
「申請書等の押印見直し指針」により押印が見直される手続きの一覧　（規則）

№ 担当課 例　規　名 様　式 手続の名称
1 総務課 平戸市表彰規則 様式第１号 推薦調書
2 総務課 平戸市表彰規則 様式第２号 推薦調書
3 総務課 平戸市表彰規則 様式第３号 推薦調書
4 総務課 平戸市平戸市役所駐車場条例施行規則 様式第２号 市役所第２駐車場月極利用申込書
5 総務課 平戸市平戸市役所駐車場条例施行規則 様式第４号 市役所第２駐車場利用車両変更届出書
6 総務課 平戸市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則 様式第３号 聴聞期日変更申出書
7 総務課 平戸市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則 様式第５号 委任状
8 総務課 平戸市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則 様式第６号 代理人資格喪失届
9 総務課 平戸市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則 様式第７号 聴聞参加許可申請書
10 総務課 平戸市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則 様式第９号 資料閲覧請求書
11 総務課 平戸市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則 様式第１１号 補佐人出頭許可申請書
12 総務課 平戸市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則 様式第１４号 意見陳述書
13 総務課 平戸市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則 様式第１８号 聴聞調書・聴聞結果報告書閲覧請求書
14 総務課 平戸市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則 様式第６号 口頭意見陳述申立書
15 総務課 平戸市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則 様式第８号 意見書等提出申立書
16 総務課 平戸市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則 様式第１０号 審査会提出資料等閲覧・交付請求書
17 総務課 平戸市認可地縁団体印鑑条例施行規則 様式第３号 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書
18 総務課 平戸市補助金等交付規則 様式第１号 補助金等交付申請書
19 総務課 平戸市補助金等交付規則 様式第３号 補助事業等実績報告書
20 総務課 平戸市同報系防災行政無線戸別受信機取扱規則 様式第１号 戸別受信機貸与申請書
21 総務課 平戸市同報系防災行政無線戸別受信機取扱規則 様式第２号 施設用戸別受信機貸与申請書
22 総務課 平戸市同報系防災行政無線戸別受信機取扱規則 様式第３号 戸別受信機返還届出書
23 総務課 平戸市同報系防災行政無線戸別受信機取扱規則 様式第４号 施設用戸別受信機返還届出書
24 総務課 平戸市同報系防災行政無線戸別受信機取扱規則 様式第５号 戸別受信機移転申請書
25 総務課 平戸市同報系防災行政無線戸別受信機取扱規則 様式第６号 施設用戸別受信機移転申請書
26 税務課 平戸市税条例施行規則 様式第５号 市税関係証明交付申請書
27 税務課 平戸市税条例施行規則 様式第１１号 納期限等延長申請書
28 税務課 平戸市税条例施行規則 様式第１３号 納税管理人申請書（選定・変更・解除）兼承認申請書
29 税務課 平戸市税条例施行規則 様式第１４号 法人等の設立・設置届出書
30 税務課 平戸市税条例施行規則 様式第１５号 法人等の異動変更届

31 税務課 平戸市税条例施行規則 様式第１６号
市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申
請書

32 税務課 平戸市税条例施行規則 様式第１７号
市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠
いた旨の届出書

33 税務課 平戸市税条例施行規則 様式第１９号 市民税・県民税減免申請書
34 税務課 平戸市税条例施行規則 様式第２１号 固定資産税減免申請書
35 税務課 平戸市税条例施行規則 様式第２２号 固定資産税減免理由消滅申告書
36 税務課 平戸市税条例施行規則 様式第２４号 固定資産税非課税適用申告書
37 税務課 平戸市税条例施行規則 様式第２５号 固定資産税非課税適用理由消滅申告書
38 税務課 平戸市税条例施行規則 様式第２６号 住宅用地特例申告書
39 税務課 平戸市税条例施行規則 様式第２７号 新築住宅軽減適用申告書
40 税務課 平戸市税条例施行規則 様式第２８号 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額適用申告書
41 税務課 平戸市税条例施行規則 様式第２９号 高齢者等住宅改修に伴う固定資産税減額適用申告書

42 税務課 平戸市税条例施行規則 様式第３０号
熱損失防止改修住宅熱損失防止改修専用部分固定資
産税減額適用申告書

43 税務課 平戸市税条例施行規則 様式第３１号 固定資産税課税免除申告書
44 税務課 平戸市税条例施行規則 様式第３２号 被災住宅用地に係る住宅用地の継続申告書
45 税務課 平戸市税条例施行規則 様式第３４号 軽自動車税減免申請書
46 税務課 平戸市税条例施行規則 様式第３５号 身体障害者等に係る軽自動車税減免申請書

47 税務課 平戸市税条例施行規則 様式第３７号
軽自動車税申告（報告）書兼標識交付申請書（原動機付
自転車・小型特殊自動車）兼標識交付証明書
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48 税務課 平戸市税条例施行規則 様式第３８号
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書（原動機付自転
車・小型特殊自動車）

49 税務課 平戸市税条例施行規則 様式第４０号 鉱産税納付申告書
50 税務課 平戸市税条例施行規則 様式第４１号 入湯税に係る鉱泉浴場経営（変更）申告書
51 税務課 平戸市税条例施行規則 様式第４２号 入湯税納入申告書
52 税務課 平戸市税条例施行規則 様式第４４号 入湯税課税免除申請書
53 税務課 平戸市災害による被害者に対する市税の減免に関する条例施行規 様式第１号 市税減免申請書

54 税務課
平戸市伝統的建造物群保存地区における平戸市税条例の特例を
定める条例施行規則

別記様式
伝統的建造物群保存地区における固定資産税の特例
申告書

55 税務課 平戸市国民健康保険税条例施行規則 様式第６号 国民健康保険税減免申請書
56 税務課 平戸市国民健康保険税条例施行規則 様式第７号 旧被扶養者異動連絡票
57 税務課 平戸市国民健康保険税条例施行規則 様式第９号 国民健康保険税特例対象被保険者等申告書
58 市民課 平戸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則 様式第１号 指定ごみ容器等代金領収証等
59 市民課 平戸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則 様式第９号 一般廃棄物処理実績報告書
60 市民課 平戸市廃棄物処理施設条例施行規則 様式第１号 廃棄物処理施設利用許可申請書

61 市民課
平戸市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査
結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

別記様式 縦覧申込書

62 市民課 平戸市浄化センター条例施行規則 様式第１号 排水設備等計画確認申請書
63 市民課 平戸市浄化センター条例施行規則 様式第３号 排水設備等計画変更確認申請書
64 市民課 平戸市浄化センター条例施行規則 様式第５号 排水設備工事完了届
65 市民課 平戸市浄化センター条例施行規則 様式第９号 使用料減免・猶予申請書
66 市民課 平戸市火葬場条例施行規則 様式第１号 火葬場利用許可申請書
67 市民課 平戸市火葬場条例施行規則 様式第２号 火葬場利用許可証
68 市民課 平戸市火葬場条例施行規則 様式第３号 火葬場使用料減免（還付）申請書
69 市民課 平戸市墓地条例施行規則 様式第３号 墓地工事着工届
70 市民課 平戸市墓地条例施行規則 様式第４号 墓地利用承継申請書
71 市民課 平戸市墓地条例施行規則 様式第５号 墓地管理人届
72 市民課 平戸市墓地条例施行規則 様式第６号 墓地利用許可証（再交付・記載事項変更）申請書
73 市民課 平戸市墓地条例施行規則 様式第７号 埋蔵（改葬）届
74 市民課 平戸市墓地、埋葬等に関する条例施行規則 様式第１号 墓地等経営許可申請書
75 市民課 平戸市墓地、埋葬等に関する条例施行規則 様式第２号 墓地等変更許可申請書
76 市民課 平戸市墓地、埋葬等に関する条例施行規則 様式第３号 墓地等廃止許可申請書
77 市民課 平戸市墓地、埋葬等に関する条例施行規則 様式第４号 墓地等変更届出書
78 市民課 平戸市墓地、埋葬等に関する条例施行規則 様式第５号 みなし許可届出書
79 市民課 平戸市墓地、埋葬等に関する条例施行規則 様式第６号 墓地等工事完了届出書
80 市民課 平戸市狂犬病予防法施行細則 様式第１号 畜犬登録狂犬病予防注射済票交付申請書
81 市民課 平戸市狂犬病予防法施行細則 様式第２号 飼い犬届
82 市民課 平戸市狂犬病予防法施行細則 様式第３号 犬の鑑札注射済証再交付申請書
83 市民課 平戸市動物の飼養及び収容の許可に関する規則 様式第１号 動物飼養（収容）許可申請書
84 市民課 平戸市動物の飼養及び収容の許可に関する規則 様式第２号 動物飼養（収容）届出書
85 市民課 平戸市動物の飼養及び収容の許可に関する規則 様式第３号 動物飼養（収容）停止（廃止）届出書
86 市民課 平戸市動物の飼養及び収容の許可に関する規則 様式第４号 動物飼養（収容）再開報告書
87 健康ほけん課 平戸市国民健康保険はり、きゅう施術規則 様式第１号 国民健康保険はり、きゅう施術担当者指定申請書
88 健康ほけん課 平戸市国民健康保険はり、きゅう施術規則 様式第４号 国民健康保険はり、きゅう施術担当者辞退届
89 健康ほけん課 平戸市国民健康保険はり、きゅう施術規則 様式第６号 国民健康保険被保険者施術録
90 長寿介護課 平戸市高齢者生活福祉センター居住施設管理運営規則 様式第１号 高齢者生活福祉センター居住施設利用申請書
91 長寿介護課 平戸市高齢者生活福祉センター居住施設管理運営規則 様式第２号 身元引受書
92 長寿介護課 平戸市高齢者生活福祉センター居住施設管理運営規則 様式第４号 高齢者生活福祉センター居住施設退所届書
93 長寿介護課 平戸市ふれ愛センター度島条例施行規則 様式第１号 ふれ愛センター度島利用許可申請書
94 長寿介護課 平戸市ふれ愛センター度島条例施行規則 様式第３号 ふれ愛センター度島利用許可変更（取消）申請書
95 長寿介護課 平戸市介護保険法施行細則 様式第２号 介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票
96 長寿介護課 平戸市介護保険法施行細則 様式第３号 介護保険被保険者証交付申請書
97 長寿介護課 平戸市介護保険法施行細則 様式第４号 介護保険被保険者証等再交付申請書
98 長寿介護課 平戸市介護保険法施行細則 様式第５号 介護保険要介護認定・要支援認定申請書
99 長寿介護課 平戸市介護保険法施行細則 様式第１８号 介護保険要介護認定等申請取下書
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100 長寿介護課 平戸市介護保険法施行細則 様式第１９号 介護保険居宅介護（介護予防）サービス費等支給申請
101 長寿介護課 平戸市介護保険法施行細則 様式第２１号 介護保険居宅介護（介護予防）福祉用具購入費支給申
102 長寿介護課 平戸市介護保険法施行細則 様式第２２号 介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費支給申請書
103 長寿介護課 平戸市介護保険法施行細則 様式第２３号 介護保険高額介護（介護予防）サービス費支給申請書
104 長寿介護課 平戸市介護保険法施行細則 様式第２4号 介護保険負担限度額認定申請書
105 長寿介護課 平戸市介護保険法施行細則 様式第２6号 介護保険特定負担限度額認定申請書
106 長寿介護課 平戸市介護保険法施行細則 様式第２８号 介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書
107 長寿介護課 平戸市介護保険法施行細則 様式第２９号 介護保険利用者負担額減額・免除申請書（旧措置入所
108 長寿介護課 平戸市介護保険法施行細則 様式第２９号の２ 介護保険利用者負担額減額・免除認定申請書
109 長寿介護課 平戸市介護保険法施行細則 様式第３９号 介護保険給付の一時差止め等措置終了依頼書

110 長寿介護課
平戸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

様式第１号
基準該当居宅サービス事業所・基準該当居宅介護支援
事業所登録申請書

111 長寿介護課
平戸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

様式第２号 登録事項変更届出書

112 長寿介護課
平戸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

様式第３号 事業廃止(休止・再開)届出書

113 長寿介護課
平戸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

様式第1号
指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護
予防サービス事業所指定申請書

114 長寿介護課
平戸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

様式第２号 変更届出書

115 長寿介護課
平戸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

様式第３号 再開届出書

116 長寿介護課
平戸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

様式第３号の２ 廃止・休止届

117 長寿介護課
平戸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

様式第４号 指定辞退届出書

118 長寿介護課
平戸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

様式第５号
指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護
予防サービス事業所指定更新申請書

119 長寿介護課 平戸市離島相当地域密着型サービス事業者等の登録等に関する 様式第3号 登録申請書
120 長寿介護課 平戸市離島相当地域密着型サービス事業者等の登録等に関する 様式第５号 登録事項変更届出書
121 長寿介護課 平戸市離島相当地域密着型サービス事業者等の登録等に関する 様式第６号 事業廃止（休止・再開）届出書
122 長寿介護課 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 様式第１号 業務管理体制に係る届出書
123 長寿介護課 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 様式第２号 業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)
124 長寿介護課 平戸市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則 様式第１号 指定申請書
125 長寿介護課 平戸市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則 様式第２号 指定更新申請書
126 長寿介護課 平戸市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則 様式第３号 変更届出書
127 長寿介護課 平戸市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則 様式第４号 廃止・休止届出書
128 長寿介護課 平戸市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則 様式第５号 再開届出書

129 長寿介護課
平戸市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に
関する規則

様式１号 指定申請書

130 長寿介護課
平戸市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に
関する規則

様式２号 変更届出書

131 長寿介護課
平戸市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に
関する規則

様式３号 廃止・休止届出書

132 長寿介護課
平戸市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に
関する規則

様式４号 再開届出書

133 長寿介護課
平戸市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に
関する規則

様式５号 指定辞退届出書

134 長寿介護課
平戸市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に
関する規則

様式６号 指定更新申請書

135 観光課 平戸市営キャンプ場条例施行規則 様式第１号 許可申請書
136 観光課 平戸市海浜公園条例施行規則 様式第１号 申請書
137 観光課 平戸市平戸城条例施行規則 様式第１号 入場料減免申請書
138 観光課 平戸市生月大橋公園条例施行規則 様式第１号 公園施設利用許可申請書
139 観光課 平戸市生月大橋公園条例施行規則 様式第３号 公園施設利用料金減免申請書



№ 担当課 例　規　名 様　式 手続の名称
140 観光課 平戸市道の駅「ビートル館」条例施行規則 様式第１号 利用許可申請書
141 観光課 平戸市道の駅「ビートル館」条例施行規則 様式第３号 利用変更（取消）申請書
142 観光課 平戸市道の駅「ビートル館」条例施行規則 様式第４号 利用期間更新申請書
143 観光課 平戸市道の駅「ビートル館」条例施行規則 様式第５号 使用料免除申請書
144 観光課 平戸市切支丹資料館条例施行規則 様式第１号 入館料減免申請書
145 観光課 平戸市たびら昆虫自然園条例施行規則 別記様式 入園料減免申請書
146 観光課 平戸市あづち大島いさりびの里条例施行規則 別記様式 利用料金免除申請書
147 観光課 平戸市観光公園条例施行規則 様式第１号 利用許可申請書
148 農林課 平戸市農林水産物集出荷貯蔵施設条例施行規則 様式第１号 農林水産物集出荷貯蔵施設利用許可申請書
149 農林課 平戸市農林水産物集出荷貯蔵施設条例施行規則 様式第３号 農林水産物集出荷貯蔵施設利用許可変更（取消）申請
150 農林課 平戸市農林水産物集出荷貯蔵施設条例施行規則 様式第４号 農林水産物集出荷貯蔵施設研修室利用料金減免申請
151 農林課 平戸市多目的研修センター条例施行規則 様式第１号 多目的研修センター利用許可申請書
152 農林課 平戸市多目的研修センター条例施行規則 様式第３号 多目的研修センター利用変更（取消）申請書
153 農林課 平戸市多目的集会施設条例施行規則 様式第１号 多目的集会施設利用許可申請書
154 農林課 平戸市多目的集会施設条例施行規則 様式第３号 多目的集会施設利用許可変更（取消）申請書
155 農林課 平戸市多目的集会施設条例施行規則 様式第４号 多目的集会施設利用料金減免申請書
156 農林課 平戸市田平町地域資源活用総合交流促進センター条例施行規則 様式第１号 地域資源活用総合交流促進センター利用許可申請書
157 農林課 平戸市田平町地域資源活用総合交流促進センター条例施行規則 様式第２号 地域資源活用総合交流促進センター利用期間更新申請
158 農林課 平戸市田平町地域資源活用総合交流促進センター条例施行規則 様式第３号 地域資源活用総合交流促進センター現形変更承認申請
159 農林課 平戸市地区活性化センター条例施行規則 様式第１号 地区活性化センター利用許可申請書
160 農林課 平戸市地区活性化センター条例施行規則 様式第３号 地区活性化センター利用許可変更（取消）申請書
161 農林課 平戸市地区活性化センター条例施行規則 様式第４号 地区活性化センター利用料金減免申請書
162 農林課 平戸市たびら活性化施設条例施行規則 様式第１号 たびら活性化施設利用申込書
163 農林課 平戸市たびら活性化施設条例施行規則 様式第３号 たびら活性化施設使用料減免申請書
164 農林課 平戸市大島村農畜産物処理加工場条例施行規則 様式第１号 平戸市大島村農畜産物処理加工場利用許可申請書
165 農林課 平戸市大島村農畜産物処理加工場条例施行規則 様式第３号 平戸市大島村農畜産物処理加工場利用変更（取消）申
166 農林課 平戸市集落排水処理施設条例施行規則 様式第１号 排水設備設置期間延長許可申請書
167 農林課 平戸市集落排水処理施設条例施行規則 様式第２号 排水設備計画確認（変更）申請書
168 農林課 平戸市集落排水処理施設条例施行規則 様式第４号 除害施設計画確認（変更）申請書
169 農林課 平戸市集落排水処理施設条例施行規則 様式第７号 排水設備等工事完了届
170 農林課 平戸市集落排水処理施設条例施行規則 様式第９号 排水設備等撤去届
171 農林課 平戸市集落排水処理施設条例施行規則 様式第１０号 集排施設利用開始届
172 農林課 平戸市集落排水処理施設条例施行規則 様式第１１号 集排施設利用休止（廃止）届
173 農林課 平戸市集落排水処理施設条例施行規則 様式第１２号 集排施設利用再開届
174 農林課 平戸市集落排水処理施設条例施行規則 様式第１３号 集排施設利用者住所等変更届
175 農林課 平戸市集落排水処理施設条例施行規則 様式第１４号 悪質汚水排除開始（再開）届
176 農林課 平戸市集落排水処理施設条例施行規則 様式第１５号 悪質汚水排除量変更届
177 農林課 平戸市集落排水処理施設条例施行規則 様式第１６号 悪質汚水水質変更届
178 農林課 平戸市集落排水処理施設条例施行規則 様式第１７号 悪質汚水排除休止（廃止）届
179 農林課 平戸市集落排水処理施設条例施行規則 様式第１８号 管理人選定届
180 農林課 平戸市集落排水処理施設条例施行規則 様式第２０号 排水設備等所有者住所変更届
181 農林課 平戸市集落排水処理施設条例施行規則 様式第２２号 制限行為（変更）許可申請書
182 農林課 平戸市集落排水処理施設条例施行規則 様式第２３号 集排施設占用許可申請書
183 農林課 平戸市集落排水処理施設条例施行規則 様式第２５号 集排施設使用料等減免申請書
184 農林課 平戸市排水設備指定工事店規則 様式第１号 排水設備指定工事店指定申請書
185 農林課 平戸市排水設備指定工事店規則 様式第２号 誓約書
186 農林課 平戸市排水設備指定工事店規則 様式第４号 専属する責任技術者の名簿
187 農林課 平戸市排水設備指定工事店規則 様式第８号 排水設備指定工事店証再交付申請書
188 農林課 平戸市排水設備指定工事店規則 様式第９号 排水設備指定工事店指定辞退届
189 農林課 平戸市排水設備指定工事店規則 様式第１０号 排水設備指定工事店変更届
190 建設課 平戸市道路占用規則 様式第１号 道路占用（許可申請・協議）書
191 建設課 平戸市道路占用規則 様式第２号 道路掘削許可申請書
192 建設課 平戸市道路占用規則 様式第３号 道路占用承継届
193 建設課 平戸市道路占用規則 様式第５号 原状回復届
194 建設課 平戸市地籍調査の成果等の取扱いに関する規則 様式第１号 地籍調査成果等（閲覧・交付）申請書



№ 担当課 例　規　名 様　式 手続の名称
195 建設課 平戸市準用河川占用料等条例施行規則 様式第１号 準用河川占用等許可申請書
196 建設課 平戸市準用河川占用料等条例施行規則 様式第３号 準用河川占用料等減免申請書
197 建設課 平戸市法定外公共物管理条例施行規則 様式第１号 法定外公共物占用等許可申請書
198 建設課 平戸市法定外公共物管理条例施行規則 様式第３号 法定外公共物占用等廃止届
199 建設課 平戸市法定外公共物管理条例施行規則 様式第４号 法定外公共物占用料等減免申請書
200 建設課 平戸市法定外公共物管理条例施行規則 様式第５号 法定外公共物権利義務承継届
201 建設課 平戸市一般公共海岸占用料及び土石採取料徴収等条例施行規則 様式第１号 一般公共海岸区域占用許可申請書
202 建設課 平戸市一般公共海岸占用料及び土石採取料徴収等条例施行規則 様式第２号 一般公共海岸区域内制限行為許可申請書
203 建設課 平戸市一般公共海岸占用料及び土石採取料徴収等条例施行規則 様式第３号 一般公共海岸区域内占用許可事項変更（廃止）届
204 建設課 平戸市一般公共海岸占用料及び土石採取料徴収等条例施行規則 様式第４号 一般公共海岸区域原状回復届
205 都市計画課 平戸市営住宅条例施行規則 様式第１号 市営住宅入居申込書
206 都市計画課 平戸市営住宅条例施行規則 様式第４号 連帯保証人変更（異動）申請書（届）
207 都市計画課 平戸市営住宅条例施行規則 様式第４号の２ 市営住宅入居者等異動届
208 都市計画課 平戸市営住宅条例施行規則 様式第５号 市営住宅同居承認申請書
209 都市計画課 平戸市営住宅条例施行規則 様式第７号 市営住宅承継入居承認申請書
210 都市計画課 平戸市営住宅条例施行規則 様式第９号 収入申告書
211 都市計画課 平戸市営住宅条例施行規則 様式第１１号 意見申出書
212 都市計画課 平戸市営住宅条例施行規則 様式第１４号 家賃等減免申請書
213 都市計画課 平戸市営住宅条例施行規則 様式第１５号 家賃等徴収猶予申請書
214 都市計画課 平戸市営住宅条例施行規則 様式第２０号 市営住宅一時不使用届
215 都市計画課 平戸市営住宅条例施行規則 様式第２１号 市営住宅併用承認申請書
216 都市計画課 平戸市営住宅条例施行規則 様式第２３号 市営住宅模様替え（増築）承認申請書
217 都市計画課 平戸市営住宅条例施行規則 様式第２４号の２ 模様替（増築）しゅん工届
218 都市計画課 平戸市営住宅条例施行規則 様式第２７号 収入超過者（高額所得者）意見申出書
219 都市計画課 平戸市営住宅条例施行規則 様式第３１号 明渡期限延長申出書
220 都市計画課 平戸市営住宅条例施行規則 様式第３２号 住宅あっせん申出書
221 都市計画課 平戸市営住宅条例施行規則 様式第３３号 市営住宅退去届
222 都市計画課 平戸市営住宅条例施行規則 様式第３４号 社会福祉法人等市営住宅使用許可申請書
223 都市計画課 平戸市営住宅条例施行規則 様式第３７号 社会福祉法人等市営住宅使用許可内容変更報告書
224 都市計画課 平戸市営住宅条例施行規則 様式第３９号 市営住宅駐車場使用申込書
225 都市計画課 平戸市営住宅条例施行規則 様式第４１号の２ 市営住宅駐車場返還届
226 都市計画課 平戸市特定公共賃貸住宅条例施行規則 様式第１号 特定公共賃貸住宅入居申込書
227 都市計画課 平戸市特定公共賃貸住宅条例施行規則 様式第５号 連帯保証人変更（異動）届
228 都市計画課 平戸市特定公共賃貸住宅条例施行規則 様式第７号 特定公共賃貸住宅家賃減額申請書
229 都市計画課 平戸市特定公共賃貸住宅条例施行規則 様式第１１号 特定公共賃貸住宅入居者異動届
230 都市計画課 平戸市特定公共賃貸住宅条例施行規則 様式第１２号 特定公共賃貸住宅一時不使用届
231 都市計画課 平戸市特定公共賃貸住宅条例施行規則 様式第１３号 特定公共賃貸住宅模様替（増築）承認申請書
232 都市計画課 平戸市特定公共賃貸住宅条例施行規則 様式第１５号 模様替（増築）しゅん工届
233 都市計画課 平戸市特定公共賃貸住宅条例施行規則 様式第１６号 特定公共賃貸住宅同居承認申請書
234 都市計画課 平戸市特定公共賃貸住宅条例施行規則 様式第１８号 特定公共賃貸住宅承継入居承認申請書
235 都市計画課 平戸市特定公共賃貸住宅条例施行規則 様式第２０号 特定公共賃貸住宅退去届
236 都市計画課 平戸市災害危険住宅の移転促進等の助成に関する条例施行規則 様式第１号 災害危険住宅移転補助金交付申請書
237 都市計画課 平戸市災害危険住宅の移転促進等の助成に関する条例施行規則 様式第３号 着工届
238 都市計画課 平戸市災害危険住宅の移転促進等の助成に関する条例施行規則 様式第４号 完了届
239 都市計画課 平戸市建築基準法施行細則 様式第１号 届出書
240 都市計画課 平戸市建築基準法施行細則 様式第２号 申請手数料免除申請書
241 都市計画課 平戸市建築基準法施行細則 様式第３号 証明願
242 都市計画課 平戸市建築基準法施行細則 様式第３号の２ 道路位置指定済証明願
243 都市計画課 平戸市建築基準法施行細則 様式第３号の３ 指定済証明願
244 都市計画課 平戸市建築基準法施行細則 様式第４号 意見の聴取請求書
245 都市計画課 平戸市建築基準法施行細則 様式第６号 事前協議書
246 都市計画課 平戸市建築基準法施行細則 様式第１２号 アスベスト調査報告書
247 都市計画課 平戸市建築基準法施行細則 様式第１３号 軽微な変更届出書
248 都市計画課 平戸市建築基準法施行細則 様式第１４号 工程報告書
249 都市計画課 平戸市建築基準法施行細則 様式第１６号 道路の位置の指定（変更、廃止）申請書



№ 担当課 例　規　名 様　式 手続の名称
250 都市計画課 平戸市建築基準法施行細則 様式第１９号 承認申請書
251 都市計画課 平戸市建築基準法施行細則 様式第２１号 管理者との協議経過書
252 都市計画課 平戸市平戸港交流広場条例施行規則 様式第１号 平戸港交流広場利用許可申請書
253 都市計画課 平戸市空家等対策の推進に関する条例施行規則 様式第７号 意見書
254 都市計画課 平戸市空家等対策の推進に関する条例施行規則 様式第８号 意見聴取請求書
255 消防本部 平戸市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則 様式第１号 殉職者賞じゅつ金申立書
256 消防本部 平戸市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則 様式第２号 障害者賞じゅつ金申立書
257 消防本部 平戸市火災予防条例施行規則 様式第３号 共同防火管理協議事項届出書
258 消防本部 平戸市火災予防条例施行規則 様式第４号 消防用指定水利（変更・停止・廃止）届出書
259 消防本部 平戸市火災予防条例施行規則 様式第６号 禁止行為の解除承認申請書
260 消防本部 平戸市火災予防条例施行規則 様式第８号 火災予防上必要な業務に関する計画提出書
261 消防本部 平戸市火災予防条例施行規則 様式第９号 防火対象物使用開始届出書
262 消防本部 平戸市火災予防条例施行規則 様式第１０号 設置届出書(厨房設備ほか)
263 消防本部 平戸市火災予防条例施行規則 様式第１１号 設置届出書(燃料電池発電設備ほか)
264 消防本部 平戸市火災予防条例施行規則 様式第１２号 ネオン管灯設備設置届出書
265 消防本部 平戸市火災予防条例施行規則 様式第１３号 水素ガスを充てんする気球の設置届

266 消防本部 平戸市火災予防条例施行規則 様式第１４号
火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行
為等の届出書

267 消防本部 平戸市火災予防条例施行規則 様式第１５号 煙火（打上げ・仕掛け）届出書
268 消防本部 平戸市火災予防条例施行規則 様式第１６号 催物開催届出書
269 消防本部 平戸市火災予防条例施行規則 様式第１７号 水道（断・減）水届出書
270 消防本部 平戸市火災予防条例施行規則 様式第１８号 道路工事届出書
271 消防本部 平戸市火災予防条例施行規則 様式第１９号 露店等の開設届出書
272 消防本部 平戸市火災予防条例施行規則 様式第２０号 指定洞道等届出書
273 消防本部 平戸市火災予防条例施行規則 様式第２１号 少量危険物貯蔵届出書・指定可燃物取扱廃止届出書
274 消防本部 平戸市火災予防条例施行規則 様式第２２号 少量危険物・指定可燃物タンク水張・水圧検査申請書
275 消防本部 平戸市危険物の規制に関する規則 様式第３号 製造所等軽微な変更届出書
276 消防本部 平戸市危険物の規制に関する規則 様式第５号 許可申請取下げ願
277 消防本部 平戸市危険物の規制に関する規則 様式第６号 設置許可証等再交付申請書
278 消防本部 平戸市危険物の規制に関する規則 様式第８号 危険物施設事故届出書
279 消防本部 平戸市危険物の規制に関する規則 様式第１０号 危険物施設休止・再開届出書
280 消防本部 平戸市危険物の規制に関する規則 様式第１１号 危険物施設変更届出書
281 消防本部 平戸市危険物の規制に関する規則 様式第１３号 危険物仮貯蔵所・仮取扱所承認申請書
282 こども未来課 平戸市子どものための教育・保育給付認定に関する規則 様式第１号 子どものための教育・保育給付認定申請書

283 こども未来課 平戸市子どものための教育・保育給付認定に関する規則 様式第５号
子どものための教育・保育給付認定変更（取消）申請書
兼変更届出書

284 こども未来課 平戸市保育施設等における保育に関する規則 様式第１号 子どものための教育・保育給付認定申請書
285 こども未来課 平戸市児童手当事務処理規則 様式第１２号 児童手当・特例給付　個人番号変更等申出書
286 こども未来課 平戸市子ども手当事務処理規則 様式第８号 子ども手当寄附変更申出書・寄附撤回申出書

287 こども未来課 平戸市子ども手当事務処理規則 様式第10号
子ども手当からの学校給食費等徴収（支払）変更申出
書・学校給食費等徴収（支払）撤回申出書

288 こども未来課 平戸市子育てのための施設等利用給付認定に関する規則 様式第１号 子育てのための施設等利用給付認定申請書

289 こども未来課 平戸市子育てのための施設等利用給付認定に関する規則 様式第４号
子育てのための施設等利用給付認定変更（取消）申請
書兼変更届出書

290 こども未来課 平戸市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則 様式第１号 助産施設入所申込書
291 こども未来課 平戸市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則 様式第２号 母子生活支援施設入所申込書
292 こども未来課 平戸市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則 様式第９号 助産施設(母子生活支援施設)退所届
293 こども未来課 平戸市未熟児養育医療給付事務取扱規則 様式第１号 養育医療（新規・継続）給付申請書
294 こども未来課 平戸市未熟児養育医療給付事務取扱規則 様式第２号 養育医療意見書
295 こども未来課 平戸市未熟児養育医療給付事務取扱規則 様式第３号 保証書
296 こども未来課 平戸市未熟児養育医療給付事務取扱規則 様式第８号 養育医療に伴う看護・移送承認申請書


