森林経営計画 森林経営計画認定証明申請書 記名のみ 産業建設部水産林務課

部分林設定 部分林設定契約の申請 記名のみ 産業建設部水産林務課

部分林設定 部分林設定期間延長等の届出 記名のみ 産業建設部水産林務課

部分林設定
部分林設定契約箇所の伐採（間・

主伐）協議
記名のみ 産業建設部水産林務課

林地台帳 林地台帳閲覧申請書 署名または記名押印 産業建設部水産林務課

林地台帳 林地台帳写しの交付申請書 署名または記名押印 産業建設部水産林務課

林地台帳 林地台帳情報提供依頼申出書 署名または記名押印 産業建設部水産林務課

林地台帳
林地台帳情報の提供に係る留意事

項について
署名または記名押印 産業建設部水産林務課

林地台帳
林地台帳又は森林の土地に関する

地図の修正申出書
署名または記名押印 産業建設部水産林務課

林地台帳
林地台帳情報の閲覧・情報提供に

関する委任状
署名または記名押印 産業建設部水産林務課

航行に関する報告 航行報告書 記名のみ 産業建設部水産林務課

雇入契約の成立等の届出 雇入契約等届出書 記名のみ 産業建設部水産林務課

船員手帳新交付の手続 船員手帳交付申請書 記名のみ 産業建設部水産林務課

船員手帳再交付の手続 船員手帳再交付(書換え)申請書 記名のみ 産業建設部水産林務課

船員手帳訂正の手続 船員手帳訂正申請書 記名のみ 産業建設部水産林務課

海難事故の届出 海難事故報告書 記名のみ 産業建設部水産林務課



行政手続名等 申請書等の名称 見直し後の手続 手続担当課 特記事項

漁業近代化資金承認の申請 承認申請書 署名または記名押印 産業建設部水産林務課

漁業近代化資金利子補給補助金の申請 補助金交付申請書 署名または記名押印 産業建設部水産林務課

漁業近代化資金利子補給補助金の申請 補助金概算払申請書 記名のみ 産業建設部水産林務課

漁業近代化資金利子補給補助金の申請 補助事業実績報告書 記名のみ 産業建設部水産林務課

漁業研修センター使用の申請 漁業研修センター使用承認申請書 記名のみ 産業建設部水産林務課

漁業研修センター使用の申請
漁業研修センター使用取消(変更)

申請書
記名のみ 産業建設部水産林務課

漁業研修センター使用の申請
漁業研修センター使用料後納申請

書
記名のみ 産業建設部水産林務課

漁業研修センター使用の申請
漁業研修センター使用料減免申請

書
記名のみ 産業建設部水産林務課

漁業振興基金運用の協議 運用に関する要望書 記名のみ 産業建設部水産林務課

漁業振興基金運用の協議 運用に関する変更要望書 記名のみ 産業建設部水産林務課

漁業振興基金運用の協議 運用協議回答書 記名のみ 産業建設部水産林務課

甲種漁港施設使用許可の申請 指定(指示)施設使用許可申請書 記名のみ 産業建設部水産林務課

甲種漁港施設使用許可の申請 船舟使用承諾書 記名のみ 産業建設部水産林務課

甲種漁港施設使用許可の申請 船体管理人選任届 記名のみ 産業建設部水産林務課

甲種漁港施設使用許可の申請 土地駐車場使用承諾書 記名のみ 産業建設部水産林務課

甲種漁港施設使用許可の申請 舟船横付け施設使用承諾書 記名のみ 産業建設部水産林務課

甲種漁港施設使用許可の申請
ｸﾚｰﾝ操作による船舟の上下架承諾

証明書
記名のみ 産業建設部水産林務課

甲種漁港施設使用許可の申請
船舟名・推進機関の種類・馬力変

更届
記名のみ 産業建設部水産林務課

甲種漁港施設使用許可の申請 甲種漁港施設使用中止届 記名のみ 産業建設部水産林務課

コンブ干場使用の申請 コンブ干場使用承認申請書 記名のみ 産業建設部水産林務課

コンブ干場使用の申請 コンブ干場使用料後納申請書 記名のみ 産業建設部水産林務課

コンブ干場使用の申請 コンブ干場使用料減免申請書 記名のみ 産業建設部水産林務課



行政手続名等 申請書等の名称 見直し後の手続 手続担当課 特記事項

コンブ干場使用の申請 コンブ干場使用料還付申請書 記名のみ 産業建設部水産林務課

産業振興奨励補助金の申請 補助金交付申請書 署名または記名押印 産業建設部水産林務課

産業振興奨励補助金の申請 収支予算（事業精算）書 記名のみ 産業建設部水産林務課

産業振興奨励補助金の申請 申請取下申出書 記名のみ 産業建設部水産林務課

産業振興奨励補助金の申請 補助事業に係る着手届 記名のみ 産業建設部水産林務課

産業振興奨励補助金の申請 指令前着手届 記名のみ 産業建設部水産林務課

産業振興奨励補助金の申請 補助金概算払申請書 記名のみ 産業建設部水産林務課

産業振興奨励補助金の申請 補助事業等計画変更承認申請書 記名のみ 産業建設部水産林務課

産業振興奨励補助金の申請 変更収支予算書 記名のみ 産業建設部水産林務課

産業振興奨励補助金の申請 補助事業に係る完了届 記名のみ 産業建設部水産林務課

産業振興奨励補助金の申請 補助事業実績報告書 記名のみ 産業建設部水産林務課

産業振興奨励補助金の申請 添付書類（副本）の原本謄写 記名のみ 産業建設部水産林務課

水産加工センター使用の申請
水産加工センター使用承認(変

更・取消)申請書
記名のみ 産業建設部水産林務課

荷役施設使用の申請 荷役施設使用承認申請書 記名のみ 産業建設部水産林務課

荷役施設使用の申請 荷役施設使用取消(変更)申請書 記名のみ 産業建設部水産林務課

荷役施設使用の申請 荷役施設使用料減免申請書 記名のみ 産業建設部水産林務課

荷役施設使用の申請 荷役施設使用料還付申請書 記名のみ 産業建設部水産林務課

防衛施設関連補助金の申請 補助金等交付申請書 署名または記名押印 産業建設部水産林務課

防衛施設関連補助金の申請 補助事業等計画変更承認申請書 記名のみ 産業建設部水産林務課

防衛施設関連補助金の申請 補助事業等着手報告書 記名のみ 産業建設部水産林務課

防衛施設関連補助金の申請 補助事業等完了報告書 記名のみ 産業建設部水産林務課

防衛施設関連補助金の申請 補助事業等遂行状況報告書 記名のみ 産業建設部水産林務課



行政手続名等 申請書等の名称 見直し後の手続 手続担当課 特記事項

防衛施設関連補助金の申請 補助事業等執行遅延(不能)報告書 記名のみ 産業建設部水産林務課

防衛施設関連補助金の申請 補助事業等実績報告書 記名のみ 産業建設部水産林務課

町有林木の売払物件 引渡領収書 記名のみ 産業建設部水産林務課

町有林木の売払物件 搬出済届 記名のみ 産業建設部水産林務課

立木伐採所得に係る確認書 立木伐採所得に係る確認書 記名のみ 産業建設部水産林務課

入林承認申請書 入林承認申請書（任意様式） 記名のみ 産業建設部水産林務課

伐採及び伐採後の造林届出 伐採及び伐採後の造林届出書 記名のみ 産業建設部水産林務課

伐採及び伐採後の造林届出
伐採及び伐採後の造林に係る森林

の状況報告書
記名のみ 産業建設部水産林務課

森林の土地の所有者届出 森林の土地の所有者届出書 記名のみ 産業建設部水産林務課

火入れ許可申請 火入許可申請書 記名のみ 産業建設部水産林務課

有害鳥獣駆除奨励金の交付申請 有害鳥獣駆除奨励金交付申請書 署名または記名押印 産業建設部水産林務課

有害鳥獣駆除奨励金の交付申請 駆除活動奨励金交付申請書 署名または記名押印 産業建設部水産林務課

有害鳥獣駆除奨励金の交付申請 熊駆除出動費請求書 記名のみ 産業建設部水産林務課

有害鳥獣駆除補助金の交付申請
新ひだか町有害鳥獣駆除補助金交

付申請書
署名または記名押印 産業建設部水産林務課

新ひだか町民有林振興対策資金預託貸付利率協議 協議書 記名のみ 産業建設部水産林務課

新ひだか町民有林振興対策資金預託借入実績報告 実績報告書 記名のみ 産業建設部水産林務課

鳥獣飼養登録申請書 鳥獣飼養登録申請書 記名のみ 産業建設部水産林務課

従事責任者証明書 従事責任者証明書 記名のみ 産業建設部水産林務課

許可証の返納及び捕獲等の又は採取等報告
許可証の返納及び捕獲等の又は採

取等報告
記名のみ 産業建設部水産林務課

対象鳥獣捕獲等参加証明書の交付申請書 参加証明書の交付申請書 記名のみ 産業建設部水産林務課

箱わな（アライグマ捕獲用）借用申請書及び承諾書 借用申請書及び承諾書 記名のみ 産業建設部水産林務課

特定外来生物（アライグマ・アメリカミンク）

防除に係る従事者証発行申請書
従事者証発行申請書 記名のみ 産業建設部水産林務課



行政手続名等 申請書等の名称 見直し後の手続 手続担当課 特記事項

公金収納事務 出納担当者届 記名のみ 会計課

特別支援学級の入級手続 特別支援学級入級同意書 署名または記名押印 教育部管理課

通学定期券給付事業の申請
新ひだか町高等学校通学定期券給

付申請書
署名または記名押印 教育部管理課

後援名義の使用申請 後援名義使用申請書 記名のみ 教育部管理課

フッ化物洗口の申込 フッ化物洗口申込書 記名のみ 教育部管理課

ピロリ菌検査の申込 ピロリ菌検査同意書兼申込書 記名のみ 教育部管理課

就学時健診の受診 問診票 記名のみ 教育部管理課

食物アレルギーの申出 食物アレルギーに関する調査票 記名のみ 教育部管理課

学習支援ボランティアの登録 学習支援ボランティア登録申込書 記名のみ 教育部管理課

就学学校の指定変更 就学学校指定変更申立書 署名または記名押印 教育部管理課 令和３年８月１日追加分

区域外就学の願出 区域外就学願出書 署名または記名押印 教育部管理課 令和３年８月１日追加分

就学義務の猶予免除 就学義務猶予免除願出書 署名または記名押印 教育部管理課 令和３年８月１日追加分

就学義務の猶予免除事由消滅 就学義務猶予免除事由消滅届出書 署名または記名押印 教育部管理課 令和３年８月１日追加分

奨学金の支給申請 奨学金支給申請書 署名または記名押印 教育部管理課 令和３年８月１日追加分

教育財産の目的外使用申請 教育財産目的外使用許可申請書 記名のみ 教育部管理課 令和３年８月１日追加分

教育委員会表彰の推薦 推薦書 記名のみ 教育部管理課 令和３年８月１日追加分

高等学校受験の推薦依頼 推薦依頼書 署名または記名押印 教育部（町立学校）

校外学習(修学旅行・見学学習)の参加 参加同意書 記名のみ 教育部（町立学校）

部活動の入部 部活動入部届 記名のみ 教育部（町立学校）

学校給食用物資納入業者登録
学校給食用物資納入業者登録申請

書
記名のみ 教育部学校給食センター

学校給食用物資納入業者登録
提出書類未添付理由書（任意様

式）
記名のみ 教育部学校給食センター

学校給食における飲用牛乳の代替品の提供に関する申請
食物アレルギーによる牛乳の代替

飲料提供に関する申請書
記名のみ 教育部学校給食センター



行政手続名等 申請書等の名称 見直し後の手続 手続担当課 特記事項

ライディングヒルズ静内使用申請
ライディングヒルズ静内使用申請

書
記名のみ

教育部

ライディングヒルズ静内
令和３年８月１日追加分

博物館資料の館外貸出しに係る申請 博物館資料貸出申請書 記名のみ 教育部文化振興課

博物館資料の寄贈（寄託）に係る手続 博物館資料寄贈（寄託）申出書 記名のみ 教育部文化振興課

町指定文化財の指定に係る手続 同意書 署名または記名押印 教育部文化振興課

町指定文化財の指定書を紛失又はき損したときの手続 指定文化財指定書再交付申請書 記名のみ 教育部文化振興課

町指定文化財の管理に係る変更届 指定文化財所有者変更届 記名のみ 教育部文化振興課

町指定文化財の管理に係る変更届 指定文化財滅失（き損・亡失）届 記名のみ 教育部文化振興課

町指定文化財の現状変更に係る申請 指定文化財現状変更申請書 記名のみ 教育部文化振興課

町指定文化財の管理に修理に係る許可申請 指定文化財修理許可申請書 記名のみ 教育部文化振興課

町指定文化財の保存活用等に係る補助金交付申請 指定文化財補助金交付申請書 署名または記名押印 教育部文化振興課

貸出資料の延長手続き 図書館資料館外貸出延長申出書 記名のみ 教育部文化振興課

図書館への資料寄贈及び寄託 図書館資料寄贈(寄託)申出書 記名のみ 教育部文化振興課

請願書の手続 請願書 署名または記名押印 議会事務局

申出書の手続 公聴会の公述人申出書 記名のみ 議会事務局

申出書の手続 請願取下申出書 記名のみ 議会事務局

申出書の手続 公聴会の公述人申出書 記名のみ 議会事務局

措置請求の手続 措置請求書 署名または記名押印 監査委員事務局

監査結果の受領 受領書 記名のみ 監査委員事務局

陳述の出欠 出欠届 記名のみ 監査委員事務局

選挙人の宣言 宣誓書 署名または記名押印 選挙管理委員会 令和３年９月１日追加分

証人呼出状及び宣誓書 宣誓書 署名または記名押印 選挙管理委員会 令和３年９月１日追加分

選挙人名簿に関する異議の申出 選挙人名簿に関する異議申出書 記名のみ 選挙管理委員会 令和３年９月１日追加分



行政手続名等 申請書等の名称 見直し後の手続 手続担当課 特記事項

在外選挙人名簿の異議の申出
在外選挙人名簿に関する異議申出

書
記名のみ 選挙管理委員会 令和３年９月１日追加分

投票立会人の選任 投票立会人選任承諾書 記名のみ 選挙管理委員会 令和３年９月１日追加分

期日前投票における投票立会人の選任 投票立会人選任承諾書 記名のみ 選挙管理委員会 令和３年９月１日追加分

開票立会人の選任 開票立会人選任承諾書 記名のみ 選挙管理委員会 令和３年９月１日追加分

選挙立会人の選任 選挙立会人選任承諾書 記名のみ 選挙管理委員会 令和３年９月１日追加分

当選人の告知 受領書 記名のみ 選挙管理委員会 令和３年９月１日追加分

選挙事務所の設置及び異動の届出 選挙事務所設置（異動）届 記名のみ 選挙管理委員会 令和３年９月１日追加分

選挙事務所の設置及び異動の届出 承諾書 記名のみ 選挙管理委員会 令和３年９月１日追加分

選挙事務所の設置及び異動の届出 代表者証明書 記名のみ 選挙管理委員会 令和３年９月１日追加分

表示板の再交付 再交付申請書 記名のみ 選挙管理委員会 令和３年９月１日追加分

選挙運動用ビラの届出 選挙運動用ビラ届出書 記名のみ 選挙管理委員会 令和３年９月１日追加分

個人演説会等の開催の可否に関する管理者の通知
個人演説会等の施設使用の可否に

ついて
記名のみ 選挙管理委員会 令和３年９月１日追加分

個人演説会等施設使用の費用額等の申請
個人演説会等施設使用の費用額等

の申請書
記名のみ 選挙管理委員会 令和３年９月１日追加分

出納責任者の選任届出等 出納責任者選任（異動）届 記名のみ 選挙管理委員会 令和３年９月１日追加分

出納責任者の選任届出等 承諾書 記名のみ 選挙管理委員会 令和３年９月１日追加分

出納責任者の職務代行開始届出等
出納責任者職務代行開始（終止）

届
記名のみ 選挙管理委員会 令和３年９月１日追加分

選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出
選挙運動用自動車の使用の契約届

出書
記名のみ 選挙管理委員会 令和３年９月１日追加分

選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出 選挙運動用ビラ作成契約届出書 記名のみ 選挙管理委員会 令和３年９月１日追加分

選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出
選挙運動用ポスター作成契約届出

書
記名のみ 選挙管理委員会 令和３年９月１日追加分

選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等
選挙運動用自動車燃料代確認申請

書
記名のみ 選挙管理委員会 令和３年９月１日追加分

選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等
選挙運動用ビラ作成枚数確認申請

書
記名のみ 選挙管理委員会 令和３年９月１日追加分

選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等
選挙運動用ポスター作成枚数確認

申請書
記名のみ 選挙管理委員会 令和３年９月１日追加分



行政手続名等 申請書等の名称 見直し後の手続 手続担当課 特記事項

契約業者等への選挙運動用自動車の使用等の証明書の提

出

選挙運動用自動車使用証明書（自

動車）
記名のみ 選挙管理委員会 令和３年９月１日追加分

契約業者等への選挙運動用自動車の使用等の証明書の提

出

選挙運動用自動車使用証明書（燃

料）
記名のみ 選挙管理委員会 令和３年９月１日追加分

契約業者等への選挙運動用自動車の使用等の証明書の提

出

選挙運動用自動車使用証明書（運

転手）
記名のみ 選挙管理委員会 令和３年９月１日追加分

契約業者等への選挙運動用自動車の使用等の証明書の提

出
選挙運動用ビラ作成証明書 記名のみ 選挙管理委員会 令和３年９月１日追加分

契約業者等への選挙運動用自動車の使用等の証明書の提

出
選挙運動用ポスター作成証明書 記名のみ 選挙管理委員会 令和３年９月１日追加分

後援団体等の立札等の表示に係る証票の交付申請
証票交付申請書（公職の候補者等

用）
記名のみ 選挙管理委員会 令和３年９月１日追加分

後援団体等の立札等の表示に係る証票の交付申請 政治活動のために使用する事務所 記名のみ 選挙管理委員会 令和３年９月１日追加分

後援団体等の立札等の表示に係る証票の交付申請 証票交付申請書（後援団体用） 記名のみ 選挙管理委員会 令和３年９月１日追加分

後援団体等の立札等の表示に係る証票交付申請書の記載

事項に係る異動届
異動届 記名のみ 選挙管理委員会 令和３年９月１日追加分

後援団体等の立札等の表示に係る証票の再交付 証票再交付申請書 記名のみ 選挙管理委員会 令和３年９月１日追加分

後援団体等の立札等の表示に係る廃止の届出 廃止届 記名のみ 選挙管理委員会 令和３年９月１日追加分

選挙運動用自動車の使用の公費負担
請求書（選挙運動用自動車の使

用）
記名のみ 選挙管理委員会 令和３年９月１日追加分

選挙運動用ビラの作成の公費負担 請求書（選挙運動用ビラの作成） 記名のみ 選挙管理委員会 令和３年９月１日追加分

選挙運動用ポスターの作成公費負担
請求書（選挙運動用ポスターの作

成）
記名のみ 選挙管理委員会 令和３年９月１日追加分


