
人事秘書課 清須市市政功労者礼遇条例施行規則 第3号様式 清須市市政功労章再交付申請書

第1号様式 後援名義使用申請書

第3号様式 後援名義使用承認事項変更申請書

第6号様式 後援名義使用実績報告書

第1号様式 有料広告掲載申込書

第3号様式 有料広告掲載内容等変更届

第4号様式 有料広告掲載取下げ書

総務課 清須市情報公開条例施行規則 第10号様式別紙 行政文書の開示に係る意見書

第5号様式 保有個人情報外部提供申請書

第17号様式別紙 保有個人情報の開示に係る意見書

第4号様式 委任状

第5号様式 代理人資格喪失届

第6号様式 参加人許可申請書

第8号様式 資料閲覧請求書

第9号様式 補佐人出頭許可申請書

第14号様式 聴聞調書・報告書閲覧請求書

第1号様式 認可地縁団体印鑑登録申請書

第3号様式 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書

第5号様式 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書

総務課
清須市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関す
る条例施行規則

第10号様式 放置自動車受領書

第1号様式 年度補助金等交付申請書

第3号様式 年度補助事業等計画変更承認申請書

第5号様式 年度補助事業等実績報告書

第6号様式 補助金等交付請求書

総務課 清須市補助金等交付規則

企画部

人事秘書課 清須市後援名義規則

人事秘書課 清須市ホームページに掲載する有料広告掲載要綱

総務部

総務課 清須市個人情報保護条例施行規則

総務課 清須市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

押印義務付け廃止様式等一覧

部局等 所管課 例規等名 条項等 様式名等

総務課
清須市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例
施行規則
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押印義務付け廃止様式等一覧

部局等 所管課 例規等名 条項等 様式名等

第1号様式 地区集会所整備費補助金交付申請書

第3号様式 地区集会所整備完了届

第1号様式 自治活動補助金交付申請書

第3号様式 自治活動補助金実績報告書

第1号様式 交通安全協会補助金交付申請書

第3号様式 事業計画変更承認申請書

第5号様式 補助事業実績報告書

第1号様式 防犯協会補助金申請書

第3号様式 事業計画変更承認申請書

第5号様式 補助事業実績報告書

第1号様式 青少年健全育成関係団体補助金交付申請書

第3号様式 事業計画変更承認申請書

第5号様式 補助事業実績報告書

総務課
清須市補助金等に関する市税の納付状況等確認事務取
扱要綱

別記様式 宣誓書兼市税納入状況確認同意書

第1号様式 清須市見守りカメラ設置費補助金交付申請書

第4号様式 清須市見守りカメラ設置費補助金計画変更承認申請書

第6号様式 清須市見守りカメラ設置費補助金事業完了報告書

第8号様式 清須市見守りカメラ設置費補助金交付請求書

総務課 清須市高齢者運転免許証自主返納推進事業実施要綱 第2号様式 清須市コミュニティバス無料乗車券交付申請書

第2号様式 安全運転支援装置販売・設置証明書

第4号様式 補助金交付申請書

第1号様式 地縁による団体の認可申請書

第4号様式 承諾書

第5号様式 代表者の職務執行停止の有無、職務代行者選任の有無

総務課 清須市防犯協会補助金交付要綱

総務課 清須市地縁団体の認可事務取扱規程

総務課 清須市地区集会所整備費補助金交付要綱

総務部

総務課 清須市青少年等健全育成関係団体補助金交付要綱

総務課 清須市見守りカメラ設置費補助金交付要綱

総務課
清須市高齢者安全運転支援装置促進事業費補助金交付
要綱

総務課 清須市自治活動補助金交付要綱

総務課 清須市交通安全協会補助金交付要綱

2



押印義務付け廃止様式等一覧

部局等 所管課 例規等名 条項等 様式名等

第6号様式 代理人の有無

第8号様式 証明書交付請求書

第9号様式 規約変更認可申請書

第11号様式 告示事項変更届出書

第13号様式 認可地縁団体解散届出書

第14号様式 地縁団体清算結了届出書

第25号様式 選挙事務所設置（異動）届

第26号様式 出納責任者選任（異動）届

第27号様式 出納責任者職務代行開始（終了）届

第28号様式(その1) 選挙事務所設置（異動）承諾書

第28号様式(その2) 承諾書

第29号様式 推薦届出者代表者届

第30号様式 受領書

第31号様式 表示等再交付申請書

第32号様式 表示等返還目録

第33号様式 個人演説会等公営施設使用予定表

第34号様式 個人演説会等施設使用費用額等承認申請書

第37号様式 政談演説会開催届出書

第39号様式の2 政治活動用ビラ届出書

第46号様式 政治活動用機関紙（誌）届出書

第2号様式 証票交付申請書

第3号様式 証票交付申請書

第1号様式 選挙公報掲載申請書

第3号様式 選挙公報掲載撤回申請書

第4号様式 選挙公報掲載修正申請書

選挙管理委員会 清須市選挙公報の発行に関する規程

総務課 清須市地縁団体の認可事務取扱規程

選挙管理委員会 清須市公職選挙管理規程

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
の類の表示に関する規程

総務部
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押印義務付け廃止様式等一覧

部局等 所管課 例規等名 条項等 様式名等

第1号様式(その1) 選挙運動用自動車の使用の契約届出書

第1号様式(その2) 選挙運動用ビラ作成契約届出書

第1号様式(その3) 選挙運動用ポスターの作成契約届出書

第2号様式(その1) 選挙運動用自動車燃料代確認申請書

第2号様式(その2) 選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書

第2号様式(その3) 選挙運動用ポスターの作成枚数確認申請書

第4号様式(その1) 選挙運動用自動車使用証明書（自動車）

第4号様式(その2) 選挙運動用自動車使用証明書（燃料）

第4号様式(その3) 選挙運動用自動車使用証明書（運転手）

第5号様式 選挙運動用ビラ作成証明書

第6号様式 選挙運動用ポスターの作成証明書

第7号様式(その1) 請求書（選挙運動用自動車の使用）

第7号様式(その2) 請求書（選挙運動用ビラの作成）

第7号様式(その3) 請求書（選挙運動用ポスターの作成）

財産管理課 清須市財産管理規則 第1号様式 行政財産目的外使用許可申請書

第2号様式 中間前払請求予定書

第3号様式 中間前払金認定請求書

財産管理課
清須市が行う調達契約からの暴力団排除に関する事務
取扱要領

第4号様式 排除措置解除申出書

第2号様式 相続人代表者指定届

第27号様式 還付請求書

第31号様式 納税管理人設定（変更・廃止）申請書

第34号様式(その1) 市民税・県民税減免申請書

第34号様式(その4､5､6) 軽自動車税（種別割）減免申請書

第34号様式(その7) 減免申請書（その他の税目及び延滞金）

税務課 清須市税に関する文書の様式等を定める規則

選挙管理委員会
清須市議会の議員及び清須市長の選挙における自動車
の使用等の公営に関する規程

財産管理課 清須市公共工事前金払取扱要綱

総務部
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押印義務付け廃止様式等一覧

部局等 所管課 例規等名 条項等 様式名等

第36号様式(その1)
減免事由消滅申告書（固定資産税・都市計画税　土地
及び家屋用）

第36号様式(その2)
減免事由消滅申告書（固定資産税・都市計画税　償却
資産用）

第39号様式 特別徴収税額の納期の特例承認申請書・取消届出書

第41号様式 固定資産税・都市計画税非課税申告書

第42号様式(その1)
固定資産税・都市計画税の非課税適用除外申告書（土
地家屋）

第42号様式(その2) 固定資産税の非課税適用除外申告書（償却資産）

第43号様式
共用土地に対する固定資産税・都市計画税あん分課税
申出書

第44号様式
区分所有に係る家屋に対する固定資産税・都市計画税
の納付割合の補正に関する申出書

第46号様式(その1) 固定資産税・都市計画税課税標準特例該当土地申告書

第46号様式(その2)
固定資産税・都市計画税課税標準特例該当土地申告書
（住宅用地分）

第47号様式
固定資産税課税標準特例適用除外土地申告書（住宅用
地分）

第52号様式 軽自動車税（種別割）申告（報告）書兼標識交付書

第53号様式 軽自動車税（種別割）廃車申告書兼標識返納書

第54号様式
所有権留保付軽自動車等の買主の住所等に関する報告
書

第56号様式 標識再交付申請書

第57号様式 試乗標識交付申請書

第1号様式 住宅用家屋証明申請書

第2号様式 耐震基準適合証明書

第3号様式 増改築等工事証明書

第1号様式 特定建築物用の住宅用家屋証明申請書

第2号様式
特定建築物用の認定集約都市開発事業の完了と同時に
家屋の新築が完了した旨の申立書

税務課 清須市税に関する文書の様式等を定める規則

税務課 清須市住宅用家屋証明事務施行規則

税務課 清須市特定建築物用の住宅用家屋証明事務施行規則

総務部
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押印義務付け廃止様式等一覧

部局等 所管課 例規等名 条項等 様式名等

第3号様式
特定建築物用の認定集約都市開発事業の完了後におけ
る家屋の引渡し等証明書

第1号様式 特定建築物の登録免許税に係る住宅用家屋証明申請書

第2号様式
特定建築物の登録免許税に係る認定集約都市開発事業
の完了と同時に家屋の新築が完了した旨の申立書

第3号様式
特定建築物の登録免許税に係る認定集約都市開発事業
の完了後における家屋の引渡し等証明書

第1号様式 軽自動車税（種別割）に関する申立書

第5号様式 軽自動車等解体証明書

第1号様式 相続に係る返還金受領者届出書

第2号様式 共有固定資産に係る返還金受領者届出書

第7号様式 固定資産税・都市計画税返還金請求書

第11号様式 徴収猶予申請書

第12号様式 徴収猶予期間延長申請書

第18号の2様式 換価の猶予申請書

第18号の3様式 換価の猶予期間延長申請書

第1号様式 新川ふれあい防災センター使用許可申請書

第3号様式 新川ふれあい防災センター使用変更・取消し申請書

危機管理課 清須市消防団規則 第3号様式 宣誓書

第1号様式 自主防災組織補助金交付申請書

第3号様式 事業計画変更（廃止・中止）承認申請書

第5号様式 自主防災組織補助金実績報告書

危機管理課 清須市消火器の消火薬剤詰め替え費補助金交付要綱 第1号様式 消火器の消火薬剤詰め替え費補助金交付申請書

第1号様式 消防団員福祉厚生補助金交付申請書

第3号様式 事業計画変更承認申請書

第5号様式 補助事業実績報告書

収納課 清須市税に関する文書の様式等を定める規則

危機管理部
危機管理課

清須市新川ふれあい防災センターの設置及び管理に関
する条例施行規則

危機管理課 清須市自主防災組織補助金交付要綱

危機管理課 清須市消防団員福利厚生補助金交付要綱

税務課
清須市特定建築物の登録免許税に係る住宅用家屋証明
事務施行規則

税務課
清須市軽自動車税の種別割に係る課税保留事務取扱要
綱

税務課 清須市固定資産税等返還金支払事務取扱要領

税務課 清須市特定建築物用の住宅用家屋証明事務施行規則

総務部
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押印義務付け廃止様式等一覧

部局等 所管課 例規等名 条項等 様式名等

第1号様式
印鑑登録申請書、印鑑登録廃止申請書、印鑑・印鑑登
録証亡失届　※申請者印のみ

第7号様式 受領書

第8号様式 委任状兼受領書

第9号様式 印鑑登録引替交付申請書

第1号様式 自動車臨時運行許可申請書

第2号様式 自動車臨時運行許可台帳

第4号様式 亡失（き損）届

第1号様式 住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求書

第2号様式 住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求書

第9号様式 閲覧事項取扱者申出書

第12号様式 住民基本台帳閲覧申出に係る閲覧者に関する照会書

第1号様式 宣誓書（証明書交付用）

第2号様式 宣誓書（異動届・変更届用）

第1号様式 国民健康保険税額の修正申請書

第2号様式 国民健康保険税額の減免申請書

第7号様式 収入見込額申告書

第2号様式 母子・父子家庭医療費受給者証交付申請書

第4号様式 母子・父子家庭医療費受給者証更新申請書

第6号様式 母子・父子家庭医療費受給者証再交付申請書

第7号様式 母子・父子家庭医療費支給申請書

第8号様式 母子・父子家庭医療費受給資格等変更届

第9号様式 母子・父子家庭医療費受給資格喪失届

第10号様式 第三者の行為による被害届

第2号様式 子ども医療費受給者証交付申請書

清須市国民健康保険税条例施行規則

保険年金課 清須市母子・父子家庭医療費支給条例施行規則

保険年金課 清須市子ども医療費支給条例施行規則

市民環境部

市民課 清須市印鑑条例施行規則

市民課 清須市自動車臨時運行許可事務取扱規則

市民課
清須市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務
取扱要綱

市民課
清須市住民基本台帳事務に関する本人確認事務等取扱
要綱

保険年金課
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押印義務付け廃止様式等一覧

部局等 所管課 例規等名 条項等 様式名等

第3号様式 子ども医療費受給者証再交付申請書

第4号様式 子ども医療費支給申請書

第5号様式 子ども医療費受給資格等変更届

第6号様式 子ども医療費受給資格喪失届

第7号様式 第三者の行為による被害届

第3号様式 障害者医療費受給者証更新申請書

第4号様式 障害者医療費受給者証再交付申請書

第5号様式 障害者医療費支給申請書

第6号様式 障害者医療費受給資格等変更届

第7号様式 障害者医療費受給資格喪失届

第8号様式 第三者の行為による被害届

第2号様式 国民健康保険法第116条・第116条の2該当(非該当)届

第2号の3様式 国民健康保険被保険者証再交付申請書

第4号様式 国民健康保険限度額適用等認定申請書

第5号様式
国民健康保険食事療養・生活療養標準負担額減額差額
支給額申請書

第6号様式 国民健康保険療養費支給申請書

第7号様式 国民健康保険移送費支給申請書

第8号様式 国民健康保険特定疾病認定申請書

第9号の1様式 国民健康保険高額療養費支給申請書

第9号の2様式
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

第10号様式
国民健康保険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

第12号様式 国民健康保険出産育児一時金支給申請書

第13号様式 国民健康保険葬祭費支給申請書

第16号様式 第三者の行為による被害届

清須市国民健康保険条例施行規則

保険年金課 清須市子ども医療費支給条例施行規則

保険年金課 清須市障害者医療費支給条例施行規則

市民環境部

保険年金課
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押印義務付け廃止様式等一覧

部局等 所管課 例規等名 条項等 様式名等

第17号様式 国民健康保険傷病手当金支給申請書

第2号様式 精神障害者医療費受給者証交付申請書

第3号様式 精神障害者医療費受給者証更新申請書

第4号様式 精神障害者医療費受給者証再交付申請書

第5号様式 精神障害者医療費支給申請書

第6号様式 精神障害者医療費受給資格等変更届

第7号様式 精神障害者医療費受給資格喪失届

第8号様式 第三者の行為による被害届

保険年金課 清須市国民健康保険税に係る返還金支払事務取扱要綱 第4号様式 返還金請求書

第1号様式 国民健康保険保健事業補助金交付申請書

第1号様式 高額療養費受領委任払申請書

第2号様式 高額療養費受領委任状

第1号様式 後期高齢者福祉医療費受給者証交付申請書

第3号様式 後期高齢者福祉医療費受給者証更新申請書

第4号様式 後期高齢者福祉医療費受給者証再交付申請書

第5号様式 後期高齢者福祉医療費支給申請書

第6号様式 後期高齢者福祉医療費受給資格等変更届

第7号様式 後期高齢者福祉医療費受給資格喪失届

第8号様式 第三者の行為による被害届

第1号様式 国民健康保険一部負担金免除等申請書

第2号様式 生活状況申告書

第3号様式 給与証明書

第3号様式
開示請求による診療報酬明細書等の開示について（回
答）

第6号様式 開示の実施方法等申出書

清須市国民健康保険条例施行規則

保険年金課 清須市精神障害者医療費支給条例施行規則

保険年金課 清須市国民健康保険保健事業補助金交付要綱

市民環境部

保険年金課 清須市後期高齢者福祉医療費給付要綱

保険年金課
清須市国民健康保険一部負担金の免除、減額及び徴収
猶予に関する取扱要綱

保険年金課 清須市診療報酬明細書等の開示に係る事務取扱要綱

保険年金課
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押印義務付け廃止様式等一覧

部局等 所管課 例規等名 条項等 様式名等

第11号様式
開示依頼による診療報酬明細書等の開示について（回
答）

第2号様式 災害等の特別の事情に関する届書

第5号様式 厚生労働省令等で定める公費負担医療等対象者の届書

第7号様式その2 弁明書

第9号様式 資格証明書受領書

第2号様式 一般廃棄物処理手数料減免申請書

第3号様式 一般廃棄物処理運搬業許可・許可更新申請書

第4号様式 一般廃棄物処分業許可・許可更新申請書

第5号様式 一般廃棄物収集運搬業変更許可申請書

第6号様式 一般廃棄物処分業変更許可申請書

第7号様式 浄化槽清掃業許可申請書

第11号様式 許可証再交付申請書

第12号様式 許可業廃止（一部廃止・休止）届

第13号様式 許可申請事項変更届

第14号様式 施設及び機材の変更承認申請書

第1号様式 墓地使用許可申請書

第3号様式 墓地承継使用承認申請書

第4号様式 墓地使用許可証再交付申請書

第5号様式 墓地内工事施工届

第6号様式 墓地返還届

第1号様式 清須市にしびリサイクルセンター使用許可申請書

第3号様式 清須市にしびリサイクルセンター使用変更許可申請書

第5号様式 清須市にしびリサイクルセンター使用取消申請書

第1号様式 墓地等経営許可申請書

保険年金課
清須市国民健康保険短期被保険者証及び被保険者資格
証明書交付事務取扱要綱

生活環境課 清須市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則

生活環境課 清須市新川墓地条例施行規則

生活環境課
清須市にしびリサイクルセンターの設置及び管理に関
する条例施行規則

生活環境課 清須市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

市民環境部

保険年金課 清須市診療報酬明細書等の開示に係る事務取扱要綱
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押印義務付け廃止様式等一覧

部局等 所管課 例規等名 条項等 様式名等

第2号様式 墓地等変更許可申請書

第3号様式 墓地等廃止許可申請書

第4号様式 墓地等工事完了届

第5号様式 墓地等の名称等変更届

第1号様式 専用水道確認申請書

第2号様式 専用水道確認申請書記載事項変更届

第3号様式 専用水道給水開始届

第4号様式 水道技術管理者設置届

第5号様式 水道技術管理者変更届

第6号様式 業務委託届

第7号様式 業務委託契約失効届

第8号様式 受託水道業務技術管理者設置届

第9号様式 受託水道業務技術管理者変更届

第10号様式 専用水道廃止届

生活環境課 清須市浄化槽清掃費補助金交付要綱 別記様式 浄化槽清掃費補助金申請書

生活環境課 清須市生ごみ処理機等購入補助金交付要綱 別記様式 生ごみ処理機等購入補助金交付申請書

第1号様式 古紙、布及びアルミ缶回収登録申込書

第2号様式 古紙、布及びアルミ缶回収報奨金交付申請書

第2号様式(別紙) 古紙、布及びアルミ缶回収実績報告書

第1号様式 鳥獣捕獲等依頼書

第4号様式 鳥獣捕獲事業指示書

第1号様式 鳥獣飼養登録票

第2号様式 委任状

生活環境課 清須市資源ごみ分別収集事業報奨金交付要綱 第1号様式 資源ごみ分別収集事業報奨金交付申請書

生活環境課 清須市古紙、布及びアルミ缶回収報奨金交付要綱

生活環境課 清須市鳥獣捕獲許可事務取扱要領

生活環境課 清須市鳥獣飼養登録事務取扱要領

生活環境課 清須市水道法施行細則

生活環境課 清須市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

市民環境部
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押印義務付け廃止様式等一覧

部局等 所管課 例規等名 条項等 様式名等

第1号様式 清須市河川環境美化推進協議会補助金申請書

第3号様式 事業計画変更承認申請書

第5号様式 補助事業実績報告書

生活環境課 清須市有害鳥獣捕獲器臨時設置要綱 別記様式 有害鳥獣捕獲器臨時設置要望書

第1号様式 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金交付申請書

第3号様式
住宅用地球温暖化対策設備設置事業計画変更承認申請
書

第5号様式 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金実績報告書

第8号様式 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金請求書

第9号様式 住宅用地球温暖化対策設備処分承認申請書

第1号様式 斎苑施設周辺環境改善事業補助金交付申請書

第3号様式 斎苑施設周辺環境改善事業計画変更申請書

第5号様式 斎苑施設周辺環境改善事業補助金概算払請求書

第6号様式 斎苑施設周辺環境改善事業補助金実績報告書

第8号様式
斎苑施設周辺環境改善事業補助金交付（概算払）請求
書

第1号様式 金融信用貸付申込書

第2号様式 在職証明書

第3号様式 所有者承諾書

第4号様式 個人情報の第三者提供に関する同意書

第7号様式 誓約書

第8号様式 金融信用貸付継承認定申請書

第11号様式 金融信用貸付報告書

第12号様式 金融信用貸付金償還状況報告書

第13号様式 金融信用貸付に係る保険保証料助成金請求書

第14号様式 委任状

産業課 清須市金融信用貸付に関する条例施行規則

生活環境課
清須市住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金交付要
綱

生活環境課 清須市斎苑施設周辺環境改善事業補助金交付要綱

生活環境課 清須市河川環境美化推進協議会補助金交付要綱

市民環境部
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押印義務付け廃止様式等一覧

部局等 所管課 例規等名 条項等 様式名等

第15号様式 金融信用貸付に係る保険保証料助成金交付申請書

第1号様式 高度先端産業立地奨励措置認定申請書

第4号様式 奨励金交付申請書

第6号様式 奨励金交付請求書

第7号様式 高度先端産業立地奨励措置認定内容変更等申請書

第1号様式 市民農園使用許可申請書

第3号様式 市民農園使用終了届出書

第4号様式 市民農園使用継続申請書

第1号様式 清須市農業委員会の委員の推薦及び応募申込書

第2号様式 清須市農業委員会の委員推薦書（個人推薦用）

第3号様式
清須市農業委員会の委員推薦書（団体及び法人推薦
用）

第1号様式 レジャー農園利用申込書

第2号様式 レジャー農園利用継続届出書

第4号様式 レジャー農園利用終了届出書

第1号様式
小規模企業等振興資金融資制度に係る信用保証料助成
金交付申請書

第1号様式添付書類 金融機関融資証明書

第1号様式
株式会社日本政策金融公庫小企業等経営改善資金融資
利子補給補助金交付申請書

第2号様式 株式会社日本政策金融公庫証明書

第1号様式 商工業振興事業補助金交付申請書

第3号様式 商工業振興事業補助金請求書

第4号様式 商工業振興事業内容変更承認申請書

第6号様式 商工業振興事業中止（廃止）承認申請書

第7号様式 商工業振興事業遅延報告書

第8号様式 商工業振興事業実績報告書

産業課
清須市株式会社日本政策金融公庫小企業等経営改善資
金利子補給補助金交付要綱

産業課 清須市商工業振興事業補助金交付要綱

産業課 清須市農業委員会の委員の募集等に関する規則

産業課 清須市レジャー農園利用規程

産業課
清須市小規模企業等振興資金融資制度に係る信用保証
料助成金交付要綱

産業課 清須市金融信用貸付に関する条例施行規則

産業課 清須市高度先端産業立地奨励条例施行規則

産業課 清須市市民農園の設置及び管理に関する条例施行規則

市民環境部
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押印義務付け廃止様式等一覧

部局等 所管課 例規等名 条項等 様式名等

第1号様式 観光協会事業補助金申請書

第3号様式 事業計画変更承認申請書

第5号様式 補助事業実績報告書

第1号様式 まつり事業補助金交付申請書

第3号様式 事業計画変更承認申請書

第5号様式 補助事業実績報告書

第1号様式 商店街活性化事業費補助金交付事前協議書

第2号様式 商店街活性化事業費補助金交付申請書

第4号様式 事業計画変更承認申請書

第6号様式 商店街活性化事業費補助金実績報告書

第1号様式 市内企業再投資奨励金認定申請書

第3号様式 市内企業再投資奨励金交付申請書

第5号様式 市内企業再投資奨励金認定内容変更等申請書

第7号様式 市内企業再投資奨励金交付請求書

第1号様式 清須市首都圏人材確保支援事業補助金交付申請書

別紙1
清須市首都圏人材確保支援事業補助金交付申請に関す
る制約事項

別紙2 愛知県移住支援事業に係る個人情報の取扱い

第2号様式 就業証明書

第5号様式
清須市首都圏人材確保支援事業補助金交付申請撤回届
出書

第6号様式
清須市首都圏人材確保支援事業補助金交付決定通知書
再交付申請書

第8号様式 清須市首都圏人材確保支援事業補助金交付請求書

第9号様式
清須市首都圏人材確保支援事業補助金
住居・勤務地等変更届出書（受給者用）

第10号様式
清須市首都圏人材確保支援事業補助金
住居・勤務地等変更届出書（就業先法人用）

産業課 清須市首都圏人材確保支援事業補助金交付要綱

産業課 清須市まつり事業補助金交付要綱

産業課 清須市商店街活性化事業費補助金交付要綱

産業課 清須市内企業再投資促進要綱

産業課 清須市観光協会事業補助金交付要綱

市民環境部
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押印義務付け廃止様式等一覧

部局等 所管課 例規等名 条項等 様式名等

第1号様式 清須市農地利用最適化推進委員の推薦及び応募申込書

第2号様式 清須市農地利用最適化推進委員推薦書（個人推薦用）

第3号様式
清須市農地利用最適化推進委員推薦書（団体及び法人
推薦用）

第1号様式 助成申請書

第3号様式 請求書

第4号様式 事業計画変更承認申請書

第6号様式 助成事業実績報告書

社会福祉課 清須市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則 第2号様式 災害援護資金借入申込書

第10号様式 生活保護法による生活保護申請書

第11号様式 生活保護法による葬祭扶助申請書

第12号様式 収入申告書

第13号様式 資産申告書

第14号様式 同意書

第15号様式 給与証明書

第22号様式 検診書

第23号様式 検診料請求書

第25号様式 扶養届書

第29号様式 就労自立給付金申請書

第31号様式 進学準備給付金申請書

第33号様式
生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金
の納入に充てる旨の申出書

第34号様式
生活保護法第78条の3の規定による保護金品等を徴収金
の納入に充てる旨の申出書

第9号様式 知的障害者職親申出書

第12号様式 知的障害者職親委託申込書

第15号様式 知的障害者入所措置費用徴収額変更申請書

農業委員会 清須市農地利用最適化推進委員の募集等に関する規則

健康福祉部

社会福祉課 清須市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

社会福祉課 清須市生活保護法施行細則

社会福祉課 清須市知的障害者福祉法施行細則

市民環境部
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押印義務付け廃止様式等一覧

部局等 所管課 例規等名 条項等 様式名等

社会福祉課 清須市身体障害者福祉法施行細則 第13号様式 費用徴収額変更申請書

第1号様式
（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10号様式
（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）支給変更申請書兼利用者負担額
減額・免除等変更申請書

第19号様式 自立支援医療費（育成医療）支給認定申請書

第19号様式の2 自立支援医療費（更生医療）支給認定申請書

第25号様式
自立支援医療費（育成医療）支給（再認定・変更）申
請書

第25号様式の2
自立支援医療費（更生医療）支給（再認定・変更）申
請書

第29号様式 補装具費（購入・借受け・修理）支給申請書

第31号様式 補装具費支給券

第1号様式
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号様式の7
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8号様式 助産施設母子生活支援施設入所申込書

第19号様式 児童保護費用徴収額変更申請書

社会福祉課 清須市障害者福祉金支給条例施行規則 第1号様式 障害者福祉金認定申請書

第7号様式 支援給付申請書

第8号様式 葬祭支援給付申請書

第9号様式 収入申告書

第9号の2様式 収入申告書

第9号の3様式 収入申告書

第10号様式 資産申告書

第11号様式 同意書

第12号様式 給与証明書

健康福祉部

社会福祉課
清須市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
するための法律施行細則

社会福祉課 清須市児童福祉法施行細則

社会福祉課 清須市支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則
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押印義務付け廃止様式等一覧

部局等 所管課 例規等名 条項等 様式名等

第18号様式 検診書

第19号様式 検診料請求書

第21号様式 扶養届書

第1号様式 基準該当事業者登録申請書

第2号様式 登録事項変更届出書

第3号様式 事業廃止（休止･再開）届出書

第4号様式 特例介護給付費等の代理受領に係る申出書

第1号様式 第２種社会福祉事業（隣保事業）開始届

第2号様式 第２種社会福祉事業（隣保事業）変更届

第3号様式 第２種社会福祉事業（隣保事業）廃止届

第4号様式 社会福祉事業（隣保事業）報告書

第1号様式
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

第2号様式 変更届出書

第3号様式 廃止・休止・再開届出書

社会福祉課
清須市災害援護資金の貸付けに係る利子の補助金交付
要綱

第1号様式 災害援護資金利子補給金申請書

第1号様式
心身障害者等タクシー料金助成利用券交付・再交付申
請書

第3号様式 心身障害者等タクシー料金助成受給資格喪失届

第1号様式 在宅重度身体障害者訪問診査申請書

第5号様式 在宅重度身体障害者訪問審査報告書

第1号様式 心身障害者等自動車ガソリン費用助成金認定申請書

第4号様式 心身障害者等自動車ガソリン費用助成金請求書

第7号様式
心身障害者等自動車ガソリン費用助成金受給資格喪失
届

第8号様式 心身障害者等自動車ガソリン費用助成金受給者変更届

社会福祉課 清須市心身障害者等タクシー料金の援助に関する要綱

社会福祉課 清須市在宅重度身体障害者訪問診査実施要綱

社会福祉課
清須市心身障害者等自動車ガソリン費用助成金支給に
関する要綱

健康福祉部

社会福祉課
清須市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関
する規則

社会福祉課 清須市社会福祉法施行細則

社会福祉課
清須市指定特定相談支援事業者の指定等及び指定障害
児相談支援事業者の指定等に関する規則

社会福祉課 清須市支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則
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押印義務付け廃止様式等一覧

部局等 所管課 例規等名 条項等 様式名等

第1号様式 高額地域生活支援給付費支給申請書

第3号様式 成年後見制度利用支援申請書

第6号様式 成年後見制度利用支援助成金請求書

第7号様式 手話通訳者等登録申請書

第11号様式 手話通訳者等派遣申請書

第14号様式 手話通訳者等活動報告書

第15号様式 重度障害者等日常生活用具給付（貸与）申請書

第19号様式 重度障害者等日常生活用具給付（貸与）券

第21号様式 住宅改修費給付申請書

第23号様式 住宅改修費給付(貸与)券

第23号の2様式 住宅改修費給付変更(取下)届出書

第24号様式 住宅改修費事業実績報告書

第25号様式 移動支援事業利用申請書

第27号様式 移動支援事業実施報告書

第28号様式 地域活動支援センター利用申請書

第30号様式 地域活動支援センター事業実施報告書

第31号様式 福祉ホーム事業利用申請書

第33号様式 福祉ホーム事業実績報告書

第34号様式 訪問入浴サービス利用申請書

第35号様式 訪問入浴サービス利用診断書

第36号様式 訪問入浴サービス利用誓約書

第39号様式 訪問入浴サービス利用状況変更届

第41号様式 訪問入浴サービス事業実施報告書

第42号様式 生活サポート事業利用申請書

第44号様式 生活サポート事業実施報告書

清須市地域生活支援事業実施要綱

健康福祉部

社会福祉課
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押印義務付け廃止様式等一覧

部局等 所管課 例規等名 条項等 様式名等

第45号様式 日中一時支援事業利用申請書

第47号様式 日中一時支援事業実施報告書

第48号様式 障害者自動車運転免許取得費助成申請書

第50号様式 障害者自動車運転免許取得費助成変更(取下)届出書

第51号様式 障害者自動車運転免許取得費助成請求書

第53号様式 身体障害者用自動車改造費等助成申請書

第54号の2様式 身体障害者用自動車改造費等助成変更(取下)届出書

第55号様式 身体障害者用自動車改造費等助成請求書

第57号様式 更生訓練費支給申請書

第59号様式 更生訓練費支給申請書(施設用)

第1号様式 共同生活援助支援事業費補助金交付申請書

第2号様式 共同生活援助支援事業費補助金変更交付申請書

第5号様式 共同生活援助支援事業費補助金事業実績報告書

第1号様式
重症心身障害児・者短期入所利用支援事業費補助金交
付申請書

第2号様式
重症心身障害児・者短期入所利用支援事業費補助金変
更交付申請書

第5号様式
重症心身障害児・者短期入所利用支援事業費補助金事
業実績報告書

第1号様式 社会福祉協議会補助金交付申請書

第3号様式 社会福祉協議会補助金変更承認申請書

第5号様式 社会福祉協議会補助金実績報告書

第1号様式 人権委員会補助金交付申請書

第3号様式 人権委員会補助金承認変更申請書

第5号様式 人権委員会補助金実績報告書

第1号様式 地域移行支度経費支援事業補助金交付申請書

第2号様式 地域移行支度経費支援事業補助金変更交付申請書

社会福祉課 社会福祉法人清須市社会福祉協議会補助金交付要綱

社会福祉課 清須市人権委員会補助金交付要綱

社会福祉課 清須市地域移行支度経費支援事業補助金交付要綱

清須市地域生活支援事業実施要綱

社会福祉課 清須市共同生活援助支援事業費補助金交付要綱

社会福祉課
清須市重症心身障害児・者短期入所利用支援事業費補
助金交付要綱

健康福祉部

社会福祉課
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押印義務付け廃止様式等一覧

部局等 所管課 例規等名 条項等 様式名等

第3号様式 地域移行支度経費支援事業補助金実績報告書

社会福祉課 清須市就労支援事業実施要綱 別記様式 就労支援承諾書

第1号様式 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書

第5号様式 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付券

第2号様式 身体障害者相談員業務報告書

第3号様式 知的障害者相談員業務報告書

社会福祉課
清須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

第2号様式 通園証明書

第1号様式 生活困窮者住居確保給付金支給申請書

第2号様式 住居確保給付金申請時確認書

第3号様式 入居予定住宅に関する状況通知書

第4号様式 入居住宅に関する状況通知書

第6号様式 住居確保報告書

第9号様式 住居確保給付金変更支給申請書

第11号様式 住居確保給付金支給停止届

第13号様式 住居確保給付金支給再開届

第15号様式 住居確保給付金支給中断届

第17号様式 住居確保給付金支給再開届

第19号様式 常用就職届

第21号様式
生活困窮者住居確保給付金支給申請書（期間（再）延
長）

第1号様式 愛知県特別障害者手当等認定申請書

第6号様式 愛知県特別障害者手当等住所・氏名・障害種別変更届

第7号様式
愛知県特別障害者手当等資格喪失届（未支払手当請求
書）

第1号様式 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業申請書

第2号様式 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業意見書

社会福祉課 清須市愛知県特別障害者手当等支給要綱

社会福祉課
清須市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実
施要綱

社会福祉課
清須市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業
実施要綱

社会福祉課
清須市身体障害者相談員及び知的障害者相談員の委託
に関する要綱

社会福祉課 清須市住居確保給付金事業実施要綱

社会福祉課 清須市地域移行支度経費支援事業補助金交付要綱

健康福祉部
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押印義務付け廃止様式等一覧

部局等 所管課 例規等名 条項等 様式名等

第5号様式 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業請求書

社会福祉課
清須市生活困窮世帯の子どもに対する学習等支援事業
実施要綱

第1号様式 学習等支援事業利用申込書

第1号様式 被災者生活再建支援金支給申請書

第4号様式 被災者生活再建支援金変更（廃止）承認申請書

第6号様式 被災者生活再建支援金再建状況報告書

第1号様式 障害者通所施設歯科健康診査事業補助金交付申請書

第3号様式
障害者通所施設歯科健康診査事業補助金変更承認申請
書

第5号様式 障害者通所施設歯科健康診査事業実績報告書

第7号様式 障害者通所施設歯科健康診査事業補助金支払請求書

第3号様式 新川福祉センター利用許可申請書

第5号様式 新川福祉センター利用取消書

高齢福祉課
清須市西枇杷島生きがいセンター設置及び管理に関す
る条例施行規則

第4号様式 西枇杷島生きがいセンター利用許可取消申請書

第8号様式 老人養護受託申出書

第21号様式 措置費請求（清算）書

第22号様式 被措置者状況変更届

第24号様式 老人福祉法に基づく費用徴収額変更申請書

第7号様式
介護保険・要介護認定・要支援認定　要介護更新認
定・要支援更新認定申請書(代行）

第8号様式
介護保険・要介護認定・要支援認定区分変更申請書(代
行）

第11号様式 居宅サービス計画作成依頼(変更）届出書

第11号様式の2 介護予防サービス計画作成依頼(変更）届出書

第12号様式

介護保険居宅介護(予防）サービス費、特例居宅介護
(予防）サービス費、居宅介護（予防）サービス費、特
例居宅介護（予防）サービス計画費、施設介護サービ
ス費、特例施設介護サービス費支給申請書

高齢福祉課 清須市介護保険条例施行規則

社会福祉課
清須市障害者通所施設歯科健康診査事業補助金交付要
綱

高齢福祉課 清須市新川福祉センター管理運営規則

高齢福祉課 清須市老人福祉法施行細則

社会福祉課
清須市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実
施要綱

社会福祉課 清須市被災者生活再建支援金支給要綱

健康福祉部
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押印義務付け廃止様式等一覧

部局等 所管課 例規等名 条項等 様式名等

第13号様式
介護保険特例居宅介護（予防）サービス費、特例居宅
介護(予防）サービス計画費支給申請書

第14号様式
介護保険居宅介護(介護予防）福祉用具購入費支給申請
書

第15号様式 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書

第16号様式 介護保険基準収入額適用申請書

第16号様式の2 介護保険高額介護(予防）サービス費支給申請書

第17号様式 介護保険負担限度額認定申請書

第19号様式 介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書

第20号様式 介護保険特定負担限度額認定申請書

第21号様式 介護保険利用者負担額減額・免除申請書

第23号様式 介護保険利用者負担額減額・免除等申請書

第1号様式
指定地域密着型サービス事業所指定地域密着型予防介
護サービス事業所指定申請書

第2号様式
指定地域密着型サービス事業所指定地域密着型予防介
護サービス事業所公募指定申込書

第4号様式 変更届出書

第5号様式 廃止・休止・再開届出書

第6号様式 指定辞退届出書

第7号様式
指定地域密着型サービス事業所指定地域密着型予防介
護サービス事業所指定更新申請書

第1号様式 指定介護予防支援事業所　指定申請書

第2号様式 変更届出書

第3号様式 廃止・休止・再開届出書

第4号様式 指定介護予防支援事業所　指定更新申請書

第1号様式 指定居宅介護支援事業所指定申請書

第2号様式 指定居宅介護支援事業所指定更新申請書

第3号様式 変更届出書

高齢福祉課 清須市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

高齢福祉課 清須市介護保険条例施行規則

高齢福祉課
清須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等に関する規則

高齢福祉課 指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

健康福祉部
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押印義務付け廃止様式等一覧

部局等 所管課 例規等名 条項等 様式名等

第1号様式 業務管理体制に係る届出書

第2号様式 業務管理体制に係る届出事項の変更届出書

第1号様式 寝具洗濯乾燥事業申請書

第3号様式 寝具洗濯乾燥事業辞退届

第2号様式 現場確認書

第4号様式 受領書

第1号様式 老人ショートステイ申込書

第5号様式 誓約書

第7号様式 老人ショートステイ期間更新申込書

第1号様式 老人日常生活用具給付申請書

第6号様式 老人日常生活用具給付券

第10号様式 老人日常生活用具貸与辞退届

第1号様式 介護用品支給申請書

第6号様式 請求書（受給者用）

第7号様式 介護用品支給利用券再交付申請書

第8号様式 介護用品支給資格喪失届

高齢福祉課 清須市福祉カード交付事業実施要綱 第2号様式 福祉カード交付申請書

第1号様式 老人無料入浴利用券交付申請書

第3号様式 老人無料入浴制度補助金交付申請書

高齢福祉課 清須市緊急通報システム事業実施要綱 第1号様式 緊急通報システム設置申請書

高齢福祉課 清須市老人福祉車等購入費補助金交付要綱 第1号様式 老人福祉車等購入費補助金交付申請書

高齢福祉課
清須市介護保険要介護認定等に係る情報提供に関する
要綱

別記様式 要介護認定等の資料提供申請書

高齢福祉課
清須市社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度に
係る実施要綱

第1号様式 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書

第1号様式
社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担
軽減制度事業費補助金の（変更）交付申請書

高齢福祉課 清須市介護用品支給事業実施要綱

高齢福祉課 清須市老人無料入浴制度実施要綱

高齢福祉課
清須市社会福祉法人等による生計困難者に対する利用
者負担軽減制度事業費補助金交付要綱

高齢福祉課 清須市老人ホーム入所者の遺留金品取扱要綱

高齢福祉課 清須市老人ショートステイ事業実施要綱

高齢福祉課 清須市老人日常生活用具給付等事業実施要綱

高齢福祉課
清須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

高齢福祉課 清須市寝具洗濯乾燥事業実施要綱

健康福祉部
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押印義務付け廃止様式等一覧

部局等 所管課 例規等名 条項等 様式名等

第3号様式
社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担
軽減制度事業費補助金の実績報告書

高齢福祉課 清須市住宅改修支援事業補助金交付要綱 第1号様式 住宅改修支援事業補助金交付申請書

第1号様式 委任状

第2号様式 生活補給金受給資格調書

第3号様式 請求書

第1号様式 老人住宅改善費補助金交付申請書

第2号様式 事業計画書

高齢福祉課 清須市成年後見制度利用支援事業実施要綱 第1号様式 後見等開始の審判の申立て要請書

高齢福祉課
清須市介護保険制度における障害者控除対象者認定要
綱

第1号様式 障害者控除対象者認定申請書

第1号様式 清須市シルバー人材センター補助金交付申請書

第2号様式 清須市シルバー人材センター補助金変更交付申請書

第3号様式 清須市シルバー人材センター補助金実績報告書

第1号様式 地域密着型サービス拠点等整備費補助金交付申請書

第2号様式 地域密着型サービス拠点等整備費補助金完了報告書

第1号様式
介護認定軽度者に対する福祉用具貸与費の例外給付適
否確認申請書

第3号様式
介護認定軽度者に対する福祉用具貸与費の例外給付適
否確認事項延長届

第1号様式 介護相談員派遣申請書

第3号様式 介護相談員活動報告書

高齢福祉課 清須市救急医療情報キット配布事業実施要綱 第1号様式 救急医療情報キット配布申請書

高齢福祉課
清須市介護保険短期入所サービス特例利用の実施に関
する要綱

第1号様式 介護保険短期入所サービス特例利用適否確認申請書

第1号様式
介護保険福祉用具購入費又は介護保険住宅改修費の受
領委任払に係る承諾書（法人代表者）

第3号様式 福祉用具購入費又は住宅改修費に係る委任状

第1号様式 介護ロボット導入支援事業補助金交付申請書

高齢福祉課
清須市介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費の受領
委任払に係る事務取扱要綱

高齢福祉課 清須市介護ロボット導入支援事業補助金交付要綱

高齢福祉課
清須市地域密着型サービス拠点等整備費補助金交付要
綱

高齢福祉課
清須市介護認定軽度者に対する福祉用具貸与例外給付
に関する要綱

高齢福祉課 介護相談員設置要綱

高齢福祉課 清須市老人ホーム入所者生活補給金支給要綱

高齢福祉課 清須市老人住宅改善費補助に関する要綱

高齢福祉課
公益社団法人清須市シルバー人材センター補助金交付
要綱

高齢福祉課
清須市社会福祉法人等による生計困難者に対する利用
者負担軽減制度事業費補助金交付要綱
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押印義務付け廃止様式等一覧

部局等 所管課 例規等名 条項等 様式名等

第4号様式 特定の者との契約を要する理由書

第6号様式 介護ロボット導入支援事業変更承認申請書

第8号様式 介護ロボット導入支援事業廃止(中止）承認申請書

第10号様式 介護ロボット導入支援事業実績報告書

第12号様式 介護ロボット導入支援事業補助金交付請求書

第1号様式
介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定（更
新）申請書

第3号様式 変更届出書

第4号様式 廃止・休止・再開届出書

第5号様式 高額介護予防サービス費相当額支給申請書

第6号様式
介護予防・日常生活支援総合事業実施状況報告書兼請
求書

第7号様式
介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメン
ト依頼（変更）届出書

第1号様式 年度清須市介護施設等整備事業費補助金交付申請書

第3号様式 年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書

第4号様式
年度清須市介護施設等整備事業費補助金変更等承認申
請書

第6号様式 年度清須市介護施設等整備事業費補助金実績報告書

第8号様式 年度清須市介護施設等整備事業費補助金交付申請書

第1号様式 保育所入所申込書

第4号様式 保育所退所届

第6号様式 延長保育申込書

第1号様式 児童クラブ利用申込書

第5号様式 児童クラブ利用辞退届

子育て支援課 清須市児童館設置及び管理に関する条例施行規則 第1号様式 児童館利用許可申請書

第1号様式 遺児手当認定申請書

子育て支援課 清須市遺児手当支給に関する条例施行規則

高齢福祉課 清須市介護施設等整備事業費補助金交付要綱

子育て支援課 清須市保育所管理運営規則

子育て支援課
清須市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す
る基準を定める条例施行規則

高齢福祉課 清須市介護ロボット導入支援事業補助金交付要綱

高齢福祉課 清須市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
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押印義務付け廃止様式等一覧

部局等 所管課 例規等名 条項等 様式名等

第3号様式 遺児変動届

第4号様式 遺児手当所得状況届

第1号様式 たんぽぽ園入園申請書

第4号様式 たんぽぽ園利用許可申請書

第1号様式 施設型給付費・地域型保育給付費支給認定申請書

第11号様式 特定教育・保育施設確認申請書

第12号様式 特定地域型保育事業者確認申請書

第15号様式 特定教育・保育施設確認変更申請書

第16号様式 特定地域型保育事業者確認変更申請書

第19号様式 特定教育・保育施設申請事項変更届

第20号様式 特定地域型保育事業者申請事項変更届

第21号様式 特定教育・保育施設利用定員減少届

第22号様式 特定地域型保育事業者利用定員減少届

第23号様式 特定教育・保育施設確認辞退届

第24号様式 特定地域型保育事業者確認辞退届

第28号様式別紙 保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書

第35号様式 施設等利用給付認定変更届出書

第36号様式 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書

第38号様式 特定子ども・子育て支援施設等確認変更届

第39号様式 特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届

第5号様式 保育所広域利用運営（委託）費請求書

第6号様式 保育所広域利用に係るその他の経費請求書

第1号様式 保育料減免申請書

第3号様式 保育料減免解除届出書

第1号様式 保育室事業指定申請書

子育て支援課 清須市保育所の広域利用に関する実施要綱

子育て支援課 清須市保育所の保育料減免に関する要綱

子育て支援課 清須市保育室事業実施要綱

子育て支援課 清須市遺児手当支給に関する条例施行規則

子育て支援課
清須市母子通園施設の設置及び管理に関する条例施行
規則

子育て支援課 清須市子ども・子育て支援法施行細則
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押印義務付け廃止様式等一覧

部局等 所管課 例規等名 条項等 様式名等

第4号様式 受託児童届

第5号様式 保育室事業委託料請求書

第6号様式 保育室事業報告書

第1号様式 一時保育申込書

第4号様式 一時保育変更申込書

第6号様式 一時保育辞退申出書

第1号様式 家庭生活支援員派遣対象家庭登録申請書

第5号様式 家庭生活支援員派遣申請書

第8号様式 家庭生活支援員派遣変更・取消申請書

子育て支援課
清須市清須ファミリー・サポート・センター事業実施
要綱

第8号様式
清須ファミリー・サポート・センター相互援助活動報
告書

子育て支援課 清須市母子等自立支援プログラム策定事業実施要綱 第1号様式 清須市母子等自立支援プログラム策定申込書

子育て支援課 清須市産前・産後ヘルパー派遣事業実施要綱 第1号様式 産前・産後ヘルパー派遣事業利用申請書

第1号様式 病児・病後児保育利用登録票

第2号様式 病後児保育利用許可申請書

第3号様式 病後児保育連絡票

第6号様式 病児・病後児保育事業実施概要

第7号様式 病児・病後児保育事業実施報告書

第1号様式
清須市自立支援教育訓練給付金事業対象講座指定申請
書

第4号様式 清須市自立支援教育訓練給付金支給申請書

第6号様式 清須市自立支援教育訓練給付金請求書

第7号様式
清須市自立支援教育訓練給付金事業対象講座指定変更
承認申請書

第1号様式 清須市高等職業訓練促進給付金等支給申請書

第3号様式 清須市高等職業訓練促進給付金等請求書

第4号様式 清須市高等職業訓練促進給付金修業報告書

子育て支援課 清須市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

子育て支援課 清須市高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱

子育て支援課 清須市一時保育事業実施要綱

子育て支援課 清須市母子家庭等日常生活支援事業実施要綱

子育て支援課 清須市病児・病後児保育実施要綱

子育て支援課 清須市保育室事業実施要綱
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押印義務付け廃止様式等一覧

部局等 所管課 例規等名 条項等 様式名等

第5号様式 清須市高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届

第6号様式 清須市高等職業訓練促進給付金等申請内容変更届

第1号様式 清須市保育所等施設整備事業費補助金交付申請書

第3号様式
清須市保育所等施設整備事業費補助金事業変更承認
（変更交付）申請書

第5号様式 清須市保育所等施設整備事業費補助金実績報告書

第7号様式 清須市保育所等施設整備事業費補助金請求書

第1号様式 清須市小規模保育事業所整備費補助金交付申請書

第3号様式
清須市小規模保育事業所整備費補助金事業変更承認
（変更交付）申請書

第5号様式 清須市小規模保育事業所整備費補助金実績報告書

第7号様式 清須市小規模保育事業所整備費補助金請求書

第1号様式 家庭的保育事業等認可申請書

第4号様式 家庭的保育事業等認可事項変更届

第6号様式 家庭的保育事業等中止届

第1号様式 子ども食堂運営費補助金交付申請書

第3号様式 子ども食堂運営費補助金概算払請求書

第4号様式 子ども食堂運営費補助金事業変更承認申請書

第6号様式 子ども食堂運営費補助金事業実績報告書

第8号様式 子ども食堂運営費補助金（精算）支払請求書

第1号様式 子育て短期支援事業利用申請書

第9号様式 子育て短期支援事業請求書

健康推進課 清須市狂犬病予防運営規則 第11号様式 狂犬病予防注射済票交付手数料免除申請書

第1号様式 養育医療給付申請書

第2号様式 養育医療意見書

第3号様式 養育医療給付事業寡婦（夫）みなし適用申請書

子育て支援課 清須市子育て短期支援事業実施要綱

健康推進課 清須市母子保健法施行細則

子育て支援課 清須市小規模保育事業所整備費補助金交付要綱

子育て支援課 清須市家庭的保育事業等の認可手続に関する要綱

子育て支援課 清須市子ども食堂運営費補助金交付要綱

子育て支援課 清須市高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱

子育て支援課 清須市保育所等施設整備費補助金交付要綱
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押印義務付け廃止様式等一覧

部局等 所管課 例規等名 条項等 様式名等

第1号様式 高齢者インフルエンザ予防接種費請求書

第2号様式 高齢者インフルエンザ予防接種予診票

第3号様式 高齢者インフルエンザ予防接種費助成金請求書

第1号様式 個別予防接種費請求書

第3号様式 予防接種費補助金交付申請書兼請求書

第1号様式
妊婦・産婦・乳児健康診査及び新生児聴覚検査受診票
交付(再交付)申請書

第2号様式 妊婦・産婦・乳児健康診査費請求書

第3号様式 自主健康診査費交付申請書兼請求書

健康推進課 清須市予防接種費補助金交付要綱 第1号様式 予防接種費補助金交付申請書

第1号様式 一般不妊治療費助成事業申請書

第2号様式 一般不妊治療費助成事業受診等証明書

第3号様式 一般不妊治療費助成事業に関する同意書

第4号様式 がん検診クーポン券交付（再交付）申請書

第5号様式 がん検診費請求書

第6号様式 がん検診費償還金申請書兼請求書

第1号様式 風しんワクチン等予防接種費助成券交付申請書

第5号様式 風しんワクチン等予防接種費公費負担金請求書

第6号様式 風しんワクチン等予防接種費助成金申請書

第9号様式 風しんワクチン等予防接種費自己負担金還付申請書

第1号様式 定期の高齢者肺炎球菌予防接種費請求書

第2号様式 定期の高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種予診票(23価)

第3号様式 定期の高齢者肺炎球菌予防接種費助成金請求書

第1号様式 産後ケア事業利用申請書

第3号様式 産後ケア事業実施報告書兼請求書
健康推進課 清須市産後ケア事業実施要綱

健康推進課 清須市がん検診推進事業実施要綱

健康推進課 清須市風しんワクチン等予防接種費助成要綱

健康推進課
清須市定期の高齢者肺炎球菌予防接種費助成に関する
要綱

健康推進課 清須市予防接種実施要綱

健康推進課 清須市妊産婦及び乳幼児健康診査実施要綱

健康推進課 清須市一般不妊治療費助成事業実施要綱

健康推進課
清須市高齢者インフルエンザ予防接種費助成に関する
要綱

健康福祉部
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押印義務付け廃止様式等一覧

部局等 所管課 例規等名 条項等 様式名等

第1号様式 病院群輪番制病院設備整備費補助金交付申請書

第3号様式 病院群輪番制病院設備整備費補助金変更承認申請書

第5号様式 病院群輪番制病院設備整備費補助金実績報告書

第7号様式 病院群輪番制病院設備整備費補助金支払請求書

第2号様式 風しん抗体検査クーポン券交付（再交付）申請書

第3号様式 風しん抗体検査費償還金交付申請書兼請求書

第1号様式
骨髄提供者助成金交付申請書兼請求書（骨髄提供者
用）

第2号様式 骨髄提供者助成金交付申請書兼請求書（事業者用）

第1号様式
医療行為により免疫を失った場合の定期予防接種再接
種費補助対象者認定申請書

第2号様式
医療行為により免疫を失った場合の定期予防接種再接
種に係る医師意見書

第6号様式
医療行為により免疫を失った場合の定期予防接種再接
種費補助金交付申請書兼請求書

第2号様式 妊婦・子どもインフルエンザ予防接種費助成金請求書

第3号様式 妊婦・子どもインフルエンザ予防接種費助成金請求書

第1号様式 道路に関する工事の設計及び実施計画承認申請書

第2号様式 道路に関する工事の設計及び実施計画変更承認申請書

第3号様式 道路占用／許可申請／協議／書

第6号様式 住所等変更届

第7号様式 道路の占用許可に基づく権利義務の承継届

第8号様式 権利義務譲渡等承認申請書

第9号様式 土地の形質の変更等許可申請書

第10号様式 土地の形質の変更等変更許可申請書

第11号様式 工事／着手／完了／届

第12号様式 廃止届

建設部

土木課 清須市道路管理規則

健康推進課 清須市骨髄提供者助成金交付要綱

健康推進課
清須市医療行為により免疫を失った場合の定期予防接
種再接種費補助事業実施要綱

健康推進課
妊婦・子どもインフルエンザ予防接種費助成に関する
要綱

健康推進課 清須市病院群輪番制病院設備整備費補助金交付要綱

健康推進課 清須市風しん抗体検査実施要綱

健康福祉部
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押印義務付け廃止様式等一覧

部局等 所管課 例規等名 条項等 様式名等

第13号様式 原状回復等届

第1号様式 公共用物使用収益許可申請書

第3号様式 期間更新許可申請書

第4号様式 許可事項変更申請書

第7号様式 承継届

第8号様式 終了届

第1号様式 枇杷島駅東西自由通路使用許可申請書

第3号様式 枇杷島駅東西自由通路使用廃止届

第4号様式 原状回復届

第1号様式 公共用財産用途廃止申請書

第2号様式 用途の廃止に伴う利害関係人の同意書

第1号様式 清須市多面的機能支払交付金交付申請書

第3号様式 清須市多面的機能支払交付金変更交付申請書

第5号様式 清須市多面的機能支払交付金前払請求書

第6号様式 仕入れに係る消費税等相当額報告書

第8号様式 清須市多面的機能支払交付金に係る活動廃止届出書

第10号様式 清須市多面的機能支払交付金の返還方法に係る届出書

第13号様式 清須市多面的機能支払交付金清算報告書

都市計画課
清須市児童遊園及びちびっこ広場の設置及び管理に関
する条例施行規則

第1号様式 児童遊園等利用許可申請書

第1号様式 優良宅地認定申請書

第3号様式 優良住宅認定申請書

第1号様式 都市公園内行為許可申請書

第3号様式 公園施設設置　都市公園占用　許可申請書

第4号様式 公園施設管理許可申請書

清須市多面的機能支払交付金交付要綱

都市計画課
清須市租税特別措置法に基づく優良宅地等の認定事務
に関する規則

都市計画課 清須市都市公園条例施行規則

建設部

土木課 清須市道路管理規則

土木課 清須市公共用物の管理に関する条例施行規則

土木課 清須市枇杷島駅東西自由通路の管理に関する規則

土木課 清須市公共用財産の用途廃止取扱要綱

土木課
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押印義務付け廃止様式等一覧

部局等 所管課 例規等名 条項等 様式名等

第7号様式 はるひ夢の森公園付帯施設利用許可申請書

第10号様式 はるひ夢の森公園付帯施設利用取消承認申請書

第11号様式 都市公園使用料還付申請書

第12号様式 都市公園使用料減免申請書

第1号様式 土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可申請書

第4号様式 意見書

都市計画課
清須市名古屋都市計画押花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

別記様式 許可申請書

都市計画課
清須市名古屋都市計画西田中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

別記様式 許可申請書

都市計画課
清須市名古屋都市計画美鈴星の宮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

別記様式 許可申請書

都市計画課 清須市ホテル等建築の規制に関する条例施行規則 第1号様式 ホテル等建築同意申請書

第1号様式 清須市庄内川水防センター使用許可申請書

第3号様式 清須市庄内川水防センター使用変更・取消し申請書

都市計画課
清須市名古屋都市計画枇杷島駅東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

別記様式 許可申請書

都市計画課
清須市名古屋都市計画土田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

別記様式 許可申請書

都市計画課
清須市名古屋都市計画新清洲駅北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

別記様式 許可申請書

第1号様式 土地区画整理組合設立補助金交付申請書

第2号様式 土地区画整理事業補助金交付申請書

第1号様式 開発事業等の協議申請書

第2号様式 地元関係者協議結果等報告書

第4号様式 工事着手届

第5号様式 工事完了届

第6号様式 公共施設等引継書

都市計画課 清須市ちびっこ広場設置基準 第1号様式 ちびっこ広場設置申請書

清須市庄内川水防センターの設置及び管理に関する条
例施行規則

都市計画課 清須市土地区画整理事業補助要綱

都市計画課 清須市宅地開発等に関する指導要綱

都市計画課 清須市都市公園条例施行規則

都市計画課
清須市土地区画整理事業施行地区内における建築行為
等の許可に関する規則

建設部

都市計画課
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押印義務付け廃止様式等一覧

部局等 所管課 例規等名 条項等 様式名等

第1号様式 鉄道駅バリアフリー化設備整備費補助金交付申請書

第3号様式
鉄道駅バリアフリー化設備整備費補助金交付決定変更
申請書

第5号様式 鉄道駅バリアフリー化設備整備費補助事業状況報告書

第6号様式
鉄道駅バリアフリー化設備整備費補助事業完了実績報
告書

第8号様式 鉄道駅バリアフリー化設備整備費補助金支払請求書

第1号様式 民間木造住宅耐震改修費補助金交付申請書

第3号様式 民間木造住宅耐震改修費補助金変更承認申請書

第5号様式 民間木造住宅耐震改修工事遅滞等報告書

第7号様式 民間木造住宅耐震改修工事廃止（中止）届

第8号様式 民間木造住宅耐震改修工事完了実績報告書

第10号様式 民間木造住宅耐震改修費補助金支払請求書

都市計画課 清須市民間木造住宅耐震診断実施要綱 第2号様式 木造住宅耐震診断取下届

第1号様式 都市緑化推進事業補助金交付申請書

第5号様式 都市緑化推進事業に対する承諾書

第7号様式 都市緑化推進事業変更承認申請書

第9号様式 都市緑化推進事業実績報告書

第14号様式 都市緑化推進事業補助金請求書

第16号様式 都市緑化推進事業補助対象緑化施設現況報告書

第1号様式 清須市耐震シェルター等整備費補助金交付申請書

第2号様式 住宅所有者が承諾していることが確認できる書類

第4号様式 清須市耐震シェルター等整備費補助金変更交付申請書

第6号様式 清須市耐震シェルター等整備費補助金交付申請取下届

第7号様式 清須市耐震シェルター等整備完了実績報告書

第9号様式 清須市耐震シェルター等整備費補助金支払請求書

都市計画課 清須市耐震シェルター等整備費補助金交付要綱

建設部

都市計画課
清須市鉄道駅バリアフリー化設備整備費補助金交付要
綱

都市計画課 清須市民間木造住宅耐震改修費補助金交付要綱

都市計画課 清須市都市緑化推進事業補助金交付要綱
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押印義務付け廃止様式等一覧

部局等 所管課 例規等名 条項等 様式名等

第1号様式 雨水貯留浸透施設設置補助金交付申請書

第3号様式 雨水貯留浸透施設設置補助金変更（中止）承認申請書

第5号様式 雨水貯留浸透施設設置工事完了届及び補助金請求書

第1号様式 民間木造住宅除却費補助金交付申請書

第3号様式 民間木造住宅除却費補助金変更承認申請書

第5号様式 民間木造住宅除却工事遅滞等報告書

第7号様式 民間木造住宅除却工事廃止（中止）届

第8号様式 民間木造住宅除却工事完了実績報告書

第10号様式 民間木造住宅除却費補助金支払請求書

第1号様式 ブロック塀等撤去費補助金交付申請書

第2号様式
ブロック塀等の所有者が承諾していることが確認でき
る書

第6号様式 ブロック塀等撤去費補助金変更承認申請書

第8号様式 ブロック塀等撤去工事遅滞等報告書

第10号様式 ブロック塀等撤去工事廃止（中止）届

第11号様式 ブロック塀等撤去工事完了実績報告書

第12号様式 ブロック塀等撤去費補助金誓約書

第14号様式 ブロック塀等撤去費補助金支払請求書

第1号様式 不良住宅判定申請書

第3号様式 空家解体促進費補助金交付申請書

第6号様式 空家解体促進費補助金変更承認申請書

第8号様式 空家解体工事遅滞等報告書

第10号様式 空家解体工事廃止（中止）届

第11号様式 空家解体促進費補助金完了実績報告書

第13号様式 空家解体促進費補助金請求書

都市計画課 清須市雨水貯留浸透施設設置補助金交付要綱

都市計画課 清須市民間木造住宅除却費補助金交付要綱

都市計画課 清須市民間ブロック塀等撤去費補助金交付要綱

都市計画課 清須市空家解体促進費補助金交付要綱

建設部
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押印義務付け廃止様式等一覧

部局等 所管課 例規等名 条項等 様式名等

第1号様式 都市計画提案事前相談書

第2号様式 都市計画提案書

第5号様式 同意書

第6号様式 宣誓書

第1号様式 都市下水路施設の設計及び施行承認申請書

第2号様式
都市下水路施設、工作物、物件等設置（新規、変更）
許可申請書

第3号様式 都市下水路占用（新規、更新、変更）許可申請書

第4号様式 工事着手・完了届

第5号様式 都市下水路占用廃止届

第6号様式 都市下水路占用許可に基づく権利義務の承継届

第1号様式 排水設備等計画確認申請書

第2号様式 除害施設調書

第3号様式 排水設備等確認事項変更届

第5号様式 排水設備等工事完了届

第7号様式 排水設備設置義務免除許可申請書

第9号様式 除害施設管理責任者選任届

第10号様式 公共下水道使用開始等届

第11号様式 公共下水道一時使用許可申請書

第13号様式 公共下水道一時使用廃止届

第14号様式 世帯人員等変更届

第15号様式 排出量申告書

第16号様式 排水設備等管理人選定届

第17号様式 行為の許可（物件設置許可）申請書

第19号様式 公共下水道占用許可申請書

上下水道課 清須市都市下水路条例施行規則

上下水道課 清須市下水道条例施行規則

都市計画課 清須市都市計画の提案に関する要綱

建設部
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押印義務付け廃止様式等一覧

部局等 所管課 例規等名 条項等 様式名等

第21号様式 使用料／占用料／手数料減免申請書

第23号様式 公共下水道工事の設計及び実施計画承認申請書

第24号様式 公共下水道工事の設計及び実施計画変更承認申請書

第26号様式 工事／着手／完了届

第27号様式 公共下水道／工事／占用／物件設置／廃止届

第1号様式 排水設備指定工事店指定申請書

第2号様式 誓約書兼調査承諾書

第7号様式 排水設備指定工事店証再交付申請書

第8号様式 排水設備指定工事店変更届

第9号様式 排水設備指定工事店／廃止／休止／再開届

第1号様式 下水道事業受益者申告書

第3号様式 下水道事業負担金賦課保留申請書

第5号様式 下水道事業負担金賦課保留事由消滅届

第7号様式 下水道事業負担金徴収猶予申請書

第9号様式 下水道事業負担金徴収猶予事由消滅届

第11号様式 下水道事業負担金減免申請書

第13号様式 下水道事業受益者変更届

第15号様式 下水道事業負担金納付代理人／新規／変更／廃止届

第16号様式 下水道事業受益者（納付代理人）住所等変更届

第1号様式 清須市水の交流ステーション利用許可申請書

第3号様式
清須市水の交流ステーション利用／変更許可／取消承
認／申請書

第1号様式 汚水管布設申請書

第3号様式 汚水管布設承諾書

第1号様式 まちづくり推進活動補助金交付申請書

上下水道課 清須市まちづくり推進活動補助金交付要綱

上下水道課
清須市水の交流ステーションの設置及び管理に関する
条例施行規則

上下水道課 清須市公共下水道の私道への布設に関する要綱

上下水道課 清須市下水道条例施行規則

上下水道課 清須市下水道排水設備指定工事店規則

上下水道課
清須市下水道事業受益者負担金及び分担金条例施行規
則

建設部
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押印義務付け廃止様式等一覧

部局等 所管課 例規等名 条項等 様式名等

第3号様式 まちづくり推進活動補助金事業計画変更承認申請書

第5号様式 まちづくり推進活動補助金実績報告書

上下水道課
清須市公共下水道接続ます等の設置の基準等に関する
要綱

第1号様式 公共下水道取付管布設申込書

第1号様式 下水道排水設備工事資金融資あっせん申請書

第2号様式 誓約書兼調査承諾書

第6号様式 下水道排水設備工事資金融資報告書

第1号様式 浄化槽雨水貯留施設転用費補助金交付申請書

第2号様式 誓約書兼調査承諾書

第4号様式 浄化槽雨水貯留施設転用工事計画変更承認申請書

第6号様式 浄化槽雨水貯留施設転用工事完了報告書

第8号様式 浄化槽雨水貯留施設転用費補助金請求書

第1号様式 宅地内汚水ポンプ設備設置費等補助金交付申請書

第2号様式 誓約書兼調査承諾書

第4号様式 宅地内汚水ポンプ設備設置等工事計画変更承認申請書

第6号様式 宅地内汚水ポンプ設備設置工事完了報告書

第8号様式 宅地内汚水ポンプ設備設置費等補助金請求書

上下水道課 清須市新規加入に伴う工事負担金の軽減取扱要綱 第1号様式 軽減申請書

第1号様式 水道使用水量軽減申請書

第2号様式 給水管漏水内容証明書

第2号様式 水道口座振替用納入書送書

第3号様式 水道口座振替結果報告書

第4号様式 土地の境界確認書

第5号様式 委任状

第2号様式 異議申出書

新清洲駅周辺まち
づくり課

清須市名古屋都市計画事業新清洲駅北土地区画整理事
業の基準地積の更正等に関する規則

新清洲駅周辺まち
づくり課

清須市土地区画整理審議会委員選挙管理規程

上下水道課 清須市宅地内汚水ポンプ設備設置費補助金交付要綱

上下水道課 清須市水道使用水量の軽減に関する取扱要綱

上下水道課 清須市水道事業口座振替納入事務取扱要綱

上下水道課 清須市まちづくり推進活動補助金交付要綱

上下水道課
清須市下水道排水設備工事資金融資あっせん及び利子
補給に関する要綱

上下水道課 清須市浄化槽雨水貯留施設転用費補助金交付要綱

建設部
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押印義務付け廃止様式等一覧

部局等 所管課 例規等名 条項等 様式名等

第4号様式 立候補届

第5号様式 立候補推薦届

第6号様式 立候補推薦届出承諾書

第7号様式 立候補辞退届

第12号様式 投票者指定証明書

第15号様式 開票結果報告書

第17号様式 選挙録

第1号様式 政務活動費交付申請書（会派用）

第2号様式 政務活動費交付変更申請書（会派用）

第3号様式 政務活動費交付申請書（議員用）

第5号様式 政務活動費交付請求書

第6号様式 政務活動費収支報告書

第1号様式 教育委員会後援名義使用申請書

第3号様式 教育委員会後援名義使用承認事項変更申請書

第6号様式 教育委員会後援事業実績報告書

第1号様式 指定校変更申請書

第4号様式 年度指定校変更現況届

第1号様式 就学援助費支給申請書

第4号様式 異動届

学校教育課 清須市適応指導教室要綱 別記様式 適応指導教室通室申請書

学校教育課 清須市私立高等学校授業料等補助金交付要綱 第1号様式その1
私立高等学校授業料等補助金交付申請書（世帯情報等
用）

第1号様式 清須市愛知朝鮮学園教育補助金交付申請書

第3号様式 清須市愛知朝鮮学園教育補助金実績報告書

第1号様式 幼稚園預かり保育申込書

新清洲駅周辺まち
づくり課

清須市土地区画整理審議会委員選挙管理規程

議会事務局

議事調査課 清須市議会政務活動費の交付に関する規則

教育委員会事務
局教育部

学校教育課 清須市教育委員会後援名義規則

学校教育課 清須市立学校通学区域規則

学校教育課 清須市立小中学校児童生徒就学援助要綱

学校教育課 清須市愛知朝鮮学園教育補助金交付要綱

学校教育課 清須市立幼稚園預かり保育実施要綱

建設部
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押印義務付け廃止様式等一覧

部局等 所管課 例規等名 条項等 様式名等

第2号様式 幼稚園一時預かり保育申込書

学校教育課 清須市学校支援学生ボランティア事業実施要綱 第1号様式 学校支援学生ボランティア登録申請書

第1号様式 医療的ケア申請書

第2号様式 主治医指示書

第3号様式 承諾書

第7号様式 医療的ケア実施内容変更届

第8号様式 医療的ケア実施辞退届出書

第1号様式 公務使用に係る自家用自動車届出書

第2号様式 公務使用に係る自家用自動車取消届出書

第1号様式 視聴覚ライブラリー機材及び教材利用申請書

第3号様式 視聴覚ライブラリー機材及び教材利用報告書

第1号様式 文化財指定調書

第5号様式 管理責任者選任・解任届

第6号様式 所有者変更届

第7号様式 所在場所変更届

第8号様式 保持者又は管理責任者氏名等変更届

第9号様式 保持者死亡・保持団体解散届

第10号様式 滅失等届

第11号様式 現状変更届

第12号様式 修理届

生涯学習課 清須市はるひ美術館管理規則 第11号様式 美術館美術品等寄贈等申請書

第3号様式 図書館資料亡失・損傷届

第5号様式 図書資料寄贈申出書

第1号様式 市指定文化財出品申込書

第2号様式 市指定文化財公開申込書

学校教育課 清須市立小中学校医療的ケア実施要綱

学校教育課
清須市立小中学校県費負担職員自家用自動車公務使用
規程

生涯学習課
清須市視聴覚ライブラリーの設置及び管理に関する条
例施行規則

教育委員会事務
局教育部

学校教育課

生涯学習課 清須市文化財保護条例施行規則

生涯学習課 清須市立図書館管理規則

生涯学習課 清須市指定文化財出品公開要綱

清須市立幼稚園預かり保育実施要綱
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押印義務付け廃止様式等一覧

部局等 所管課 例規等名 条項等 様式名等

第4号様式 指定文化財出品等場所変更届

第1号様式 指定文化財修理又は建設費補助金交付申請書

第5号様式 指定文化財修理又は建設完了報告書

第6号様式 指定文化財修理又は建設補助金請求書

第7号様式 指定文化財修理又は建設実績報告書

第9号様式 指定文化財管理補助金交付申請書

第10号様式 指定文化財管理補助金請求書

第12号様式 指定文化財管理実績報告書

第14号様式 指定文化財保存施設整備費補助金交付申請書

第18号様式 指定文化財保存施設整備費補助金交付変更申請書

第20号様式 指定文化財保存施設整備完了報告書

第21号様式 指定文化財保存施設整備費補助金請求書

第22号様式 指定文化財保存施設整備実績報告書

第1号様式 生涯学習関係団体補助金交付申請書

第3号様式 事業計画変更承認申請書

第5号様式 補助事業実績報告書

第1号様式 清須市生涯学習人材バンク講師登録申請書（個人用）

第2号様式 清須市生涯学習人材バンク講師登録申請書（団体用）

第4号様式
清須市生涯学習人材バンク講師登録内容変更申請書
（個人用）

第5号様式
清須市生涯学習人材バンク講師登録内容変更申請書
（団体用）

第1号様式 屋外社会体育施設利用登録申請書

第4号様式 屋外社会体育施設利用申請書

第6号様式 屋外社会体育施設利用変更承認申請書

第7号様式 屋外社会体育施設利用取消承認申請書

スポーツ課
清須市屋外社会体育施設の設置及び管理に関する条例
施行規則

生涯学習課 清須市指定文化財補助金交付要綱

生涯学習課 清須市生涯学習関係団体補助金交付要綱

生涯学習課 清須市生涯学習人材バンク設置要綱

教育委員会事務
局教育部

生涯学習課 清須市指定文化財出品公開要綱
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押印義務付け廃止様式等一覧

部局等 所管課 例規等名 条項等 様式名等

第1号様式 学校開放施設利用登録申請書

第3号様式 学校開放施設利用申請書

第6号様式 学校開放施設利用変更申請書

第7号様式 学校開放施設利用取消申請書

第8号様式 学校開放施設利用者事故発生状況報告書

スポーツ課 清須市スポーツ競技全国大会等出場者激励費支給要綱 第1号様式 スポーツ競技全国大会等出場届出書

第1号様式 清須市総合型地域スポーツクラブ補助金交付申請書

第3号様式 事業計画変更承認申請書

第5号様式 清須市総合型地域スポーツクラブ補助金交付請求書

第6号様式 補助事業実績報告書

第1号様式 学校給食用物資納入業者指定申請書

第4号様式 誓約書
学校給食センター 清須市学校給食センター給食用物資納入業者指定要綱

スポーツ課 清須市立学校施設開放条例施行規則

スポーツ課 清須市総合型地域スポーツクラブ補助金交付要綱

教育委員会事務
局教育部
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