
NO. 条例、規則等の名称 申請書等の名称 担当課

1 平川市職員の服務の宣誓に関する条例 宣誓書 総務課

2
平川市特別災害による被害者に対する市税減免
の特別措置に関する条例

災害による市税の減免申請書 税務課

3 平川市火入れ規制条例 火入許可申請書 農林課

4 平川市庁舎管理規則 庁舎内における遺失物拾得届 総務課

庁舎内における盗難発生状況報告書

庁舎使用許可申請書

5 平川市移動通信用鉄塔施設条例施行規則 移動通信用鉄塔施設使用許可申請書 企画財政課

6 平川市長の資産等の公開に関する規則 資産等報告書 総務課

資産等補充報告書

所得等報告書

関連会社等報告書

7 平川市印鑑条例施行規則 印鑑登録申請書（※登録印鑑を除く）（様式第1号） 市民課

印鑑登録申請書（※登録印鑑を除く）（様式第1号の2）

印鑑登録証亡失届、印鑑登録廃止申請書

8 平川市自動車臨時運行許可事務取扱規則 紛失届 市民課

9 平川市克雪管理センター条例施行規則 克雪管理センター利用許可申請書 葛川支所

克雪管理センター使用料減免申請書

10
平川市空家等及び空地の適切な管理に関する条
例施行規則

空家等又は空地に関する情報提供書 建設課

空家等の適切な管理に関する命令に係る事前の通知に対する意
見書

空家等の適切な管理に関する命令に係る事前の通知に対する意
見聴取請求書

空地の適切な管理に関する命令に係る事前の通知に対する弁明
書

空地の適切な管理に関する公表に係る事前の通知に対する弁明
書

緊急安全措置に関する同意書

空地の過料に係る事前の通知に対する弁明書

11
公益的法人等への平川市職員の派遣等に関する
規則

公益的法人等への派遣状況等報告書 総務課

12 平川市職員の営利企業等の従事制限規則 兼業許可願 総務課

兼業廃止届

押印を見直した様式一覧（令和3年4月1日～）
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NO. 条例、規則等の名称 申請書等の名称 担当課

13
平川市職員公務災害等弔慰金及び見舞金支給条
例施行規則

公務災害等弔慰金及び見舞金請求書 総務課

代表者選任届

14 平川市職員の扶養手当支給規則 扶養親族届 総務課

認定簿

15 平川市職員の通勤手当支給規則 通勤届 総務課

通勤手当認定簿

16 平川市職員の住居手当支給規則 住居届 総務課

住居手当認定簿

17 平川市補助金等の交付に関する規則 事業に係る補助金等交付申請書 企画財政課

(補助金等の名称)（概算払）請求書

(補助金等の名称)事業の実績報告書

18
平川市公の施設の指定管理者の指定等に関する
条例施行規則

公の施設に係る指定管理者指定申請書 管財課

19 平川市温泉条例施行規則 温泉受給許可申請書 尾上総合支所

温泉使用開始（中止・廃止）申請書

温泉利用用途変更等届出書

温泉受給権利譲渡申請書

20
平川市社会福祉法人が行う事業の助成に関する
条例施行規則

助成交付申請書 福祉課

事業完了報告書

21 平川市健康センター条例施行規則 健康センター利用許可申請書 子育て健康課

22 平川市生活保護法施行細則 保護申請書 福祉課

資産申告書

収入申告書

同意書

給与証明書

保護変更申請書

葬祭扶助申請書

検診書

検診料請求書

扶養届書

被保護者状況変更届書
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NO. 条例、規則等の名称 申請書等の名称 担当課

保護施設事務費（委託事務費）請求書

保護施設事務費（委託事務費）精算書

就労自立給付金申請書

進学準備給付金申請書

生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入
に充てる旨の申出書（生活保護法第77条の2第1項に基づく徴収
金の場合）

生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入
に充てる旨の申出書（生活保護法第78条第1項又は第3項に基づ
く徴収金の場合）

23 平川市児童福祉法施行細則 措置費請求書 福祉課

24
平川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育
事業の確認等に関する規則

特定教育・保育施設確認申請書 子育て健康課

特定地域型保育事業者確認申請書

特定教育・保育施設等確認変更申請書

特定教育・保育施設等確認内容変更届

特定教育・保育施設等利用定員減少届

特定教育・保育施設等確認辞退届

特定教育・保育施設の別段の申出書

25 平川市児童手当事務取扱規則 児童手当・特例給付別居監護申立書 子育て健康課

児童手当における寡婦（夫）控除のみなし適用申請書

児童手当・特例給付寄附変更・撤回申出書

児童手当・特例給付からの学校給食費等徴収（支払）変更・撤回
申出書

児童手当・特例給付個人番号変更等申出書

26 平川市子ども医療費給付条例施行規則 子ども医療費受給資格証交付（更新）申請書 子育て健康課

子ども医療費受給資格証再交付申請書

子ども医療費給付申請書

高額療養費給付申請書

委任状

子ども医療費受給資格変更（消滅）届

損害賠償受給報告書

27 平川市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則 ひとり親家庭等医療費受給資格証交付（更新）申請書 子育て健康課

ひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書

ひとり親家庭等医療費給付申請書
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NO. 条例、規則等の名称 申請書等の名称 担当課

ひとり親家庭等医療費受給資格・変更・消滅届

28 平川市母子保健法施行細則 養育医療給付申請書 子育て健康課

世帯調書

養育医療費支給申請書

養育医療費請求書

養育医療費用徴収額改定申請書

29 平川市出産祝金条例施行規則 出産祝金支給申請書 子育て健康課

30 平川市児童館条例施行規則 児童館利用申請書 子育て健康課

31 平川市母子生活支援施設入所規則 母子生活支援施設入所申込書 子育て健康課

32 平川市助産施設入所規則 助産施設入所申込書 子育て健康課

妊産婦状況報告書

33 平川市老人福祉法施行細則 費用徴収額改定申請書 高齢介護課

34 平川市身体障害者福祉法施行細則 措置費請求書 福祉課

35 平川市知的障害者福祉法施行細則 知的障害者職親申出書 福祉課

知的障害者職親委託申込書

措置費請求書

措置費精算書

36
指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定（更
新）申請書

福祉課

変更届出書

廃止・休止・再開届出書

37
平川市基準該当障害福祉サービス事業者の登録
等に関する規則

基準該当事業者登録申請書 福祉課

特例介護給付費の代理受領に係る申出書

38 平川市国民健康保険給付規則 出産育児一時金支給申請書 国保年金課

葬祭費支給申請書

国民健康保険傷病手当金支給申請書（世帯主記入用）

39 平川市介護保険条例施行規則 東日本大震災の被災者に係る介護保険料減免申請書 高齢介護課

新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少等に係る介護
保険料減免申請書

介護保険料徴収猶予申請書

介護保険料減免申請書

40 平川市狂犬病予防法施行規則 犬の登録・予防注射済票交付申請書 市民課

平川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律に基づく指定特定相談支
援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定
障害児相談支援事業者の指定等に関する規則
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NO. 条例、規則等の名称 申請書等の名称 担当課

犬の鑑札・注射済票再交付申請書

犬の死亡届

犬の登録事項の変更届

41
平川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行
規則

一般廃棄物処理手数料免除申請書 市民課

一般廃棄物処理業許可申請書

浄化槽清掃業許可申請書

申請事項変更届

許可証再交付申請書

一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業に係る廃止届

42 平川市墓地、埋葬等に関する法律施行細則 墓地等経営許可申請書 市民課

墓地等区域（施設）変更許可申請書

墓地等廃止許可申請書

墓地、火葬場みなし許可届出書

墓地等工事完了届出書

墓地等氏名等変更届出書

墓地等管理者届出書

墓地等管理者変更届出書

43 平川市公営共同墓地条例施行規則 墓地使用許可申請書 市民課

墓地使用者代理人届

改葬許可申請書

埋蔵証明交付申請書

住所等変更届

墓地承継申請書

施設等工事着工届

施設等工事完成届

墓地管理料減免申請書

許可証再交付申請書

墓地返還届

墓地現状返還申請書

44 平川市火葬場条例施行規則 火葬場使用料減免申請書 市民課
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NO. 条例、規則等の名称 申請書等の名称 担当課

火葬（分骨）証明交付申請書

45 平川市簡易水道等事業給水条例施行規則 給水装置工事施行申請書 葛川支所

給水装置工事材料検査申請書

水道使用開始（中止・廃止・変更）申請書

給水装置使用者等変更届

代理人（管理人）選定届

私設消火栓使用承認申請書

給水装置検査願

46 平川市環境保全条例施行規則 事故発生届出書 市民課

事故復旧措置完了届出書

措置完了届出書

47 平川市平賀農村環境改善センター条例施行規則 平賀農村環境改善センター利用許可申請書 農林課

平賀農村環境改善センター使用料減免申請書

48 平川市尾上農村環境改善センター条例施行規則 尾上農村環境改善センター使用料減免申請書 商工観光課

49 平川市多目的集会施設条例施行規則 多目的集会施設利用許可申請書 総務課

多目的集会施設使用料減免申請書

50 平川市営共同牧野条例施行規則 牧野利用許可申請書 農林課

乾草譲受申請書

牧野利用変更申請書

乾草譲受変更申請書

放牧取りやめ届出書

51 平川市碇ヶ関育苗施設条例施行規則 育苗施設利用許可申請書 農林課

52 平川市農家蔵の館条例施行規則 農家蔵の館利用許可申請書 農林課

農家蔵の館使用料減免申請書

53 平川市食産業振興センター条例施行規則 平川市食産業振興センター利用許可申請書 農林課

平川市食産業振興センター使用料減免申請書

54 平川市森林公園条例施行規則 森林公園施設利用許可申請書 管財課

森林公園施設使用料減免申請書

55 平川市ふるさとセンター条例施行規則 ふるさとセンター利用許可申請書 商工観光課

ふるさとセンター使用料減免申請書
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NO. 条例、規則等の名称 申請書等の名称 担当課

56 平川市地域特産品生産施設条例施行規則 地域特産品生産施設利用許可申請書
碇ヶ関総合支
所

地域特産品生産施設利用許可変更(取消)申請書

地域特産品生産施設使用料減免申請書

57 平川市温泉交流館「御仮屋御殿」条例施行規則 温泉交流館利用許可申請書
碇ヶ関総合支
所

温泉交流館使用料減免申請書

58
平川市久吉温泉自然休暇村たけのこの里条例施
行規則

久吉温泉自然休暇村たけのこの里施設使用料減免申請書
碇ヶ関総合支
所

59 平川市文化観光館条例施行規則 文化観光館利用許可申請書
碇ヶ関総合支
所

文化観光館施設使用料減免申請書

60 平川市公衆浴場条例施行規則 平川市公衆浴場使用料減免申請書
碇ヶ関総合支
所

61 平川市碇ヶ関温泉会館条例施行規則 平川市碇ケ関温泉会館利用許可申請書
碇ヶ関総合支
所

平川市碇ケ関温泉会館使用料減免申請書

62 平川市都市公園条例施行規則 公園施設設置許可申請書 建設課

公園施設管理許可申請書

公園占用許可申請書

公園内行為許可申請書

公園(施設設置、施設管理、占用、内行為)変更許可申請書

63 平川市農村公園等条例施行規則 農村公園等利用許可申請書 農林課

64 平川市の生け垣を守り育てる条例施行規則 保存生け垣の伐採・移植・譲渡届 建設課

保存生け垣の滅失・枯死届

65 平川市法定外公共物管理条例施行規則 法定外公共物占用許可申請(協議)書 建設課

法定外公共物維持工事許可申請(協議)書

法定外公共物付替工事許可申請(協議)書

法定外公共物維持工事変更許可申請(協議)書

法定外公共物付替工事変更許可申請(協議)書

工事完了届

法定外公共物占用期間更新許可申請(協議)書

占用料減免申請書

占用料還付申請書

法定外公共物権利譲渡許可申請書

地位承継届出書
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NO. 条例、規則等の名称 申請書等の名称 担当課

66 平川市小型除雪機貸出規則 小型除雪機使用願 建設課

67 平川市営住宅管理条例施行規則 市営住宅入居申込書 施設建築課

市営住宅入居辞退届

連帯保証人住所等変更届

異動届

同居承認申請書

入居継続承認申請書

所得金額等申告書

収入認定意見申立書

市営住宅使用料(敷金)減免(徴収猶予)申請書

市営住宅不在届

市営住宅滅失(き損)報告書

市営住宅一部転用承認申請書

市営住宅模様替(増築)承認申請書

明渡し期限延長承認申請書

市営住宅返還届

68 平川市消防団規則 宣誓書 総務課

69 平川市消防団員の被服貸与規則 消防団本部被服貸与台帳 総務課

分団被服貸与台帳

女性消防団員被服貸与台帳

70 平川市固定資産税過誤納返還金取扱要綱 固定資産税過誤納返還金申請書 税務課

71 平川市地域総合整備資金貸付要綱 地域総合整備資金借入申込書 企画財政課

72
平川市第２子以降保育所等保育料無料化事業実
施要綱

第２子以降保育所等保育料無料化適用申請書 子育て健康課

73 平川市子どものための教育・保育給付事務要綱 教育・保育給付認定(変更)申請書兼保育所等入所申込書 子育て健康課

教育・保育給付認定現況届

教育・保育給付認定変更申請書兼申請内容変更届

支給認定証再交付申請書

保育所等退所届

74 平川市特定不妊治療費助成金交付要綱 平川市特定不妊治療費助成金交付申請書 子育て健康課

75 平川市放課後児童健全育成事業実施要綱 児童クラブ入会申込書 子育て健康課
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NO. 条例、規則等の名称 申請書等の名称 担当課

児童クラブ退会届

放課後児童健全育成事業実施届

放課後児童健全育成事業変更届

放課後児童健全育成事業廃止(休止)届

76 平川市病児・病後児保育事業実施要綱 病児・病後児保育利用申請書 子育て健康課

平川市病児・病後児保育事業の利用

病児・病後児保育事業実施協議書

77
平川市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業
実施要綱

平川市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座
指定申請書

子育て健康課

１６歳以上１９歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書

自立支援教育訓練給付金における寡婦(夫)控除のみなし適用申
請書

平川市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給申請書

78
平川市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支
給事業実施要綱

平川市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給申請書 子育て健康課

１６歳以上１９歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書

高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練終了支援給付金に
おける寡婦(夫)控除のみなし適用申請書

平川市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等請求書

平川市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届

平川市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等変更届

79 平川市生活支援ハウス運営事業実施要綱 生活支援ハウス運営事業(居住部門)利用申請書(新規・継続) 高齢介護課

80 平川市緊急通報体制等整備事業実施要綱 緊急通報装置貸与申請者 高齢介護課

緊急通報装置返還届

81 平川市日常生活用具給付事業実施要綱 日常生活用具給付申請書 福祉課

日常生活用具給付調査書

日常生活用具給付券

住宅改修費給付申請書

住宅改修費給付調査書

住宅改修費給付券

82 平川市意思疎通支援事業実施要綱 平川市手話通訳者・要約筆記者登録申請書 福祉課

平川市手話通訳者・要約筆記者登録者証再交付申請書

平川市手話通訳者・要約筆記者登録者証返還届

平川市意思疎通支援事業業務結果報告書
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NO. 条例、規則等の名称 申請書等の名称 担当課

83 平川市日中一時支援事業実施要綱 平川市日中一時支援事業利用申請者 福祉課

平川市日中一時支援事業利用登録変更(廃止)届

84 平川市移動支援事業実施要綱 平川市移動支援事業利用申請書 福祉課

平川市移動支援事業利用登録変更(廃止)届

85 平川市身体障害者自動車改造費助成金交付要綱 自動車改造費助成金交付申請者 福祉課

自動車改造費助成金請求書

86
平川市障害者自動車運転免許取得費助成金交付
要綱

自動車運転免許取得費助成金交付申請書 福祉課

自動車教習実績書

自動車運転免許取得費助成金請求書

87
平川市補装具費の代理受領に係る補装具業者の
登録等に関する要綱

補装具業者登録申請書 福祉課

補装具業者登録変更届出書

補装具業者事業廃止(休止・再開)届出書

代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状

88 平川市更生訓練費給付事業実施要綱 平川市更生訓練費支給申請書 福祉課

平川市更生訓練費支給申請書(施設用)

89 平川市福祉ホーム事業実施要綱 平川市福祉ホーム事業利用申請書 福祉課

平川市福祉ホーム事業利用登録変更(廃止)届

90
平川市国民健康保険高額医療費支払資金貸付要
綱

高額医療費支払資金貸付申込書 国保年金課

平川市国民健康保険高額医療費支払資金受領委任状兼返還同
意書

高額医療費支払資金借用書

高額療養費受領委任兼高額医療費支払資金貸付金償還方法の
委任状

高額医療費支払資金貸付変更届

91
平川市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収
猶予に関する取扱要綱

国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予申請書 国保年金課

世帯構成及び収入見込額並びに資産の状況報告書

92
平川市国民健康保険被保険者資格証明書の交付
等に関する事務取扱要綱

特別の事情に関する届 国保年金課

弁明書

原爆一般疾病医療費の支給等に関する届

特別療養費支給申請書

保険税への充当承諾書

93
平川市介護保険住宅改修費及び福祉用具購入費
の償還払い給付に係る特例措置実施要綱

特例措置に係る居宅介護(支援)福祉用具購入費居宅介護(支援)
住宅改修費支給申請書

高齢介護課

10



NO. 条例、規則等の名称 申請書等の名称 担当課

94
平川市介護保険要介護・要支援認定資料情報開
示要綱

介護保険要介護・要支援認定資料情報開示請求書 高齢介護課

95 平川市鳥獣被害対策実施隊設置要綱 平川市鳥獣被害対策実施隊出動報告書 農林課

96 平川市市有自動車の管理使用規程 市有自動車使用申込書 総務課

市有自動車貸与願

97 平川市電子計算機事務処理に関する取扱要領 システム開発依頼書 管財課

システム変更依頼書

電算機運用時間外使用願

98
平川市職員の定年前に退職する意思を有する職
員の募集等に関する実施要綱

早期退職希望者の募集に係る応募申請者 総務課

早期退職希望者の募集に係る応募取下げ申請者

退職すべき期日の繰上げ同意書

退職すべき期日の繰下げ同意書

99 平川市会計年度任用職員管理要綱 営利企業への従事等の届出 総務課

100 平川市職員再任用制度事務取扱要綱 再任用意向調査書 総務課

再任用職員希望申出書

101 平川市職員の懲戒処分等に関する規程 職員の自動車事故等報告書 総務課

自動車運転義務違反報告書

職務義務違反等調査報告書

102 平川市職員服務規程 職務専念義務免除願 総務課

欠勤届

在籍専従許可申請書

在籍専従資格喪失届出書

遅参・早退簿

出張命令カード

復命書

時間外勤務等命令簿

宿日直命令簿

宿日直日誌

職員き章紛失(損傷)届

職員き章台帳

職員証交付台帳
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NO. 条例、規則等の名称 申請書等の名称 担当課

職員の証書換え願

職員の証再交付願

事務引継書

履歴事項異動届

履歴事項訂正願

103 平川市職員表彰規程 職員表彰内申書 総務課

団体表彰内申書

104 平川市職員の退職管理に関する事務取扱要領 再就職者による依頼等の承認申請者 総務課

105
平川市職員の私有自動車の公務使用に関する取
扱要綱

公務使用私有自動車届 総務課

106 平川市知的障害者相談業務委託規程 知的障害者相談業務状況報告書 福祉課

107
平川市国民健康保険診療施設勤務職員被服貸与
規程

貸与品返納届 平川診療所

貸与品亡失(き損)届

被服再貸与願

被服貸与簿

108 平川市有林野巡視員設置規程 市有林野巡回日誌 農林課

市有林野巡視員勤務状況報告書

109
平川市立小学校及び中学校の通学区域に関する
規則

他学区入学認可申請書 学校教育課

他学区入学認可申請書

110 平川市文化センター条例施行規則 文化センター使用許可事項変更・取消し承認申請書 生涯学習課

文化センター使用料減免申請書

111 平川市生涯学習センター条例施行規則 生涯学習センター使用許可申請書 生涯学習課

生涯学習センター特別設備許可申請書

生涯学習センター使用許可事項変更・取消承認申請書

生涯学習センター使用料還付申請書

生涯学習センター使用料減免申請書

生涯学習センター施設備品・破損紛失届

112 平川市公民館条例施行規則 公民館利用許可申請書 生涯学習課

113 平川市郷土資料館条例施行規則 郷土資料館資料貸出許可申請書 郷土資料館

郷土資料館資料寄贈申請書

郷土資料館資料寄託申請書
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NO. 条例、規則等の名称 申請書等の名称 担当課

114 平川市自然の森に関する条例施行規則 自然の森利用許可申請書 生涯学習課

115 平川市視聴覚機器貸出規則 視聴覚機器貸出申請書 生涯学習課

116 平川市運動施設条例施行規則 平川市運動施設利用許可申請書(許可書) スポーツ課

売店等利用許可申請書

平川市運動施設使用料減免申請書

平川市運動施設利用許可事項変更(取消)申請書

紛失(破損・汚損)届出書

117 平川市水道事業給水条例施行規程 給水装置工事施行申請書(給水装置工事台帳) 上下水道課

給水装置工事施行取消.(変更)届

上水道異動届

代理人・管理人選定(変更)届

メーター亡失(き損)届

私設消火栓使用承認申請書

消火栓使用届

給水装置・水質検査請求書

118 平川市水道指定給水装置工事事業者規程 指定給水装置工事事業者指定申請者 上下水道課

指定給水装置工事事業者指定事項変更届出者

指定給水装置工事事業者・廃止・休止・再開届出書

給水装置工事完成届

119 平川市下水道条例施行規程 排水設備設置期限延長申請書 上下水道課

排水設備新設等(変更)届出書

除害施設設置(変更)届出書

排水設備廃止届出書

除害施設承継届出書

排水設備等工事完了届

土地使用承諾書

水質管理責任者選任(変更)届出書

下水道異動届

代理人(管理人)選定届

共用者(管理人)変更届
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NO. 条例、規則等の名称 申請書等の名称 担当課

下水道排除汚水量申告書

下水道使用料減免等申請書

行為の許可申請書

小型浄化槽設置申請書

浄化槽寄附申込書

小型浄化槽移設(変更)許可申請書

占用許可申請書

占用期間満了届

120 平川市指定排水設備工事業者規程 排水設備工事業者指定申請者 上下水道課

専属責任技術者・配管工名簿

所有機器等調書

排水設備工事業者証再交付申請書

排水設備工事業者指定辞退届出書

排水設備工事業者異動届出書

121 平川市水洗便所改造貸付金条例施行規程 水洗便所改造貸付金借入申請書 上下水道課

水洗便所改造貸付金借入変更申請書

水洗便所改造貸付金償還方法変更申請書

水洗便所改造貸付金借入人及び連帯保証人変更届

122 平川市水洗便所改造設置扶助制度要綱 水洗便所改造設置扶助申請書 上下水道課

受領書
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