
市へ提出する申請書等への押印不要な様式一覧

担当課 備考

総務課 -

補助金等交付申請書

補助事業等変更・中止・廃止申請書

補助事業等実績報告書

管財課 -

寄附申出書

行政財産使用許可申請書

普通財産貸付申請書

普通財産売払い（譲与）申請書

普通財産交換申請書

履行延期申請書

債務免除申請書

寄付申出調書

公有財産引継書

用途廃止財産引継書

事故届出書

事故報告書

管財課

印西市行政財産目的外使用料減免申請書

管財課

光ファイバケーブル貸付申請書

防災課

り災証明書（り災届出証明書）交付申請書兼り災届出書 第１号様式（第４条）

り災証明書 第２号様式（第５条）

手続きの名称（条例・規則・要綱等）

補助金等交付規則

印西市公有財産管理規則

印西市行政財産目的外使用料条例施行規則

印西市光ファイバケーブルの貸付けに関する要綱

印西市り災証明書等交付要綱
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担当課 備考手続きの名称（条例・規則・要綱等）

り災届出証明書 第３号様式（第５条）

防災課

印西市自主防災組織結成届 第１号様式（第２条）

印西市自主防災組織設置助成申請書 第２号様式（第４条）

印西市自主防災組織資機材受領書 第４号様式（第６条）

印西市自主防災組織変更届出書 第５号様式（第７条）

印西市自主防災組織活動助成金交付申請書 第６号様式（第１２条）

印西市自主防災組織活動助成変更届出書 第８号様式（第１４条）

印西市自主防災組織活動助成実績報告書 第９号様式（第１５条）

防災課

印西市災害時協力井戸登録申込書 第１号様式（第５条）

印西市災害時協力井戸登録解除申出書 第３号様式（第７条）

防災課

印西市消防団分団部運営交付金交付申請書 第１号様式（第３条）

印西市消防団分団部運営交付金実績報告書 第４号様式（第７条）

防災課

印西市消防団協力事業所表示申請書兼推薦書 第１号様式（第３条）

防災課

特殊標章再交付申請書 第４号様式（第９条）

身分証明書再交付申請書 第５号様式（第１２条）

人事課

宣誓書

企画政策課

印西市立印旛医科器械歴史資料館指定管理者指定申請書

市税滞納有無調査承諾書

印西市自主防災組織助成要綱

印西市災害時における協力井戸の登録に関する要綱

印西市消防団分団部運営交付金交付要綱

印西市消防団協力事業所表示制度実施要綱

印西市武力攻撃事態等における特殊標章及び身分証明書に関する交付要綱

職員の服務の宣誓に関する条例

印西市立印旛医科器械歴史資料館の設置及び管理に関する条例施行規則
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担当課 備考手続きの名称（条例・規則・要綱等）

印西市立印旛医科器械歴史資料館指定管理者申請内容変更承認申請書

印西市立印旛医科器械歴史資料館指定管理者申請内容変更届

印西市立印旛医科器械歴史資料館指定管理者指定辞退承認申請書

新型コロナウイルス感染症対策交通事業者支援金支給申請書兼請求書

経済振興課

第１号様式 借受申請書

経済振興課

第１号様式 使用申請書

第４号様式 仕様変更申請書

経済振興課

ロゴマーク使用届出書（様式第１号）

ロゴマーク使用承認書

経済振興課

申込書

同意書

経済振興課

花壇づくり活動計画書

花壇づくり活動報告書

経済振興課

イルミネーション設置活動報告書

イルミネーション実施活動報告書

経済振興課

印西市シティプロモーション動画使用申請書（様式第１号）

印西市シティプロモーション動画使用変更申請書（様式第３号）

市民活動推進課 -

印西市シティプロモーション動画使用取扱要領

印西市マスコットキャラクター「いんザイ君」着ぐるみ貸出要領

印西市マスコットキャラクター取扱要綱

「ずっと、このまち印西で」ロゴマーク使用要領

印西市マスコットキャラクター「いんザイ君」焼印貸与申込書

花壇づくり参加団体募集要領

イルミネーション実施団体支援要領

市民活動推進条例施行規則
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担当課 備考手続きの名称（条例・規則・要綱等）

第1号様式（第2条） 市民活動団体等（個人・団体・事業者）登録申請書

第3号様式（第3条） 申請事項変更届出書

第5号様式（第5条） 協働の機会提案書

市民活動推進課 -

第8号様式（第14条） 印西市市民提案書

市民活動推進課

第1号様式（第2条） 印西市集会所指定管理者指定申請書

第4号様式（第4条） 印西市集会所指定管理者申請内容変更承認申請書

第6号様式（第4条） 印西市集会所指定管理者申請内容変更届

第7号様式（第5条） 印西市集会所指定管理者指定辞退承認申請書

市民活動推進課

第1号様式（第2条） 印西市構造改善センター指定管理者指定申請書

第4号様式（第4条） 印西市構造改善センター指定管理者申請内容変更承認申請書

第6号様式（第4条） 印西市構造改善センター指定管理者申請内容変更届

第7号様式（第5条） 印西市構造改善センター指定管理者指定辞退承認申請書

市民活動推進課

第1号様式（第2条） 印西市青年館指定管理者指定申請書

第4号様式（第4条） 印西市青年館指定管理者申請内容変更承認申請書

第6号様式（第4条） 印西市青年館指定管理者申請内容変更届

第7号様式（第5条） 印西市青年館指定管理者指定辞退承認申請書

市民活動推進課

第1号様式（第4条） 印西市町内会集会所敷地借地料補助金交付申請書

第3号様式（第6条） 印西市町内会集会所敷地借地料補助金実績報告書 

市民活動推進課

第3号様式（第8条） 印西市行政協力交付金事業変更申請書

市民参加条例施行規則

集会所の設置及び管理に関する条例施行規則

構造改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則

青年館の設置及び管理に関する条例施行規則

町内会集会所敷地借地料補助金交付要綱

行政協力交付金交付要綱
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担当課 備考手続きの名称（条例・規則・要綱等）

第4号様式（第8条） 印西市行政協力交付金事業中止申請書

市民活動推進課

第1号様式（第5条） 印西市町内会等活動費補助金交付申請書

第3号様式（第7条） 印西市町内会等活動費補助金事業変更申請書

第4号様式（第7条） 印西市町内会等活動費補助金事業中止申請書

第6号様式（第9条） 印西市町内会等活動費補助金実績報告書

市民活動推進課

第1号様式（第５条） 印西市町内会等地区連絡会活動費補助金交付申請書

第3号様式（第７条） 印西市町内会等地区連絡会活動費補助金事業変更申請書

第4号様式（第７条） 印西市町内会等地区連絡会活動費補助金事業中止申請書

第6号様式（第９条） 印西市町内会等地区連絡会活動費補助金実績報告書

市民活動推進課

第1号様式（第2条） 印西市コミュニティセンター指定管理者指定申請書

第2号様式（第2条） 市税滞納有無調査承諾書

第5号様式（第4条） 印西市コミュニティセンター指定管理者申請内容変更承認申請書

第7号様式（第4条） 印西市コミュニティセンター指定管理者申請内容変更届

第8号様式（第5条） 印西市コミュニティセンター指定管理者指定辞退承認申請書

第13号様式（第9条） コミュニティルーム使用料減免申請書

市民活動推進課

第1号様式（第5条） 集会施設合併処理浄化槽設置事業補助金交付申請書

第2号様式（第6条） 事業完了届兼完成検査願

第3号様式（第7条） 集会施設合併処理浄化槽設置事業実績報告書

市民活動推進課 -

第1号様式（第7条） 印西市集会施設整備事業補助金交付申請書

第4号様式（第9条） 印西市集会施設整備事業変更（中止・廃止）承認申請書

集会施設整備事業補助金交付要綱

町内会等活動費補助金交付要綱

町内会等地区連絡会活動費補助金交付要綱

コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

集会施設合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱
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担当課 備考手続きの名称（条例・規則・要綱等）

第6号様式（第11条） 印西市集会施設整備事業補助金実績報告書

市民活動推進課

第1号様式（第2条） 印西市市民活動支援センター指定管理者指定申請書

第2号様式（第2条） 市税滞納有無調査承諾書

第5号様式（第4条） 印西市市民活動支援センター指定管理者申請内容変更承認申請書

第7号様式（第4条） 印西市市民活動支援センター指定管理者申請内容変更届

第8号様式（第5条） 印西市市民活動支援センター指定管理者指定辞退承認申請書

市民活動推進課

認可申請書

告示事項変更届出書

規約変更認可申請書

認可地縁団体証明書交付（台帳閲覧）請求書

市民活動推進課 -

（第１号様式）認可地縁団体印鑑登録申請書 市民活動推進課 ２か所中１か所を削除（残箇所は実印）

（第３号様式）認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 市民活動推進課 １か所中１か所を削除（認印）

（第５号様式）認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 市民活動推進課 ２か所中１か所を削除（残箇所は実印）

市民活動推進課 -

印西市自転車駐車場指定管理者指定申請書

市税滞納有無調査承諾書

印西市自転車駐車場指定管理者申請内容変更承認申請書

印西市自転車駐車場指定管理者申請内容変更届

印西市自転車駐車場指定管理者指定辞退承認申請書

印西市自転車駐車場定期使用取消届

印西市自転車駐車場定期利用料金免除申請書

印西市自転車駐車場定期利用料金還付申請書

市民活動支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

印西市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

印西市認可地縁団体印鑑条例施行規則

認可地縁団体関係
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担当課 備考手続きの名称（条例・規則・要綱等）

印西市自転車駐車場定期使用者住所変更届

印西市自転車駐車場定期使用（承認証・承認票）再交付申請書

市民活動推進課

放置自転車等返還申請書兼受取書

放置自転車等駐車場設置届出書

市民活動推進課

安全運転支援装置設置促進補助金交付申請書

市民活動推進課

防犯灯設置費補助金交付申請書

防犯灯維持管理費補助金交付申請書

防犯灯設置費補助金実績報告書

防犯灯設置費及び維持管理費補助金交付申請書

市民活動推進課

防犯灯設置等要望書

防犯灯に関する土地無償借用承諾書

防犯灯共架承諾書

防犯灯寄附申込書

市民活動推進課

防犯カメラ設置事業事前協議書

防犯カメラ設置事業補助金交付申請書

防犯カメラ設置事業変更承認申請書

防犯カメラ設置事業実績報告書

防犯カメラ設置事業補助金交付申請書

市民活動推進課

青色防犯パトロール車ドライブレコーダー映像利用申請書

印西市防犯灯設置費等補助金交付規則

印西市安全運転支援装置設置促進補助金交付要綱

印西市自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の附置義務に関する条例施行規則

印西市防犯カメラ設置事業補助金交付要綱

印西市防犯灯設置等に関する基準

印西市青色防犯パトロール車ドライブレコーダーの設置及び管理運用要綱
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担当課 備考手続きの名称（条例・規則・要綱等）

市民活動推進課

傷害見舞金支給申請書

遺族見舞金支給申請書

転居費用助成申請書

市民活動推進課

防犯カメラ画像利用申請書

課税課

市民税・県民税申告書

給与支払報告書（総括表）

給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

特別徴収切替（依頼）書

特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書

市町村民税の（確定・中間）申告書

市町村民税の予定申告書

法人設立（異動）届出書

法人等の市民税の更正の請求書

軽自動車税申告（報告）書兼標識交付申請書

軽自動車税（種別割）廃車申告書兼標識返納書

軽自動車税課税保留・課税台帳消除申立書

譲渡証明書

委任状

税務証明等交付申請書（窓口用）

税務証明等交付申請書（郵送用）

委任状

確約書

税務証明等

印西市防犯カメラの設置並びに管理及び運用に関する要綱

印西市犯罪被害者等支援条例施行規則

8



担当課 備考手続きの名称（条例・規則・要綱等）

課税課

相続人代表者指定（変更）届

納税管理人（申告・承認申請）書

固定資産税・都市計画税減免申請書

新築された認定⾧期優良住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書

耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書

高齢者等居住安全改修住宅等に係る固定資産税減額規定の適用申告書

熱損失防止改修住宅等に係る固定資産税減額規定の適用

宗教法人に係る固定資産税非課税規定の適用申告書

学校法人等に係る固定資産税非課税規定の適用申告書

社会福祉事業施設等に係る固定資産税非課税規定の適用申告書

病院等又は家畜診療所に係る固定資産税非課税規定の適用申告書

救急医療等確保事業に係る業務の用に供する固定資産税非課税規定の適用申告書

固定資産税非課税規定適用除外申告書

区分所有に係る家屋補正方法の申出書

宅地化農地認定申告書

宅地化農地確認申請書

特別土地保有税非課税土地届出書

土地の価格（決定）通知願

期限延⾧申請書

市民税減免申請書

原動機付自転車及び小型特殊自動車標識再交付申請書

軽自動車税減免申請書

市たばこ税の納期限の延⾧申請書

市たばこ税の更正請求書

印西市税条例施行規則
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担当課 備考手続きの名称（条例・規則・要綱等）

入湯税の納入申告書

鉱泉浴場経営開始（異動）申告書

過誤納金還付請求書

徴収猶予（期間延⾧）申請書

市民税法人税割徴収猶予届出書

徴収の猶予等に係る差押解除申請書

換価の猶予（期間延⾧）申請書

担保提供書

延滞金免除申請書

延滞金減免申請書

市・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書

市・県民税特別徴収税額の納期の特例を欠いた届出書

課税課 -

未登記家屋所有者届出書

未登記家屋異動届

未登記家屋登録事項変更届

同意書（未登記家屋異動届用）

国保年金課

国民健康保険税減免申請書

国保年金課

国民健康保険一部負担金免除・徴収猶予申請書

国民健康保険高額療養費支給申請書

葬祭費支給申請書

国民健康保険出産育児一時金支給申請書

国保年金課

未登記家屋に関する事務取扱要領

印西市国民健康保険条例施行規則

印西市国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則

印西市新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康
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担当課 備考手続きの名称（条例・規則・要綱等）

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

国保年金課

人間ドック等受検承認申請書

国保年金課

第5号様式（第4条） 口座振替依頼書（提出用）

国保年金課

国民健康保険税申告書

国保年金課

収入状況等申告書

納税課

口述書

環境保全課

合併処理浄化槽設置事業補助金交付申請書

合併処理浄化槽設置事業実績報告書

補助金等交付請求書

環境保全課

印西市住宅用省エネルギー設備等設置費補助金交付申請書

印西市住宅用省エネルギー設備等設置費補助金交付請求書

印西市住宅用省エネルギー設備等設置費補助金設備処分承認申請書

環境保全課

揚水施設設置（変更・承継・廃止）届出書 第１号様式（第３条）

騒音・振動に係る特定施設設置（使用）届出書 第３号様式（第10条）

騒音・振動に係る特定作業実施届出書 第４号様式（第11条）

特定施設構造等変更届出書 第５号様式（第12条及び第25条）

特定作業変更届出書 第６号様式（第12条及び第25条）

印西市合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱

固定資産評価審査委員会条例

国民健康保険一部負担金の免除及び徴収猶予に関する取扱い要綱

印西市国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則

印西市後期高齢者医療に関する規則

印西市人間ドック等受検に係る助成に関する規則

印西市環境保全条例施行規則

印西市住宅用省エネルギー設備等設置費補助金交付要綱
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担当課 備考手続きの名称（条例・規則・要綱等）

特定施設設置等計画改善措置届出書 第７号様式（第12条及び第25条）

氏名等変更届出書 第８号様式（第12条及び第25条）

特定施設等使用廃止届出書 第９号様式（第12条及び第25条）

承継届出書 第10号様式（第12条及び第25条）

特定建設作業実施届出書 第11号様式（第13条）

悪臭に係る特定施設設置（使用）届出書 第13号様式（第23条）

悪臭に係る特定作業実施届出書 第14号様式（第24条）

特定施設等事故復旧工事完了届出書 第15号様式（第28条）

環境保全課

浄水器設置費補助金交付申請書 第１号様式（第５条）

市税等納税状況確認承諾書 第２号様式（第５条）

浄水器設置費補助金変更承認申請書 第４号様式（第８条）

浄水器設置費補助金実績報告書 第６号様式（第９条）

環境保全課

地域猫不妊去勢手術助成金交付申請書

地域猫不妊去勢手術助成金実績報告書

印西市イノシシ被害防止用電気柵設置事業補助金交付申請書

印西市イノシシ被害防止用電気柵設置事業実施計画書

市税等納付状況確認承諾書

印西市イノシシ被害防止用電気柵設置事業実績報告書

環境保全課

狩猟免許の取得に係る助成金交付申請書

有害鳥獣捕獲事業参加確約書

クリーン推進課印西市廃棄物減量機器貸出要綱

印西市狩猟免許の取得に係る助成金交付要綱

印西市イノシシ被害防止用電気柵設置事業補助金交付要綱

印西市地域猫不妊去勢手術助成金の交付に関する要綱

印西市地下水汚染に係る浄水器設置費補助金交付要綱

12



担当課 備考手続きの名称（条例・規則・要綱等）

第１号様式 印西市廃棄物減量機器貸出申請書

クリーン推進課

第１号様式 生ごみ処理容器等購入費補助金交付申請書

第６号様式 生ごみ処理容器等購入費補助金交付品廃棄届

クリーン推進課

第１号様式 有価物集団回収団体回収業者登録届出書                        

第２号様式 有価物集団回収団体回収業者登録変更廃止届出書

第３号様式 有価物集団回収奨励金交付申請書

第４号様式 印西市有価物集団回収量報告書

クリーン推進課

第１号様式 事業系一般廃棄物減量化計画書

第２号様式 廃棄物管理責任者選任（変更）届出書

第４号様式 一般廃棄物集積所の設置（移動・廃止）申請書

第６号様式 一般廃棄物収集運搬業許可申請書

第７号様式 一般廃棄物処分業許可申請書               

第８号様式 一般廃棄物処理業許可申請事項変更申請書

第９号様式 浄化槽清掃業許可申請書               

第１３号様式 一般廃棄物処理業等許可証再交付申請書

第１４号様式 一般廃棄物処理業許可申請変更届

第１５号様式 浄化槽清掃業許可申請変更届               

第１８号様式 一般廃棄物処理業等廃止・休止届

第１９号様式 一般廃棄物収集運搬業実績報告書

第２０号様式 一般廃棄物収集運搬業（し尿・浄化槽汚泥）実績報告書

第２１号様式 一般廃棄物処分業実績報告書

農政課

印西市有価物集団回収奨励金交付要綱

印西市生ごみ処理容器等購入費補助金交付要綱

印西市廃棄物減量及び適正処理に関する条例施行規則

印西市林地台帳取扱要綱
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担当課 備考手続きの名称（条例・規則・要綱等）

林地台帳公表申請書

林地台帳情報提供依頼申出書

台帳情報留意事項確認書

千葉県森林クラウド利用申請書

林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書

農政課

原木しいたけ生産者登録申請書

原木しいたけ生産者登録に係る同意書

原木しいたけ生産者登録変更届

原木しいたけ生産者登録更新届

農政課

農業次世代人材投資事業（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

農業次世代人材投資資金（経営開始型）交付申請書

就農状況報告（独立・自営就農）

作業日誌（独立・自営就農）

離農届

住居等変更届

就農中断届

就農再開届

中止届

休止届

経営再開届

返還免除申請書

個人情報の取扱確認書

農政課 -

印西市農業次世代人材投資資金等交付要綱

印西市原木しいたけ生産者登録要綱

印西市産地パワーアップ事業補助金交付要綱
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担当課 備考手続きの名称（条例・規則・要綱等）

印西市産地パワーアップ事業補助金交付申請書

交付決定前着手届

印西市産地パワーアップ事業補助金実績報告書

消費税仕入控除税額報告書

農政課 -

印西市経営体育成支援事業補助金事業着手届

印西市経営体育成支援事業補助金交付決定前事業着手届

印西市経営体育成支援事業補助金事業竣工届

仕入れに係る消費税等相当額報告書

農業経営改善計画申請書 農政課

農政課

印西市農業経営基盤強化資金利子補給承認申請書

農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付申請書及び実績報告書

農政課

農業近代化資金利子補給承認申請書

貸付変更等承認申請書

農業近代化資金貸付実行報告書

農業近代化資金利子補給金交付申請書及び実績報告書

農政課

印西市多面的機能支払交付金交付申請書

印西市多面的機能支払交付金交付申請書（資源向上支払交付金）

印西市多面的機能支払交付金変更（中止・廃止）承認申請書

印西市多面的機能支払交付金変更（中止・廃止）承認申請書（資源向上支払交付金）

農政課

印西市経営体育成支援事業補助金交付要綱

印西市多面的機能支払交付金交付要綱

印西市農業近代化資金利子補給条例施行規則

印西市農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付要綱

農業経営基盤強化促進法の基本要綱

印西市環境保全型農業直接支援対策事業補助金交付要綱
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担当課 備考手続きの名称（条例・規則・要綱等）

印西市環境保全型農業直接支援対策事業補助金交付申請書

印西市環境保全型農業直接支援対策事業変更・中止・廃止申請書

印西市環境保全型農業直接支援対策事業補助金実績報告書

農政課

補助金等交付申請書

補助事業等実績報告書

農政課

農業版ハローワーク事業求職登録申請書

農業版ハローワーク事業登録個人情報提供同意書

農業版ハローワーク事業求人登録申請書

農業版ハローワーク事業求職登録変更申請書

農業版ハローワーク事業求人登録変更申請書

農業版ハローワーク事業登録抹消届

農業版ハローワーク事業雇用契約成立報告書

農政課

地域集積協力金交付申請書

社会福祉課

保護開始申請書

保護変更申請書

資産申告書

収入申告書

同意書

生活保護法による葬祭扶助申請書

給与証明書

住宅補修計画書（住宅扶助 申請添付書類）

印西市農業版ハローワーク事業実施要綱

印西市土地改良施設維持管理適正化事業補助金交付要綱

生活保護法施行規則

印西市農地集積・集約化対策事業補助金交付要綱
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担当課 備考手続きの名称（条例・規則・要綱等）

検診書

扶養届出書

就労自立給付金申請書

進学準備給付金申請書

社会福祉課

生活困窮者住居確保給付金支給申請書

高齢者福祉課

要介護認定等資料提供申出書兼被保険者同意書

高齢者福祉課

介護保険要介護認定・要支援認定等申請書

高齢者福祉課

介護保険要介護認定・要支援認定等申請取下届

介護保険居宅介護（介護予防）サービス費等支給申請書

介護保険居宅介護特定（介護予防）福祉用具購入費支給申請書（償還払い用）

介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費支給申請書（償還払い用）

介護保険高額介護（介護予防）サービス費支給申請書

介護保険基準収入額適用申請書

介護保険利用者負担減額・免除申請書兼課税状況確認同意書

介護保険負担限度額認定申請書

介護保険利用者負担減額・免除申請書兼課税状況確認同意書（特別養護老人ホームの

要介護旧措置入所に関する認定申請）

介護保険特定負担限度額認定申請書兼課税状況確認同意書（特別養護老人ホームの要

介護旧措置入所に関する認定申請）

介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書

高齢者福祉課

印西市介護保険要介護認定等に係る資料の提供に関する要綱

生活困窮者自立支援法施行規則

印西市介護保険事業実施規則

印西市介護保険事業実施規則

老人福祉法施行細則
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担当課 備考手続きの名称（条例・規則・要綱等）

入所（養護）受託（不受託）書

養護受託申出書

葬祭受託（不受託）書

入所者状況変更届

高齢者福祉課

収入申告書

課税状況等申告書

高齢者福祉課

養護（特別養護）老人ホーム入所申出書

老人ホーム入所時診断書

同意書

病弱者加算申請書

入所者死亡及び遺留金品届

遺留金品受領届

養護受託者調査票

高齢者福祉課

生活支援ハウス利用申請書

収入申告書

生活支援ハウス利用辞退届

高齢者福祉課

指定申請書

変更届出書

再開届出書

廃止・休止届出書

指定更新申請書

印西市老人ホーム入所措置等実施要綱

老人福祉法第11条の規定による措置に要する費用の徴収に関する規則

印西市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定

印西市生活支援ハウス運営事業実施要綱
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担当課 備考手続きの名称（条例・規則・要綱等）

共生型地域密着型サービス事業者の特例に係る別段の申出書

指定辞退届出書

介護保険法第７８条の２第４号各号の規定に該当しない旨の誓約書

介護保険法第１１５条の１２第２項各号の規定に該当しない旨の誓約書

高齢者福祉課

法第１１５条の３２第２項（整備）又は第４項（区分の変更）に基づく業務管理体制に係る届出書

法第１１５条の３２第３項（届出事項の変更）又は第４項（区分の変更）に基づく業務管理体制に係る届出書

高齢者福祉課

特例居宅介護サービス費等の代理受領にお係る届出書

特例居宅介護サービス費等の代理受領にお係る申請書

基準該当居宅サービス（介護支援）等事業所登録申請書

登録事業変更届出書

事業廃止（休止・再開）届出書

高齢者福祉課

印西市立中央老人福祉センター指定管理者指定申請書

印西市立中央老人福祉センター指定管理者申請内容変更承認申請書

印西市立中央老人福祉センター指定管理者申請内容変更届

印西市立中央老人福祉センター指定管理者指定辞退承認申請書

市税滞納有無調査承諾書

高齢者福祉課

介護職員初任者研修等費用助成事業補助金交付申請書

市税納付状況確認承諾書

申立書兼個人情報の利用に係る同意書

就業証明書

介護職員初任者研修等費用助成事業補助金交付申請変更届

印西市立老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則（指定管理に関する様式

印西市介護職員初任者研修等費用助成事業補助金交付要綱

印西市基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録に関する規則

印西市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則
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担当課 備考手続きの名称（条例・規則・要綱等）

介護職員初任者研修等非常助成事業補助金決定（却下）及び確定通知書

介護職員初任者研修等費用助成事業補助金交付申請取下届

介護職員初任者研修等費用助成事業補助金交付請求書

内定証明書

高齢者福祉課

収入申告書

収支状況申告書

資産保有状況申告書

扶養親族等申告書

資産等調査

高齢者福祉課

高齢者ふれあいバス無料乗車カード交付申請書 第１号様式（第３条）

高齢者ふれあいバス無料乗車カード再交付申請書 第３号様式（第８条）

高齢者ふれあいバス無料乗車カード変更届 第４号様式（第９条）

高齢者ふれあいバス無料乗車カード紛失届 第5号様式（第１０条）

高齢者福祉課

印西市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書 第１号様式（第２条）

変更届出書 第３号様式（第５条）

廃止・休止・再開届出書 第４号様式（第５条）

高齢者福祉課

印西市高齢者就労支援センター指定管理者指定申請書

市税滞納有無調査承諾書

印西市高齢者就労支援センター指定管理者申請内容変更承認申請書

印西市高齢者就労支援センター指定管理者申請内容変更届

印西市高齢者就労支援センター指定管理者指定辞退承認申請書

印西市介護保険料の減免に関する事務取扱要綱

印西市高齢者ふれあいバス無料乗車カード交付要綱

印西市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱

印西市高齢者就労支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則
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担当課 備考手続きの名称（条例・規則・要綱等）

高齢者福祉課

福祉用具購入費等受領委任払い事業者登録申請書

受領委任払い登録事項変更届出書

受領委任払い登録事業廃止（休止・再開）届出書

介護保険居宅介護特定福祉用具購入費支給申請書（受領委任払い用）

介護保険居宅介護住宅改修費支給申請書（受領委任払い用）

高齢者福祉課

指定居宅介護支援事業所指定申請書 第１号様式（第２条）

介護保険法第７９条第２項各号の規定に該当しない旨の誓約書 第１号様式の７（第２条）

指定居宅介護支援事業所指定更新申請書 第３号様式（第３条）

指定居宅介護支援事業所変更届出書 第５号様式（第４条）

指定居宅介護支援事業所再開届出書 第６号様式（第５条）

指定居宅介護支援事業所廃止・休止届出書 第７号様式（第６条）

高齢者福祉課

社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書兼課税状況等確認同意書

社会福祉法人等による利用者負担軽減実施申出書

社会福祉法人等による利用者負担軽減実施取下書

社会福祉法人等利用者負担軽減確認資格喪失届

印西市社会福祉法人等利用者負担軽減制度助成金支給申請書

高齢者福祉課

地域包括支援センター設置届出書 第１号様式（第６条）

地域包括支援センター設置変更届出書 第２号様式（第６条）

地域包括支援センター廃止・休止届出書 第３号様式（第６条）

指定介護予防支援委託（変更）届出書 第４号様式（第９条）

高齢者福祉課

印西市指定居宅介護支援事業所の指定に関する規則

印西市社会福祉法人等利用者負担軽減対策事業実施規則

印西市地域包括支援センター運営事業実施要綱

印西市地域密着型サービス拠点等施設整備費補助金交付要綱

印西市介護保険制度における特定（介護予防）福祉用具購入費及び（介護予防）住宅改修の支給に係る受領委任払いに関する要綱
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担当課 備考手続きの名称（条例・規則・要綱等）

印西市地域密着型サービス拠点等施設整備費補助金交付申請書 第１号様式（第６条）

印西市地域密着型サービス拠点等施設整備費補助金実績報告書 第４号様式（第８条）

工事契約金額報告書 第７号様式（第８条）

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 第８号様式（第５条）

高齢者福祉課

印西市施設開設準備支援等事業補助金交付申請書 第１号様式（第６条）

印西市施設開設準備支援等事業補助金実績報告書 第４号様式（第７条）

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 第６号様式（第５条）

高齢者福祉課

指定介護予防支援事業所指定申請書

介護保険法第１１５条の２２第２項各号の規定に該当しない旨の誓約書

指定介護予防支援事業所変更届出書

指定介護予防支援事業所再開届出書

指定介護予防支援事業所廃止・休止届出書

指定介護予防支援事業所指定更新申請書

高齢者福祉課

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 第１号様式（第５条）

印西市介護施設等整備事業補助金交付申請書 第２号様式（第６条）

印西市介護施設等整備事業補助金実績報告書 第５号様式（第８条）

工事契約金額報告書 第８号様式（第８条）

高齢者福祉課

印西市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付申請書 第１号様式（第６条）

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 第３号様式（第８条）

印西市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金変更交付申請書 第４号様式（第９条）

印西市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金実績報告書 第６号様式（第１１条）

印西市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付要綱

印西市介護施設等整備事業補助金交付要綱

印西市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

印西市施設開設準備支援等事業補助金交付要綱
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担当課 備考手続きの名称（条例・規則・要綱等）

障がい福祉課

印西市福祉タクシー利用券交付申請書 第１号様式（第４条）

印西市福祉タクシー資格喪失変更届 第５号様式（第１１条）

障がい福祉課

印西市心身障害者（児）訪問入浴サービス利用誓約書 第３号様式（第５条）

障がい福祉課/高齢者福祉

印西市外出支援サービス利用者登録申請書 第１号様式（第８条）

確約書 第２号様式（第８条）

高齢者福祉課

訪問介護利用者負担額減額申請書兼課税状況確認同意書 第１号様式（第３条）

障がい福祉課

印西市立福祉作業所入所許可申請書 第１号様式（第５条）

印西市立福祉作業所退所届 第４号様式（第７条）

誓約書 第３号様式（第６条）

印西市立福祉作業所指定管理者指定申請書 第６号様式（第10条）

市税滞納有無調査承諾書 第７号様式（第10条）

印西市立福祉作業所指定管理者申請内容変更承認申請書 第10号様式（第12条）

印西市立福祉作業所指定管理者申請内容変更届 第12号様式（第12条）

印西市立福祉作業所指定管理者指定辞退承認申請書 第13号様式（第13条）

障がい福祉課

印西市障がい者サポートセンター指定管理者指定申請書 第１号様式（第３条）

市税滞納有無調査承諾書 第２号様式（第３条）

印西市障がい者サポートセンター指定管理者申請内容変更承認申請書 第５号様式（第５条）

印西市障がい者サポートセンター指定管理者申請内容変更届 第７号様式（第５条）

印西市障がい者サポートセンター指定管理者指定辞退承認申請書 第８号様式（第６条）

印西市立福祉作業所の設置及び管理に関する条例施行規則

印西市障がい者サポートセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

印西市福祉タクシー事業実施要綱

印西市訪問介護に係る特別対策事業実施規則

印西市心身障害者（児）訪問入浴サービス事業実施規則

印西市外出支援サービス事業実施規則
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担当課 備考手続きの名称（条例・規則・要綱等）

障がい福祉課

介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費 支給申請

書兼利用者負担額減額・免除等申請書 第１号様式（第３条）

介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費 支給申請

書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書 第６号様式（第６条）

申請内容変更届出書 第１１号様式（第１０条）

受給者証再交付申請書 第１２号様式（第１１条）

計画相談支援給付費支給申請書 第１４号様式（第１３条）

計画相談支援依頼（変更）届出書 第１６号様式（第１３条）

障がい福祉課

印西市心身障害者（児）施設通所に係る交通費助成申請書 第１号様式（第５条）

障がい福祉課

障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 第１号様式（第２条）

申請内容変更届出書 第５号様式（第５条）

受給者証再交付申請書 第６号様式（第６条）

障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書 第７号様

式（第７条）

特例障害児通所給付費支給申請書 第１０号様式（第１０条）

高額障害児通所給付費支給申請書 第１３号様式（第１４条）

障害児相談支援給付費支給申請書 第１６号様式（第１９条）

障害児相談支援依頼（変更）届出書 第１９号様式（第２２条）

障がい福祉課

印西市立障害児放課後対策事業所利用申請書 第１０号様式（第７条）

印西市立障害児放課後対策事業所の設置及び管理に関する条例施行規則

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介護給付費等、計

画相談支援給付費、高額障害福祉サービス等給付費、特定障害者特別給付費及び地域相談

支援給付費の支給に関する規則

印西市心身障害者（児）施設通所に係る交通費助成要綱 

児童福祉法に基づく障害児通所給付費等の支給等に関する規則
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担当課 備考手続きの名称（条例・規則・要綱等）

印西市立障害児放課後対策事業所利用料減免申請書 第１３号様式（第１０条）

印西立障害児放課後対策事業所指定管理者指定申請書 第１号様式（第３条）

市税滞納有無調査承諾書 第２号様式(第３条)

印西市立障害児放課後対策事業所指定管理者申請内容変更承認申請書 第５号様式(第

５条)

印西市立障害児放課後対策事業所指定管理者申請内容変更届 第７号様式（第５条）

印西市立障害児放課後対策事業所指定管理者指定辞退承認申請書 第８号様式（第６条）

障がい福祉課

印西市手話通訳者等業務報告書

障がい福祉課

印西市住宅改修費給付申請書 第１号様式（第５条）

障がい福祉課

印西市点字図書給付申請書 第１号様式（第５条）

障がい福祉課

印西市日常生活用具給付（貸与）申請書 第１号様式（第４条）

障がい福祉課

小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書 第１号様式（第６条）

障がい福祉課

緊急通報装置設置申請書 第１号様式（第４条）

緊急通報装置設置資格変更・喪失届 第６号様式（第７条）

障がい福祉課

印西市心身障害者（児）一時介護料助成申請書 第１号様式（第６条）

障がい福祉課

印西市療養介護事業に係る負担軽減のための補助金交付申請書 第１号様式（第３条）

障がい福祉課印西市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱

印西市療養介護事業における激変緩和措置のための補助金交付要綱

印西市心身障害者（児）一時介護料助成規則

印西市ひとり暮らし重度身体障害者に対する緊急通報装置設置要綱

印西市意思疎通支援事業実施規則

印西市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則

印西市日常生活用具給付事業実施規則

印西市点字図書給付事業実施規則

印西市住宅改修費給付事業実施規則
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担当課 備考手続きの名称（条例・規則・要綱等）

多子軽減に伴う障害児通所給付費支給申請書 第１号様式（第５条）

障がい福祉課

自立支援医療（育成医療・更生医療）受給者証等記載事項変更届 第６号様式（第５条）

自立支援医療（育成医療・更生医療）受給者証再交付申請書 第７号様式（第６条）

障がい福祉課

重度心身障害者医療費助成受給資格喪失届書 第４号様式（第５条）

重度心身障害者医療費助成受給券再交付申請書 第５号様式（第５条）

重度心身障害者医療費助成受給資格変更届 第１０号様式（第１１条）

子育て支援課 -

児童扶養手当認定請求書

児童扶養手当障害認定診断書（視覚障害用）

児童扶養手当障害認定診断書（聴力・平衡機能・咀嚼機能・音声言語機能障害用）

児童扶養手当障害認定診断書（肢体不自由）

児童扶養手当障害認定診断書（呼吸器結核用）

児童扶養手当障害認定診断書（呼吸器系結核以外の結核症・心肺機能障害及び高血圧

症用）

児童扶養手当障害認定診断書（精神及び脳疾患用）

児童扶養手当被災状況書

児童扶養手当額改定請求書

児童扶養手当額改定届

児童扶養手当支給停止関係発生・消滅・変更届

公的年金給付等受給状況届

児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書

児童扶養手当所得状況届

児童扶養手当現況届

児童扶養手当法施行規則

印西市重度心身障害者の医療費助成に関する条例施行規則

印西市自立支援医療費支給規則
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担当課 備考手続きの名称（条例・規則・要綱等）

児童扶養手当証書亡失届

児童扶養手当資格喪失届

未支払児童扶養手当請求書

子育て支援課

児童扶養手当過誤払金返還計画申請書（印西市児童扶養手当過誤払金収納管理要綱）

児童扶養手当過誤払金返還猶予申請書（印西市児童扶養手当過誤払金収納管理要綱）

子育て支援課

事実婚解消申立書

診断書

申立書

同意書

16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書（認定請求書・所得状況届・現況届用）

養育申立書

住所要件申立書（現住所と住民票の異なる場合）

住所要件申立書（世帯分離用）

生死不明証明書

依頼書

雇用証明書

採用選考証明書

自営業従事申告書

求職活動支援機関等利用証明書

遺棄申立書

状況報告書

児童扶養手当住所変更届（転入届）

別居監護申立書

児童扶養手当手続書類一式（押印が必要なもの）

印西市児童扶養手当過誤払金収納管理要綱
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担当課 備考手続きの名称（条例・規則・要綱等）

子育て支援課

養育費等に関する申告書

児童扶養手当障害認定届

未婚の母子及び事実婚の解消に関する調書

遺棄調書

児童扶養手当変更届（住所・氏名・金融機関・印鑑）

児童扶養手当転出届

児童扶養手当受給者死亡届

子育て支援課

高校生等医療費助成金交付申請書（印西市高校生等医療費の助成に関する規則） 高額療養費等に係る承諾書欄は、押印が必要

承諾書（印西市高校生等医療費の助成に関する規則）

子育て支援課

子ども医療費助成申請書 

子ども医療費助成申請書 （償還払い） 高額療養費等に係る承諾書欄は、押印が必要

子ども医療費助成受給資格登録事項変更届

こども医療費助成受給券再交付申請書

子育て支援課

養育医療意見書

養育医療費用支払請求書

養育医療変更承認申請書

養育医療徴収金額変更申請書

子育て支援課

養育支援訪問事業等感染拡大防止対策補助金交付申請書

養育支援訪問事業等感染拡大防止対策補助金変更交付申請書

養育支援訪問事業等感染拡大防止対策補助金実績報告書

印西市養育支援訪問事業等感染拡大防止対策補助金交付要綱

母子保健法に基づく印西市における養育医療の給付等に関する規則

子ども医療費助成規則

印西市高校生等医療費の助成に関する規則

児童扶養手当手続書類一式（署名又は記名押印の選択制）
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担当課 備考手続きの名称（条例・規則・要綱等）

子育て支援課

印西市産後ケア事業利用申請書

子育て支援課

児童手当・特例給付 父母指定者指定届

児童手当・特例給付 認定請求書

児童手当 認定請求書（施設等受給資格者用）

児童手当・特例給付 額改定認定請求書 額改定届

児童手当 額改定認定請求書 額改定届（施設等受給者用）

児童手当・特例給付 現況届

児童手当 現況届（施設等受給資格者用）

児童手当・特例給付 氏名住所変更届

児童手当 氏名住所変更届（施設等受給者用）

児童手当・特例給付 受給事由消滅届

児童手当 受給事由消滅届（施設等受給者用）

未支払 児童手当・特例給付 請求書

未支払 児童手当 請求書（施設等受給資格者用）

子育て支援課

児童手当 特例給付に係る寄附の申出書

児童手当 特例給付に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書

子育て支援課

児童手当・特例給付 別居監護申立書（児童手当市町村事務処理ガイドライン）

児童手当等の受給資格に係る申立書

監護・生計維持関係申立書

子育て支援課

ひとり親家庭等医療費等給付申請書 高額療養費等に係る承諾書欄は、押印が必要

児童手当法施行規則

印西市産後ケア事業実施要綱

ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例施行規則

児童手当市町村事務処理ガイドライン

児童手当法施行規則
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担当課 備考手続きの名称（条例・規則・要綱等）

子育て支援課

印西市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給対象講座指定申請書

印西市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給申請書

子育て支援課

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給申請書

ひとり親家庭高等職業訓練修業修了報告書

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等受給資格変更届

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届

子育て支援課

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定取下届

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書

子育て支援課

印西市子育て短期支援事業利用申請書

印西市子育て短期支援事業利用変更中止申請書

保育課

第１号様式（第６条）一時預かり利用申込書

第４号様式（第９条）一時預かり利用辞退届

保育課

第１３号様式（第１５条）特定教育・保育施設確認申請書

第１４号様式（第１６条）特定教育・保育施設確認変更申請書

第１５号様式（第１７条）特定地域型保育事業者確認申請書

第１６号様式（第１８条）特定地域型保育事業者確認変更申請書

保育課

子育てのための施設等利用給付認定現況届

印西市子育て短期支援事業利用申請書実施規則

印西市一時預かり事業実施規則

子育てのための施設等利用給付認定現況届

子ども・子育て支援法施行細則

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱 

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等の支給に関する要綱 

ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金の支給に関する要綱 
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担当課 備考手続きの名称（条例・規則・要綱等）

保育課

子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 子ども・子育て支援法第３０条の５第１項

保育課

第１号様式（第３条）印西市立学童クラブ入所許可申請書

第３号様式（第５条）印西市立学童クラブ退所届

第４号様式（第６条）印西市立学童クラブ欠席届

第８号様式（第９条）印西市立学童クラブ保育料減免申請書

第１３号様式（第１１条）印西市立学童クラブ指定管理者指定申請書

第１４号様式（第１１条）市税滞納有無調査承諾書

第１７号様式（第１３条）印西市立学童クラブ指定管理者申請内容変更承認申請書

第１９号様式（第１３条）印西市立学童クラブ指定管理者申請内容変更届

第２０号様式（第１４条）印西市立学童クラブ指定管理者指定管理者指定辞退承認申

保育課

第１号様式（第３条）補助金等交付申請書

第５号様式（第１０条）補助事業等変更・中止・廃止申請書

第６号様式（第１３条）補助事業等実績報告書

保育課

第３号様式（第７条）印西市子ども・子育て支援整備費補助金変更交付申請書

第６号様式（第７条）印西市子ども・子育て支援整備費補助金変更交付決定通知書

第７号様式（第８条）工事着工報告書

第８号様式（第８条）工事完了報告書

健康増進課

予防接種実施依頼書交付申請書

健康増進課

骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書（ドナー用）

印西市立学童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則

印西市子ども・子育て支援整備補助金交付要綱

印西市民間学童クラブ運営費補助金

印西市予防接種費用の償還払に関する要綱

印西市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱

子ども・子育て支援法第３０条
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担当課 備考手続きの名称（条例・規則・要綱等）

骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書（事業所用）

健康増進課

印西市妊婦健康診査助成金交付申請書

健康増進課

印西市乳児健康診査助成金交付申請書

健康増進課

印西市特定不妊治療費助成申請書

健康増進課

印西市風しん予防接種費用助成申請書

健康増進課

新生児聴覚スクリーニング検査助成金交付申請書

スポーツ振興課

第１号様式 スポーツ大会出場奨励金交付申請書

第３号様式 スポーツ大会出場結果報告書

スポーツ振興課

第３号様式 使用料還付申請書

保育課

別記第１号様式

別記第３号様式

別記第５号様式

保育課

別記第１号様式

別記第３号様式

別記第５号様式

別記第９号様式

印西市保育園等運営費補助金交付要綱

印西市賃借料加算対応補助金交付要綱

印西市木下交流の杜コスモスフットサルパークの設置及び管理に関する条例施行規則

印西市スポーツ大会出場奨励金交付要綱

印西市風しん予防接種費用助成事業実施要綱

印西市特定不妊治療費助成事業実施要綱

印西市新生児聴覚スクリーニング検査事業実施要綱

印西市乳児健康診査実施要綱

印西市妊婦健康診査実施要綱
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担当課 備考手続きの名称（条例・規則・要綱等）

保育課

別記第１号様式

別記第３号様式

別記第５号様式

都市計画課

地区計画の区域内における行為の届出書 別記様式第11条の２（第43条の９関係）

地区計画の区域内における行為の変更届出書 別記様式第11条の３（第43条の11関

許可申請書 別記様式第10（第39条関係）

都市計画課

景観計画区域内行為届出書 別記第１号様式（第３条）

景観計画区域内行為変更届出書 別記第２号様式（第４条）

事前協議書 別記第４号様式（第６条）

景観計画区域内行為完了等報告書 別記第10号様式（第12条）

景観重要建造物等指定提案書 別記第11号様式（第13条）

景観重要建造物等現状変更許可申請書 別記第14号様式（第15条）

景観重要建造物等所有者変更届出書 別記第16号様式（第16条）

景観まちづくり団体認定申請書 別記第17号様式（第17条）

景観まちづくり団体変更等届出書 別記第19号様式（第17条）

景観計画変更提案書 別記第21号様式（第18条）

開発指導課

開発行為施工同意書 第2号様式（第5条） 隣接地権者分

開発行為に関する工事設計者の資格申告書 第3号様式（第5条）

既存の権利者の届出書 第4号様式（第6条）

開発行為変更許可申請書 第7号様式（第8条）

開発行為変更届出書 第10号様式（第9条）

印西市開発行為等の事務の処理に関する規則

印西市景観条例施行規則

都市計画法(地区計画届出、５３条の許可)

印西市保育士等処遇改善事業補助金交付要綱
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担当課 備考手続きの名称（条例・規則・要綱等）

工事着手届出書 第11号様式（第10条）

工事完了公告以前の建築（建設）承認申請書 第12号様式（第13条）

市街化調整区域内における建築物の特例許可申請書 第15号様式（第15条）

予定建築物（特定工作物）以外の建築（建設）許可申請書 第18号様式（第16条）

許可承継届出書 第23号様式（第18条）

開発許可承継承認申請書 第24号様式（第19条）

開発行為又は建築に関する証明書交付申請書 第30号様式（第24条）

申請取下届 第32号様式（第25条）

工事取りやめ届出書 第33号様式（第26条）

開発指導課

印西市開発事業事前協議（変更）申請書 第1号様式（第5条、第6条）

開発事業事前協議結果報告書 第4号様式（第5条）

事業計画説明結果報告書 第8号様式（第10条）

開発事業工事着手届 第9号様式（第19条）

開発事業取りやめ届 第10号様式（第20条）

開発事業工事完了届 第11号様式（第21条）

開発事業公共公益施設完了検査願 第12号様式（第21条）

帰属申出書 第14号様式（第24条）

寄附申出書 第15号様式（第24条）

開発指導課

土地有償譲渡届出書 別記様式１

土地買取希望申出書 別記様式2

開発指導課

土地売買等届出書 様式第3

開発指導課印西市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則

国土利用計画法

公有地の拡大の推進に関する法律

印西市開発事業指導要綱
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担当課 備考手続きの名称（条例・規則・要綱等）

優良宅地認定申請書 第1号様式（第2条）

宅地造成工事計画変更届出書 第5号様式（第5条）

優良宅地造成証明申請書 第6号様式（第6条）

宅地造成工事廃止届出書 第8号様式（第7条）

優良宅地地位承継届出書 第9号様式（第8条）

建築指導課

第4号様式 設計変更申請書

第6号様式 認定工事着手届

第7号様式 認定工事完了届

第8号様式 名義変更届

第10号様式 工事監理者決定等届

第12号様式 取下げ届

第13号様式 取りやめ届

第14号様式 建築設備変更（廃止・休止・再開）届

第15号様式 道路位置指定等申請書

第16号様式 道路位置指定申請図 承諾書・承諾者欄については押印が必要。

建築指導課

第1号様式 意見の聴取の請求書

第3号様式 代理人出頭届

第4号様式 補佐人出席届

第5号様式 意見聴取会期日延期願い

第7号様式 証人出席届

建築指導課

第1号様式 書類閲覧申請書

第2号様式 書類の写しの交付申請書

印西市建築関係意見聴取規則

建築基準法施行細則

印西市建築基準法令に基づく書類の閲覧等に関する規則
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担当課 備考手続きの名称（条例・規則・要綱等）

建築指導課

別記2 報告書

建築指導課

第1号様式 特定既存耐震不適格建築物の地震に対する安全性に関する報告書

第2号様式 名義変更届

第5号様式 変更認定申請書

第7号様式 計画認定建築物の耐震改修に関する報告書

第8号様式 取下げ届

第9号様式 取りやめ届

建築指導課

第1号様式 取下げ届

第2号様式 認定⾧期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築又は維持保全を取りや

める旨の報告書

第4号様式 認定⾧期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報

告書

建築指導課

第1号様式 変更認定申請書

第3号様式 名義変更届

第5号様式 取下げ届

第6号様式 取りやめ届

建築指導課

第1号様式 取下げ届

第2号様式 取りやめ届

第3号様式 名義変更届

印西市都市の低炭素化の促進に関する法律の運用に関する要綱

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則

⾧期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

印西市中高層建築物等指導要綱
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担当課 備考手続きの名称（条例・規則・要綱等）

第5号様式 認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の

報告書

建築指導課

第1号様式 優良住宅認定申請書

建築指導課

第3号様式 道路築造工事完了届

建築指導課

第1号様式 危険ブロック塀等除却費補助金交付申請書

第3号様式 危険ブロック塀等除却費補助金変更(中止)承認申請書

第5号様式 危険ブロック塀等除却費補助金実績報告書

建築指導課

第1号様式 空き家バンク物件登録申込書

第5号様式 空き家バンク物件登録変更届出書

第6号様式 空き家バンク物件登録取消依頼書

第8号様式 空き家バンク利用者登録申込書

第11号様式 空き家バンク利用者登録変更申出書

第12号様式 空き家バンク利用者登録取消依頼書

第15号様式 空き家バンク登録物件交渉申込書

建築指導課 -

第1号様式 空き家バンク成約補助金交付申請書

建築指導課 -

第1号様式 空き家リフォーム工事補助金交付申請書

第2号様式 市税納税状況確認承諾書

第4号様式 空き家リフォーム工事補助金変更・中止承認申請書

第6号様式 空き家リフォーム工事補助金実績報告書

印西市空き家リフォーム工事補助金交付要綱

印西市空き家バンク成約補助金交付要綱

印西市空き家バンク実施要綱

印西市危険ブロック塀等除却費補助金交付要綱

印西市道路位置指定申請取扱要領

短期所有土地譲渡益重課制度の適用除外、⾧期譲渡所得の課税の特例及び一般土地譲渡益
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担当課 備考手続きの名称（条例・規則・要綱等）

建築指導課

第8号様式 意見書

第9号様式 意見聴取請求書

建築指導課

第1号様式 印西市住宅・建築物耐震改修促進事業補助金交付申請書

第3号様式 印西市住宅・建築物耐震改修促進事業補助金変更承認申請書

第4号様式 取りやめ届出書

第6号様式 完了報告書

建築指導課

第1号様式 マンション管理士派遣申請書

印西市マンション管理組合名簿（新規・変更）登録申請書 ※報告後変更

建築指導課

参加申込書

都市整備課

技術的援助申請書

都市整備課

都市公園内行為許可申請書

都市公園内行為許可事項変更許可申請書

公園施設設置許可申請書

公園施設管理許可申請書

公園施設設置（管理）許可事項変更許可申請書

都市公園占用許可申請書

都市公園占用許可事項変更許可申請書

有料公園施設使用許可申請書

使用料還付申請書

印西市住宅・建築物耐震改修促進事業補助金交付要綱

印西市空家等対策の推進に関する規則

印西市都市公園条例施行規則

印旛中央土地区画整理組合設立支援補助金交付要綱

印西市マンション管理講習会、交流会実施要領

印西市マンション管理士派遣事業実施要領
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担当課 備考手続きの名称（条例・規則・要綱等）

使用料減免申請書

受領書

損失補填請求書

都市整備課

広場内行為許可申請書

広場内行為許可事項変更許可申請書

使用料還付申請書

使用料減免申請書

都市整備課

公園美化活動申請書

代表者変更届出書

事故発生報告書

公園美化活動解消届出書

道路占用許可 土木管理課

道路工事施行承認 土木管理課

特殊車両通行許可 土木管理課

身分証明書交付申請書（道路法第６６条に規定される証明書の申請） 建設課

開発指導課

開発登録簿閲覧申請書 第1号様式（第3条）

開発登録簿写し交付申請書 第2号様式（第7条）

開発指導課

低未利用土地等確認申請書 別記様式①-1

低未利用土地等の譲渡前の利用について 別記様式①-2

道路法

印西市公園美化活動支援事業実施要綱

印西市木下交流の杜広場の設置及び管理に関する条例施行規則

低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置

印西市開発登録簿閲覧規則
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担当課 備考手続きの名称（条例・規則・要綱等）

低未利用土地等の譲渡後の利用について 別記様式➁-1

（宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合）

低未利用土地等の譲渡後の利用について 別記様式➁-2

（宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合）

低未利用土地等の譲渡後の利用について 別記様式➂

（宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合）

建築指導課

別記第3号様式 建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の工事が完了し

別記第4号様式 建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等の状況

に関する報告書

別記第5号様式 基準適合認定建築物に関する報告書

別記第8号様式 取下げ届

別記第9号様式 取りやめ届

別記第10号様式 軽微な変更届

別記第11号様式 名義変更届

都市計画課 -

別記第1号様式 許可申請書

別記第4号様式 設計変更承認申請書

別記第6号様式 名義変更届

別記第8号様式 取下げ届

別記第9号様式 取りやめ届

行政財産使用許可申請書 教育総務課

学務課

印西市立幼稚園給食停止・変更申出書

印西市立幼稚園における給食の提供に関する規則

印西市公有財産管理規則

印西市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

印西市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に関する要領
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担当課 備考手続きの名称（条例・規則・要綱等）

学務課

印西市立幼稚園送迎バス利用申出書

印西市立幼稚園送迎バス利用中止届

生涯学習課

社会教育関係団体認定申請書（第１号様式）

生涯学習課

休学届（第３号様式）

復学届（第４号様式）

退学届（第５号様式）

印旛歴史民俗資料館

資料寄贈申出書（別記第１号様式）

資料寄託申出書（別記第２号様式）

資料利用申請書（別記第６号様式）

木下交流の杜歴史資料セン

ター

資料寄贈申出書

資料寄託申出書

資料利用申請書

下水道課

下水道事業受益者申告書 第１号様式（第３条）

下水道事業受益者負担金徴収猶予・猶予取下申請書 第４号様式（第７条）

下水道事業受益者負担金徴収猶予消滅通知書 第６号様式（第７条）

下水道事業受益者負担金減免・減免取下申請書 第７号様式（第８条）

下水道事業受益者負担金過誤納金還付請求書 第１０号様式（第１０条）

下水道事業受益者異動申告書 第１１号様式（第１２条）

印西市立印旛歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例施行規則

印西市立木下交流の杜歴史資料センターの設置及び管理に関する条例施行規則

印西市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

印西市立幼稚園送迎バスの実施に関する規則

印西市民アカデミー学則

印西市社会教育関係団体の認定基準に関する規程
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担当課 備考手続きの名称（条例・規則・要綱等）

下水道事業受益者負担金納付代理人設定申告書 第１３号様式（第１３条）
「納付代理人（新）」及び「納付代理

人（旧）」のの氏名欄については、押

下水道事業受益者負担金（１住所等 ２事務所等）変更届 第１４号様式（第１４

下水道課 -

下水道事業受益者分担金に関する申告書 第１号様式（第３条）

下水道事業受益者分担金徴収猶予・徴収猶予取下申請書 第４号様式（第７条）

下水道事業受益者分担金徴収猶予消滅通知書 第６号様式（第７条）

下水道事業受益者分担金減免・減免取下申請書 第７号様式（第８条）

下水道事業受益者分担金過誤納金還付請求書 第１０号様式（第１０条）

下水道事業受益者異動申告書 第１１号様式（第１２条）

下水道事業受益者分担金納付代理人設定申告書 第１３号様式（第１３条）
「納付代理人（新）」及び「納付代理

人（旧）」のの氏名欄については、押

下水道事業受益者分担金住所等・事務所等変更届 第１４号様式（第１４条）

下水道課

排水設備等計画確認申請書その１ 第１号様式（第４条）

「他人の土地又は排水設備を使用する

場合は、その所有する者の同意」の土

地所有者及び排水設備所有者の氏名欄

排水設備等計画確認申請書その２ 第１号様式（第４条）

「他人の土地又は排水設備を使用する

場合は、その所有する者の同意」の土

地所有者及び排水設備所有者の氏名欄

排水設備等工事完了届 第２号様式（第６条）

除害施設設置（休止、廃止）届 第６号様式（第９条）

下水道使用開始（休止、廃止、再開、変更）届 第７号様式（第１１条）

汚水排除量認定申告書 第８号様式（第１３条）

物件設置許可申請書 第９号様式（第１４条）

印西市公共下水道事業分担金徴収条例施行規程

印西市下水道条例施行規程
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担当課 備考手続きの名称（条例・規則・要綱等）

下水道占用許可申請書 第１０号様式（第１５条）

下水道使用料減免申請書 第１２号様式（第１７条）

下水道使用料減免取下げ届出書 第１４号様式（第１７条）

下水道課

指定下水道工事店指定申請書（新規・継続） 第１号様式（第４条）

専属責任技術者名簿（新規・解除） 第３号様式（第４条）

指定下水道工事店証再交付申請書 第５号様式（第５条）

指定下水道工事店指定辞退届 第６号様式（第９条）

指定下水道工事店異動届 第７号様式（第９条）

下水道課

汚水排除量認定申請書（漏水・その他） 第１号様式（第３条）

下水道課

水洗便所改造資金償還期限変更申請書 第４号様式（第７条）

下水道課

水洗便所改造費補助金交付申請書 第１号様式（第３条）

下水道課

ディスポーザ排水処理システム設置等届出書 第１号様式（第３条）

維持管理業務委託契約確約書 第２号様式（第３条）

使用者承継確約書 第３号様式（第３条）

使用者承継届出書 第４号様式（第５条）

水道課

水道料金減免申請書

世帯調書

水道料金減免資格喪失届

水道課水道法施行規則（指定給水装置工事事業者指定申請書）

印西市生活保護世帯等に対する水道料金の軽減及び免除取扱規程

印西市ディスポーザ排水処理システム取扱要綱

印西市生活扶助世帯水洗便所改造費補助金交付要綱

印西市水洗便所改造資金貸付条例施行規程

印西市下水道使用料に関する汚水排除量認定要綱

印西市指定下水道工事店規程
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担当課 備考手続きの名称（条例・規則・要綱等）

指定給水装置工事事業者指定申請書

誓約書

給水装置工事主任技術者選任・解任届出書

指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書

指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書

議会事務局

会派結成届

会派変更届

会派解散届

政務活動費交付申請書

政務活動費交付変更申請書

政務活動費交付請求書

政務活動費収支報告書

政務活動費収支内訳書

政務活動費事業実施報告書

選挙管理委員会事務局

承諾書 第１号様式（第４条）

投票立会人の氏名等について 第３号様式（第５条）

宣言書 第５号様式（第７条）

送致目録 第６号様式（第９条）

投票用紙封筒その他の受払書 第７号様式（第１０条）

開票立会人承諾書 第９号様式（第１３条）

開票立会人の氏名等について（通知） 第１１号様式（第１５条）

被選挙権調書 第１２号様式（第１６条）

無投票について（通知、報告） 第１４号様式（第１８条）

印西市議会会派規程

印西市公職選挙法執行規程
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担当課 備考手続きの名称（条例・規則・要綱等）

当選人の決定について（報告） 第１５号様式（第１９条）

当選人について（報告） 第１６号様式（第２０条）

選挙事務所設置（異動）届 第１７号様式（第２１条）

再交付申請書 第１９号様式（第２４条）

公職選挙法第147条の規定による通報について（通知） 第２３号様式（第２８条）

個人演説会開催申出処理簿 第２４号様式（第２９条）

個人演説会の開催申出について（通知） 第２６号様式（第３１条）

個人演説会の施設使用可否の通知書 第２７号様式（第３２条）

授業、業務その他諸行事予定表について（報告） 第２８号様式（第３３条）

個人演説会の設備及び費用額の承認について（申請） 第２９号様式（第３４条）

個人演説会開催申出の撤回届 第３０号様式（第３６条）

選挙運動用ビラ届出書 第３２号様式の２（第３７条の２）

選挙運動用ビラ証紙交付票 第３２号様式の４（第３７条の４）

出納責任者届 第３３号様式（第３９条）

政治団体等確認申請書 第３４号様式（第４０条の３）

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 第３６号様式（第４０条の３）

政治活動用ポスター証紙交付（検印）票 第４０号様式（第４０条の７）

政治活動用ポスター証紙（検印）整理簿 第４１号様式（第４０条の８）

政談演説会開催届出書 第４２号様式（第４０条の９）

政治活動用ビラ届出書 第４４号様式（第４０条の１２）

政党その他の政治団体の機関紙（誌）届書 第４５号様式（第４０条の１３）

選挙管理委員会事務局 -

証票交付申請書 第２号様式（第２条及び第３条）

証票交付申請書 第３号様式（第２条及び第３条）

選挙の種別の変更に伴う証票返還書 第４号様式（第４条）

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類の表示に関する規程

45



担当課 備考手続きの名称（条例・規則・要綱等）

立札及び看板の類の設置場所変更届出書 第５号様式（第４条）

選挙管理委員会事務局 -

選挙運動用自動車の使用の契約届出書 第１号様式（第２条）

選挙運動用ビラ作成契約届出書 第３号様式（第２条）

選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書 第５号様式（第３条）

選挙運動用自動車使用証明書（自動車） 第１０号様式（第５条）

選挙運動用自動車使用証明書（燃料） 第１１号様式（第５条）

選挙運動用ポスター作成証明書 第１３号様式（第５条）

担当課 備考

1 印西市任期付職員採用選考申込書 人事課

2 地番変更協議依頼書 総務課

3 印西市消防団員報酬振込依頼書 防災課

4 印西市映像支援依頼書 経済振興課

5 登録統計調査員の登録に係る意向確認書 企画政策課

6 固定資産税送付先変更届 課税課

7 現況（課税）地目等変更申請書 課税課

8 委任状 課税課

9 申立書 課税課

10 国民健康保険資格喪失届 国保年金課

11 国民健康保険資格取得届 国保年金課

12 国民健康保険税等軽減申請書 国保年金課

13 国民健康保険マル学被保険者該当・非該当届 国保年金課

14 国民健康保険基準収入額適用申請書 国保年金課

手続きの名称（条例・規則・要綱等）

その他（慣例によるもの）

印西市議会議員及び印西市⾧の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
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担当課 備考手続きの名称（条例・規則・要綱等）

15 徴収猶予申請書(特例) 国保年金課

16 世帯主変更届 国保年金課

17 国民健康保険傷病手当金支給申請書 国保年金課

18 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 国保年金課

19 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 国保年金課

20 国民健康保険療養費支給申請書 国保年金課

21 国民健康保険特別療養費支給申請書 国保年金課

22 国民健康保険特定疾病認定申請書 国保年金課

23 人間ドック等受検申請取下書 国保年金課

24 第三者の行為による傷病届（交通事故） 国保年金課

25 第三者の行為による傷病届（交通事故以外） 国保年金課

26 後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書 国保年金課

27 後期高齢者医療関係書類等送付先変更願 国保年金課

28 新型コロナウイルス感染症に係る印西市国民健康保険傷病手当金支給申請書（世帯主記入用） 国保年金課

29 国民健康保険被保険者証等再交付申請書 国保年金課

30 国民健康保険加入期間証明書交付申請書 国保年金課

31 国民健康保険に関する通知送付先変更届 国保年金課

32 給与等の差押の承諾書 納税課

33 納付誓約書 納税課

34 相続人代表者指定の手続き（口座振込依頼書の記入） 高齢者福祉課

35 児童手当・特例給付 振込先口座依頼書 子育て支援課

36 児童手当・特例給付 通知書等送付先変更依頼書 子育て支援課

37 児童手当・特例給付 窓口支給依頼書 子育て支援課

38 証明願 子育て支援課

39 健康票 保育課
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担当課 備考手続きの名称（条例・規則・要綱等）

40 健康診断表 保育課

41 与薬依頼書 保育課

42 児童票 保育課

43 申立書（眼鏡使用許可） 保育課

44 申立書 保育課

45 給食に特別な配慮が必要な場合の申立書 再開依頼書 保育課

46 誓約書（署名または記名押印） 保育課

47 緊急時フローシート 保育課

48 アレルギー除去食開始依頼書 保育課

49 アレルギー除去食解除依頼書 保育課

50 印西市立保育園の個人情報の取り扱いについて 保育課

51 主治医の意見書 保育課

52 生活管理指導表 保育課

53 エピペン使用依頼書 保育課

54 印西市公共施設予約システム利用者登録 代表者変更届 スポーツ振興課

55 学校体育施設利用団体登録申請書 スポーツ振興課
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