
大町市の押印義務を廃止する手続一覧表

所管名 係名 手続名 申請（届出）書の様式名

庶務課 秘書係 市長の資産公開に関する報告事務 資産等報告書（様式第1号）

庶務課 秘書係 市長の資産公開に関する報告事務 資産等補充報告書（様式第2号）

庶務課 秘書係 市長の資産公開に関する報告事務 所得等報告書（様式第3号）

庶務課 秘書係 市長の資産公開に関する報告事務 関連会社等報告書（様式第4号）

庶務課 行政管理係 行事の後援に関する手続 行事共催・後援等承認申請書

庶務課 行政管理係 行政不服審査法に基づく審査請求手続 審査請求書及び請求録取書（第1号その1～その4）

庶務課 行政管理係 行政不服審査法に基づく審査請求手続 代表者（管理人）資格証明書（第3号その1）

庶務課 行政管理係 行政不服審査法に基づく審査請求手続 代表者（管理人）資格喪失届（第3号その2）

庶務課 行政管理係 行政不服審査法に基づく審査請求手続 総代互選書（第4号その1）

庶務課 行政管理係 行政不服審査法に基づく審査請求手続 総代解任届（第4号その2）

庶務課 行政管理係 行政不服審査法に基づく審査請求手続 委任状（第5その1、その2）

庶務課 行政管理係 行政不服審査法に基づく審査請求手続 代理人解任届（第5その3）

庶務課 行政管理係 行政不服審査法に基づく審査請求手続 補正書（第7号）

庶務課 行政管理係 行政不服審査法に基づく審査請求手続 執行停止申立書（第8号）

庶務課 行政管理係 行政不服審査法に基づく審査請求手続 審査請求人地位承継届出書（第12号その1、その2規定）
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庶務課 行政管理係 行政不服審査法に基づく審査請求手続 審査請求人地位承継許可申請書（第14号）

庶務課 行政管理係 行政不服審査法に基づく審査請求手続 審査請求取下書（第16号）

庶務課 行政管理係 行政不服審査法に基づく審査請求手続 総代互選通知書（第20号その2）

庶務課 行政管理係 行政不服審査法に基づく審査請求手続 審査請求参加許可申請書（第22号）

庶務課 行政管理係 行政不服審査法に基づく審査請求手続 審査請求参加取下書（第25号）

庶務課 行政管理係 行政不服審査法に基づく審査請求手続 反論書送付通知書（第31号その2）

庶務課 行政管理係 行政不服審査法に基づく審査請求手続 意見書送付通知書（第31号その3）

庶務課 行政管理係 行政不服審査法に基づく審査請求手続 口頭意見陳述申立書（第35号）

庶務課 行政管理係 行政不服審査法に基づく審査請求手続 補佐人帯同許可申請書（第36号）

庶務課 行政管理係 行政不服審査法に基づく審査請求手続 証拠書類等の提出について（第39号その1）

庶務課 行政管理係 行政不服審査法に基づく審査請求手続 物件提出要求実施申立書（第43号）

庶務課 行政管理係 行政不服審査法に基づく審査請求手続 物件送付通知書（第46号）

庶務課 行政管理係 行政不服審査法に基づく審査請求手続 質問申立書（第48号）

庶務課 行政管理係 行政不服審査法に基づく審査請求手続 質問に対する回答書（第50号その3）

庶務課 行政管理係 行政不服審査法に基づく審査請求手続 参考人陳述等申立書（第52号その1）
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庶務課 行政管理係 行政不服審査法に基づく審査請求手続 鑑定申立書（第52号その2）

庶務課 行政管理係 行政不服審査法に基づく審査請求手続 検証申立書（第53号）

庶務課 行政管理係 行政不服審査法に基づく審査請求手続 参考人陳述等依頼書及び回答書（第57号その3）

庶務課 行政管理係 行政不服審査法に基づく審査請求手続 鑑定結果報告書（第59号）

庶務課 行政管理係 行政不服審査法に基づく審査請求手続 提出書類等閲覧等請求書（第65号）

庶務課 行政管理係 行政不服審査法に基づく審査請求手続 提出書類等の閲覧等について（回答）（第66号その2）

庶務課 行政管理係 行政不服審査法に基づく審査請求手続 行政不服審査会等への諮問に関する申出書（第78号その1）

庶務課 職員係
議員、その他非常勤職員の公務災害補償等の審査申
立てに関する手続き

地方公務員災害補償療養の給付請求書（別記第２号）

庶務課 職員係
議員、その他非常勤職員の公務災害補償等の審査申
立てに関する手続き

地方公務員災害補償療養補償請求書（別記第３号）

庶務課 職員係
議員、その他非常勤職員の公務災害補償等の審査申
立てに関する手続き

地方公務員災害補償休業補償請求書（別記第４号）

庶務課 職員係
議員、その他非常勤職員の公務災害補償等の審査申
立てに関する手続き

地方公務員災害補償傷病補償年金請求書（別記第４号の２）

庶務課 職員係
議員、その他非常勤職員の公務災害補償等の審査申
立てに関する手続き

地方公務員災害補償障害補償年金　一時金請求書（別記第５号）

庶務課 職員係
議員、その他非常勤職員の公務災害補償等の審査申
立てに関する手続き

地方公務員災害補償障害補償年金前払一時金請求書（別記第５号の２）

庶務課 職員係
議員、その他非常勤職員の公務災害補償等の審査申
立てに関する手続き

地方公務員災害補償障害補償年金差額一時金請求書（別記第５号の３）

庶務課 職員係
議員、その他非常勤職員の公務災害補償等の審査申
立てに関する手続き

地方公務員災害補償障害補償変更請求書（別記第６号）
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庶務課 職員係
議員、その他非常勤職員の公務災害補償等の審査申
立てに関する手続き

地方公務員災害補償介護補償請求書（別記第６号の２）

庶務課 職員係
議員、その他非常勤職員の公務災害補償等の審査申
立てに関する手続き

地方公務員災害補償遺族補償年金請求書（別記第７号）

庶務課 職員係
議員、その他非常勤職員の公務災害補償等の審査申
立てに関する手続き

地方公務員災害補償遺族補償年金前払一時金請求書（別記第８号）

庶務課 職員係
議員、その他非常勤職員の公務災害補償等の審査申
立てに関する手続き

地方公務員災害補償遺族補償一時金請求書（別記第９号）

庶務課 職員係
議員、その他非常勤職員の公務災害補償等の審査申
立てに関する手続き

地方公務員災害補償葬祭補償請求書（別記第１０号）

庶務課 職員係
議員、その他非常勤職員の公務災害補償等の審査申
立てに関する手続き

地方公務員災害補償未支給の補償請求書（別記第１１号）

庶務課 職員係
議員、その他非常勤職員の公務災害補償等の審査申
立てに関する手続き

地方公務員災害補償障害の現状報告書（傷病補償年金）（別記第１３号）

庶務課 職員係
議員、その他非常勤職員の公務災害補償等の審査申
立てに関する手続き

地方公務員災害補償障害の現状報告書（障害補償年金）（別記第１３号の
２）

庶務課 職員係
議員、その他非常勤職員の公務災害補償等の審査申
立てに関する手続き

地方公務員災害補償遺族の現状報告書（別記第１４号）

庶務課 職員係 職員採用試験申込 大町市職員採用試験申込書

庶務課 職員係 物資等の販売に関する許可申請 販売許可申請書

企画財政課 企画調整係 大町市公の施設の指定管理者の指定申請 大町市公の施設の指定管理者の指定申請書(様式第1号)

企画財政課 企画調整係 大町市公の施設の指定管理者の指定申請 大町市公の施設事業報告書(様式第5号)

土地開発公社 都市計画区域内の土地等の先買い等 届出書(様式第1号)

土地開発公社 都市計画区域内の土地等の先買い等 申出書(様式第2号)
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企画財政課 企画調整係
寄附金税額控除に係る申告特例控除（ワンストップ特例
制度）申告特例申請書

寄附金税額控除に係る申告特例申請書（地方税法施行規則第五十五号の
五様式）

企画財政課 財政係 市費補助金の概算払い請求事務 補助金概算払請求書

企画財政課 財政係 市費補助金の申請事務 補助金交付申請書（様式第1号）

企画財政課 財政係 市費事業の実績報告事務 補助事業等実績報告書（様式第3号）

企画財政課 SDGs共創推進係 信濃大町ブランドロゴマーク使用に係る申請事務 信濃大町ブランドロゴマーク等使用承認申請書（様式第1号）

企画財政課 SDGs共創推進係 信濃大町ブランドロゴマーク使用に係る申請事務 信濃大町ブランドロゴマーク等使用変更承認申請書（様式第3号）

企画財政課 財産管理係 庁舎使用許可に係る事務 庁舎使用許可申請書(様式第1号)

まちづくり交流課 市民活動支援係 ひとが輝くまちづくり事業補助金 ひとが輝くまちづくり事業補助金交付申請書（様式第1号）

まちづくり交流課 市民活動支援係 ひとが輝くまちづくり事業補助金 ひとが輝くまちづくり事業補助金実績報告書（様式第2号）

まちづくり交流課 市民活動支援係 花づくり活動事業補助金 花づくり活動事業補助金交付申請書（様式第1号）

まちづくり交流課 市民活動支援係 花づくり活動事業補助金 花づくり活動事業補助金実績報告書（様式第2号）

まちづくり交流課 市民活動支援係 市民活動サポートセンターの器具備品等の利用申請 市民活動サポートセンター利用申請書（様式第1号）

まちづくり交流課 市民活動支援係
市民活動サポートセンターの市民活動団体の登録（変
更・廃止）申請

大町市市民活動サポートセンター市民活動団体登録（変更・廃止）申請書

まちづくり交流課 市民活動支援係 認可地縁団体認可申請 認可申請書（別記様式）

まちづくり交流課 市民活動支援係 認可地縁団体告示事項変更届 告示事項変更届出書（別記様式）
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まちづくり交流課 市民活動支援係 認可地縁団体の登録台帳の証明 認可地縁団体登録証明書交付申請書

まちづくり交流課 市民活動支援係 認可地縁団体規約変更認可申請 規約変更認可申請書（別記様式）

まちづくり交流課 市民活動支援係
認可地縁団体所有不動産の登記移転等に係る公示申
請

所有不動産の登記移転等に係る公示申請書（別記様式）

まちづくり交流課 市民活動支援係 申請不動産の登記移転等に係る異議申出 申請不動産の登記移転等に係る異議申出書（別記様式）

まちづくり交流課 定住促進係 大町市空き家情報登録・利用申請事務 空き家バンク協力事業者登録申込書（様式第1号）

まちづくり交流課 定住促進係 大町市空き家情報登録・利用申請事務 大町市空き家バンク登録申込書（様式第4号）

まちづくり交流課 定住促進係 大町市空き家情報登録・利用申請事務 空き家バンク登録変更届出書（様式第7号）

まちづくり交流課 定住促進係 大町市空き家情報登録・利用申請事務 空き家バンク登録取消届出書（様式第8号）

まちづくり交流課 定住促進係 大町市空き家情報登録・利用申請事務 空き家バンク利用登録申込書（様式第10号）

まちづくり交流課 定住促進係 大町市空き家情報登録・利用申請事務 空き家バンク利用登録変更届書（様式第12号）

まちづくり交流課 定住促進係 大町市空き家情報登録・利用申請事務 空き家バンク利用登録取消届出書（様式第13号）

まちづくり交流課 定住促進係 大町市空き家情報登録・利用申請事務 空き家バンク交渉申込書（様式第15号）

まちづくり交流課 定住促進係 大町市就業者等移住支援金交付要綱 移住支援金交付申請書兼実績報告書（様式第1号）

まちづくり交流課 定住促進係 大町市就業者等移住支援金交付要綱 同意書（様式第2号）

まちづくり交流課 定住促進係 大町市就業者等移住支援金交付要綱 誓約書（様式第3号）
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まちづくり交流課 定住促進係 大町市就業者等移住支援金交付要綱 就業証明書（様式第4号）

まちづくり交流課 定住促進係 大町市就業者等移住支援金交付要綱 要件証明書（様式第5号）

まちづくり交流課 定住促進係 大町市空き家流通促進事業補助金交付申請事務 空き家流通促進事業補助金交付申請書（様式第1号）

まちづくり交流課 定住促進係 大町市空き家流通促進事業補助金交付申請事務 確約書（様式第2号）

まちづくり交流課 定住促進係 大町市空き家流通促進事業補助金交付申請事務 空き家流通促進事業補助金交付変更申請書（様式第4号）

まちづくり交流課 定住促進係 大町市空き家流通促進事業補助金交付申請事務 空き家流通促進事業補助金実績報告書（様式第6号）

まちづくり交流課 定住促進係 大町市結婚新生活支援事業補助金交付申請事務 結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号）

まちづくり交流課 定住促進係 大町市結婚新生活支援事業補助金交付申請事務 住宅手当支給証明書（様式第2号）

まちづくり交流課 定住促進係 大町市定住促進マイホーム取得助成申請事務 定住促進マイホーム取得助成金交付申請書（様式第1号）

まちづくり交流課 定住促進係 大町市定住促進マイホーム取得助成申請事務 定住促進マイホーム取得助成金交付請求書（様式第3号）

まちづくり交流課 定住促進係 定住奨励事業交付申請事務 定住奨励事業交付申請書（様式第1号）

まちづくり交流課 定住促進係 定住奨励事業交付申請事務 定住に関する申告書（様式第2号）

まちづくり交流課 定住促進係 定住奨励事業交付申請事務 自治会加入確認書（様式第3号）

まちづくり交流課 定住促進係 新婚生活応援事業商品券交付申請事務 新婚生活応援事業商品券交付申請書（様式第1号）

まちづくり交流課 定住促進係 大町市空き家改修事業補助金交付申請事務 移住推進空き家改修事業補助金交付申請書（様式第1号）
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大町市の押印義務を廃止する手続一覧表

所管名 係名 手続名 申請（届出）書の様式名

まちづくり交流課 定住促進係 大町市空き家改修事業補助金交付申請事務 確約書（様式第2号）

まちづくり交流課 定住促進係 大町市空き家改修事業補助金交付申請事務 移住推進空き家改修事業変更承認申請書（様式第4号）

まちづくり交流課 定住促進係 大町市空き家改修事業補助金交付申請事務 移住推進空き家改修事業実績報告書（様式第6号）

まちづくり交流課 定住促進係 大町市空き家改修事業補助金交付申請事務 移住推進空き家改修事業補助金交付請求書（様式第8号）

まちづくり交流課 定住促進係 大町市空き家流通促進事業補助金交付申請事務 空き家流通促進事業補助金交付請求書（様式第8号）

まちづくり交流課 定住促進係 大町市有料道路時間帯割引回数通行券販売申請事務 有料道路時間帯割引回数通行券購入申込書（別記様式）

まちづくり交流課 定住促進係 大町市結婚新生活支援事業補助金交付申請事務 結婚新生活支援事業補助金交付請求書（様式第5号）

まちづくり交流課 定住促進係 大町市就業者等移住支援金交付要綱 移住支援金交付請求書(様式第8号)

税務課 係共通 市税証明書等交付・閲覧申請書 市税証明書等交付・閲覧申請書（様式第6号）

税務課 係共通 過誤納金還付請求 過誤納金還付請求書（様式第43号）

税務課 係共通 予納金納付（納入）申出 予納金納付（納入）申出書（様式第44号）

税務課 係共通 申告等の期限延長申請 申告等の期限延長申請書（様式第48号）

税務課 係共通 更正請求 更正請求書（様式第50号）

税務課 係共通 審査請求 審査請求書（様式第54号）

税務課 係共通 納税管理人（変更）申告 納税管理人（変更）申告書（様式第61号）
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大町市の押印義務を廃止する手続一覧表

所管名 係名 手続名 申請（届出）書の様式名

税務課 係共通 納税管理人（変更）承認申請 納税管理人（変更）承認申請書（様式第61号の2）

税務課 係共通 納税管理人不選任認定申請 納税管理人不選任認定申請書（様式第61号の4）

税務課 係共通 市税減免申請 市税減免申請書（様式第62号）

税務課 税務係 市県民税・国民健康保険税等申告 市県民税・国民健康保険税等申告書（様式第64号）

税務課 税務係 個人の事務所、事業所又は家屋敷に係る市民税申告 個人の事務所、事業所又は家屋敷に係る市民税申告書（様式第65号）

税務課 税務係 法人設立（設置）異動等申告 法人設立（設置）異動等申告書（様式66号）

税務課 税務係
市県民税給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例
に関する申請

市県民税給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例に関する申請書（様
式第67号）

税務課 税務係
給与の支払を受ける者が常時１０人以上となったことの
届出

給与の支払を受ける者が常時１０人以上となったことの届出書（様式第70
号）

税務課 税務係 仮装経理法人税割額還付請求
仮装経理法人税割額還付請求書
（様式第70号の2）

税務課 税務係 軽自動車税（種別割）減免申請 軽自動車税（種別割）減免申請書（様式第86号）

税務課 税務係 原動機付自転車・小型特殊自動車標識再交付申請 原動機付自転車・小型特殊自動車標識再交付申請書（様式第88号）

税務課 税務係 鉱産税に係る事業開始届出 鉱産税に係る事業開始届出書（様式第96号）

税務課 税務係 鉱産税納付申告 鉱産税納付申告書（様式第97号）

税務課 税務係 入湯税納入申告 入湯税納入申告書（様式第106号）

税務課 税務係 鉱泉浴場の経営開始（変更）申告
鉱泉浴場の経営開始（変更）申告書
（様式第107号）
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大町市の押印義務を廃止する手続一覧表

所管名 係名 手続名 申請（届出）書の様式名

税務課 税務係
軽自動車税（種別割）の第二次納税義務に係る納付義
務免除の申告

軽自動車税（種別割）の第二次納税義務に係る納付義務免除の申告書（様
式第11号）

税務課 係共通 相続人代表者指定(変更)届出 市税返還金相続人代表者指定（変更）届出書（様式第1号）

税務課 係共通 市税返還金共有代表者指定(変更)届出 市税返還金共有代表者指定（変更）届出書（様式第2号）

税務課 係共通 市税返還金支払申出 市税返還金支払申出書（様式第3号）

税務課 税務係 所得税及び復興特別所得税の確定申告 所得税及び復興特別所得税の確定申告書

税務課 税務係 市民税・県民税申告 市民税・県民税申告書（第5号の4様式）

税務課 税務係 農業所得の届出 農業所得の届出書

税務課 税務係 給与支払報告（総括表） 給与支払報告書（総括表）（第17号様式）

税務課 税務係 特別徴収義務者所在地・名称変更届出 特別徴収義務者所在地・名称変更届出書

税務課 税務係 市県民税特別徴収への切替申請 市県民税特別徴収への切替申請書

税務課 税務係 給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出 給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書（第18号様式）

税務課 税務係 法人に関する届出 法人に関する届出書

税務課 税務係 法人住民税申告 法人住民税申告書（第20号様式）

税務課 税務係
軽自動車税申告（報告）兼標識交付申請
（原動機付自転車及び小型特殊自動車）

軽自動車税申告（報告）兼標識交付申請書（第33号の5様式）

税務課 税務係
軽自動車税廃車申告兼標識返納
（原動機付自転車及び小型特殊自動車）

軽自動車税廃車申告兼標識返納書（第34号様式）
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所管名 係名 手続名 申請（届出）書の様式名

税務課 税務係 標識（大町市ナンバー）の紛失届出 紛失届出書

税務課 税務係 原動機付自転車改造申告
原動機付自転車改造申告書
（独自様式）

税務課 税務係 軽自動車税の課税保留申請 課税保留申請書（様式1）

税務課 税務係 軽自動車税の課税保留申請 軽自動車等盗難届提出済申出書（様式4）

税務課 税務係 出国目的及び出国期間中の収入に関する届出 出国目的及び出国期間中の収入に関する届出書

税務課 税務係 過誤納金還付口座届出 過誤納金還付口座届出書

税務課 資産税係
固定資産課税台帳に登録された価格についての不服申
立てに関する手続き

審査申出書

税務課 資産税係
大町市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発
展の基盤強化を図るための固定資産税の課税免除に
関する手続き

固定資産税の課税免除の申請書（様式第1号）

税務課 資産税係
大町市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発
展の基盤強化を図るための固定資産税の課税免除に
関する手続き

変更届出書(様式第3号)

税務課 資産税係
大町市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発
展の基盤強化を図るための固定資産税の課税免除に
関する手続き

事業休止(廃止)届出書(様式第4号)

税務課 資産税係 相続人代表者指定（変更）届出 相続人代表者指定（変更）届出書（様式第7号）

税務課 資産税係 固定資産税の非課税規定適用申告 固定資産税非課税規定適用申告書（様式第71号その1からその5まで）

税務課 資産税係 固定資産税非課税理由消滅申告 固定資産税非課税理由消滅申告書（様式第72号）
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大町市の押印義務を廃止する手続一覧表

所管名 係名 手続名 申請（届出）書の様式名

税務課 資産税係 固定資産税額の按分補正申出 区分所有に係る家屋の固定資産税額の按分補正申出書（様式第73号）

税務課 資産税係 固定資産税額の按分補正申出
区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地に対して課する固定資
産税額の按分補正申出書（様式第73号の2）

税務課 資産税係 固定資産税額の按分補正申出
特定被災共用土地に係る固定資産税額の按分補正申出書（様式第73号の
3）

税務課 資産税係 現所有者申告 現所有者申告書（様式第74号の2）

税務課 資産税係 固定資産税減額規定の適用申告
新築住宅・新築中高層耐火建築住宅に対する固定資産税減額規定の適用
申請書（様式第75号）

税務課 資産税係 固定資産税減額規定の適用申告
認定長期優良住宅、中高層耐火建築住宅に対する固定資産税減額規定の
適用申告書（様式75号の2）

税務課 資産税係 固定資産税減額規定の適用申告
サービス付き高齢者向け住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規
定の適用申告書（様式76号の3）

税務課 資産税係 固定資産税減額規定の適用申告
防災施設建築物の一部に該当する家屋に係る固定資産税減額規定の適用
申告書（様式76号の4）

税務課 資産税係 固定資産税減額規定の適用申告
耐震基準適合住宅(家屋)に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の
適用申告書（様式76号の5）

税務課 資産税係 固定資産税減額規定の適用申告
高齢者等居住改修住宅・高齢者等居住改修専有部分に該当する家屋に対
する固定資産税減額規定の適用申告書（様式76号の6）

税務課 資産税係 固定資産税減額規定の適用申告
熱損失防止改修住宅・熱損失防止改修専有部分に該当する家屋に対する
固定資産税減額規定の適用申告書（様式76号の7）

税務課 資産税係 固定資産税減額規定の適用申告
改修実演芸術公演施設に対する固定資産税減額規定の適用申告書（様式
76号の8）

税務課 資産税係 住宅用地適用（異動）申告 住宅用地適用（異動）申告書（様式第77号）

税務課 資産税係 被災住宅用地に対する固定資産税の特例適用申告 被災住宅用地に対する固定資産税の特例適用申告書（様式第77号の2）

税務課 資産税係 固定資産の課税標準の特例に係る適用申請 固定資産の課税標準の特例に係る適用申請書（様式第78号の2）
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大町市の押印義務を廃止する手続一覧表

所管名 係名 手続名 申請（届出）書の様式名

税務課 資産税係 特別土地保有税還付申請 特別土地保有税還付申請書（様式第105号）

税務課 資産税係 未登記家屋所有者変更届出書 未登記家屋所有者変更届出書

税務課 資産税係 家屋滅失届出書 家屋滅失届出書

税務課 資産税係 住所地・送付先変更届 住所地・送付先変更届

税務課 資産税係 納税代理人申告書 納税代理人申告書

税務課 管理収納係 徴収猶予（期間の延長）申請 徴収猶予(期間の延長)申請書（様式第20号）

税務課 管理収納係 徴収猶予に係る差押解除申請 徴収猶予に係る差押解除申請書（様式第22号）

税務課 管理収納係 換価の猶予（期間の延長）申請 換価の猶予(期間の延長)申請書（様式第25号の2）

税務課 管理収納係 延滞金の免除（減免）申請 延滞金の免除(減免)申請書（様式第29号）

税務課 管理収納係 徴収（換価）猶予に係る担保提供 担保提供書（様式第32号）

税務課 管理収納係
徴収（換価）猶予（期間の延長）、保全担保、保全差押に
係る担保の提供に関する保証

保証書（様式第33号）

税務課 管理収納係 保全差押に係る担保金充当申請 保全差押に係る担保金充当申請書（様式第38号）

税務課 管理収納係 市税等口座振替（解約・変更） 市税等口座振替（解約・変更）届

消防防災課 消防防災係 消防団の入退団に係る届出 退職届

消防防災課 消防防災係 消防団の入退団に係る届出 宣誓書（別記様式）
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大町市の押印義務を廃止する手続一覧表

所管名 係名 手続名 申請（届出）書の様式名

消防防災課 消防防災係 消防賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与手続 賞じゅつ審査答申書(様式第3号)

消防防災課 消防防災係 消防団協力事業所表示制度に係る申請 大町市消防団協力事業所表示申請書（様式第1号）

消防防災課 消防防災係 防災行政無線戸別受信機購入補助に係る申請 戸別受信機等購入申込書（様式第1号）

消防防災課 消防防災係 防災行政無線戸別受信機購入補助に係る申請
防災行政無線戸別受信機及びアンテナ購入費補助金交付申請書兼実績報告書（様
式第2号）

消防防災課 消防防災係
大町市簡易水道事業区域内消火栓設置事業補助金交
付申請に係る手続き

大町市簡易水道事業区域内消火栓設置(維持管理)事業補助金交付申請書（様式第
1号）

消防防災課 消防防災係
大町市簡易水道事業区域内消火栓設置事業補助金交
付申請に係る手続き

大町市簡易水道事業区域内消火栓設置事業変更承認申請書（様式第2号）

消防防災課 消防防災係
大町市簡易水道事業区域内消火栓設置事業補助金交
付申請に係る手続き

大町市簡易水道事業区域内消火栓設置事業中止承認申請書(様式第3号)

消防防災課 消防防災係
大町市簡易水道事業区域内消火栓設置事業補助金交
付申請に係る手続き

大町市簡易水道事業区域内消火栓設置(維持管理)事業実績報告書（様式
第4号）

消防防災課 消防防災係 消防団の入退団に係る届出 消防団入団届

消防防災課 消防防災係 戸別受信器貸与に関する届出 同報系防災行政無線戸別受信機貸与（新規・変更・廃止）申請書

消防防災課 消防防災係 危険空家に関する報告 危険空家報告書

情報交通課 広聴広報係 「広報おおまち」に掲載する広告に係る掲載申請事務 広報広告掲載申請書(様式第1号)

情報交通課 情報化推進係 市ホームページに掲載する広告に係る掲載申請 ホームページ広告掲載申請書(様式第1号)

情報交通課 情報化推進係 市ホームページに掲載する広告に係る掲載申請 ホームページ広告掲載変更申請書(様式第3号)

情報交通課 ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ係 ケーブルテレビ加入脱退等に係る申請事務 ケーブルテレビ放送事業事業加入申込書（様式第1号その1）
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大町市の押印義務を廃止する手続一覧表

所管名 係名 手続名 申請（届出）書の様式名

情報交通課 ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ係 ケーブルテレビ加入脱退等に係る申請事務 ケーブルテレビ放送事業事業加入申込書（様式第1号その2）

情報交通課 ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ係 ケーブルテレビ加入脱退等に係る申請事務 ケーブルテレビ放送事業事業加入申込書（様式第1号その3）

情報交通課 ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ係 ケーブルテレビ加入脱退等に係る申請事務 ケーブルテレビ放送事業引込設備移設等申請書（様式第3号）

情報交通課 ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ係 ケーブルテレビ加入脱退等に係る申請事務 ケーブルテレビ放送事業脱退申込書（様式第5号）

情報交通課 ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ係 ケーブルテレビ加入脱退等に係る申請事務 ケーブルテレビ放送事業休止申込書（様式第7号）

情報交通課 ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ係 ケーブルテレビ加入脱退等に係る申請事務 ケーブルテレビ放送事業再開申込書（様式第8号）

情報交通課 ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ係 ケーブルテレビ加入脱退等に係る申請事務 ケーブルテレビ放送事業機器増設申込書（様式第9号）

情報交通課 ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ係 ケーブルテレビ加入脱退等に係る申請事務 ケーブルテレビ放送事業加入事項変更届出書（様式第10号）

情報交通課 ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ係 ケーブルテレビ加入脱退等に係る申請事務 ケーブルテレビ放送事業引込工事負担金等減免申請書（様式第15号）

情報交通課 ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ係 大町市ケーブルテレビ広告掲載に係る申請事務 ケーブルテレビ広告掲載申請書（様式第1号）

情報交通課 ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ係
大町市ケーブルテレビ宅内設備工事業者の指定に係る
申請事務

ケーブルテレビ宅内設備工事業者指定申請書（様式第1号）

情報交通課 ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ係
大町市ケーブルテレビ宅内設備工事業者の指定に係る
申請事務

誓約書(様式第2号)

情報交通課 ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ係
大町市ケーブルテレビ宅内設備工事業者の指定に係る
申請事務

ケーブルテレビ宅内設備工事業者指定廃止・休止届（様式第4号）

情報交通課 ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ係
大町市ケーブルテレビ宅内設備工事業者の指定に係る
申請事務

ケーブルテレビ宅内設備工事業者変更届（様式第5号）

八坂支所 産業建設係 指定管理者との協議に係る事務等 大町市鷹狩山展望施設利用許可(兼利用料金減免)申請書（様式第1号）
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大町市の押印義務を廃止する手続一覧表

所管名 係名 手続名 申請（届出）書の様式名

八坂支所 産業建設係 指定管理者との協議に係る事務等 大町市鷹狩山展望施設利用許可(兼利用料金減免承認)書（様式第2号）

八坂支所 産業建設係 指定管理者との協議に係る事務等 大町市鷹狩山展望施設利用中止・変更申請書（様式第3号）

八坂支所 産業建設係 指定管理者との協議に係る事務等
大町市ふれあいセンターさざなみ利用許可(兼利用料金減免)申請書（様式
第1号）

八坂支所 産業建設係 指定管理者との協議に係る事務等
大町市ふれあいセンターさざなみ利用許可(兼利用料金減免承認)書（様式
第2号）

八坂支所 産業建設係 指定管理者との協議に係る事務等 大町市ふれあいセンターさざなみ利用中止・変更申請書（様式第3号）

八坂・美麻支所 産業建設係 定住促進住宅入居に係る申請事務 定住促進住宅入居申込書（様式第1号）

八坂・美麻支所 産業建設係 定住促進住宅入居に係る申請事務 定住促進住宅同居世帯員異動届（様式第5号）

八坂・美麻支所 産業建設係 定住促進住宅入居に係る申請事務 定住促進住宅家賃等減免（徴収猶予）申請書（様式第7号）

八坂支所 産業建設係 指定管理者との協議に係る事務等 大町市八坂ふるさと体験館利用許可申請書（様式第１号）

八坂支所 産業建設係 指定管理者との協議に係る事務等 大町市八坂ふるさと体験館利用許可(兼利用料金減免承認)書（様式第２号）

八坂支所 産業建設係 指定管理者との協議に係る事務等 大町市八坂ふるさと体験館利用中止・変更申請書（様式第3号）

八坂支所 産業建設係 指定管理者との協議に係る事務等 大町市八坂ふるさと体験館利用中止・変更許可書（様式第4号）

八坂支所 産業建設係 指定管理者との協議に係る事務等
大町市交流促進センター明日香荘利用許可(兼利用料金減免)申請書（様式
第1号）

八坂支所 産業建設係 指定管理者との協議に係る事務等 大町市交流促進センター明日香荘利用中止・変更申請書（様式第3号）

八坂・美麻支所 総務係 過疎地域起業支援事業補助金に係る申請事務 過疎地域起業支援事業補助金交付申請書（様式第1号）
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大町市の押印義務を廃止する手続一覧表

所管名 係名 手続名 申請（届出）書の様式名

八坂・美麻支所 総務係 過疎地域起業支援事業補助金に係る申請事務 過疎地域起業支援事業月別事業実施報告書（様式第4号）

八坂・美麻支所 総務係 過疎地域起業支援事業補助金に係る申請事務 過疎地域起業支援事業実績報告書（様式第5号）

八坂・美麻支所 総務係 過疎地域起業者育成支援事業補助金に係る申請事務 過疎地域起業者育成支援事業補助金交付申請書（様式第1号）

八坂・美麻支所 総務係 過疎地域起業者育成支援事業補助金に係る申請事務 過疎地域起業者育成支援事業変更承認申請書（様式第5号）

八坂・美麻支所 総務係 過疎地域起業者育成支援事業補助金に係る申請事務 過疎地域起業者育成支援事業月別事業実施報告書（様式第7号）

八坂・美麻支所 総務係 過疎地域起業者育成支援事業補助金に係る申請事務 過疎地域起業者育成支援事業実績報告書（様式第8号）

八坂・美麻支所 総務係 過疎地域就職促進奨励金に係る申請事務 過疎地域就職促進奨励金交付申請書（様式第1号）

八坂・美麻支所 総務係 過疎地域住宅新築資金等利子補給金に係る申請事務 過疎地域住宅新築資金等利子補給事業承認申請書（様式第1号）

八坂・美麻支所 総務係 過疎地域住宅新築資金等利子補給金に係る申請事務 過疎地域住宅新築資金等利子補給事業変更承認申請書（様式第3号）

八坂・美麻支所 総務係 過疎地域住宅新築資金等利子補給金に係る申請事務 過疎地域住宅新築資金等利子補給金交付請求書（様式第4号）

八坂・美麻支所 総務係 過疎地域定住促進奨励金に係る申請事務 過疎地域定住促進奨励金交付申請書（様式第1号）

八坂・美麻支所 総務係 過疎地域定住促進奨励金に係る申請事務 確約書（様式第2号）

八坂・美麻支所 産業建設係 定住促進住宅増築工事許可申請書 定住促進住宅増築工事許可申請書

美麻支所 産業建設係 ぽかぽかランド利用（変更）に係る申請事務
大町市美麻温泉交流施設ぽかぽかランド利用許可（兼利用料金減免）申請
書（様式第1号）

美麻支所 産業建設係 ぽかぽかランド利用（変更）に係る申請事務
大町市美麻温泉交流施設ぽかぽかランド利用中止・変更申請書（様式第3
号）
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大町市の押印義務を廃止する手続一覧表

所管名 係名 手続名 申請（届出）書の様式名

美麻支所 産業建設係 市民農園施設の利用に係る申請事務 大町市民農園利用申請書（貸農園用）（様式第1号）

美麻支所 産業建設係 市民農園施設の利用に係る申請事務 大町市民農園利用申請書（休憩施設付き貸農園用）（様式第2号）

美麻支所 産業建設係 市民農園施設の利用に係る申請事務 大町市民農園附帯施設使用申請書（様式第3号）

市民課 市民・戸籍係
自動車の臨時運行の許可番号標若しくは許可証を紛失
し、又はき損したときの届出

紛失・き損届（様式第3号）

市民課 市民・戸籍係 印鑑登録事項変更届 登録事項変更届（様式第10号）

市民課 市民・戸籍係 印鑑登録証明書の交付申請 印鑑登録証明書交付申請書（様式第12号）

市民課 市民・戸籍係 窓口用封筒の無償提供の申込事務 広告入り窓口用封筒無償提供申込書(様式第1号)

市民課 市民・戸籍係 窓口用封筒の無償提供の申込事務 広告入り窓口用封筒無償提供に関する企画提案書(様式第2号)

市民課 市民・戸籍係 窓口用封筒の無償提供の申込事務 誓約書(様式第3号)

市民課 市民・戸籍係 戸籍届出（出生） 出生届（附録第十一号様式）

市民課 市民・戸籍係 戸籍届出（婚姻） 婚姻届（附録第十二号様式）

市民課 市民・戸籍係 戸籍届出（離婚） 離婚届（附録第十三号様式)

市民課 市民・戸籍係 戸籍届出（死亡） 死亡届（附録第十四号様式)

市民課 市民・戸籍係 戸籍届出（国籍留保） 出生届（附録第十一号様式）

市民課 市民・戸籍係 戸籍届出（認知） 認知届
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所管名 係名 手続名 申請（届出）書の様式名

市民課 市民・戸籍係 戸籍届出（養子縁組） 養子縁組届

市民課 市民・戸籍係 戸籍届出（養子離縁） 養子離縁届

市民課 市民・戸籍係 戸籍届出（離縁の際の氏を称することの届出）
法73条の2、69条の2の届出（離縁の際に称していた氏を称する届）（様式規
定なし附）

市民課 市民・戸籍係 戸籍届出（離婚の際の氏を称することの届出）
法77条の2、75条の2の届出（離婚の際に称していた氏を称する届）（様式規
定なし附）

市民課 市民・戸籍係 戸籍届出（親権・未成年者の後見・監督） 未成年者の後見届

市民課 市民・戸籍係 戸籍届出（失踪） 失踪届

市民課 市民・戸籍係 戸籍届出（復氏） 復氏届

市民課 市民・戸籍係 戸籍届出（姻族関係終了） 姻族関係終了届

市民課 市民・戸籍係 戸籍届出（推定相続人廃除） 推定相続人廃除届

市民課 市民・戸籍係 戸籍届出（入籍） 入籍届

市民課 市民・戸籍係 戸籍届出（分籍） 分籍届

市民課 市民・戸籍係 戸籍届出（国籍取得） 国籍取得届

市民課 市民・戸籍係 戸籍届出（帰化） 帰化届

市民課 市民・戸籍係 戸籍届出（国籍喪失） 国籍喪失届

市民課 市民・戸籍係 戸籍届出（国籍選択） 国籍選択届
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所管名 係名 手続名 申請（届出）書の様式名

市民課 市民・戸籍係 戸籍届出（外国国籍喪失） 外国国籍喪失届

市民課 市民・戸籍係 戸籍届出（氏の変更） 氏の変更届

市民課 市民・戸籍係 戸籍届出（名の変更） 名の変更届

市民課 市民・戸籍係 戸籍届出（転籍） 転籍届

市民課 市民・戸籍係 戸籍届出（就籍） 就籍届

市民課 市民・戸籍係 戸籍届出（追完） 追完届

市民課 市民・戸籍係 戸籍届出（不受理申出） 不受理申出

市民課 市民・戸籍係 住民異動届 住民異動届

市民課 市民・戸籍係 戸籍証明書等交付申請書 戸籍証明書等交付申請書

市民課 市民・戸籍係 通称記載申出書 通称記載申出書（別紙1）

市民課 市民・戸籍係 通称削除申出書 通称削除申出書（別紙2）

市民課 市民・戸籍係 旧氏（記載・変更・削除）請求書 旧氏（記載・変更・削除）請求書

市民課 市民・戸籍係 特別永住者証明書受領書（書式4） 特別永住者証明書受領書（書式4）

市民課 市民・戸籍係
個人番号カード交付/再交付申請取消申出書/電子証
明書発行更新申請取消申出書

個人番号カード交付/再交付申請取消申出書/電子証明書発行更新申請取
消申出書

市民課 市民・戸籍係
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/電子証明書発行/更新申請書

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/電子証明書発行
/更新申請書
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所管名 係名 手続名 申請（届出）書の様式名

市民課 市民・戸籍係 個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書 個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書

市民課 市民・戸籍係
個人番号カード・電子証明書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

個人番号カード・電子証明書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

市民課 市民・戸籍係
個人番号カード券面記載事項変更届/電子証明書新規
発行申請書

個人番号カード券面記載事項変更届/電子証明書新規発行申請書

市民課 市民・戸籍係
個人番号カード暗証番号変更・再設定/電子証明書暗
証番号変更・再設定申請書

個人番号カード暗証番号変更・再設定/電子証明書暗証番号変更・再設定
申請書

市民課 市民・戸籍係
個人番号カード紛失・廃止届/電子証明書失効申請/秘
密鍵漏えい等届出書

個人番号カード紛失・廃止届/電子証明書失効申請/秘密鍵漏えい等届出書

市民課 市民・戸籍係
個人番号カード一時停止解除届/利用者証明用電子証
明書一時停止解除届

個人番号カード一時停止解除届/利用者証明用電子証明書一時停止解除
届

市民課 市民・戸籍係 個人番号カード返納届/電子証明書失効申請書 個人番号カード返納届/電子証明書失効申請書

市民課 市民・戸籍係 個人番号指定請求書 個人番号指定請求書

市民課 市民・戸籍係 暗証番号変更・暗証番号初期化照会書兼回答書 暗証番号変更・暗証番号初期化照会書兼回答書

市民課 市民・戸籍係 個人番号カード交付申請・電子証明書発行申請照会書 個人番号カード交付申請・電子証明書発行申請照会書

市民課 市民・戸籍係 個人番号カード交付申請・電子証明書発行申請書 個人番号カード交付申請・電子証明書発行申請書

市民課 市民・戸籍係 通知カード紛失届 通知カード紛失届

市民課 国保・年金係
国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予に関す
る事務

国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書（様式第1号）

市民課 国保・年金係 国民健康保険療養費の支給に関する事務 国民健康保険療養費支給申請書（様式第5号）

市民課 国保・年金係
国民健康保険法第116条の2適用・非適用（住所地特
例）に関する事務

国民健康保険法第116条の2適用・非適用届（様式第6号）
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市民課 国保・年金係
国民健康保険法第116条の2適用・非適用（住所地特
例）に関する事務

国民健康保険法第116条の2変更届（様式第7号）

市民課 国保・年金係
国民健康保険の資格取得等の届出に関する事務（世帯
資格取得時）

異動届（様式第8号）

市民課 国保・年金係
国民健康保険の資格取得等の届出に関する事務（世帯
資格取得時以外）

異動届（様式第8号）

市民課 国保・年金係 国民健康保険の被保険者証の再交付に関する事務 国民健康保険被保険者証・高齢受給者証再交付申請書（様式第9号）

市民課 国保・年金係 国民健康保険限度額適用等認定に関する事務 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書（様式第10号）

市民課 国保・年金係
国民健康保険限度額適用等認定に関する事務（再交付
申請）

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証再交付申請書（様式第
17号）

市民課 国保・年金係
国民健康保険食事・生活療養費標準負担額差額支給
に関する事務

国民健康保険食事・生活療養費標準負担額差額支給申請書（様式第13号）

市民課 国保・年金係 国民健康保険移送費の支給に関する事務 国民健康保険移送費支給申請書(様式第18号)

市民課 国保・年金係 国民健康保険特定疾病の認定に関する事務 国民健康保険特定疾病認定申請書(様式第19号)

市民課 国保・年金係 国民健康保険特定疾病の認定に関する事務 国民健康保険特定疾病療養受療証再交付申請書(様式第22号)

市民課 国保・年金係 国民健康保険高額療養費の支給に関する事務 国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第23号)

市民課 国保・年金係 国民健康保険高額療養費の支給に関する事務
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(様式第23号の2)

市民課 国保・年金係
国民健康保険高額介護合算療養費の支給に関する事
務

高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担限度額証明書交付申請書
(様式第24号)

市民課 国保・年金係 国民健康保険出産育児一時金の支給に関する事務 国民健康保険出産育児一時金支給申請書(様式第25号)

市民課 国保・年金係 国民健康保険葬祭費の支給に関する事務 国民健康保険葬祭費支給申請書(様式第26号)
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市民課 国保・年金係 国民健康保険第三者行為による傷病届に関する事務 第三者行為による傷病届(様式第27号)

市民課 国保・年金係
国民健康保険第三者行為による傷病届に関する事務
（自転車）

第三者行為による傷病届（自転車）(様式第28号)

市民課 国保・年金係
国民健康保険第三者行為による傷病届に関する事務
（動物）

第三者行為による傷病届（動物）(様式第29号)

市民課 国保・年金係
福祉医療費特別給付金受給認定、変更、喪失に関する
事務

大町市福祉医療費特別給付金受給者証交付（更新）申請書(様式第1号、第
7号)

市民課 国保・年金係
福祉医療費特別給付金受給認定、変更、喪失に関する
事務

大町市福祉医療費特別給付金受給者証変更届書(様式第6号)

市民課 国保・年金係 福祉医療費特別給付金の支給に関する事務 大町市福祉医療費特別給付金支給申請書(様式第4号)

市民課 国保・年金係 福祉医療費特別給付金受給証再発行に関する事務 大町市福祉医療費特別給付金受給者証再交付申請書(様式第8号)

市民課 国保・年金係
後期高齢者医療保険料の保険料納入済額証明書の交
付事務

保険料納入済額証明書交付申請書(様式第5号)（年税額証明書等交付申請
書）

市民課 国保・年金係 未熟児養育医療給付申請等に関する事務 低体重児出生届書（様式第1号）

市民課 国保・年金係 未熟児養育医療給付申請等に関する事務 養育医療給付申請書（様式第2号）

市民課 国保・年金係 未熟児養育医療給付申請等に関する事務 養育医療意見書（様式第3号）

市民課 国保・年金係 未熟児養育医療給付申請等に関する事務 養育医療継続給付協議書（様式第5号）

市民課 国保・年金係 未熟児養育医療給付申請等に関する事務 養育医療券記載事項変更届（様式第8号）

市民課 国保・年金係 未熟児養育医療給付申請等に関する事務 養育医療券再交付申請届（様式第9号）

市民課 国保・年金係 国民健康保険高額療養費資金貸付に関する事務 大町市高額療養費資金貸付申請書(様式第1号）
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市民課 国保・年金係 国民健康保険高額療養費資金貸付に関する事務 大町市高額療養費資金借用書(様式第4号）

市民課 国保・年金係 国民健康保険高額療養費資金貸付に関する事務 停止条件付相殺契約申込書(様式第5号)

市民課 国保・年金係 国民健康保険高額療養費資金貸付に関する事務 高額療養費資金貸付申請内容変更届(様式第6号

市民課 国保・年金係 福祉医療費特別給付金の資金の貸付に関する事務 大町市福祉医療費資金貸付資格認定申請書(様式第1号）

市民課 国保・年金係 福祉医療費特別給付金の資金の貸付に関する事務 大町市福祉医療費資金貸付申請書(様式第3号）

市民課 国保・年金係 福祉医療費特別給付金の資金の貸付に関する事務 大町市福祉医療費資金借用書(様式第5号）

市民課 国保・年金係 福祉医療費特別給付金の資金の貸付に関する事務 停止条件付相殺契約申込書(様式第6号)

市民課 国保・年金係 福祉医療費特別給付金の資金の貸付に関する事務 大町市福祉医療費資金貸付申請内容変更届(様式第7号）

市民課 国保・年金係
国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予に関す
る事務

同意書(様式第2号）

市民課 国保・年金係 国民健康保険税の減免に関する事務 同意書(様式第3号)

市民課 国保・年金係
国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予に関す
る事務

収入状況等申告書（様式第1号）

市民課 国保・年金係
国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予に関す
る事務

誓約書(様式第3号）

市民課 国保・年金係 国民健康保険税の減免に関する事務 国民健康保険税減免申請書(様式第1号)

市民課 国保・年金係 国民健康保険税の減免に関する事務 収入状況等申告書(様式第2号)

市民課 国保・年金係 国民健康保険税の減免に関する事務 国民健康保険税減免事由消滅申告書(様式第5号)
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市民課 国保・年金係
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険
税の減免に関する事務

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(様式
第1号)

市民課 国保・年金係
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険
税の減免に関する事務

同意書（様式第2号）

市民課 国保・年金係
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険
税の減免に関する事務

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事由消滅申告
書(様式第4号)

市民課 国保・年金係 国民健康保険人間ドックの助成に関する事務 国民健康保険人間ドック等助成券交付申請書(様式第2号）

市民課 国保・年金係 国民健康保険人間ドックの助成に関する事務 国民健康保険人間ドック等助成金交付申請書兼実績報告書(様式第3号)

市民課 国保・年金係 国民健康保険人間ドックの助成に関する事務 国民健康保険人間ドック等助成金交付請求書(様式第8号)

市民課 国保・年金係 後期高齢者人間ドックの助成に関する事務 高齢者人間ドック等助成券交付申請書(様式第2号)

市民課 国保・年金係 後期高齢者人間ドックの助成に関する事務 高齢者人間ドック等助成金交付申請書兼実績報告書(様式第3号)

市民課 国保・年金係 後期高齢者人間ドックの助成に関する事務 高齢者人間ドック等助成金交付請求書(様式第8号)

市民課 国保・年金係
65歳以上75歳未満の者の後期高齢者医療被保険者の
認定の受付に関する事務

後期高齢者医療障害認定申請書・障害認定申請撤回届書・障害状態不該
当届書(様式第1号)

市民課 国保・年金係
65歳以上76歳未満の者の後期高齢者医療被保険者の
認定の受付に関する事務

後期高齢者医療資格喪失証明書交付申請書(様式第2号)

市民課 国保・年金係
後期高齢者医療被保険者の資格取得、変更、喪失の受
付に関する事務

後期高齢者医療障害認定申請書・障害認定申請撤回届書・障害状態不該
当届書(様式第1号)

市民課 国保・年金係
後期高齢者医療被保険者の資格取得、変更、喪失の受
付に関する事務

後期高齢者医療負担区分等証明書交付申請書(様式第3号)

市民課 国保・年金係
後期高齢者医療被保険者の資格取得、変更、喪失の受
付に関する事務

後期高齢者医療障害認定・特定疾病認定証明書交付申請書(様式第4号)

市民課 国保・年金係
後期高齢者医療被保険者の資格取得、変更、喪失の受
付に関する事務

後期高齢者医療資格喪失証明書交付申請書(様式第2号)
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市民課 国保・年金係
後期高齢者医療被保険証、資格証明書の再交付に関
する事務

後期高齢者医療被保険者証再交付申請書・被保険者資格証明書再交付申
請書(様式第5号)

市民課 国保・年金係 後期高齢者医療被保険者証の返還を求める事務 弁明書(様式第6号)

市民課 国保・年金係
後期高齢者医療保険料の滞納及び給付の差し止めに
伴う特別の事情の届出の受付に関する事務

特別の事情に関する届書(様式第7号)

市民課 国保・年金係
後期高齢者医療の一部負担金の算定に係る所得基準
を収入基準によることにする申請受付事務

後期高齢者医療基準収入額適用申請書(様式第8号)

市民課 国保・年金係
後期高齢者医療の一部負担金の減免又は徴収猶予の
申請受付事務

後期高齢者医療一部負担金減免・徴収猶予申請書(様式第9号)

市民課 国保・年金係
後期高齢者医療の食事標準負担額、生活療養標準負
担額差額の支給申請に関する受付事務

後期高齢者医療食事・生活療養差額支給申請書(様式第10号)

市民課 国保・年金係
後期高齢者医療第三者行為による傷病届に関する事
務

第三者の行為による傷病届（第三-1）

市民課 国保・年金係
後期高齢者医療第三者行為による傷病届に関する事
務

事故発生状況報告書（第三-2）

市民課 国保・年金係
後期高齢者医療第三者行為による傷病届に関する事
務

念書（第三-3）

市民課 国保・年金係
後期高齢者医療第三者行為による傷病届に関する事
務

誓約書（第三-4）

市民課 国保・年金係
後期高齢者医療第三者行為による傷病届に関する事
務

人身事故証明書入手不納理由書

市民課 国保・年金係 後期高齢者医療の療養費支給申請に伴う受付事務 後期高齢者医療療養費支給申請書(様式第11号)

市民課 国保・年金係 後期高齢者医療の療養費支給申請に伴う受付事務 療養費支給申請書(はり・きゅう用)（様式第6号）

市民課 国保・年金係 後期高齢者医療の療養費支給申請に伴う受付事務 療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)（様式第6号の2）

市民課 国保・年金係
後期高齢者医療の特別療養費支給申請に伴う受付事
務

後期高齢者医療特別療養費支給申請書(様式第11号の2)

26 / 83 ページ



大町市の押印義務を廃止する手続一覧表

所管名 係名 手続名 申請（届出）書の様式名

市民課 国保・年金係 後期高齢者医療の移送費の支給申請に伴う受付事務 後期高齢者医療移送費支給申請書(様式第11号の3)

市民課 国保・年金係 後期高齢者医療特定疾病の認定に伴う受付事務 後期高齢者医療特定疾病認定申請書(様式第12号)

市民課 国保・年金係 後期高齢者医療特定疾病の認定に伴う受付事務 後期高齢者医療特定疾病療養受療証再交付申請書(様式第5号)

市民課 国保・年金係
後期高齢者医療限度額適用認定、限度額適用・標準負
担額減額認定に伴う受付事務

後期高齢者医療限度額適用認定申請書(様式第13号)

市民課 国保・年金係
後期高齢者医療限度額適用認定、限度額適用・標準負
担額減額認定に伴う受付事務

後期高齢者医療限度額適用認定証再交付申請書(様式第5号)

市民課 国保・年金係 後期高齢者医療高額療養費支給申請受付事務 後期高齢者医療高額療養費支給申請書(様式第14号)

市民課 国保・年金係 後期高齢者医療高額療養費支給申請受付事務
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(様
式第14号の2)

市民課 国保・年金係
後期高齢者医療高額介護合算療養費支給申請受付事
務

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(様式
第15号)

市民課 国保・年金係 後期高齢者医療葬祭費支給申請受付事務 後期高齢者医療葬祭費支給申請書(様式第16号)

市民課 国保・年金係 後期高齢者医療の給付制限に関する事務 弁明書(様式第6号)

市民課 国保・年金係
後期高齢者医療保険料の徴収猶予又は減免の申請受
付事務

後期高齢者医療保険料徴収猶予申請書(様式第17号)

市民課 国保・年金係
後期高齢者医療保険料の徴収猶予又は減免の申請受
付事務

後期高齢者医療保険料減免申請書(様式第18号)

市民課 国保・年金係
後期高齢者医療保険料の算定に係る所得等の申告の
受付事務

後期高齢者医療保険料に係る所得等簡易申告書(様式第19号)

市民課 国保・年金係 後期高齢者医療傷病手当金の支給申請受付事務
後期高齢者医療傷病手当金支給申請書被保険者記入用その1（様式第20
号）

市民課 国保・年金係 後期高齢者医療傷病手当金の支給申請受付事務
後期高齢者医療傷病手当金支給申請書被保険者記入用その2（様式第21
号）
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市民課 国保・年金係 後期高齢者医療傷病手当金の支給申請受付事務 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書事業主記入用（様式第22号）

市民課 国保・年金係 後期高齢者医療傷病手当金の支給申請受付事務 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書医療機関記入用（様式第23号）

市民課 国保・年金係 国民健康保険高額療養費資金貸付に関する事務
委任状（本人に支給される資金を直接医療機関に振込むことを委任する書
類）

市民課 国保・年金係 国民健康保険加入・喪失証明書の交付に関する事務 年税額証明書等交付申請書（国民健康保険加入・喪失証明書交付申請書）

市民課 国保・年金係 住所地・送付先変更に関する事務 住所地・送付先変更届

市民課 国保・年金係
他保険からの診療（調剤）報酬明細書の発行に関する
事務

同意書

市民課 国保・年金係 国保税の口座振替解約に関する事務 市税等口座振替（解約　変更）届

市民課 国保・年金係 国民健康保険税の賦課に伴う所得把握に関する事務 国民健康保険税　申告書

市民課 国保・年金係 国民健康保険第三者行為による傷病届に関する事務 事故発生状況報告書（様式第5号）

市民課 国保・年金係 国民健康保険第三者行為による傷病届に関する事務 念書（様式第6号）

市民課 国保・年金係 国民健康保険第三者行為による傷病届に関する事務 誓約書（様式第7号）

市民課 国保・年金係 国民健康保険第三者行為による傷病届に関する事務 人身事故証明書入手不納理由書

市民課 国保・年金係
後期高齢者医療送付先変更等に関する届出の受付事
務

後期高齢者医療制度送付先変更等届書

市民課 国保・年金係 後期高齢者医療の給付等に伴う委任状の受付事務 委任状

市民課 国保・年金係
後期高齢者医療の給付金の振込口座の変更届受付事
務

振込口座変更届
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市民課 国保・年金係
後期高齢者医療の給付金受領権利等の誓約及び振込
口座に関する届出受付事務

誓約書兼振込口座届

市民課 国保・年金係
他保険からの診療（調剤）報酬明細書の発行に関する
事務（後期被保険者）

同意書

市民課 国保・年金係 後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書 後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書

市民課 国保・年金係 国民年金の資格取得、変更、喪失等に関する事務 住民異動届

市民課 国保・年金係 国民年金の資格取得、変更、喪失等に関する事務 国民年金被保険者関係届書

市民課 国保・年金係 基礎年金番号の統合に関する受付事務 国民年金被保険者関係届書

市民課 国保・年金係 国民年金保険料の納付に関する受付事務 国民年金保険料追納申込書

市民課 国保・年金係 国民年金保険料の納付に関する受付事務 納付書発行依頼書

市民課 国保・年金係 国民年金保険料の納付に関する受付事務 口座振替納付（変更）申出書

市民課 国保・年金係 国民年金保険料の納付に関する受付事務 口座振替辞退申出書

市民課 国保・年金係 国民年金保険料の納付に関する受付事務 クレジット納付（変更）申出書

市民課 国保・年金係 国民年金保険料の納付に関する受付事務 クレジット納付辞退申出書

市民課 国保・年金係 国民年金保険料免除・猶予に関する受付事務 国民年金保険料免除・納付猶予申請書

市民課 国保・年金係 国民年金保険料免除・猶予に関する受付事務 国民年金保険料学生納付特例申請書

市民課 国保・年金係 国民年金保険料免除・猶予に関する受付事務 国民年金保険料免除・納付猶予取消申請書
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市民課 国保・年金係 国民年金保険料免除・猶予に関する受付事務 国民年金保険料全額免除・納付猶予継続申請取下申出書

市民課 国保・年金係 国民年金保険料免除・猶予に関する受付事務 学生納付特例取消申請書

市民課 国保・年金係 国民年金保険料免除・猶予に関する受付事務 所得の申立書（国民年金保険料免除・納付猶予用）

市民課 国保・年金係 国民年金保険料免除・猶予に関する受付事務 免除期間納付申出書

市民課 国保・年金係
年金の請求、受給者情報の変更、喪失に関する受付事
務

年金請求書（国民年金・厚生年金保険老齢給付）

市民課 国保・年金係
年金の請求、受給者情報の変更、喪失に関する受付事
務

年金受給権者氏名変更届

市民課 国保・年金係
年金の請求、受給者情報の変更、喪失に関する受付事
務

年金受給権者住所変更届

市民課 国保・年金係
年金の請求、受給者情報の変更、喪失に関する受付事
務

年金受給権者受取機関変更届

市民課 国保・年金係
年金の請求、受給者情報の変更、喪失に関する受付事
務

年金証書再交付申請書

市民課 国保・年金係
年金の請求、受給者情報の変更、喪失に関する受付事
務

未支給年金・未支払給付金請求書

市民課 国保・年金係
年金の請求、受給者情報の変更、喪失に関する受付事
務

死亡一時金請求書

市民課 国保・年金係
年金の請求、受給者情報の変更、喪失に関する受付事
務

特別一時金請求書

市民課 国保・年金係
年金の請求、受給者情報の変更、喪失に関する受付事
務

生計維持申立書

市民課 国保・年金係
年金の請求、受給者情報の変更、喪失に関する受付事
務

国民年金受給権者支給停止事由該当届

市民課 国保・年金係
障害年金の請求、支給停止、受給者情報の変更等に関
する受付事務

年金請求書（国民年金障害基礎年金）
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市民課 国保・年金係
障害年金の請求、支給停止、受給者情報の変更等に関
する受付事務

障害状態確認届

市民課 国保・年金係
障害年金の請求、支給停止、受給者情報の変更等に関
する受付事務

障害状態確認届・受給者所得状況届

市民課 国保・年金係
障害年金の請求、支給停止、受給者情報の変更等に関
する受付事務

障害状態及び生計維持確認届

市民課 国保・年金係
障害年金の請求、支給停止、受給者情報の変更等に関
する受付事務

障害給付額改定請求書

市民課 国保・年金係
障害年金の請求、支給停止、受給者情報の変更等に関
する受付事務

生計維持申立書

市民課 国保・年金係 年金生活者支援給付金の請求等に関する受付事務 年金生活者支援給付金請求書

市民課 消費生活・交通安全係 市営駐車場の定期駐車申込事務 大町市営駐車場定期駐車申込書(様式第2号)

市民課 消費生活・交通安全係 市営駐車場の定期駐車内容変更事務 大町市営駐車場定期駐車券等変更届(様式第5号)

市民課 消費生活・交通安全係 市営駐車場の定期駐車券再交付申請事務 大町市営駐車場定期駐車券等再交付申請書(様式第6号)

市民課 消費生活・交通安全係 市営駐車場使用料の減免申請事務 大町市営駐車場使用料減免申請書(様式第7号)

市民課 消費生活・交通安全係 利用減免申請（大町市コミュニティセンター上原の湯） コミュニティセンター利用料金減免申請書(様式第3号)

市民課 消費生活・交通安全係 指定管理者との協議 指定管理者との協議書

市民課 中央保健センター 予防接種の実費の徴収免除申請事務 予防接種実費徴収免除証明書交付申請書(様式第1号)

市民課 中央保健センター 予防接種の実費の助成申請事務 予防接種実費徴収額助成金交付申請書(様式第3号)

市民課 中央保健センター 予防接種の実費の助成請求事務 予防接種実費徴収額助成金請求書(様式第5号)
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市民課 中央保健センター 妊産婦等健康診査契約外受診助成金の請求事務 妊産婦等健康診査契約外受診申請書(様式第1号)

市民課 中央保健センター 妊産婦等健康診査契約外受診助成金の請求事務 妊産婦等健康診査契約外受診助成金交付申請書(様式第2号)

市民課 中央保健センター 妊産婦等健康診査契約外受診助成金の請求事務 妊産婦等健康診査契約外受診助成金請求書(様式第4号)

市民課 中央保健センター
育児支援ヘルパー派遣事業を利用するための申請の
手続き

育児支援ヘルパー派遣事業利用申請書(様式第1号)

市民課 中央保健センター 助産施設を利用するための申請等の手続き 産後ケア事業利用申請書(様式第1号)

市民課 中央保健センター 不妊治療に係る助成金の申請事務 大町市こうのとり支援事業助成金交付申請書(様式第1号)

市民課 中央保健センター 不妊治療に係る助成金の申請事務 医療機関及び保険薬局証明書（様式第2号

市民課 中央保健センター 不育治療に係る助成金の申請事務 不育症治療助成事業助成金交付申請書(実績報告書)(様式第1号)

市民課 中央保健センター 不育治療に係る助成金の申請事務 不育症治療医師証明書（様式第2号）

市民課 中央保健センター 不育治療に係る助成金の申請事務 不育症治療医療機関等証明書（様式第3号）

市民課 中央保健センター
小児慢性特定疾病児童等への日常生活用給付申請事
務

小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書(様式第1号)

市民課 中央保健センター ワクチン再接種費用助成金交付対象者認定申請事務 ワクチン再接種費用助成金交付対象者認定申請書(様式第1号)

市民課 中央保健センター ワクチン再接種費用助成金交付申請事務 ワクチン再接種費用助成金交付申請書兼実績報告書(様式第5号)

市民課 中央保健センター 骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請事務
骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼実績報告書(ドナー用)(様
式第1号)

市民課 中央保健センター 骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請事務
骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼実績報告書(事業所用)(様
式第2号)
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市民課 中央保健センター 骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付請求事務 骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付請求書(様式第4号)

市民課 中央保健センター 肝炎ウイルス検診助成金交付申請事務 特定年齢肝炎ウイルス検診助成金交付申請書(様式第1号)

市民課 中央保健センター 肝炎ウイルス検診助成金請求事務 特定年齢肝炎ウイルス検診助成金請求書(様式第3号)

市民課 中央保健センター がん検診推進事業助成金交付申請事務 がん検診推進事業助成金交付申請書(様式第1号)

市民課 中央保健センター がん検診推進事業助成金請求事務 がん検診推進事業助成金請求書(様式第3号)

市民課 中央保健センター
新型コロナウイルス感染症検査費用助成金交付申請書
兼請求事務

新型コロナウイルス感染症検査費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1
号)

市民課 中央保健センター 予防接種契約外医療機関受診事業 予防接種契約外医療機関受診申請書(様式第1号)

市民課 中央保健センター 予防接種契約外医療機関受診事業 予防接種契約外医療機関受診助成金交付申請書(様式第3号)

市民課 中央保健センター 予防接種契約外医療機関受診事業 予防接種契約外医療機関受診助成金請求書(様式第5号)

市民課 中央保健センター
小児慢性特定疾病児童等への日常生活用給付申請事
務

小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付調査書(様式第2号)

市民課 中央保健センター
小児慢性特定疾病児童等への日常生活用給付申請事
務

小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付券(様式第4号)

生活環境課 環境衛生係 燃えるごみ・金属類 ごみ集積所新設等に係る申請事務 燃えるごみ・金属類　ごみ集積所設置等申請書

生活環境課 環境衛生係 廃棄物処理手数料減免に係る申請事務 廃棄物処理手数料減免申請書

生活環境課 環境衛生係 多量の一般廃棄物排出に係る届出事務 多量の一般廃棄物排出届（様式第1号）

生活環境課 環境衛生係 一般廃棄物処理業許可申請事務 一般廃棄物処理業許可申請書（様式第2号）
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所管名 係名 手続名 申請（届出）書の様式名

生活環境課 環境衛生係 一般廃棄物処理業許可申請事務 一般廃棄物の処理業等の変更許可申請書(様式第5号)

生活環境課 環境衛生係 一般廃棄物処理業許可申請事務 一般廃棄物処理業等休・廃止届(様式第3号)

生活環境課 環境衛生係 一般廃棄物処理業許可申請事務 一般廃棄物の処理業等の許可証再交付申請書(様式第6号)

生活環境課 環境衛生係 生活環境影響調査の結果を記載した書類の縦覧申請 縦覧者申込書(様式第1号)

生活環境課 環境衛生係 大町市グリーンパーク使用許可申請事務 大町市グリーンパーク使用許可申請書(様式第2号)

生活環境課 環境衛生係 墓地等経営許可に係る申請事務 墓地等経営許可申請書(様式第1号)

生活環境課 環境衛生係 墓地等経営許可に係る申請事務 墓地等変更許可申請書(様式第2号)

生活環境課 環境衛生係 墓地等経営許可に係る申請事務 墓地等廃止許可申請書(様式第3号)

生活環境課 環境衛生係 死亡獣畜取扱いに係る申請事務 死亡獣畜取扱場外死亡獣畜処理許可申請書(様式第1号)

生活環境課 環境衛生係 化製場等設置に係る申請事務 化製場等設置許可申請書(様式第2号)

生活環境課 環境衛生係 化製場等設置に係る届出事務 化製場等変更届(様式第3号)

生活環境課 環境衛生係 動物の飼養等に係る申請事務 動物の飼養等許可申請書(様式第4号)

生活環境課 環境衛生係 動物の飼養等に係る届出事務 動物等の飼養等届(様式第5号)

生活環境課 環境衛生係 化製場等設置に係る届出事務 化製場等設置許可申請書記載事項変更届(様式第5号)

生活環境課 環境衛生係 化製場等設置に係る届出事務 化製場等経営停止(廃止)届(様式第6号)
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所管名 係名 手続名 申請（届出）書の様式名

生活環境課 環境衛生係 動物の飼養等に係る届出事務 動物の飼養等停止(廃止)届(様式第7号)

生活環境課 環境衛生係 不燃物処理に係る許可申請事務 不燃物処理願

生活環境課 環境衛生係 霊園使用許可に係る申請事務 霊園使用許可申請書(様式第1号)

生活環境課 環境衛生係 霊園使用許可に係る申請事務 霊園使用許可証書替・再交付申請書(様式第4号)

生活環境課 環境衛生係 霊園使用許可に係る申請事務 霊園使用権承継許可申請書(様式第5号)

生活環境課 環境衛生係 霊園使用許可に係る申請事務 霊園使用料・清掃料減免申請書(様式第6号)

生活環境課 環境衛生係 霊園使用許可に係る申請事務 霊園内工事着手届(様式第7号)

生活環境課 環境衛生係 霊園使用許可に係る申請事務 霊園内工事完了届(様式第8号)

生活環境課 環境衛生係 霊園使用許可に係る申請事務 霊園臨時使用許可申請書(様式第9号)

生活環境課 環境衛生係 霊園使用許可に係る申請事務 霊園使用聖地返還届(様式第10号)

生活環境課 環境衛生係 霊園使用許可に係る申請事務 霊園使用料還付請求書(様式第11号)

生活環境課 環境衛生係 専用水道設置に係る申請事務 専用水道布設工事確認申請書(様式第1号)

生活環境課 環境衛生係 専用水道設置に係る申請事務 専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届(様式第2号)

生活環境課 環境衛生係 専用水道設置に係る申請事務 専用水道給水開始届(様式第5号)

生活環境課 環境衛生係
家庭雑排水簡易処理施設等汚泥収集に係る補助金申
請事務

大町市家庭雑排水簡易処理施設等汚泥収集事業補助金交付申請書(様式
第1号)
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所管名 係名 手続名 申請（届出）書の様式名

生活環境課 環境衛生係
家庭雑排水簡易処理施設等汚泥収集に係る補助金申
請事務

家庭雑排水簡易処理施設等汚泥収集業務実績報告書(様式第2号)

生活環境課 環境衛生係 共同飲料水供給施設整備に係る補助金申請事務 大町市共同飲料水供給施設事業補助金交付申請書(様式第1号)

生活環境課 環境衛生係 共同飲料水供給施設整備に係る補助金申請事務 大町市共同飲料水供給施設事業変更承認申請書(様式第2号)

生活環境課 環境衛生係 共同飲料水供給施設整備に係る補助金申請事務 大町市共同飲料水供給施設事業中止承認申請書(様式第3号)

生活環境課 環境衛生係 共同飲料水供給施設整備に係る補助金申請事務 大町市共同飲料水供給施設事業実績報告書(様式第4号)

生活環境課 環境衛生係 生ごみ処理容器設置に係る補助金申請事務
生ごみ堆肥化等処理容器設置補助金交付申請書及び実績報告書(様式第1
号)

生活環境課 環境衛生係 小規模水道設置に係る届出事務
小規模水道(飲料水供給施設・簡易給水施設)設置(変更・廃止届)(様式第1
号)

生活環境課 環境衛生係 小規模水道設置に係る届出事務
小規模水道(簡易専用水道・準簡易専用水道)設置(変更・廃止届)(様式第2
号)

生活環境課 環境衛生係 廃棄物処理費用の支給に係る申請事務 大町市廃棄物処理費用支給申請書(様式第1号)

生活環境課 環境保全係 環境保全に関する届出 事業届出書（様式第1号）

生活環境課 環境保全係 環境保全に関する届出 事業変更・廃止届出書（様式第2号）

生活環境課 環境保全係 環境保全に関する届出 事業計画書（様式第3号）

生活環境課 環境保全係 環境保全に関する届出 施設等改善届出書（様式第7号）

生活環境課 環境保全係 太陽光発電設備に関する届出等 太陽光発電設備事前相談書（様式第1号）

生活環境課 環境保全係 太陽光発電設備に関する届出等 太陽光発電施設住民説明会経過報告書（様式第3号）
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所管名 係名 手続名 申請（届出）書の様式名

生活環境課 環境保全係 太陽光発電設備に関する届出等 太陽光発電設備設置届（様式第4号）

生活環境課 環境保全係 太陽光発電設備に関する届出等 太陽光発電設備設置変更届（様式第7号）

生活環境課 環境保全係 太陽光発電設備に関する届出等 太陽光発電設備運転開始届（様式第8号）

生活環境課 環境保全係 太陽光発電設備に関する届出等 太陽光発電設備撤去予定届（様式第9号）

生活環境課 環境保全係 太陽光発電設備に関する届出等 太陽光発電設備撤去完了届（様式第10号）

福祉課 庶務係 災害弔慰金の支給申請事務 障害を有することを証明する医師の診断書(別紙様式第1号)

福祉課 庶務係 災害弔慰金の支給申請事務 災害援護資金繰上償還申出書（別紙様式第6号）

福祉課 庶務係 災害弔慰金の支給申請事務 償還金支払猶予申請書（別紙様式第7号）

福祉課 庶務係 災害弔慰金の支給申請事務 違約金支払免除申請書（別紙様式第10号）

福祉課 庶務係 災害弔慰金の支給申請事務 氏名等変更届（別紙様式第16号）

福祉課 庶務係 災害弔慰金の支給申請事務 災害援護資金償還免除申請書（別紙様式第13号）

福祉課 庶務係 被災者生活再建支援金支給申請事務 被災者生活再建支援金支給申請書（様式第1号）

福祉課 庶務係 外国人高齢者及び外国人心身障がい者特別給付金
外国人高齢者及び外国人心身障がい者特別給付金支給申請書（様式第1
号）

福祉課 庶務係 外国人高齢者及び外国人心身障がい者特別給付金 資格要件変更届（様式第3号）

福祉課 庶務係 外国人高齢者及び外国人心身障がい者特別給付金 請求書(様式第4号)
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所管名 係名 手続名 申請（届出）書の様式名

福祉課 庶務係 民生委員推薦・退任関係事務 民生委員・児童委員候補者身上書

福祉課 庶務係 民生委員推薦・退任関係事務 退任届

福祉課 庶務係 社会福祉法人に関する申請事務等 補助金申請書

福祉課 庶務係 旅行人交通費支給申請書 大町市行旅人交通費支給申請書（様式第1号）

福祉課 庶務係 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求事務 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書（様式第1号）

福祉課 庶務係 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求事務 特別弔慰金順位変更申請書（様式第1号の2）

福祉課 庶務係 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求事務 戦没者等の遺族の現況等についての申立書

福祉課 庶務係 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求事務 委任状（申請用）

福祉課 庶務係 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求事務 国庫債券受領書

福祉課 庶務係 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求事務 委任状（債権受領用）

福祉課 庶務係 戦傷病者等の妻に対する特別給付金請求事務 戦傷病者等の妻に対する特別給付金請求書（様式第１号）

福祉課 庶務係 戦傷病者等の妻に対する特別給付金請求事務 戦傷病者等の妻に対する特別給付金請求書（様式第１号の２）

福祉課 庶務係 要援護者申請事務（本人同意） 要援護者申請書

福祉課 福祉係
指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者
の指定申請に関する手続き

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申請書(様式第1号)

福祉課 福祉係
指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者
の指定申請に関する手続き

変更届書(様式第2号)
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所管名 係名 手続名 申請（届出）書の様式名

福祉課 福祉係
指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者
の指定申請に関する手続き

廃止・休止・再開届出書(様式第3号)

福祉課 福祉係 措置費用の徴収に関する事務 大町市身体障害者福祉法に基づく費用減免申請書(別記様式)

福祉課 福祉係
指定障害福祉サービス基準を満たす事業所の登録に関する
手続き

大町市基準該当事業所登録申請書(様式第1号)

福祉課 福祉係
指定障害福祉サービス基準を満たす事業所の登録に関する
手続き

登録事項変更届出書(様式第3号)

福祉課 福祉係
指定障害福祉サービス基準を満たす事業所の登録に関する
手続き

事業(廃止・休止・再開)届出書(様式第4号)

福祉課 福祉係
指定障害福祉サービス基準を満たす事業所の登録に関する
手続き

大町市特例介護給付・特例訓練給付の代理受領申出書(様式第5号)

福祉課 福祉係 日常生活用具給付事務 大町市日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)

福祉課 福祉係 障害者住宅改修助成事務 障害者・高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金交付申請書(様式第1号)

福祉課 福祉係 障害者住宅改修助成事務 障害者・高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金変更承認申請書(様式第2号)

福祉課 福祉係 障害者住宅改修助成事務 障害者・高齢者にやさしい住宅改良促進事業実績報告書(様式第3号)

福祉課 福祉係 介護者慰労金支給事務 大町市重度心身障害者(児)介護慰労金申請書(様式第1号)

福祉課 福祉係 介護者慰労金支給事務 重度心身障害者(児)介護者の変更等に関する届(様式第2号)

福祉課 福祉係 身体障害者支援員等派遣事務 身体障害者支援員等派遣申請書(様式第1号)

福祉課 福祉係 身体障害者用自動車改良費給付事務 大町市身体障害者用自動車改造費等給付申請書(様式第1号)

福祉課 福祉係 心身障害児・者通所通園等推進事業補助金交付事務 大町市心身障害児・者通所通園等推進事業補助金交付申請書(様式第1号)

39 / 83 ページ



大町市の押印義務を廃止する手続一覧表

所管名 係名 手続名 申請（届出）書の様式名

福祉課 福祉係 心身障害児・者通所通園等推進事業補助金交付事務 大町市心身障害児・者通所通園等推進事業変更承認申請書(様式第2号)

福祉課 福祉係 心身障害児・者タイムケア事業事務 タイムケア事業利用登録申請書(様式第1号)

福祉課 福祉係 心身障害児・者タイムケア事業事務 タイムケア事業利用登録証変更(廃止)届(様式第11号)

福祉課 福祉係 軽度・中度難聴児補聴器購入助成事務 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金交付申請書(様式第1号)

福祉課 福祉係 軽度・中度難聴児補聴器購入助成事務 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業意見書(様式第2号)

福祉課 福祉係 軽度・中度難聴児補聴器購入助成事務 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金交付請求書(様式第5号)

福祉課 福祉係 日中一時支援事業事務 大町市日中一時支援事業者登録(変更)申請書(様式第1号）

福祉課 福祉係 日中一時支援事業事務 大町市日中一時支援事業利用申請書(様式第3号)

福祉課 福祉係 移動支援事業事務 大町市移動支援事業利用申請書(様式第3号)

福祉課 福祉係 心身障害児・者タイムケア事業事務 誓約書(様式第3号)

福祉課 福祉係 心身障害児・者タイムケア事業事務 タイムケア事業介護者指定受託通知書(様式第7号)

福祉課 福祉係 心身障害児・者タイムケア事業事務 タイムケア事業経費請求書(様式第13号)

福祉課 福祉係 障害者地域活動支援センター事業事務 大町市障害者地域活動支援センター事業者登録(変更)申請書(様式第1号）

福祉課 福祉係 障害者地域活動支援センター事業事務 大町市障害者地域活動支援センター事業利用申請書(様式第3号)

福祉課 福祉係 更生訓練費支給申請に関する手続き 更生訓練費支給申請書(様式第1号)

40 / 83 ページ



大町市の押印義務を廃止する手続一覧表

所管名 係名 手続名 申請（届出）書の様式名

福祉課 福祉係 公的介護施設等整備事業補助金の交付申請に関する手続き
公的介護施設等整備事業補助金交付申請書(様式第1号)

福祉課 福祉係 公的介護施設等整備事業補助金の交付申請に関する手続き
公的介護施設等整備事業計画(変更・中止)承認申請書(様式第2号)

福祉課 福祉係 公的介護施設等整備事業補助金の交付申請に関する手続き
公的介護施設等整備事業実績報告書(様式第3号)

福祉課 福祉係
長野県地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等整備分)
補助金交付申請に関する手続き

地域医療介護総合確保事業補助金交付申請書(様式第1号)

福祉課 福祉係
長野県地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等整備分)
補助金交付申請に関する手続き

地域医療介護総合確保事業計画(変更・中止)承認申請書(様式第2号)

福祉課 福祉係
長野県地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等整備分)
補助金交付申請に関する手続き

地域医療介護総合確保事業実績報告書(様式第3号)

福祉課 福祉係 地域福祉総合助成金交付事業実施要綱
宅幼老所等施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)

福祉課 福祉係 地域福祉総合助成金交付事業実施要綱
宅幼老所等施設整備事業計画(変更・中止)承認申請書(様式第2号)

福祉課 福祉係 地域福祉総合助成金交付事業実施要綱
宅幼老所等施設整備事業実績報告書(様式第3号)

福祉課 福祉係 日常生活用具給付事務 大町市日常生活用具給付(貸与)券(様式第4号)

福祉課 福祉係 移動支援事業事務 大町市移動支援事業者登録(変更)申請書(様式第1号）

福祉課 福祉係 学習支援事業事務 大町市生活困窮世帯等子どもの学習支援事業利用申請書（市独自要領による）

福祉課 福祉係 特別障害者手当等給付事務
障害児福祉手当認定請求書(様式第一号)

福祉課 福祉係 特別障害者手当等給付事務 特別障害者手当認定請求書(様式第五号)

福祉課 福祉係 補装具給付事務 補装具支給（購入・借受け・修理）申請書
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福祉課 福祉係 自立支援医療費（更生医療）助成事務 自立支援医療費（更生）支給認定申請書（新規・再認定・変更）

福祉課 福祉係 自立支援医療費（育成医療）助成事務 自立支援医療費（育成）支給認定申請書（新規・再認定・変更）

福祉課 福祉係 自立支援医療（精神通院）に係る申請事務 自立支援医療費（精神通院）支給認定申請書（新規・再認定・変更）

福祉課 福祉係 中国残留邦人支援給付事務
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特
定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付申請書（様式第12号）

福祉課 福祉係 中国残留邦人支援給付事務 収入申告書（別添2-1/2-2）

福祉課 福祉係 中国残留邦人支援給付事務 資産申告書（別添1）

福祉課 福祉係 中国残留邦人支援給付事務 同意書（別添3）

福祉課 福祉係 住居確保給付金事務 生活困窮者住居確保給付金支給申請書（様式1-1）

福祉課 福祉係 障害者手帳交付事務 身体障害者手帳交付申請書（別表第2号）

福祉課 福祉係 療育手帳に係る申請事務 療育手帳交付・再交付申請書（第2号）

福祉課 福祉係 療育手帳に係る申請事務 療育手帳記載事項変更届（様式第5号）

福祉課 福祉係 療育手帳に係る申請事務 県外からの転入届（様式第7号）

福祉課 福祉係 療育手帳に係る申請事務 申出書（様式第9号）

福祉課 福祉係 療育手帳に係る申請事務 返還届（様式第10号）

福祉課 福祉係 療育手帳に係る申請事務 再交付取下書（様式第13号）
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福祉課 福祉係 精神障害者保健福祉手帳に係る申請事務 障害者手帳交付申請書

福祉課 福祉係 精神障害者保健福祉手帳に係る申請事務
自立支援医療費（精神通院）支給認定申請書（新規・再認定・変更）（別紙様式第1
号）

福祉課 福祉係 生活保護事務 保護開始(変更)申請書（県細則 様式第1号）

福祉課 福祉係 生活保護事務 保護変更申請書(傷病届)

福祉課 福祉係 生活保護事務 葬祭扶助申請書（県細則 様式第2号）

福祉課 福祉係 生活保護事務 就労自立給付金申請書

福祉課 福祉係 生活保護事務 保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書

福祉課 福祉係 住居確保給付金事務 住居確保給付金申請時確認書（様式1-1A)

福祉課 福祉係 一時生活支援事業事務 一時生活支援事業利用申込書

福祉課 福祉係 就労準備支援事業事務
生活困窮者自立支援制度　相談受付・申込表　l15000様式01＿共通＿相談申込・受
付票

福祉課 福祉係 認定就労訓練事業事務
生活困窮者自立支援制度　相談受付・申込表　l15000様式01＿共通＿相談申込・受
付票

福祉課 高齢者・介護保険係 大町市ふれあいプラザの利用に関する手続き 大町市ふれあいプラザ利用許可（兼利用料金減免）申請書（様式第1号）

福祉課 高齢者・介護保険係 大町市ふれあいプラザの利用に関する手続き 大町市ふれあいプラザ利用変更（兼取消）申請書（様式第3号）

福祉課 高齢者・介護保険係 介護用品引換券交付に係る申請事務 介護用品引換券取扱事業所登録申請書（様式第4号）

福祉課 高齢者・介護保険係
障害者・高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金に
係る申請事務

障害者・高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金交付申請書（様式第1
号）
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福祉課 高齢者・介護保険係
障害者・高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金に
係る申請事務

障害者・高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金変更交付申請書（様式
第2号）

福祉課 高齢者・介護保険係
障害者・高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金に
係る申請事務

障害者・高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金実績報告書（様式第3
号）

福祉課 高齢者・介護保険係 除雪費交付に係る申請事務 除雪費交付申請書（様式第1号）

福祉課 高齢者・介護保険係 除雪費交付に係る申請事務 除雪費請求書（様式第4号）

福祉課 高齢者・介護保険係 障害者控除対象者に対する認定書交付事務 大町市障害者控除対象者認定申請書（様式第1号）

福祉課 高齢者・介護保険係 介護用品引換券交付に係る申請事務 介護用品引換券交付申請書（様式第2号）

福祉課 高齢者・介護保険係
高齢者等訪問理美容サービス助成券交付に係る申請
事務

寝たきり高齢者等訪問理美容サービス助成券交付申請書（様式第2号）

福祉課 高齢者・介護保険係 デイサービス利用申請に関する手続き 老人等デイサービス事業実施申請書（様式第1号）

福祉課 高齢者・介護保険係 デイサービス利用申請に関する手続き 老人等デイサービス実施変更届（様式第4号）

福祉課 高齢者・介護保険係 老人福祉法による措置入所申出に係る事務 措置申請書（様式第７号）

福祉課 地域包括支援センター 介護予防事業自主活動団体育成補助金申請 介護予防事業自主活動団体育成補助金交付申請書（様式第1号）

福祉課 地域包括支援センター 介護予防事業自主活動団体育成補助金申請
介護予防事業自主活動団体育成補助金変更・中止（廃止）承認申請書（様
式第4号）

福祉課 地域包括支援センター 介護予防事業自主活動団体育成補助金申請 介護予防事業自主活動団体育成補助金実績報告書（様式第5号）

福祉課 地域包括支援センター 成年後見制度利用支援事業助成金交付申請 成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書（様式第1号）

福祉課 地域包括支援センター 成年後見制度利用支援事業助成金交付申請 成年後見制度利用支援事業助成金請求書（様式第3号）
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福祉課 地域包括支援センター 介護予防・生活支援サービス事業補助金交付申請 介護予防・生活支援サービス事業補助金交付申請書（様式第1号）

福祉課 地域包括支援センター 介護予防・生活支援サービス事業補助金交付申請
介護予防・生活支援サービス事業補助金変更・中止（廃止）承認申請書（様
式第4号）

福祉課 地域包括支援センター 介護予防・生活支援サービス事業補助金交付申請 介護予防・生活支援サービス事業補助金実績報告書（様式第5号）

福祉課 地域包括支援センター 高齢者外出応援号利用申込 大町市高齢者外出応援号利用（変更）申込書（様式第1号）

福祉課 地域包括支援センター 高齢者外出応援号利用申込 大町市高齢者外出応援号利用中止報告書（様式第3号）

福祉課 地域包括支援センター 高齢者外出応援号利用申込 大町市高齢者外出応援号利用実績報告書（様式第4号）

福祉課 社会就労センター 授産施設等利用費用特別給付金申請事務 大町市授産施設等利用費用特別給付金申請書（別記様式）

福祉課
社会就労センター・美
麻福祉企業センター

授産施設利用承認申請事務 大町市授産施設利用承認申請書（様式第１号）

子育て支援課 子育て支援係 大町市重度心身障害児童福祉手当に関する申請事務 重度心身障害児童福祉手当支給申請書(様式第1号)

子育て支援課 子育て支援係 大町市重度心身障害児童福祉手当に関する申請事務 重度心身障害児童福祉手当喪失等届出書(様式第6号)

子育て支援課 子育て支援係 大町市重度心身障害児童福祉手当に関する申請事務 重度心身障害児童福祉手当受給者死亡届(様式第7号)

子育て支援課 子育て支援係 大町市重度心身障害児童福祉手当に関する申請事務 重度心身障害児童福祉未支給手当請求書(様式第8号)

子育て支援課 子育て支援係 大町市重度心身障害児童福祉手当に関する申請事務 重度心身障害児童福祉手当印鑑変更届(様式第9号)

子育て支援課 子育て支援係 出産祝金に係る申請事務 出産祝金支給申請書(様式第1号)

子育て支援課 子育て支援係
助産施設及び母子生活支援施設に係る費用の負担命
令及び徴収事務

助産施設・母子生活支援施設費用減免申請書(別記様式)
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子育て支援課 子育て支援係 大町市心身障害児施設帰省時等交通費扶助要綱 心身障害児施設帰省時等交通費扶助申請書(様式第1号)

子育て支援課 子育て支援係
【臨時】大町市子育て世帯への臨時特別給付金支給に
係る申請事務

子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書(様式第1号)

子育て支援課 子育て支援係
【臨時】大町市子育て世帯への臨時特別給付金支給に
係る申請事務

子育て世帯への臨時特別給付金支給申請書(請求書)(様式第2号)

子育て支援課 子育て支援係 大町市子育て支援ショートステイ事業実施要綱 子育て支援ショートステイ事業利用申請書（様式第1号）

子育て支援課 子育て支援係 育児家庭応援事業に係る申請事務 育児家庭応援事業交付申請書(様式第1号)

子育て支援課 子育て支援係 ファミリー・サポート・センター事業登録に係る事務 ファミリー・サポート・センター登録申込書（利用会員）(様式第1号)

子育て支援課 子育て支援係 ファミリー・サポート・センター登録申込に関する手続き ファミリー・サポート・センター登録申込書（協力会員）(様式第2号)

子育て支援課 子育て支援係 放課後児童クラブ入退所に係る事務 児童クラブ入所申請書(様式第1号)

子育て支援課 子育て支援係 放課後児童クラブ入退所に係る事務 児童クラブ退所届(様式第3号)

子育て支援課 子育て支援係 自立支援教育訓練給付金支給に係る申請事務 同意書(様式第2号)

子育て支援課 子育て支援係 高等技能訓練促進費等支給に係る申請事務 高等技能訓練促進費等支給申請書(様式第1号)

子育て支援課 子育て支援係 高等技能訓練促進費等支給に係る申請事務 高等技能訓練促進費受給資格喪失届(様式第2号)

子育て支援課 子育て支援係 発達障がい児支援に係る申請事務 療育事業利用申込書（様式第1号）

子育て支援課 子育て支援係 障がい児通園施設利用児療育支援に係る申請事務 障がい児通園施設利用者負担金軽減申請書（様式第1号）

子育て支援課 子育て支援係 障がい児通園施設利用児療育支援に係る申請事務 委任状（様式第2号）
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子育て支援課 子育て支援係 障がい児通園施設利用児療育支援に係る申請事務 障がい児通園施設利用児療育支援事業実施計画書(様式第4号)

子育て支援課 子育て支援係 障がい児通園施設利用児療育支援に係る申請事務 障がい児通園施設利用児療育支援事業実績報告書(様式第6号)

子育て支援課 子育て支援係 障がい児通園施設利用児療育支援に係る申請事務 障がい児通園施設利用児療育支援事業費用請求書(様式第7号)

子育て支援課 子育て支援係
【臨時】大町市ひとり親世帯臨時特別給付金支給に係る
申請事務

ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)受給拒否の届出書(様式第1号)

子育て支援課 子育て支援係
【臨時】大町市ひとり親世帯臨時特別給付金支給に係る
申請事務

ひとり親世帯臨時特別給付金基本給付申請書(請求書)(様式第2号)

子育て支援課 子育て支援係
【臨時】大町市ひとり親世帯臨時特別給付金支給に係る
申請事務

ひとり親世帯臨時特別給付金追加給付申請書(請求書)(様式第3号)

子育て支援課 子育て支援係
こどもの遊び場設置事業補助金交付申請に関する手続
き

こどもの遊び場設置事業補助金交付申請書(様式第1号)

子育て支援課 子育て支援係
こどもの遊び場設置事業補助金交付申請に関する手続
き

こどもの遊び場設置補助事業報告書(様式第3号)

子育て支援課 子育て支援係
こどもの遊び場設置事業補助金交付申請に関する手続
き

大町市こどもの遊び場設置事業補助金交付請求書(様式第5号)

子育て支援課 子育て支援係 育児家庭支援員の派遣申請に関する手続き 育児家庭支援員派遣申請書(様式第1号)

子育て支援課 子育て支援係 児童手当に係る申請事務 児童手当・特別給付　父母指定者指定届（様式第1号）

子育て支援課 子育て支援係 児童手当に係る申請事務 児童手当・特別給付　認定請求書（様式第2号）

子育て支援課 子育て支援係 児童手当に係る申請事務 児童手当　認定請求書（施設等受給資格者用）（様式第3号）

子育て支援課 子育て支援係 児童手当に係る申請事務 児童手当・特別給付　額改定認定請求書（様式第4号）

子育て支援課 子育て支援係 児童手当に係る申請事務 児童手当・特別給付　額改定認定請求書（施設等受給者用）（様式第5号）
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子育て支援課 子育て支援係 児童手当に係る申請事務 児童手当・特別給付　現況届（様式第6号）

子育て支援課 子育て支援係 児童手当に係る申請事務 児童手当　現況届（施設等受給者用）（様式第7号）

子育て支援課 子育て支援係 児童手当に係る申請事務 児童手当・特別給付　氏名住所等変更届（様式第8号）

子育て支援課 子育て支援係 児童手当に係る申請事務 児童手当　氏名住所等変更届（施設等受給者用）（様式第9号）

子育て支援課 子育て支援係 児童手当に係る申請事務 児童手当・特別給付　受給事由消滅届（様式第10号）

子育て支援課 子育て支援係 児童手当に係る申請事務 児童手当　受給事由消滅届（施設等受給者用）（様式第11号）

子育て支援課 子育て支援係 児童手当に係る申請事務 未支払　児童手当・特別給付　請求書（様式第12号）

子育て支援課 子育て支援係 児童手当に係る申請事務 未支払　児童手当　請求書（施設等受給者用）（様式第13号）

子育て支援課 子育て支援係 児童手当に係る申請事務 児童手当・特別給付に係る寄附の申出書（様式第14号）

子育て支援課 子育て支援係 児童手当に係る申請事務
児童手当・特別給付に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書（様式第
15号）

子育て支援課 子育て支援係 特別児童扶養手当に係る申請事務 特別児童扶養手当認定請求書（様式第1号）

子育て支援課 子育て支援係 児童扶養手当に係る申請事務 児童扶養手当認定請求書（様式第1号）

子育て支援課 子育て支援係 児童扶養手当に係る申請事務 児童扶養手当障害認定診断書（様式第2号）（一）～（六）

子育て支援課 子育て支援係 児童扶養手当に係る申請事務 児童扶養手当被災状況書（様式第3号）

子育て支援課 子育て支援係 児童扶養手当に係る申請事務 児童扶養手当額改定請求書（様式第4号）
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子育て支援課 子育て支援係 児童扶養手当に係る申請事務 児童扶養手当額改定届（様式第5号）

子育て支援課 子育て支援係 児童扶養手当に係る申請事務 児童扶養手当支給停止関係届（様式第5号の2）

子育て支援課 子育て支援係 児童扶養手当に係る申請事務 公的年金給付等受給届（様式第5号の3）

子育て支援課 子育て支援係 児童扶養手当に係る申請事務 児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書（様式第5号の4）

子育て支援課 子育て支援係 児童扶養手当に係る申請事務 児童扶養手当所得状況届（様式第5号の5）

子育て支援課 子育て支援係 児童扶養手当に係る申請事務 児童扶養手当現況届（様式6号）

子育て支援課 子育て支援係 児童扶養手当に係る申請事務 児童扶養手当証書亡失届（様式8号）

子育て支援課 子育て支援係 児童扶養手当に係る申請事務 児童扶養手当資格喪失届（様式9号）

子育て支援課 子育て支援係 児童扶養手当に係る申請事務 未支払児童扶養手当請求書（様式10号）

子育て支援課 子育て支援係 障害児通所給付費支給に係る申請事務 障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担減額・免除等申請書

子育て支援課 児童係 大町市保育所入園事務
施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書（様式第3
号）

子育て支援課 児童係 保育所退所届 保育所退所届（様式第1号）

子育て支援課 児童係 私立幼稚園等運営費補助金交付要綱 私立幼稚園等運営費補助金交付申請書（様式第1号）

子育て支援課 児童係 大町市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱 私立幼稚園奨励費補助金交付申請書（様式第1号）

子育て支援課 児童係 大町市保育所時間外保育事務 保育所時間外保育申込書（様式第1号）
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子育て支援課 児童係 大町市一時的保育事務 大町市一時的保育申請書（様式第1号）

子育て支援課 児童係 大町市一時的保育事務 大町市一時的保育利用料金減免申請書（様式第2号）

子育て支援課 児童係 大町市休日保育事務 大町市休日保育事業利用申請書（様式第1号）

子育て支援課 児童係 大町市休日保育事務 大町市休日保育事業利用料金減免申請書（様式第3号）

子育て支援課 児童係 病児・病後児保育事務 大町市病児・病後児保育事業登録申請書（様式第1号）

商工労政課 商業労政係 施設の利用許可等に関する事務 大町市労働会館利用許可(兼利用料金減免)申請書(様式第1号)

商工労政課 商業労政係 施設の利用許可等に関する事務 大町市労働会館利用許可(兼利用料金減免承認)書(様式第2号)

商工労政課 商業労政係 施設の利用許可等に関する事務 大町市労働会館利用中止・変更申請書(様式第3号)

商工労政課 商業労政係 施設の利用許可等に関する事務 大町市労働会館利用中止・変更許可書(様式第4号)

商工労政課 商業労政係 補助事業、融資斡旋等に関する事務 大町市中小企業振興事業計画書(様式第1号)

商工労政課 商業労政係 補助事業、融資斡旋等に関する事務 大町市中小企業振興事業計画変更(中止)届出書(様式第2号)

商工労政課 商業労政係 補助事業、融資斡旋等に関する事務 大町市中小企業振興補助金交付申請書(様式第3号)

商工労政課 商業労政係 補助事業、融資斡旋等に関する事務 大町市中小企業振興事業完了報告書(様式第4号)

商工労政課 商業労政係 補助事業、融資斡旋等に関する事務 あっせん申込書(様式第6号)

商工労政課 商業労政係 補助事業、融資斡旋等に関する事務 利子補助申請書(様式第7号)
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商工労政課 商業労政係 補助事業、融資斡旋等に関する事務 設備完了届(様式第9号)

商工労政課 商業労政係 助成事業に関する事務 建築費等助成金交付申請書(様式第1号)

商工労政課 商業労政係 助成事業に関する事務 固定資産税等助成金交付申請書兼実績報告書(様式第2号)

商工労政課 商業労政係 助成事業に関する事務 助成事業変更(中止)届出書(様式第3号)

商工労政課 商業労政係 助成事業に関する事務 建築費等助成事業完了報告書(様式第4号)

商工労政課 商業労政係 整備計画の認定申請等に関する事務 商店街整備計画(事業)に係る認定申請書(様式第1号)

商工労政課 商業労政係 整備計画の認定申請等に関する事務 商店街整備計画(事業)の変更に係る認定申請書(様式第2号)

商工労政課 商業労政係 整備計画の認定申請等に関する事務 店舗集団化計画に係る認定申請書(様式第3号)

商工労政課 商業労政係 整備計画の認定申請等に関する事務 店舗集団化計画の変更に係る認定申請書(様式第4号)

商工労政課 商業労政係 整備計画の認定申請等に関する事務 共同店舗等整備計画に係る認定申請書(様式第5号)

商工労政課 商業労政係 整備計画の認定申請等に関する事務 共同店舗等整備計画の変更に係る認定申請書(様式第6号)

商工労政課 商業労政係 整備計画の認定申請等に関する事務 商店街整備等支援計画に係る認定申請書(様式第7号)

商工労政課 商業労政係 整備計画の認定申請等に関する事務 商店街整備等支援計画の変更に係る認定申請書(様式第8号)

商工労政課 商業労政係 立入検査等に関する事務 改善報告書(様式第6号)

商工労政課 商業労政係 立入検査等に関する事務 立入検査結果通知書(様式第4号)
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商工労政課 商業労政係 被褒賞者候補者の内申に関する事務 大町市功労者褒賞候補者内申書

商工労政課 商業労政係 補助事業に関する事務 起業支援補助金交付申請書(様式第1号)

商工労政課 商業労政係 補助事業に関する事務 起業支援補助金(変更・中止)承認申請書(様式第5号)

商工労政課 商業労政係 補助事業に関する事務 起業支援補助金実績報告書(様式第7号)

商工労政課 商業労政係 補助事業に関する事務 起業支援補助金交付請求書(様式第10号)

商工労政課 商業労政係 補助事業に関する事務 起業支援補助金概算払請求書(様式第11号)

商工労政課 商業労政係 支援金支給申請に関する事務(時限措置)
大町市新型コロナウイルス拡大防止支援金支給申請書兼口座振込依頼書
(別記様式)

商工労政課 商業労政係 補助金交付に関する事務 店舗改修事業補助金交付申請書(様式第1号)

商工労政課 商業労政係 補助金交付に関する事務 店舗改修事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第4号)

商工労政課 商業労政係 補助金交付に関する事務 店舗改修事業補助金実績報告書(様式第6号)

商工労政課 特産品振興担当 おおまぴょんデザイン使用に係る申請事務
大町市キャラクター「おおまぴょん」デザイン使用デザイン使用申請書（様式
第1号）

商工労政課 特産品振興担当 おおまぴょんデザイン使用に係る申請事務
大町市キャラクター「おおまぴょん」デザイン使用デザイン使用変更申請書
（様式第3号）

商工労政課 特産品振興担当 おおまぴょん着ぐるみ使用に係る申請事務 大町市キャラクター「おおまぴょん」着ぐるみ使用申請書（様式第1号）

観光課 庶務管理係
大町市新型コロナウイルス拡大防止観光施設支援金支
給に係る申請事務

大町市新型コロナウイルス拡大防止観光施設支援金支給申請書兼口座振
込依頼書（別記様式）

観光課 庶務管理係
大町市新型コロナウイルス感染症対策ﾊﾞｽ事業者支援
金支給に係る申請事務

大町市新型コロナウイルス感染症対策バス事業者支援金支給申請書兼請
求書（別記様式）
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農林水産課 庶務係 鳥獣の捕獲等許可申請書 鳥獣の捕獲等（鳥類の卵の採取等）許可申請書（様式第1号）

農林水産課 庶務係 鳥獣の捕獲等許可申請書 鳥獣の捕獲等（鳥類の卵の採取等）依頼書（様式第1号付表）

農林水産課 庶務係 従事者証交付申請書 従事者証交付申請書（様式第2号）

農林水産課 庶務係 鳥獣飼養登録（有効期間更新）申請書 鳥獣飼養登録（有効期間更新）申請書（様式第3号）

農林水産課 庶務係 鳥獣の捕獲等許可証等の再交付申請書 許可証等再交付申請書許可証等亡失届（様式第4号）

農林水産課 庶務係 住所等の変更届 住所（氏名）変更届（様式第5号）

農林水産課 庶務係 飼養登録鳥獣譲受け等届 飼養登録鳥獣譲受け等届（様式第6号）

農林水産課 庶務係 販売禁止鳥獣等販売許可申請書 販売禁止鳥獣等販売許可申請書（様式第7号）

農林水産課 庶務係 対象鳥獣捕獲等参加証明書の交付申請書 対象鳥獣捕獲等参加証明書の交付申請書【様式は任意】

農林水産課 庶務係
農業振興地域整備計画（農用地利用計画）変更申請書
(編入）（除外）（軽微変更）

農業振興地域整備計画（農用地利用計画）変更申請書(編入）（除外）（軽微
変更）

農林水産課 庶務係 農業振興地域内農地　一時転用申請書 農業振興地域内農地　一時転用申請書

農林水産課 庶務係 多面的機能支払交付金返還確約書
農業振興地域整備計画（農用地利用計画）変更申請書（除外）添付書類多
面的機能支払交付金返還確約書

農林水産課 庶務係 農地賃貸借契約解除同意書
農業振興地域整備計画（農用地利用計画）変更申請書（除外）添付書類
農地賃貸借契約解除同意書

農林水産課 庶務係 農振農用地証明願 農振農用地証明願

農林水産課 森林振興係 火入許可申請書 火入許可申請書（様式第1号）
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農林水産課 森林振興係 大町市緊急間伐促進特別対策事業補助金交付申請書 大町市緊急間伐促進特別対策事業補助金交付申請書（様式第1号）

農林水産課 森林振興係 大町市間伐事業等補助金交付申請書 間伐事業等補助金交付申請書（様式第1号）

農林水産課 森林振興係 大町市森のエネルギー推進事業補助金交付申請書 森のエネルギー推進事業補助金交付申請書(様式第1号)

農林水産課 森林振興係 大町市森のエネルギー推進事業補助金交付申請書 森のエネルギー推進事業変更・中止（廃止）承認申請書(様式第2号)

農林水産課 森林振興係 大町市森のエネルギー推進事業補助金交付申請書 森のエネルギー推進事業実績報告書(様式第3号)

農林水産課 森林振興係 大町市森のエネルギー推進事業補助金交付申請書 森のエネルギー推進事業補助金交付請求書(様式第4号)

農林水産課 森林振興係 大町市森のエネルギー推進事業補助金交付申請書 森のエネルギー事業達成状況報告書(様式第5号)

農林水産課 森林振興係 大町市森林整備地域活動支援補助金交付 森林整備地域活動支援補助金交付申請書(様式第1号)

農林水産課 森林振興係 大町市森林整備地域活動支援補助金交付 森林整備地域活動支援補助金変更承認申請書(様式第2号)

農林水産課 森林振興係 大町市森林整備地域活動支援補助金交付 森林整備地域活動支援補助金廃止承認申請書(様式第3号)

農林水産課 森林振興係 大町市森林整備地域活動支援補助金交付 森林整備地域活動支援補助金交付請求書(様式第4号)

農林水産課 森林振興係 大町市間伐事業等補助金交付請求書 間伐事業等補助金交付請求書(様式第2号)（参考様式）

農林水産課 森林振興係 伐採及び伐採後の造林の届出書 伐採及び伐採後の造林の届出書

農林水産課 農業振興係 大町市市民農園利用申請 大町市民農園利用申請書（貸農園用）様式第１号（第２条関係）

農林水産課 農業振興係 環境保全型農業直接支払補助金交付申請事務 環境保全型農業直接支払補助金交付申請書
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農林水産課 農業振興係 環境保全型農業直接支払補助金交付申請事務 環境保全型農業直接支払交付金に係る実施状況報告書（様式第８号）

農林水産課 農業振興係 農地流動化担い手育成奨励金交付申請
大町市農地流動化担い手育成奨励金交付申請書（兼交付台帳）（様式第１
号）

農林水産課 農業振興係 多面的機能支払交付金交付申請事務 多面的機能支払交付金交付申請書（様式第1号）

農林水産課 農業振興係 多面的機能支払交付金交付申請事務
大町市多面的機能支払交付金実績報告書　農地維持支払交付金及び資源
向上支払交付金（施設の長寿命化のための活動を除く。）（様式第3号）

農林水産課 農業振興係 多面的機能支払交付金交付申請事務
大町市多面的機能支払交付金実績報告書　資源向上支払交付金（施設の
長寿命化のための活動）（様式第4号）

農林水産課 農業振興係 中山間地域等直接支払交付金交付申請事務 中山間地域等直接支払交付金交付申請書（様式第1号）

農林水産課 農業振興係 中山間地域等直接支払交付金交付申請事務 中山間地域等直接支払交付金実績報告書（様式第3号）

農林水産課 農業振興係 農業次世代人材投資資金交付申請事務
農業次世代人材投資資金（経営開始型）に係る青年等就農計画等の承認申
請について（様式第１号）

農林水産課 農業振興係 農業次世代人材投資資金交付申請事務 農業次世代人材投資資金（経営開始型）交付申請書（様式第２号）

農林水産課 農業振興係 農業次世代人材投資資金交付申請事務 就農状況報告（様式第３号）

農林水産課 農業振興係 農業次世代人材投資資金交付申請事務 作業日誌（様式第４号）

農林水産課 農業振興係 農業次世代人材投資資金交付申請事務 離農届（様式第５号）

農林水産課 農業振興係 農業次世代人材投資資金交付申請事務 住所等変更届（様式第６号）

農林水産課 農業振興係 農業次世代人材投資資金交付申請事務 中止届（様式第７号）

農林水産課 農業振興係 農業次世代人材投資資金交付申請事務 休止届（様式第８号）
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農林水産課 農業振興係 農業次世代人材投資資金交付申請事務 経営再開届（様式第９号）

農林水産課 農業振興係 農業次世代人材投資資金交付申請事務 返還免除申請書（様式第１０号）

農林水産課 農業振興係 農業経営基盤強化資金利子助成事業補助金申請 農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請書　様式第１号（第２条関係）

農林水産課 農業振興係 農業経営基盤強化資金利子助成事業補助金申請 農業経営基盤強化資金利子助成金実績報告（様式第３号）

農林水産課 農業振興係 認定農業者に係る申請事務 農業経営改善計画認定申請書

農林水産課 農業推進支援係 機構集積協力金交付申請事務 経営転換協力金交付申請書(様式第1号)

農林水産課 農業推進支援係 機構集積協力金交付申請事務 経営転換協力金交付申請書(様式第2号)

農林水産課 農業推進支援係 機構集積協力金交付申請事務 耕作者集積協力金交付申請書(様式第3号)

農林水産課 農業推進支援係 機構集積協力金交付申請事務 耕作者集積協力金交付申請書(様式第4号)

産業立地戦略室 工場等誘致振興条例による申請事務 工場等誘致振興助成事業助成金交付申請書（様式第1号）

産業立地戦略室 工場等誘致振興条例による申請事務
工場等誘致振興助成事業(固定資産税相当額)助成金交付申請書兼実績報
告書(様式第1号の2)

産業立地戦略室 工場等誘致振興条例による申請事務 工場等誘致振興助成事業変更(中止)届書(様式第2号)

産業立地戦略室 工場等誘致振興条例による申請事務 工場等誘致振興助成事業完了報告書(様式第3号)

産業立地戦略室
国際標準化機構による国際規格認証取得支援事業補
助金交付申請事務

補助金交付申請書

産業立地戦略室 工場立地法による届出事務 特定工場新設（変更）届出書（様式第1号）
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建設課 計画係 風致地区内の建築に係る手続 風致地区内行為許可申請書(様式第1号)

建設課 計画係 風致地区内の建築に係る手続 風致地区内行為変更許可申請書(様式第4号)

建設課 計画係 風致地区内の建築に係る手続 風致地区内行為中止届出書(様式第5号)

建設課 計画係 風致地区内の建築に係る手続 風致地区内行為承継届出書(様式第6号)

建設課 計画係 風致地区内の建築に係る手続 風致地区内行為完了届出書(様式第7号)

建設課 計画係 屋外広告物表示許可等申請 案内広告物等表示（設置、改造）許可申請書（様式第1号）

建設課 計画係 屋外広告物表示許可等申請 広告物等表示（設置、改造）許可申請書（様式第4号）

建設課 計画係 屋外広告物表示許可等申請 案内広告物等表示（設置）許可更新申請書（様式第5号）

建設課 計画係 屋外広告物表示許可等申請 広告物等表示（設置）許可申請書（様式第6号）

建設課 計画係 屋外広告物表示許可等申請 広告物等安全点検報告書（様式第7号）

建設課 計画係 屋外広告物表示許可等申請 広告物等表示（設置）廃止届（様式第8号）

建設課 計画係 屋外広告物表示許可等申請 許可者変更届（様式第9号）

建設課 計画係 屋外広告物表示許可等申請 管理者選任（解任、変更）届（様式第10号）

建設課 計画係 屋外広告物表示許可等申請 承継届（様式第11号）

建設課 計画係
大町市建築物における駐車施設の附置等に関する条
例施行規則

駐車施設附置（変更）届（様式第1号）
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建設課 計画係 都市公園使用等許可申請 都市公園内行為等許可申請書（様式第1号）

建設課 計画係 都市公園使用等許可申請 受領書（様式第4号）

建設課 計画係 都市公園使用等許可申請 公園施設工事等届（様式第5号）

建設課 計画係 大町市まちなかの緑地整備事業補助金交付申請 まちなかの緑地整備事業補助金交付申請書（様式第1号）

建設課 計画係 大町市まちなかの緑地整備事業補助金交付申請 まちなかの緑地整備事業内容変更承認申請書（様式第4号）

建設課 計画係 大町市まちなかの緑地整備事業補助金交付申請 まちなかの緑地整備事業中止（廃止）承認申請書（様式第6号）

建設課 計画係 大町市まちなかの緑地整備事業補助金交付申請 まちなかの緑地整備事業実績報告書（様式第7号）

建設課 計画係 大町市まちなかの緑地整備事業補助金交付申請 まちなかの緑地整備事業補助金交付請求書（様式第10号）

建設課 計画係 大町市まちなかの緑地整備事業補助金交付申請 まちなかの緑地整備事業補助金概算払請求書（様式第11号）

建設課 計画係 大町市まちなかの緑地整備事業補助金交付申請 まちなかの緑地整備事業財産処分承認申請書（様式第12号）

建設課 計画係 大町市まちなかの緑地整備事業補助金交付申請 まちなかの緑地整備事業維持管理状況報告書（様式第13号）

建設課 計画係 生け垣設置費等補助金交付手続 生け垣緑化促進事業補助金交付申請書(様式第1号)

建設課 計画係 生け垣設置費等補助金交付手続 まちなか減災対策生け垣緑化促進事業変更承認申請書(様式第3号)

建設課 計画係 生け垣設置費等補助金交付手続 まちなか減災対策生け垣緑化促進事業中止(廃止)届(様式第5号)

建設課 計画係 生け垣設置費等補助金交付手続 まちなか減災対策生け垣緑化促進事業実績報告書(様式第6号)
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建設課 計画係 生け垣設置費等補助金交付手続 まちなか減災対策生け垣緑化促進事業補助金請求書(様式第8号)

建設課 計画係 大町市都市計画提案制度の手続きに関する要綱 事前相談書（様式第1号）

建設課 計画係 大町市都市計画提案制度の手続きに関する要綱 提案書（様式第2号）

建設課 計画係 大町市桜てんぐ巣病対策事業補助金交付要綱 大町市桜てんぐ巣病対策事業補助金交付申請書(様式第1号)

建設課 計画係 大町市桜てんぐ巣病対策事業補助金交付要綱 大町市桜てんぐ病対策事業実績報告書(様式第2号)

建設課 計画係 開発指導要綱に基づく相談等 開発事業計画事前相談書（様式第1号）

建設課 計画係 開発指導要綱に基づく相談等 開発事業計画協議経過書（様式第3号）

建設課 計画係 開発指導要綱に基づく相談等 開発事業計画協議書（様式第4号）

建設課 計画係 開発指導要綱に基づく相談等 開発事業計画変更協議書（様式第6号）

建設課 計画係 開発指導要綱に基づく相談等 開発事業承継届出書（様式第8号）

建設課 計画係 開発指導要綱に基づく相談等 開発事業着手届出書（様式第9号）

建設課 計画係 開発指導要綱に基づく相談等 開発事業中止（廃止）届出書（様式第10号）

建設課 計画係 開発指導要綱に基づく相談等 開発事業完了届出書（様式第11号）

建設課 計画係 眺望点における意見書の交付申請 眺望点に係る意見書交付願

建設課 計画係 用途地域の証明申請 用途地域証明申請
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建設課 計画係 開発行為の許可
開発行為許可申請書（別記様式第二）
開発行為許可申請書（別記様式第二の二）

建設課 計画係 建築物の許可申請 許可申請書（別記様式第十）

建設課 管理係 公共物占用に係る申請事務 許可申請書(様式第1号)

建設課 管理係 公共物占用に係る申請事務 占用料減額申請書(様式第2号)

建設課 管理係 公共物占用に係る申請事務 料金還付申請書(様式第3号)

建設課 管理係 公共物占用に係る申請事務 地位承継届(様式第4号)

建設課 管理係 公共物占用に係る申請事務 権利譲渡承認申請書(様式第5号)

建設課 管理係 公共物占用に係る申請事務 行為廃止届(様式第6号)

建設課 管理係 道路占用に係る申請業務 市道路占用許可申請書(様式第1号)

建設課 管理係 道路占用に係る申請業務 市道路占用許可変更申請書(様式第2号)

建設課 管理係 道路占用に係る申請業務 市道路継続占用許可申請書(様式第3号)

建設課 管理係 道路占用に係る申請業務 市道路占用廃止(中止)届書(様式第4号)

建設課 管理係 林道使用に係る申請業務 林道使用(占用)許可申請書(様式第1号)

建設課 管理係 市道認定に係る申請業務 市道認定申請書(様式第1号)

建設課 管理係 市道認定に係る申請業務 土地所有者の寄附採納願(様式第2号)
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建設課 管理係 副申・意見書交付に係る申請業務 意見書交付願

建設課 管理係 道路幅員証明申請 市道証明申請書

建設課 管理係 道路自営工事に係る申請業務 自営工事承認申請書

建設課 管理係 市道掘削に係る申請業務 市道掘削許可願

建設課 管理係 官民境界確認に係る申請業務 官民境界確認申請書

建設課 管理係 道路使用に係る申請業務 承諾書交付願

建設課 建築住宅係 雇用促進住宅の入居申し込み等に係る申請事務 定期使用許可に関する説明を受けた旨の証明書(様式第7号)

建設課 建築住宅係 雇用促進住宅の家賃減免等に係る申請事務 雇用促進住宅入居者等異動届(様式第9号)

建設課 建築住宅係 雇用促進住宅の入居申し込み等に係る申請事務 雇用促進住宅同居承認申請書(様式第10号)

建設課 建築住宅係 雇用促進住宅の入居申し込み等に係る申請事務 雇用促進住宅入居承継承認申請書(様式第12号)

建設課 建築住宅係 雇用促進住宅の利用等に係る申請事務 雇用促進住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第14号)

建設課 建築住宅係 雇用促進住宅の入居申し込み等に係る申請事務 雇用促進住宅一時不使用届(様式第16号)

建設課 建築住宅係 雇用促進住宅の入居申し込み等に係る申請事務 雇用促進住宅模様替え承認申請書(様式第17号)

建設課 建築住宅係 雇用促進住宅の入居申し込み等に係る申請事務 雇用促進住宅返還届(様式第19号)

建設課 建築住宅係 雇用促進住宅駐車場利用等に係る申請事務 雇用促進住宅駐車場使用許可申請書(様式第21号)
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建設課 建築住宅係 雇用促進住宅の入居申し込み等に係る申請事務 雇用促進住宅駐車場使用変更届出書(様式第24号)

建設課 建築住宅係 雇用促進住宅の入居申し込み等に係る申請事務 雇用促進住宅駐車場使用承継承認申請書（様式第26号）

建設課 建築住宅係 雇用促進住宅の入居申し込み等に係る申請事務 雇用促進住宅駐車場返還届（様式第28号）

建設課 建築住宅係 市営住宅の入居申し込み等に係る申請事務 市営住宅入居申込書（様式第1号）

建設課 建築住宅係 市営住宅の家賃減免等に係る申請事務 市営住宅家賃等減免（徴収猶予）申請書（様式第4号）

建設課 建築住宅係 安心・安全住宅リフォーム補助金交付申請 安心・安全住宅リフォーム補助金交付申請書(様式第1号)

建設課 建築住宅係
安心・安全住宅リフォーム補助金補助事業変更承認申
請

安心・安全住宅リフォーム補助金補助事業変更承認申請書(様式第5号)

建設課 建築住宅係 安心・安全住宅リフォーム補助金補助事業中止 安心・安全住宅リフォーム補助金補助事業中止届(様式第7号)

建設課 建築住宅係 安心・安全住宅リフォーム補助金実績報告 安心・安全住宅リフォーム補助金実績報告書(様式第8号)

建設課 建築住宅係 安心・安全住宅リフォーム補助金交付請求 安心・安全住宅リフォーム補助金交付請求書(様式第10号)

建設課 建築住宅係
大町市住宅・建築物耐震改修促進事業補助金交付申
請

大町市住宅・建築物耐震改修促進事業補助金交付申請書(様式第1号)

建設課 建築住宅係 大町市住宅・建築物耐震改修促進事業変更承認申請 大町市住宅・建築物耐震改修促進事業変更承認申請書(様式第4号)

建設課 建築住宅係 大町市住宅・建築物耐震改修促進事業遅滞等報告 大町市住宅・建築物耐震改修促進事業遅滞等報告書(様式第6号)

建設課 建築住宅係 大町市住宅・建築物耐震改修促進事業中止等届 大町市住宅・建築物耐震改修促進事業中止等届(様式第8号)

建設課 建築住宅係 大町市住宅・建築物耐震改修促進事業完了実績報告 大町市住宅・建築物耐震改修促進事業完了実績報告書(様式第9号)
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建設課 建築住宅係
大町市住宅・建築物耐震改修促進事業補助金交付請
求

大町市住宅・建築物耐震改修促進事業補助金交付請求書(様式第11号)

建設課 建築住宅係 大町市優良宅地認定申請 大町市優良宅地認定申請書(様式第1号)

建設課 建築住宅係 大町市優良住宅新築認定申請 大町市優良住宅新築認定申請書(様式第3号)

建設課 建築住宅係 災害危険住宅等対策事業補助金交付申請 災害危険住宅等対策事業補助金交付申請書(様式第1号)

建設課 建築住宅係 災害危険住宅等対策事業変更承認申請 災害危険住宅等対策事業変更承認申請書(様式第6号)

建設課 建築住宅係 災害危険住宅等対策事業廃止届 災害危険住宅等対策事業廃止届(様式第8号)

建設課 建築住宅係 災害危険住宅等対策事業実績報告 災害危険住宅等対策事業実績報告書(様式第9号)

建設課 建築住宅係 災害危険住宅等対策事業補助金交付請求 災害危険住宅等対策事業補助金交付請求書(様式第12号)

建設課 建築住宅係 大町市位置指定道路敷地の寄附届出事前協議申請 大町市位置指定道路敷地の寄附届出事前協議申請書(様式第1号)

建設課 建築住宅係 大町市アスベスト飛散防止対策事業 アスベスト飛散防止対策事業補助金交付申請書(様式第1号)

建設課 建築住宅係 大町市アスベスト飛散防止対策事業 アスベスト飛散防止対策事業変更承認申請書(様式第3号)

建設課 建築住宅係 大町市アスベスト飛散防止対策事業 アスベスト飛散防止対策事業中止(廃止)届(様式第5号)

建設課 建築住宅係 大町市アスベスト飛散防止対策事業 アスベスト飛散防止対策事業実績報告書(様式第6号)

建設課 建築住宅係 大町市アスベスト飛散防止対策事業 アスベスト飛散防止対策事業補助金交付請求書(様式第8号)

建設課 建築住宅係
宅地開発事業地における排水施設の整備補助金の交
付申請に係る手続き

宅地開発事業計画協議書(様式第1号)
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建設課 建築住宅係
宅地開発事業地における排水施設の整備補助金の交
付申請に係る手続き

大町市宅地開発事業地に係る排水施設整備事業補助金交付申請書(様式
第3号)

建設課 建築住宅係
宅地開発事業地における排水施設の整備補助金の交
付申請に係る手続き

大町市宅地開発事業地に係る排水施設整備事業計画変更承認申請書(様
式第5号)

建設課 建築住宅係
宅地開発事業地における排水施設の整備補助金の交
付申請に係る手続き

大町市宅地開発事業地に係る排水施設整備事業遅滞等報告書(様式第7号)

建設課 建築住宅係
宅地開発事業地における排水施設の整備補助金の交
付申請に係る手続き

大町市宅地開発事業地に係る排水施設整備事業中止等届(様式第9号)

建設課 建築住宅係
宅地開発事業地における排水施設の整備補助金の交
付申請に係る手続き

しゅん工検査申請書(様式第10号)

建設課 建築住宅係
宅地開発事業地における排水施設の整備補助金の交
付申請に係る手続き

大町市宅地開発事業地に係る排水施設整備事業完了実績報告書(様式第
12号)

建設課 建築住宅係
宅地開発事業地における排水施設の整備補助金の交
付申請に係る手続き

大町市宅地開発事業地に係る排水施設整備事業補助金交付請求書(様式
第14号)

上下水道課 経営係 大町市指定給水装置工事事業者指定申請 指定給水装置工事事業者指定申請書（様式第1）

上下水道課 経営係 大町市指定給水装置工事事業者指定申請 誓約書（様式第2）

上下水道課 経営係 大町市指定給水装置工事事業者指定内容変更等届出 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書（様式第10）

上下水道課 経営係 大町市指定給水装置工事事業者指定内容変更等届出 指定給水装置工事主任技術者選任・解任届出書（様式第3）

上下水道課 経営係 大町市指定給水装置工事事業者指定内容変更等届出 様指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書（式第11）

上下水道課 経営係 公共下水道占用許可廃止届出 公共下水道占用廃止届(様式第19号)

上下水道課 経営係 大町市下水道排水設備指定工事店指定申請 下水道排水設備指定工事店指定申請書（任意：様式第1号）

上下水道課 経営係 大町市下水道排水設備指定工事店指定申請 誓約書（任意：様式第2号）
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上下水道課 経営係 大町市下水道排水設備指定工事店指定更新申請 下水道排水設備指定工事店指定申請書（任意：様式第1号）

上下水道課 経営係 大町市下水道排水設備指定工事店指定更新申請 誓約書（任意：様式第2号）

上下水道課 経営係 大町市下水道排水設備指定工事店指定内容変更届出 営業廃止・休止届（任意：様式第9号）

上下水道課 経営係 大町市下水道排水設備指定工事店指定内容変更届出 営業廃止・休止届（任意：様式第9号）

上下水道課 経営係 公共下水道占用許可申請 公共下水道占用許可申請書（様式第16号）

上下水道課 経営係 公共下水道占用許可更新申請 公共下水道占用許可更新申請書(様式第18号)

上下水道課 お客様係 給水装置の工事申請・竣工・廃止・所有者の名義変更 給水装置工事申請書（様式第1号）

上下水道課 お客様係 給水装置の工事申請・竣工・廃止・所有者の名義変更 給水装置工事しゅん工届書（様式第2号）

上下水道課 お客様係 給水装置の工事申請・竣工・廃止・所有者の名義変更 給水装置廃止届（様式第5号）

上下水道課 お客様係 給水装置の工事申請・竣工・廃止・所有者の名義変更 給水装置所有者名義変更届（様式第8号）

上下水道課 お客様係 簡易水道の開栓 開栓届（様式第3号）

上下水道課 お客様係 簡易水道の閉栓 閉栓届（様式第4号）

上下水道課 お客様係 簡易水道消火栓使用の申請 消火栓使用申請書（様式第6号）

上下水道課 お客様係 簡易水道使用者等の異動 使用者等異動届（様式第7号）

上下水道課 お客様係 簡易水道料金の減免の申請 上下水道料金減免申請書（様式第9号）
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上下水道課 お客様係 消火栓使用の申請 消火栓使用申請書（様式第1号）

上下水道課 お客様係 給水装置の工事申請・竣工・廃止の届出 給水装置工事申請書（様式第2号）

上下水道課 お客様係 給水装置の工事申請・竣工・廃止の届出 給水装置工事竣工届（様式第3号）

上下水道課 お客様係 給水装置の工事申請・竣工・廃止の届出 給水装置廃止届（様式第6号）

上下水道課 お客様係 給水装置所有者の名義変更の届出 給水装置所有者名義変更届（様式第8号）

上下水道課 お客様係 水道の開栓 開栓届（様式第4号）

上下水道課 お客様係 水道の閉栓 閉栓届（様式第5号）

上下水道課 お客様係 水道使用者等の異動 使用者等異動届（様式第7号）

上下水道課 お客様係 料金の減免の申請 上下水道料減免申請書（様式第9号）

上下水道課 お客様係 排水設備設置免除の申請 排水設備設置義務免除申請書（様式第1号）

上下水道課 お客様係 排水設備等の計画の確認 排水設備新設等計画確認申請書（様式第3号）

上下水道課 お客様係 排水設備等の計画の確認 排水設備共同施工届（様式第4号）

上下水道課 お客様係 除外施設の計画の確認 除害施設新設等計画確認申請書（様式第5号）

上下水道課 お客様係 排水設備等の工事の完了確認 排水設備等工事完了届（様式第6号）

上下水道課 お客様係 水質管理責任者の選任 水質管理責任者選任（変更）届（様式第8号）
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上下水道課 お客様係 使用開始等の届出 公共下水道使用（開始・休止・廃止・再開）届（様式第9号）

上下水道課 お客様係 一時使用の申請 公共下水道一時使用許可申請書（様式第10号）

上下水道課 お客様係 汚水量の認定申告 下水道汚水量特別算定事業所認定申請書（様式第11号）

上下水道課 お客様係 汚水量の認定申告 下水道汚水量認定申告書（様式第12号）

上下水道課 お客様係 汚水量の認定申告 下水道使用料算定基礎（変更）届出書（様式第13号）

上下水道課 お客様係 行為の許可申請 物件設置（変更）許可申請書（様式第14号）

上下水道課 お客様係 公共下水道付近の掘削の届出 公共下水道付近掘削届（様式第20号）

上下水道課 お客様係 代理人の選定の届出 代理人選定（変更）届（様式第21号）

上下水道課 お客様係 総代人の選定の届出 総代人選定（変更）届（様式第22号）

上下水道課 お客様係 排水設備設置義務者等の変更の届出 排水設備設置義務者変更届（様式第23号）

上下水道課 お客様係 排水設備設置義務者等の変更の届出 公共下水道使用者変更届（様式第24号）

上下水道課 お客様係 使用料等の減免の申請 下水道使用料等減免申請書（様式第25号）

上下水道課 お客様係 排水設備等の計画の確認 排水設備新設等計画確認申請書（様式第1号）

上下水道課 お客様係 排水設備等の計画の確認 排水設備共同施工届（様式第2号）

上下水道課 お客様係 排水設備等の工事の完了確認 排水設備等工事完了届（様式第4号）
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上下水道課 お客様係 除外施設の設置等の届出 除害施設設置（変更）届（様式第5号）

上下水道課 お客様係 除外施設の設置等の届出 除害施設設置工事完了届（様式第6号）

上下水道課 お客様係 使用開始等の届出 排水処理施設使用（開始・休止・廃止・再開）届（様式第7号）

上下水道課 お客様係 一時使用の申請 排水処理施設一時使用許可申請書（様式第8号）

上下水道課 お客様係 代理人の選定の届出 代理人選定（変更）届（様式第10号）

上下水道課 お客様係 総代人の選定の届出 総代人選定（変更）届（様式第11号）

上下水道課 お客様係 排水設備設置義務者の変更の届出 排水設備設置義務者変更届（様式第12号）

上下水道課 お客様係 使用料等の減免の申請 下水道使用料等減免申請書（様式第13号）

上下水道課 お客様係
区域内で既存の浄化槽を廃止し、下水道工事を行う補
助金の申請

下水道接続促進補助金交付申請書（様式第1号）

上下水道課 お客様係
区域内で既存の浄化槽を廃止し、下水道工事を行う補
助金の申請

下水道接続促進補助金交付変更申請書（様式第4号）

上下水道課 お客様係
区域内で既存の浄化槽を廃止し、下水道工事を行う補
助金の申請

下水道接続促進補助金実績報告書（様式第6号）

上下水道課 お客様係 ディスポーザ排水処理システム設置の申請 誓約書（様式第2号）

上下水道課 お客様係 ディスポーザ排水処理システム設置の申請 使用者・維持管理業者変更届（様式第3号）

上下水道課 お客様係 下水道事業受益地の申告 下水道事業受益者申告書（様式第1号）

上下水道課 お客様係 下水道事業受益者負担金の賦課対象土地の除外申請 下水道事業受益者負担金賦課対象土地除外申請書（様式第5号）
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上下水道課 お客様係 下水道事業受益者負担金の分割特例の申請 下水道事業受益者負担金分割特例申請書（様式第7号）

上下水道課 お客様係 下水道事業受益者負担金の徴収猶予の申請 下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書（様式第10号）

上下水道課 お客様係 下水道事業受益者負担金の減免の申請 下水道事業受益者負担金減免申請書（様式第13号）

上下水道課 お客様係 下水道事業受益者の承継の申告 下水道事業受益者承継申告書（様式第16号）

上下水道課 お客様係 下水道事業受益者負担金の納付管理人の申告 下水道事業受益者負担金納付管理人申告書（様式第17号）

上下水道課 お客様係 下水道受益者等の住所等の変更の届出 下水道受益者等住所等変更届（様式第18号）

上下水道課 お客様係 農業集落排水事業受益地の申告 農業集落排水事業受益者申告書（様式第1号）

上下水道課 お客様係 農業集落排水事業受益者の変更の申告 農業集落排水事業受益者変更申告書（様式第3号）

上下水道課 お客様係 農業集落排水事業分担金の減免の申請 農業集落排水事業分担金減免申請書（様式第4号）

上下水道課 下水道施設係 浄化槽法及び県移譲事務に関する手続き 浄化槽設置届出書(様式第１号)

上下水道課 下水道施設係 浄化槽法及び県移譲事務に関する手続き 浄化槽変更届出書(様式第2号)

上下水道課 下水道施設係 浄化槽法及び県移譲事務に関する手続き 浄化槽設置届出書等記載内容変更届出書(様式第3号)

上下水道課 下水道施設係 浄化槽法及び県移譲事務に関する手続き し尿浄化槽設計概要書(様式第4号)

上下水道課 下水道施設係 浄化槽法及び県移譲事務に関する手続き 浄化槽設置届出等取下書(様式第7号)

上下水道課 下水道施設係 浄化槽法及び県移譲事務に関する手続き 工事完了報告書(様式第8号)
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上下水道課 下水道施設係 浄化槽法及び県移譲事務に関する手続き ④浄化槽使用開始報告書(様式第10号)

上下水道課 下水道施設係 浄化槽法及び県移譲事務に関する手続き 浄化槽技術管理者変更報告書(様式第11号)

上下水道課 下水道施設係 浄化槽法及び県移譲事務に関する手続き 浄化槽管理者変更報告書(様式第12号)

上下水道課 下水道施設係 浄化槽法及び県移譲事務に関する手続き 浄化槽使用(休止・再開)届出書(様式第13号)

上下水道課 下水道施設係 浄化槽法及び県移譲事務に関する手続き 浄化槽使用廃止届出書(様式第14号)

上下水道課 下水道施設係 浄化槽設置に対する補助金の申請 補助金交付申請書(様式第1号)

上下水道課 下水道施設係
浄化槽設置に対する補助金の申請内容の変更及び中
止申請

変更承認申請書(様式第4号)

上下水道課 下水道施設係 浄化槽設置に対する補助金の申請内容の完了報告 実績報告書(様式第5号)

上下水道課 下水道施設係 浄化槽設置に対する確定補助金額の請求 大町市浄化槽設置補助金交付請求書(様式第7号)

上下水道課 下水道施設係
大町市浄化槽管理組合が行う浄化槽管理事業に対す
る補助金の申請

大町市浄化槽管理事業補助金交付申請書(様式第1号)

上下水道課 下水道施設係
大町市浄化槽管理組合が行う浄化槽管理事業に対す
る補助金の申請内容の変更及び中止申請

大町市浄化槽管理事業計画(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)

上下水道課 下水道施設係
大町市浄化槽管理組合が行う浄化槽管理事業に対す
る補助金の申請内容の完了報告

大町市浄化槽管理事業実績報告書(様式第3号)

上下水道課 下水道施設係
大町市浄化槽管理組合が行う浄化槽管理事業に対す
る確定補助金額の請求

大町市浄化槽管理事業補助金交付(概算払)請求書(様式第4号)

上下水道課 温泉係 上原地区温泉施設に係る手続事務 給湯装置工事申請書(様式第1号)

上下水道課 温泉係 上原地区温泉施設に係る手続事務 給湯装置工事しゅん工届書(様式第2号)
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上下水道課 温泉係 高瀬分譲地温泉施設に係る手続事務 温泉供給申請書(様式第1号)

上下水道課 温泉係 高瀬分譲地温泉施設に係る手続事務 温泉使用(変更)届(様式第2号)

上下水道課 温泉係 高瀬分譲地温泉施設に係る手続事務 温泉利用権・給湯装置所有者名異動届(様式第3号)

上下水道課 温泉係 高瀬分譲地温泉施設に係る手続事務 給湯装置工事申請書(様式第4号)

上下水道課 温泉係 高瀬分譲地温泉施設に係る手続事務 給湯装置工事しゅん工届(様式第5号)

議会事務局 庶務議事係 政務活動費の収支報告 収支報告書

議会事務局 庶務議事係 政務活動費の交付 会派届(様式第1号)

議会事務局 庶務議事係 政務活動費の交付 政務活動費交付申請書(様式第2号)

議会事務局 庶務議事係 政務活動費の交付 政務活動費変更交付申請書(様式第3号)

議会事務局 庶務議事係 政務活動費の交付 政務活動費交付請求書(様式第5号)

農業委員会事務
局

大町市農業委員会の委員の任命に係る事務 大町市農業委員会委員候補者推薦書（一般推薦）（様式第１号）

農業委員会事務
局

大町市農業委員会の委員の任命に係る事務 大町市農業委員会委員候補者推薦書（団体推薦）（様式第２号）

農業委員会事務
局

大町市農業委員会の委員の任命に係る事務 大町市農業委員会委員候補者応募申込書（様式第３号）

農業委員会事務
局

農地利用最適化推進委員の委嘱に係る事務 農地利用最適化推進委員候補者推薦書（様式第1号）

農業委員会事務
局

農地利用最適化推進委員の委嘱に係る事務 農地利用最適化推進委員応募申込書（様式第2号）
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農業委員会事務
局

空き家に付属する農地指定申請書に係る事務 空き家に付属する農地指定申請書（様式第１号）

農業委員会事務
局

空き家に付属する農地指定申請書に係る事務 遊休農地を解消した届出書（様式第２号）

農業委員会事務
局

農地法第3条許可申請に係る事務 農地法第３条の規定による許可申請書（様式第１号の１）

農業委員会事務
局

農地法第４条許可申請に係る事務 農地法第４条第１項の規定による許可申請書(様式例第４号の１)

農業委員会事務
局

農地法第５条許可申請に係る事務 農地法第５条第１項の規定による許可申請書（様式第４号の２）

農業委員会事務
局

農地法第18条第6項に係る事務 農地法第18条第６項の規定による通知書（様式第９号の６）

農業委員会事務
局

農地法第４条例外に係る事務 農地の転用制限の例外による届出

農業委員会事務
局

農地法第3条の３第1項の届出に係る事務 農地法第３条の３第１項の規定による届出書（様式第３号の１）

農業委員会事務
局

経営者名義変更届に係る事務 経営者名義変更届

農業委員会事務
局

耕作証明に係る事務 耕作証明願

農業委員会事務
局

現況証明に係る事務 現況証明願

農業委員会事務
局

農地法３条の規定による許可証明願いに係る事務 農地法３条の規定による許可証明願

農業委員会事務
局

農地法４条の規定による許可証明願いに係る事務 農地法４条の規定による許可証明願

農業委員会事務
局

農地法５条の規定による許可証明願いに係る事務 農地法５条の規定による許可証明願

農業委員会事務
局

非農地証明申請に係る事務 非農地証明申請書
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学校教育課 庶務係 特別支援教育就学奨励費補助金交付に係る申請事務 特別支援教育奨励費補助金交付申請書（様式1号）

学校教育課 庶務係 私立高等学校等生徒奨学補助金交付に係る申請事務 私立高等学校等生徒奨学補助金交付申請書（様式第1号）

学校教育課 庶務係 長野朝鮮学園教育助成補助金交付に係る申請事務 長野朝鮮学園教育助成補助金交付申請書（様式第1号）

学校教育課 庶務係 商品券の交付に係る申請事務 入学お祝い事業交付申請書（様式第1号）

学校教育課 庶務係 奨学金貸与に係る申請事務 奨学生願書（様式第1号）

学校教育課 庶務係 学校給食の提供等に係る申出等の手続き 学校給食の提供に係る申出書（様式第1号）

学校教育課 庶務係 学校給食の提供等に係る申出等の手続き 学校給食変更届(様式第2号)

学校教育課 庶務係 学校給食の提供等に係る申出等の手続き 弁当持参届(様式第3号)

学校教育課 庶務係 学校給食費の減免等に係る申請事務 給食費減免申請書（様式第1号）

学校教育課 庶務係 就学援助費支給に係る申請事務 就学援助申請書（様式第1号）

学校教育課 庶務係 就学援助費の学校給食費への充当申請事務 学校給食費への充当申出書（様式第2号）

学校教育課 庶務係 特別支援教育就学奨励費支給に係る申請事務 特別支援教育就学奨励費に係る収入額・需要額調書（様式第1号）

学校教育課 庶務係 特別支援教育就学奨励費支給に係る申請事務 特別支援教育就学奨励費受領管理委任状（様式第2号）

学校教育課 庶務係 小規模特認校の就学に係る申請事務 小規模特認校入学申請書（様式第1号）

学校教育課 庶務係 中間教室の利用申込に係る申請事務 大町市アルプスの家通室依頼書（保護者）（様式第1号）
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学校教育課 学校教育係
大町市スクール・バス待合所設置事業補助金に係る申
請事務

スクール・バス待合所設置事業補助金交付申請書（様式第1号）

学校教育課 学校教育係
大町市スクール・バス待合所設置事業補助金に係る申
請事務

スクール・バス待合所設置事業補助金変更(中止、廃止)承認申請書(様式第
3号)

学校教育課 学校教育係 通級指導教室への通級申込に係る申請事務 通級指導教室通級申込書（様式第1号）

生涯学習課 文化財係 文化財の指定等に関する事務 所有者等同意書

生涯学習課 生涯学習・青少年係 大町市コミュニティ振興対策事業補助金 大町市コミュニティ振興対策事業計画書（様式第1号）

生涯学習課 生涯学習・青少年係 大町市コミュニティ振興対策事業補助金 大町市コミュニティ振興対策事業補助金等交付申請書（様式第2号）

生涯学習課 文化財係 文化財保護事業等補助金の交付に係る事務 文化財保護事業等補助金交付申請書（様式第1号）

生涯学習課 文化財係 文化財保護事業等補助金の交付に係る事務 文化財保護事業等実績報告書（様式第2号）

生涯学習課 生涯学習・青少年係 大町市信濃木崎夏期大学利用申請など 信濃木崎夏期大学利用許可(兼利用料金減免承認)申請書(様式第1号)

生涯学習課 生涯学習・青少年係 大町市信濃木崎夏期大学利用申請など 信濃木崎夏期大学利用中止・変更申請書(様式第3号)

生涯学習課 文化財係 文化財の指定等に関する事務 大町市指定文化財等指定・選定申請書（様式第1号）

生涯学習課 文化財係 文化財の指定等に関する事務 大町市指定文化財所有者氏名等変更届（様式第6号）

生涯学習課 文化財係 文化財の指定等に関する事務 大町市指定文化財所在変更届（様式第7号）

生涯学習課 文化財係 文化財の指定等に関する事務 大町指定文化財現状変更届（様式第8号）

生涯学習課 文化財係 文化財の指定等に関する事務 大町指定文化財滅失・損傷・亡失届（様式第9号）
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所管名 係名 手続名 申請（届出）書の様式名

生涯学習課 生涯学習・青少年係 ギャラリー・いーずら利用申込 ギャラリー・いーずら利用申込書

生涯学習課 生涯学習・青少年係 大町市蔵の音楽館利用申請 大町市蔵の音楽館利用登録申請書

生涯学習課 生涯学習・青少年係 大町市蔵の音楽館利用者の会加入 大町市蔵の音楽館利用者の会（入会・継続）申請書

生涯学習課 生涯学習・青少年係 行事共催・後援承認申請 行事共催・後援等承認申請書

生涯学習課 文化会館 文化会館使用許可申請 大町市文化会館使用許可申請書（様式第1号）

生涯学習課 文化会館 文化会館使用許可申請 大町市文化会館使用許可書(様式第2号)

生涯学習課 文化会館 文化会館使用許可変更申請 大町市文化会館使用許可変更申請書（様式第3号）

生涯学習課 文化会館 文化会館使用取消申請 大町市文化会館使用取消届（様式第3号）

生涯学習課 文化会館 文化会館使用料減免申請 大町市文化会館使用料減免申請書(様式第4号)

生涯学習課 文化会館 文化会館使用料還付申請 大町市文化会館使用料還付申請書(様式第6号)

生涯学習課 八坂公民館（アキツ） アキツ使用許可（兼使用料減免）申請
大町市八坂情報コミュニティセンターアキツ使用許可(兼使用料減免)申請書
(様式第1号)

生涯学習課 八坂公民館（アキツ） アキツ使用許可（兼使用料減免）申請
大町市八坂情報コミュニティセンターアキツ使用許可(兼使用料減免承認)書
(様式第2号)

生涯学習課 八坂公民館（アキツ） アキツ使用中止・変更申請書
大町市八坂情報コミュニティセンターアキツ使用中止・変更申請書(様式第3
号)

生涯学習課 八坂公民館（アキツ） アキツ使用中止・変更申請書
大町市八坂情報コミュニティセンターアキツ使用中止・変更許可書(様式第4
号)

生涯学習課 図書館 会議室使用申込・多目的室使用申込 会議室使用申込書・多目的室使用申込書
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所管名 係名 手続名 申請（届出）書の様式名

スポーツ課 スポーツ推進係 スポーツ振興事業補助事業内容変更に係る手続き 補助金変更交付申請書

スポーツ課 スポーツ推進係 大町市広場設置事業補助金交付申請に係る手続き 運動広場設置事業補助金交付申請書（様式第1号）

スポーツ課 スポーツ推進係 大町市広場設置補助事業計画変更に係る手続き 運動広場設置補助事業計画変更承認申請書（様式第3号）

スポーツ課 スポーツ推進係 大町市広場設置補助事業計画中止に係る手続き 運動広場設置補助事業中止承認申請書（様式第4号）

スポーツ課 スポーツ推進係 大町市広場設置補助事業計画廃止に係る手続き 運動広場設置補助事業廃止承認申請書（様式第5号）

スポーツ課 スポーツ推進係 大町市広場設置補助事業実施報告に係る手続き 運動広場補助事業報告書（様式第6号）

スポーツ課 スポーツ推進係 大町市広場設置事業補助金請求に係る手続き 運動広場設置事業補助金交付請求書（様式第7号）

スポーツ課 スポーツ推進係 行事共催・後援等承認申請 行事共催・後援等承認申請書（様式第1号）

スポーツ課 スポーツ推進係 体育施設内備品保管申請 運動場施設内備品保管許可申請書

スポーツ課 スポーツ推進係 社会体育施設物品販売許可申請 大町市社会体育施設物品販売許可申請書

山岳博物館 山岳博物館 博物館資料寄贈書に係る申請事務 博物館資料寄贈・寄託書（様式第4号）

山岳博物館 山岳博物館 博物館利用に係る申請事務 博物館観覧料減免申請書(様式第2号)

山岳博物館 山岳博物館 博物館利用に係る申請事務 市立大町山岳博物館資料特別利用許可申請書(様式第3号)

大町病院総務課 入院の付添許可願 付添許可願(様式第2号)

大町病院総務課 入院患者の外出外泊許可願 外出外泊許可願(様式第3号)
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所管名 係名 手続名 申請（届出）書の様式名

大町病院総務課 奨学金貸与に係る申請事務 奨学金貸与申請書(様式第1号)

大町病院総務課 奨学金貸与に係る申請事務(奨学金貸与額変更) 奨学金貸与額変更申請書(様式第6号)

大町病院総務課 奨学金貸与に係る申請事務(奨学金借受) 奨学金借受書(様式第9号)

大町病院総務課 奨学金貸与に係る申請事務(奨学金返還猶予申請) 奨学金返還猶予申請書(様式第10号)

大町病院総務課 奨学金貸与に係る申請事務(奨学金返還免除申請) 奨学金返還免除申請書(様式第12号)

大町病院総務課 奨学金貸与に係る申請事務(変更事項の届出) 変更事項届出書(様式第14号)

大町病院総務課 大町総合病院登録医申請事務 市立大町総合病院登録医申請書(様式第1号)

大町病院総務課 大町総合病院登録医解除・変更事務 登録医解除・変更届出書(様式第3号)

大町病院総務課 医師修学資金貸与に係る申請事務 誓約書(様式第3号)

大町病院総務課 医師修学資金貸与に係る申請事務 推薦書(様式第4号)

大町病院総務課 医師修学資金貸与に係る申請事務（返還猶予申請） 返還猶予申請書(様式第7号)

大町病院総務課 医師修学資金貸与に係る申請事務（返還免除申請） 返還免除申請書(様式第8号)

大町病院総務課 医師修学資金貸与に係る申請事務（返変更事項届出） 変更事項届出書(様式第9号)

大町病院総務課 就業支度金支給に係る申請事務 就業支度金支給申請書(様式第1号)

大町病院総務課 就業支度金支給に係る申請事務 就業支度金支給請求書(様式第3号)
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所管名 係名 手続名 申請（届出）書の様式名

選挙管理委員会
政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看
板の証票に関する手続き事務（証票を紛失又は破損し
た際の届出）

証票紛失（破損）届出書

選挙管理委員会 選挙公報発行に関する申請事務 選挙公報掲載申請書（様式第1号）

選挙管理委員会
公職の候補者が個人演説会のために使用した施設又
は設備を損傷したときの報告手続

施設（設備）損傷報告書（別記様式）

選挙管理委員会
大町市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動
用自動車の使用の公営に関する届出事務（選挙運動用
自動車使用の契約届出）

　選挙運動用自動車の使用の契約届出書（様式第1号その1）

選挙管理委員会
大町市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動
用自動車の使用の公営に関する届出事務（選挙運動用
自動車の燃料代の確認申請）

自動車燃料代確認申請書（様式第2号その1）

選挙管理委員会
大町市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動
用自動車の使用の公営に関する届出事務（選挙運動用
自動車使用の証明書の届出）

選挙運動用自動車使用証明書（自動車）（様式第4号その1）

選挙管理委員会
大町市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動
用自動車の使用の公営に関する届出事務（選挙運動用
自動車の燃料の使用証明書の届出）

選挙運動用自動車使用証明書（燃料）（様式第4号その2）

選挙管理委員会
大町市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動
用自動車の使用の公営に関する届出事務（選挙運動用
自動車の運転手についての証明届出）

選挙運動用自動車使用証明書（運転手）（様式第4号その3）

選挙管理委員会
大町市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動
用自動車の使用の公営に関する届出事務（選挙運動用
自動車の使用に関する請求届出）

請求書（選挙運動用自動車の使用）（様式第6号その1）
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所管名 係名 手続名 申請（届出）書の様式名

選挙管理委員会
大町市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動
用ポスターの作成の公営に関する届出事務（選挙運動
用ポスター作成に係る契約届出）

ポスター作成契約届出書（様式第1号その2）

選挙管理委員会
大町市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動
用ポスターの作成の公営に関する届出事務（選挙運動
用ポスター作成枚数の確認申請）

ポスター作成枚数確認申請書（様式第2号その2）

選挙管理委員会
大町市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動
用ポスターの作成の公営に関する届出事務（選挙運動
用ポスター作成証明書の届出）

ポスター作成証明書（様式第5号）

選挙管理委員会
大町市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動
用ポスターの作成の公営に関する届出事務（選挙運動
用ポスターの作成に関する請求届）

請求書（ポスターの作成）（様式第6号その2）

選挙管理委員会
大町市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動
用ビラの作成の公営に関する届出事務（選挙運動用ビ
ラ作成に係る契約届出）

選挙運動用ビラ作成契約届出書（様式第1号）

選挙管理委員会
大町市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動
用ビラの作成の公営に関する届出事務（選挙運動用ビ
ラ作成枚数の確認申請）

選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書（様式第2号）

選挙管理委員会
大町市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動
用ビラの作成の公営に関する届出事務（選挙運動用ビ
ラ作成証明書の届出）

選挙運動用ビラ作成証明書（様式第4号）

選挙管理委員会
大町市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動
用ビラの作成の公営に関する届出事務（選挙運動用ビ
ラの作成に関する請求届）

請求書（選挙運動用ビラの作成）（様式第5号）
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所管名 係名 手続名 申請（届出）書の様式名

選挙管理委員会
大町市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動
用ビラの証紙に関する手続事務（選挙運動用ビラの届
出）

選挙運動用ビラ届出書（様式第1号）

選挙管理委員会
政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看
板の証票に関する手続き事務（候補者等が行う証票の
交付申請）

証票交付申請書（様式第2号）

選挙管理委員会
政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看
板の証票に関する手続き事務（後援団体が行う証票の
交付申請）

証票交付申請書（様式第3号）

選挙管理委員会
政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看
板の証票に関する手続き事務（証票の再交付申請）

証票再交付申請書（様式第5号）

選挙管理委員会
政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看
板の証票に関する手続き事務（証票の記載事項に異動
あった時の届出）

証票交付申請書記載事項異動届（様式第6号）

選挙管理委員会
市長の選挙における政党その他の政治団体が政治活
動のために行う政談演説会開催届出事務（政談演説会
の開催届出）

政談演説会開催届出書（様式第2号）

選挙管理委員会
市長の選挙における政党その他の政治団体が政治活
動のために行う政談演説会開催届出事務（政談演説会
の開催検討届出）

政談演説会変更届出書（様式第3号）

選挙管理委員会
市長の選挙における政党その他の政治団体が政治活
動のために行う政談演説会開催届出事務（政談演説会
の開催撤回届出）

政談演説会撤回届出書（様式第4号）

選挙管理委員会

市長の選挙における政党その他の政治団体が政治活
動のために使用するポスターの掲示に関する手続事務
（政治活動用ポスターの検印を受けようとする際の届
出）

政治活動用ポスター検印票（様式第8号）

選挙管理委員会
市長の選挙における政党その他の政治団体が政治活
動政のために使用するビラの届出事務

政治活動用ビラ届出書（様式第10号）

選挙管理委員会
市長の選挙における政党その他の政治団体が政治活
動のために使用する機関紙誌の届出事務

政党その他の政治団体の機関紙（誌）届出書（様式第11号）
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所管名 係名 手続名 申請（届出）書の様式名

選挙管理委員会 選挙公報発行に関する申請事務 選挙公報掲載文撤回申請書（様式第2号）

選挙管理委員会 選挙公報発行に関する申請事務 選挙公報掲載文修正申請書（様式第3号）

選挙管理委員会
大町市の議会の議員及び長の選挙における立候補届
出事務（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（様式第82号）

選挙管理委員会
大町市の議会の議員及び長の選挙における立候補届
出事務（推薦届出者が選挙事務所を設置した場合に設
置（異動）届に添付する候補者の承諾書）

選挙事務所設置（異動）承諾書（様式第84号）

選挙管理委員会

大町市の議会の議員及び長の選挙における立候補届
出事務（推薦届出者が複数人で選挙事務所を設置した
場合及び出納責任者を選任した場合のその代表者の
証明書）

推薦届出代表者証明書（様式第85号）

選挙管理委員会
大町市の議会の議員及び長の選挙における立候補届
出事務（選挙運動の出納責任者の選任届出）

出納責任者選任届（様式第124号）

選挙管理委員会

大町市の議会の議員及び長の選挙における立候補届
出事務（推薦届出者が出納責任者を選任した場合に出
納責任者選任届に添付する候補者の選任についての
承諾書）

出納責任者選任承諾書（様式第125号）

選挙管理委員会
大町市の議会の議員及び長の選挙における立候補届
出事務（出納責任者に異動があったときの届出）

出納責任者異動届（様式第127号）

選挙管理委員会
大町市の議会の議員及び長の選挙における立候補届
出事務（推薦届出者が出納責任者を解任した場合の解
任についての候補者の承諾書）

出納責任者解任承諾書（様式第128号）

選挙管理委員会
大町市の議会の議員及び長の選挙における立候補届
出事務（出納責任者が欠けた場合に候補者が代わって
出納責任者の職務を行うことの届出）

出納責任者職務代行届（様式第129号）

選挙管理委員会
大町市の議会の議員及び長の選挙における立候補届
出事務（公営施設を使用する個人演説会の開催届出）

個人演説会（政党演説会、政党等演説会）開催申出書（様式第112号）

選挙管理委員会 投票立会人選任の承諾 投票立会人選任承諾書（様式第15号）
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選挙管理委員会
大町市長の選挙における立候補届出事務（政治活動を
一部認められる確認団体の申請）

政治団体確認申請書（別記第33号様式）

選挙管理委員会
大町市長の選挙における立候補届出事務（確認団体の
申請に添付する政治団体等の支援候補者とされること
の同意書）

政党その他の政治団体の支援候補者とされることの同意書（別記第34号様
式）

選挙管理委員会
大町市の議会の議員及び長の選挙における立候補届
出事務（候補者届出：本人）

何選挙候補者届出書（本人届出）（別記第19号様式）

選挙管理委員会
大町市の議会の議員及び長の選挙における立候補届
出事務（候補者届出：推薦）

何選挙候補者届出書（推薦届出）（別記第19号様式の2）

選挙管理委員会
大町市の議会の議員及び長の選挙における立候補届
出事務（候補者届に添付する候補者になることができな
い者でないことの宣誓書）

宣誓書（別記第19号様式の3）

選挙管理委員会
大町市の議会の議員及び長の選挙における立候補届
出事務（候補者届出書に添付する所属党派証明書）

所属政党（政治団体）証明書（別記第19号様式の4）

選挙管理委員会
大町市の議会の議員及び長の選挙における立候補届
出事務（候補者届出書に添付する候補者推薦承諾書）

候補者推薦届出承諾書（別記第16号様式の12）

選挙管理委員会
大町市の議会の議員及び長の選挙における立候補届
出事務（通称認定申請）

通称認定申請書（別記第19号様式の5）

選挙管理委員会
大町市の議会の議員及び長の選挙における立候補届
出事務（報酬を支給する選挙運動に従事する者につい
ての届出）

届出書（別記第32号様式の2）

選挙管理委員会 開票立会人及び選挙立会人となるべき者の届出 開票（選挙）立会人となるべき者の届出書（第14号）

選挙管理委員会 開票立会人及び選挙立会人となるべき者の承諾 承諾書（第15号様式）

選挙管理委員会
直接請求に係る署名簿の提出等に関する事務（署名簿
に署名した者が正当な請求者かの証明を求めるための
申請）

請求者署名簿署名申請証明書（規定なし）

選挙管理委員会
直接請求に係る署名簿の提出等に関する事務（署名
簿）

請求者署名簿（別記様式）
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選挙管理委員会
直接請求に係る署名簿の提出等に関する事務（署名収
集の委任手続）

署名収集委任状（別記様式）

選挙管理委員会
直接請求に係る署名簿の提出等に関する事務（署名簿
の署名に関する異議の申出）

異議申出書（規定なし）

選挙管理委員会
市議会の解散及び市議会議員・市長の解職の請求に
関する事務（上記署名簿の提出等に関するものを除く）
（請求代表者証明書の交付申請）

請求者代表者証明書の交付申請書（規定なし）

選挙管理委員会
市議会の解散及び市議会議員・市長の解職の請求に
関する事務（上記署名簿の提出等に関するものを除く）
（直接請求の請求書）

請求書（別記様式）

監査委員事務局 住民監査請求事務 大町市職員措置請求書

監査委員事務局 住民監査請求事務 陳述等に関する意向確認書

監査委員事務局 住民監査請求事務 代理人選任承認申請書

固定資産評価審
査委員会事務局

固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の
申出

固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出書

固定資産評価審
査委員会事務局

口頭審理 口述書

83 / 83 ページ


