
行政手続における押印の見直しに係る手続き及び様式一覧表

所管課 区分 例規名称 様式番号等 様式名称
審査申出書への審査申出人の押印
口頭審理における口述書への提出者の押印
様式第2号 選挙運動用ビラ作成契約届出書
様式第3号 選挙運動用ポスター作成契約届出書
様式第4号 選挙運動用自動車燃料代確認申請書
様式第5号 選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書
様式第6号 選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書
様式第10号(そ
の1)

選挙運動用自動車使用証明書（自動車）

様式第10号(そ
の2)

選挙運動用自動車使用証明書（燃料）

様式第10号(そ
の3)

選挙運動用自動車使用証明書（運転手）

様式第11号 選挙運動用ビラ作成証明書
様式第12号 選挙運動用ポスター作成証明書
様式第1号 宣誓書
様式第2号 宣誓書

管財課 訓令 バス使用規程 別記様式 南アルプス市バス使用許可申請書
様式第1号 自動車臨時運行許可申請書
様式第2号 臨時運行許可証
様式第3号 自動車臨時運行許可番号標亡失(き損)届
様式第4号 自動車臨時運行許可証亡失(き損)届
様式第1号 個人市民税等減免申請書
様式第2号 法人市民税減免申請書
様式第3号 生活状況報告書
様式第6号 個人市民税等減免事由消滅申告書
様式第7号 法人市民税減免事由消滅申告書
様式第1号 軽自動車税減免申請書
様式第2号 軽自動車税減免変更届出書
様式第3号 生計同一申告書

告示 軽自動車税課税保留等に関する要綱 様式第1号 軽自動車税課税保留等申立書

市民活動支援課
告示 高齢者タクシー利用助成事業実施要

綱 様式第1号
南アルプス市高齢者タクシー利用助成回数乗車券交付申請書（兼受領
書）

芦安窓口サービ
スセンター

告示 集落支援員設置要綱
様式第2号 業務日報

様式第2号 犬の鑑札再交付申請書
様式第3号 犬の死亡届
様式第4号 犬の登録事項変更届
様式第5号 狂犬病予防注射済票再交付申請書
様式第2号 アダプト・プログラム活動計画書
様式第4号 アダプト・プログラム活動変更届出書
様式第5号 アダプト・プログラム活動報告書
様式第6号 アダプト・プログラム活動事故報告書
様式第9号 障害児福祉手当/特別障害者手当(福祉手当)氏名住所変更届
様式第10号 障害児福祉手当/特別障害者手当(福祉手当)資格喪失届
様式第11号 障害児福祉手当/特別障害者手当(福祉手当)死亡届
様式第31号 自立支援医療費(育成・更生)支給認定(再認定・変更認定)申請書
様式第32号 自立支援医療（育成医療）意見書
様式第38号 自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(育成・更生医療)
様式第41号 自立支援医療（育成）補装具費請求書
様式第42号 自立支援医療（育成）移送費請求書
様式第1号 重度心身障害者医療費助成金受給資格者証交付申請書

様式第1号の2 特別児童扶養手当所得状況届

様式第2号 障害児福祉手当(福祉手当)所得状況届
様式第3号 重度心身障害者医療費助成金受給資格者証再交付申請書
様式第5号 重度心身障害者医療費助成金受給資格者証更新申請書
様式第7号 重度心身障害者医療費助成金受給資格等変更届

告示 重度障害者入浴サービス事業運営要 様式第1号 入浴サービス利用申請書
告示 難聴児補聴器購入費助成金交付要綱 様式第1号 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成申請書
告示 障害者等日常生活用具給付等事業実

施要綱
様式第1号 日常生活用具給付(貸与)申請書

告示 障害者等住宅改修費給付事業実施要 様式第1号 住宅改修費給付申請書
様式第1号 身体障害者用自動車改造費助成金交付申請書
様式第3号 身体障害者用自動車改造費助成金実績報告書
様式第1号 南アルプス市放課後児童クラブ入会申請書
様式第4号 南アルプス市放課後児童クラブ脱会届
様式第3号 施設型給付費・地域型保育給付費等　支給認定申請書
様式第10号 施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定現況届
様式第13号 施設型給付費・地域型保育給付費等　支給認定変更申請書(変更届)
様式第18号 施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証交付・再交付申請書
様式第23号 特定教育・保育施設確認申請書
様式第33号 特定地域型保育事業者　確認申請書
様式第1号 保育施設入所申込書
様式第2号 家庭状況調査書

様式第2号の2
南アルプス市保育施設の利用者負担額に係る寡婦（夫）控除のみなし
特例適用申請書

規則 病児・病後児保育事業実施条例施行 様式第2号 南アルプス市病児・病後児保育事業利用申込書
様式第2号 児童手当・特例給付　別居監護申立書
様式第22号 児童手当　寄附変更申出書／特例給付　寄附撤回申出書

様式第24号
児童手当（特例給付）からの学校給食費等徴収（支払）変更申出書（撤
回申出書）

様式第26号 児童手当・特例給付　個人番号変更等申出書
様式第1号 ひとり親家庭医療費助成金受給資格者証交付(更新)申請書
様式第4号 ひとり親家庭医療費助成金受給資格者証再交付申請書
様式第5号 ひとり親家庭医療費助成金請求書

税務課

市民税減免要綱

身体障害者等に対する軽自動車税の
減免要綱

自動車臨時運行の許可に関する取扱
規則

条例

選挙
管理
委員
会規
程

条例

告示

告示

規則

総務課

固定資産評価審査委員会条例

議会の議員及び長の選挙における選
挙運動の公費負担に関する規程

人事課 職員の服務の宣誓に関する条例

環境課
アダプト・プログラム実施要綱

狂犬病予防法施行細則

障がい福祉課

障害児福祉手当及び特別障害者手当
等の支給に関する事務取扱規則

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施行細則

身体障害者用自動車改造費助成金交
付要綱

重度心身障害者医療費助成条例施行
規則

告示

規則

規則

規則

告示

規則

子育て支援課

放課後児童クラブ条例施行規則

子ども・子育て支援法施行細則

保育の提供に関する規則

児童手当等事務処理規則

ひとり親家庭医療費助成に関する条例
施行規則

規則

規則

規則

規則

規則



行政手続における押印の見直しに係る手続き及び様式一覧表

様式第6号 ひとり親家庭医療費助成金受給資格変更届
様式第7号 ひとり親家庭医療費助成金受給資格喪失届
様式第8号 第三者行為による被害状況届
様式第1号 子ども医療費助成金受給資格者証交付申請書・資格者台帳
様式第3号 子ども医療費助成金受給資格者証再交付申請書
様式第4号 子ども医療費助成金申請書
様式第5号 子ども医療費助成金受給資格等変更届
様式第6号 子ども医療費助成金受給資格喪失届
様式第7号 第三者行為傷病届
様式第4号 ファミリー・サポート・センター登録事項変更届
様式第5号 ファミリー・サポート・センター会員登録解除届
様式第8号 支援活動報告書
様式第1号 子育て短期支援(ショートステイ)事業利用申請書
様式第3号 子育て短期支援(ショートステイ)事業利用変更届
様式第4号 子育て短期支援(ショートステイ)事業実施報告書
様式第1号 延長保育申込書
様式第3号 延長保育変更申請書
様式第1号 一時預かり入所申込書
様式第4号 一時預かり退所届
様式第1号 保育業務支援システム等導入実施計画書
様式第2号 事故防止等のためのビデオカメラ設置計画書
様式第3号 保育業務支援システム等導入費用支給申請書
様式第4号 事故防止等のためのビデオカメラ設置費用支給申請書
様式第1号 子ども用品貸出申請書
様式第2号 南アルプス市子ども用品利用申請同意・誓約書
様式第1号 高等技能訓練促進費等給付金支給申請書
様式第3号 高等技能訓練促進費等受給資格喪失届
様式第4号 高等技能訓練促進費等支給変更届
様式第6号 高等技能訓練促進費等支給対象資格受講修了報告書
様式第1号 自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書
様式第5号 自立支援教育訓練給付金対象講座受講取消届

告示 母子自立支援プログラム策定事業実
施要綱

様式第2号 母子自立支援プログラム策定申込書

様式第1号 南アルプス市ファミリー・サポート・センター会員登録申込書(活動会員
様式第2号 南アルプス市ファミリー・サポート・センター会員登録申込書(利用会員

告示 3歳未満児保育料無料化実施要綱 様式第1号 南アルプス市３歳未満児保育料無料化申請書
告示 ひとり親家庭小中学校入進学支度金

支給要綱
様式第1号 ひとり親家庭小中学校入進学支度金支給申請書

告示 母子福祉資金及び父子福祉資金並び
に寡婦福祉資金貸付償還金利子補給
要綱

別記様式
母子福祉資金及び父子福祉資金並びに寡婦福祉資金貸付償還金利
子補給申請書

様式第3号 地域おこし協力隊支援事業支援機関応募に関する質問書
様式第5号 地域おこし協力隊支援事業支援機関辞退届
様式第7号 地域おこし協力隊員候補者名簿
様式第9の2号 地域おこし協力隊員業務日誌
様式第10号 地域おこし協力隊支援事業実施計画書
様式第12号 地域おこし協力隊支援事業実施変更計画書
様式第14号 地域おこし協力隊支援事業（中止・廃止）届出書
様式第16号 地域おこし協力隊支援事業実施結果報告書

告示 有害鳥獣被害防止用施設設置等補助
金交付要綱

様式第4号 有害鳥獣被害防止用施設設置等補助金実績報告書

様式第1号 南アルプス市親元就農者経営安定支援事業計画（承認・変更承認）申
様式第3号 南アルプス市親元就農者経営安定支援事業補助金交付申請書
様式第4号 誓約書
様式第12号 南アルプス市親元就農者経営安定支援事業補助金返還免除申請書

様式第1号
南アルプス市中高年の農業継承者経営安定支援事業計画（承認・変更
承認）申請書

様式第3号 南アルプス市中高年の農業継承者経営安定支援事業補助金交付申請
様式第4号 誓約書

様式第12号
南アルプス市中高年の農業継承者経営安定支援事業補助金返還免除
申請書

都市計画課 規則 都市計画法施行細則 様式第2号 開発行為変更届出書
告示 木造住宅耐震診断事業実施要綱 様式第1号 南アルプス市木造住宅耐震診断申込書

様式第1号 南アルプス市芦安地区集合看板広告物掲載届
様式第3号 南アルプス市芦安地区集合看板広告物変更届
様式第1号 排水設備工事完了届
様式第2号 農業集落排水施設使用（変更）届
様式第2号 危険物仮貯蔵・仮取扱承認取下申請書
様式第5号 許可等取下申請書
様式第13号 危険物製造所等設置者（使用者）変更届出書
様式第14号 危険物製造所等使用休止・再開届出書
様式第15号 資料提出書（軽微な変更届出書）
様式第16号 危険物製造所等火気使用工事届出書
様式第17号 危険物製造所等災害発生報告書
様式第18号 許可等再交付申請書
様式第20号 承諾書
様式第1号 共同防火管理協議事項(変更)届出書
様式第2号 自衛消防訓練届出書
様式第5号 禁止行為の解除承認申請書
様式第6号の3 火災予防上必要な業務に関する計画提出書
様式第7号 防火対象物使用開始届出書

様式第9号
炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ
設備ヒートポンプ冷暖房機火花を生ずる設備・放電加工機　設置届出
書

様式第10号
急速充電設備　燃料電池発電設備　発電設備　変電設備　蓄電池設備
設置届出書

様式第11号 ネオン管灯設備設置届出書
様式第12号 水素ガスを充てんする気球の設置届出書
様式第13号 火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書

告示

告示

告示

告示

規則

告示

告示

告示

告示

告示

子ども医療費助成金支給条例施行規
則

子育て支援課

ひとり親家庭医療費助成に関する条例
施行規則

ファミリー・サポート・センター事
業実施要綱

子育て短期支援事業実施要綱

市立保育所延長保育実施要綱

一時預かり事業実施要綱

規則

保育所等における業務効率化推進事
業費補助金交付要綱

子ども用品貸出事業実施要綱

高等技能訓練促進費等事業実施要綱

母子家庭等自立支援教育訓練給付金
事業実施要綱

ファミリー・サポート・センター事業実施
要綱

農政課

地域おこし協力隊支援事業実施要綱

親元就農者経営安定支援事業補助金
交付要綱

中高年の農業継承者経営安定支援事
業補助金交付要綱

管理住宅課 芦安地区集合看板への広告物掲載に
伴う受益者協力金徴収要綱

告示

告示

告示

告示

農林土木課 芦安農業集落排水施設条例

消防本部予防課

危険物の規制に関する規則

火災予防条例施行規則

条例

規則

規則



行政手続における押印の見直しに係る手続き及び様式一覧表

様式第14号 煙火の打上げ／仕掛け　届出書
様式第15号 催物開催届出書
様式第16号 水道　断／減　水届出書
様式第17号 道路工事届出書
様式第17号の2 露店等の開設届出書
様式第18号 指定洞道等の(新規・変更)届出書
様式第19号 少量危険物／指定可燃物貯蔵取扱届出書
様式第20号 少量危険物／指定可燃物貯蔵取扱廃止届出書
様式第21号 少量危険物等タンク(水張・水圧)検査申請書
様式第1号 表示マーク交付（更新）申請書
様式第5号 表示マーク受領書
様式第6号 表示制度対象外施設申請書
様式第1号 消火薬剤充填申請書

様式第2号 充填済消火器受領書

様式第7号 消防用設備等設置計画書
様式第19号 特例認定通知書再交付申請書
様式第21号 消防用設備等の特例基準適用申請書
様式第7号 資料提出書
様式第8号 鑑識処分承諾書
様式第11号 保管物返還請書
様式第12号 資料送付書
様式第16号 り災申告書
様式第18号 り災申告書

様式第29号 り災証明願書

公平
委員
会規
則

再就職者から依頼等を受けた場合の
届出に関する規則

別記様式 南アルプス市再就職者から依頼等を受けた場合の届出書

公平
委員
会規
則

勤務条件に関する措置の要求に関す
る規則

公平
委員
会規
則

不利益処分についての審査請求に関
する規則

消防
本部
告示

監査委員事務局

消防本部予防課

火災予防条例施行規則

消防本部火災予防事務処理規程

消防本部防火基準適合表示要綱

消防本部火災調査規程

消防本部防火対策消火薬剤充填てん
要綱

規則

消防
本部
訓令

消防
本部
告示

消防
本部
訓令


