
課等名 手続（様式）の根拠 手続（様式）の名称

総務課 千早赤阪村補助金交付規則 補助金交付申請書（様式第１号）

総務課 千早赤阪村村税等の滞納者に対する補助金等の交付の制限に関する規則 納付等状況調査同意書（別記様式）

総務課 千早赤阪村財務規則 行政財産使用料減額・免除申請書（様式第40号の２）

総務課 千早赤阪村財務規則 普通財産貸付料減額・免除申請書（様式第40号の３）

総務課 千早赤阪村特定非営利活動促進法施行細則 特定非営利活動法人設立認証申請書（様式第１号）

総務課 千早赤阪村特定非営利活動促進法施行細則 補正書（様式第２号）

総務課 千早赤阪村特定非営利活動促進法施行細則 特定非営利活動法人設立・合併登記完了届（様式第３号）

総務課 千早赤阪村特定非営利活動促進法施行細則 特定非営利活動法人役員変更等届出書（様式第４号）

総務課 千早赤阪村特定非営利活動促進法施行細則 特定非営利活動法人定款変更認証申請書（様式第５号）

総務課 千早赤阪村特定非営利活動促進法施行細則 特定非営利活動法人定款変更届出書（様式第６号）

総務課 千早赤阪村特定非営利活動促進法施行細則 特定非営利活動解散認定申請書（様式第８号）

総務課 千早赤阪村特定非営利活動促進法施行細則 特定非営利活動法人解散届出書（様式第９号）

総務課 千早赤阪村特定非営利活動促進法施行細則 特定非営利活動法人残余財産譲渡認証申請書（様式第10号）

総務課 千早赤阪村特定非営利活動促進法施行細則 特定非営利活動法人合併認証申請書（様式第11号）

総務課 千早赤阪村特定非営利活動促進法施行細則 特定非営利活動法人清算人就職届出書（様式第12号）

総務課 千早赤阪村特定非営利活動促進法施行細則 特定非営利活動法人清算結了届出書（様式第13号）

押印の義務付けを廃止する様式一覧



総務課 千早赤阪村認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する証明に関する規則 認可地縁団体印交付申請書（様式第５号）

総務課 千早赤阪村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則 千早赤阪村公の施設指定管理者指定申請書（様式第１号）

総務課 千早赤阪村地区補助金交付要綱 千早赤阪村地区補助金交付申請書（様式第１号）

総務課 千早赤阪村地区補助金交付要綱 千早赤阪村地区補助金交付請求書（様式第３号）

総務課 千早赤阪村地区補助金交付要綱 千早赤阪村地区補助金交付実績報告書（様式第４号）

総務課 千早赤阪村長用自動車の管理及び運航に関する規程 庁用自動者使用申請書（様式第１号）

総務課 千早赤阪村長用自動車の管理及び運航に関する規程 車両事故報告書（様式第３号）

企画課 千早赤阪村広告掲載取扱要綱 千早赤阪村広告掲載申込書（様式第1号）

企画課 千早赤阪村広告掲載取扱要綱 千早赤阪村広告掲載確認書（様式第2号）

企画課 千早赤阪村地域おこし協力隊受入事業者補助金要綱
千早赤阪村地域おこし協力隊受入事業者補助金交付申請書

（様式第１号）

企画課 千早赤阪村地域おこし協力隊受入事業者補助金要綱
千早赤阪村地域おこし協力隊受入事業者補助金計画変更(中止・廃止）承認

申請書（様式第6号）

企画課 千早赤阪村地域おこし協力隊受入事業者補助金要綱 千早赤阪村地域おこし協力隊受入事業者補助金実績報告書（様式第9号）

企画課 千早赤阪村地域おこし協力隊受入事業者補助金要綱
千早赤阪村地域おこし協力隊受入事業者補助金交付請求書

（様式第12号）

企画課 千早赤阪村地域おこし協力隊受入事業者補助金要綱
千早赤阪村地域おこし協力隊受入事業者補助金概算払請求書

（様式第13号）

企画課 千早赤阪村地域おこし協力隊員起業支援補助金要綱
千早赤阪村地域おこし協力隊員起業支援補助金交付申請書

（様式第１号）

企画課 千早赤阪村地域おこし協力隊員起業支援補助金要綱
千早赤阪村地域おこし協力隊員起業支援補助金変更(廃止）承認申請書

（様式第６号）

企画課 千早赤阪村地域おこし協力隊員起業支援補助金要綱
千早赤阪村地域おこし協力隊員起業支援補助金概算払請求書

（様式第9号）

企画課 千早赤阪村地域おこし協力隊員起業支援補助金要綱
千早赤阪村地域おこし協力隊員起業支援補助金実績報告書

（様式第10号）



企画課 千早赤阪村地域おこし協力隊員起業支援補助金要綱 千早赤阪村地域おこし協力隊員起業支援補助金請求書（様式第13号）

企画課 千早赤阪村地域おこし協力隊員起業支援補助金要綱
千早赤阪村地域おこし協力隊員起業支援補助金返還免除申請書

（様式第16号）

企画課 千早赤阪村地域おこし協力隊員起業支援補助金要綱
千早赤阪村地域おこし協力隊員起業支援補助金財産処分承認申請書

（様式第20号）

企画課 千早赤阪村地域おこし協力隊員起業支援補助金要綱
千早赤阪村地域おこし協力隊員起業支援補助金事業遂行状況報告書

（様式第23号）

秘書課 千早赤阪村後援名義取扱要綱 千早赤阪村後援名義使用承認申請書（様式第１号）

秘書課 千早赤阪村後援名義取扱要綱 千早赤阪村後援名義使用事業内容変更届（様式第４号）

秘書課 千早赤阪村後援名義取扱要綱 千早赤阪村後援名義使用事業実績報告書（様式第５号）

税務課 千早赤阪村税条例施行規則 代表相続人選定届（様式第７号）

税務課 千早赤阪村税条例施行規則 納税管理人申告書（様式第12号）

税務課 千早赤阪村税条例施行規則 納税管理人異動申告書（様式第13号）

税務課 千早赤阪村税条例施行規則
村民税・府民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書

（様式第16号）

税務課 千早赤阪村税条例施行規則
村民税・府民税特別徴収税額の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出

書（様式第20号）

税務課 千早赤阪村税条例施行規則 村民税・府民税減免申請書（様式第21号）

税務課 千早赤阪村税条例施行規則 村民税・府民税簡易申告書（様式第22号）

税務課 千早赤阪村税条例施行規則 村民税・府民税申告書（村外居住者用）（様式第23号）

税務課 千早赤阪村税条例施行規則 特別徴収義務者所在地・名称変更届出書（様式第24号）

税務課 千早赤阪村税条例施行規則 特別徴収への切替申請書（様式第25号）

税務課 千早赤阪村税条例施行規則 法人設立開設異動申告書（様式第26号）



税務課 千早赤阪村税条例施行規則 土地非課税適用（取消）申告書（様式第38号）

税務課 千早赤阪村税条例施行規則 家屋非課税適用（取消）申告書（様式第39号）

税務課 千早赤阪村税条例施行規則 固定資産税減免申請書（様式第40号）

税務課 千早赤阪村税条例施行規則 高齢者等居住改修住宅等に係る固定資産税の減額申告書（様式第47号）

税務課 千早赤阪村税条例施行規則
軽自動車税（種別割）申告（報告）書兼標識交付申請書

（様式第49号）

税務課 千早赤阪村税条例施行規則 軽自動車税（種別割）廃車申告書兼標識返納書（様式第50号）

税務課 千早赤阪村税条例施行規則 原動機付自転車等標識再交付申請書（様式第56号）

税務課 千早赤阪村税条例施行規則
軽自動車税原動機付自転車小型特殊自動車廃車申告済証

（様式第57号）

税務課 千早赤阪村税条例施行規則 軽自動車税（種別割）減免申請書（様式第58号）

税務課 千早赤阪村税条例施行規則 軽自動車税（種別割）納税証明交付申請書（様式第60号）

税務課 千早赤阪村軽自動車税課税保留等事務取扱要綱 軽自動車税課税保留等申立書（様式第１号）

税務課 千早赤阪村軽自動車税課税保留等事務取扱要綱 解体証明書（様式第２号）

住民課 千早赤阪村重度障がい者の医療費の助成に関する条例施行規則 重度障がい者医療費助成申請(請求)書（様式第１号）

住民課 千早赤阪村重度障がい者の医療費の助成に関する条例施行規則 重度障がい者医療書交付(更新)申請書（様式第２号）

住民課 千早赤阪村重度障がい者の医療費の助成に関する条例施行規則 重度障がい者医療証再交付申請書（様式第４号）

住民課 千早赤阪村重度障がい者の医療費の助成に関する条例施行規則 重度障がい者医療費受給資格変更(喪失)届（様式第５号）

住民課 千早赤阪村ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則 ひとり親家庭医療証交付(更新)申請書（様式第１号）

住民課 千早赤阪村ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則 ひとり親家庭状況（様式第１号別紙１）



住民課 千早赤阪村ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則 ひとり親家庭所得状況（様式第１号別紙２）

住民課 千早赤阪村ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則 ひとり親家庭認定調書（様式第１号別紙３-１）

住民課 千早赤阪村ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則 ひとり親家庭認定調書（様式第１号別紙３-２）

住民課 千早赤阪村ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則 ひとり親家庭認定調書（様式第１号別紙３-３）

住民課 千早赤阪村ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則 ひとり親家庭認定調書（様式第１号別紙３-４）

住民課 千早赤阪村ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則 ひとり親家庭認定調書（様式第１号別紙３-５）

住民課 千早赤阪村ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則 ひとり親家庭認定調書（様式第１号別紙３-６）

住民課 千早赤阪村ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則 ひとり親家庭認定調書（様式第１号別紙３-７）

住民課 千早赤阪村ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則 ひとり親家庭認定調書（様式第１号別紙３-８）

住民課 千早赤阪村ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則 養育申立書（様式第１号別紙５）

住民課 千早赤阪村ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則 別居監護申立書（様式第１号別紙６）

住民課 千早赤阪村ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則 住所要件に関する申立書（様式第１号別紙７）

住民課 千早赤阪村ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則 監護申立書（様式第１号別紙８）

住民課 千早赤阪村ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則 養育費等に関する申告書（様式第１号別紙９）

住民課 千早赤阪村ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則 事実婚解消申立書（様式第１号別紙10）

住民課 千早赤阪村ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則 調書（様式第１号別紙11）

住民課 千早赤阪村ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則 ひとり親家庭医療費助成申請(請求)書（様式第３号）

住民課 千早赤阪村ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則 ひとり親家庭医療証再交付申請書（様式第４号）



住民課 千早赤阪村ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則 ひとり親家庭医療費受給資格変更(喪失)届（様式第５号）

住民課 千早赤阪村子ども医療費の助成に関する条例施行規則 子ども医療費助成申請(請求)書（様式第１号）

住民課 千早赤阪村子ども医療費の助成に関する条例施行規則 子ども医療証交付申請書（様式第２号）

住民課 千早赤阪村子ども医療費の助成に関する条例施行規則 子ども食事療養費助成(請求)書（様式第３号）

住民課 千早赤阪村子ども医療費の助成に関する条例施行規則 子ども医療証再交付申請書（様式第５号）

住民課 千早赤阪村子ども医療費の助成に関する条例施行規則 子ども医療費受給資格変更(喪失)届（様式第８号）

住民課 千早赤阪村国民健康保険条例施行規則
国民健康保険被保険者　適用開始・適用終了資格取得・資格喪失変更届

（様式第１号）

住民課 千早赤阪村国民健康保険条例施行規則 退職被保険者資格　取得・喪失届（様式第２号）

住民課 千早赤阪村国民健康保険条例施行規則 学　該当・非該当届（様式第３号）

住民課 千早赤阪村国民健康保険条例施行規則
国民健康保険法施行規則第５条の２による介護保険施設等入所者に対する住

所地主義の特例　適用・不適用届（様式第３号の２）

住民課 千早赤阪村国民健康保険条例施行規則
国民健康保険法施行規則第５条の４による障害者支援施設等の入所・入院に

関する適用・不適用届（様式第３号の３）

住民課 千早赤阪村国民健康保険条例施行規則
国民健康保険法施行規則第５条の８による特別の事情に関する届出書

（様式第３号の４）

住民課 千早赤阪村国民健康保険条例施行規則
国民健康保険法施行規則第５条の９による医療の受給資格取得・変更・喪失

届（様式第３号の５）

住民課 千早赤阪村国民健康保険条例施行規則 遠　被保険者証交付申請書（様式第４号）

住民課 千早赤阪村国民健康保険条例施行規則 国民健康保険被保険者証愛交付申請書（様式第５号）

住民課 千早赤阪村国民健康保険条例施行規則
国民健康保険限度額適用

限度額適用・標準負担額減額認定申請書（様式第５号の２）

住民課 千早赤阪村国民健康保険条例施行規則 国民健康保険療養費支給申請書（様式第６号）

住民課 千早赤阪村国民健康保険条例施行規則 国民健康保険移送費支給申請書（様式第８号）



住民課 千早赤阪村国民健康保険条例施行規則 移送を必要と認める意思意見書（様式第９号）

住民課 千早赤阪村国民健康保険条例施行規則 特定疾病受療証交付申請書（様式第13号）

住民課 千早赤阪村国民健康保険条例施行規則 国民健康保険高額療養費支給申請書件請求書（様式第14号）

住民課 千早赤阪村国民健康保険条例施行規則
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17号）

住民課 千早赤阪村国民健康保険条例施行規則
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20号）

住民課 千早赤阪村国民健康保険条例施行規則 特別療養給付申請書（様式第23号）

住民課 千早赤阪村国民健康保険条例施行規則 出産育児一時金支給申請書（様式第25号）

住民課 千早赤阪村国民健康保険条例施行規則 葬祭費支給申請書（様式第26号）

住民課 千早赤阪村国民健康保険条例施行規則
第三者行為による傷病届

事故発生状況報告書

住民課 千早赤阪村国民健康保険条例施行規則
千早赤阪村国民健康保険一部負担金徴収猶予（減免）申請書

（様式第28号）

住民課 千早赤阪村国民健康保険条例施行規則 国民健康保険料のための所得申告書（様式第30号）

住民課 千早赤阪村国民健康保険条例施行規則 国民健康保険料　減免・徴収猶予　申請書（様式第33号）

住民課 千早赤阪村国民健康保険条例施行規則 特例対象被保険者等（非自発的失業者）に係る届書（様式第34号）

住民課
千早赤阪村国民健康保険新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等にか

かる傷病手当金支給規則

千早赤阪村国民健康保険傷病手当金支給申請書（世帯主記入用）

千早赤阪村国民健康保険傷病手当金支給申請書（被保険者記入用）

千早赤阪村国民健康保険傷病手当金支給申請書（事業主記入用）

千早赤阪村国民健康保険傷病手当金支給申請書（医療機関記入用）

（様式第１号）

住民課 千早赤阪村後期高齢者医療に関する条例施行規則 後期高齢者医療保険料等に関する届出書（様式第４号）

住民課 千早赤阪村後期高齢者医療に関する条例施行規則 後期高齢者医療保険料延滞金減免申請書（様式第６号）



住民課 千早赤阪村廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例施行規則 一般廃棄物処理申込書（様式第２号）

住民課 千早赤阪村廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例施行規則 一般廃棄物処理廃止届書（様式第３号）

住民課 千早赤阪村廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例施行規則 一般廃棄物処理変更届書（様式第４号）

住民課 千早赤阪村廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例施行規則 一般廃棄物処理手数料免除申請書（様式第５号）

住民課 千早赤阪村印鑑条例施行規則
印鑑登録申請書

印鑑登録廃止申請書（様式第１号）

住民課 千早赤阪村印鑑条例施行規則 照会書及び回答書（様式第２号）

住民課 千早赤阪村印鑑条例施行規則 印鑑登録原票登録事項変更届書（様式第５号）

住民課 千早赤阪村印鑑条例施行規則 印鑑登録証明書交付申請書（様式第６号）

住民課 千早赤阪村住民票コードの記載等に関する規則 照会書及び回答書（様式第２号）

住民課 千早赤阪村住民基本台帳カード取扱規則 住民基本台帳カード交付（再交付）申請書（様式第１号）

住民課 千早赤阪村住民基本台帳カード取扱規則 住民基本台帳カード暗証番号変更・再設定申請書（様式第２号）

住民課 千早赤阪村住民基本台帳カード取扱規則 住民基本台帳カード一時停止申請書（様式第３号）

住民課 千早赤阪村住民基本台帳カード取扱規則 住民基本台帳カード一時停止解除申請書（様式第４号）

住民課 千早赤阪村住民基本台帳カード取扱規則 住民基本台帳カード一時停止解除申請書（様式第５号）

住民課 千早赤阪村住民基本台帳カード取扱規則 住民基本台帳カード表面記載事項変更申請書（様式第６号）

住民課 千早赤阪村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 住民票の一部の写しの閲覧請求（申出）書（様式第１号）



住民課 千早赤阪村土砂埋立て等の規制に関する条例施行規則 説明会の開催結果等報告書（様式第２号）

住民課 千早赤阪村土砂埋立て等の規制に関する条例施行規則 土砂埋立て等許可申請書（様式第３号）

住民課 千早赤阪村土砂埋立て等の規制に関する条例施行規則 土砂埋立て等変更許可申請書（様式第５号）

住民課 千早赤阪村土砂埋立て等の規制に関する条例施行規則 土砂埋立て等変更届（様式第６号）

住民課 千早赤阪村土砂埋立て等の規制に関する条例施行規則 土砂埋立て等着手届（様式第７号）

住民課 千早赤阪村土砂埋立て等の規制に関する条例施行規則 土砂搬入報告書（様式第９号）

住民課 千早赤阪村土砂埋立て等の規制に関する条例施行規則 土砂使用量報告書（様式第11号）

住民課 千早赤阪村土砂埋立て等の規制に関する条例施行規則 土砂搬入量及び搬出量報告書（様式第12号）

住民課 千早赤阪村土砂埋立て等の規制に関する条例施行規則 水質検査報告書（様式第13号）

住民課 千早赤阪村土砂埋立て等の規制に関する条例施行規則 土砂埋立て等完了届（様式第15号）

住民課 千早赤阪村土砂埋立て等の規制に関する条例施行規則 土砂埋立て等廃止（休止）届（様式第16号）

住民課 千早赤阪村土砂埋立て等の規制に関する条例施行規則 土砂埋立て等再開届（様式第17号）

住民課 千早赤阪村土砂埋立て等の規制に関する条例施行規則
土砂埋立て等地位承継承認申請書

（様式第18号）

住民課 千早赤阪村廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例施行規則 紙おむつ用無料ごみ処理券配布申請書（高齢者）

住民課 千早赤阪村廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例施行規則 紙おむつ用無料ごみ処理券配布申請書（子ども）

住民課 千早赤阪村廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例施行規則 無料ごみシール交付（再交付）申請書

住民課 千早赤阪村廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例施行規則 無料ごみシール配布願

住民課 千早赤阪村廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例施行規則 公用ごみシール交付申請書



住民課 千早赤阪村未熟児養育医療給付事業実施要綱 養育医療給付申請書（様式第１号）

住民課 千早赤阪村未熟児養育医療給付事業実施要綱 養育医療意見書（様式第２号）

住民課 千早赤阪村未熟児養育医療給付事業実施要綱 世帯調書（様式第３号）

住民課 千早赤阪村未熟児養育医療給付事業実施要綱 誓約書（様式第４号）

住民課 千早赤阪村未熟児養育医療給付事業実施要綱 養育医療移送費支給申請書（様式第６号）

住民課 千早赤阪村未熟児養育医療給付事業実施要綱 養育医療券再交付申請書（様式第８号）

住民課 千早赤阪村未熟児養育医療給付事業実施要綱 養育医療継続診療協議書（様式第９号）

住民課 千早赤阪村未熟児養育医療給付事業実施要綱 養育医療移送費請求書（様式第11号）

住民課 千早赤阪村国民健康保険総合健康診断事業実施要綱 千早赤阪村国民健康保険総合健康診断受診申請書（様式第１号）

住民課 千早赤阪村国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱 国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申請書（別記様式）

住民課 千早赤阪村合併処理浄化槽維持管理費補助金交付要綱
合併処理浄化槽維持管理費補助金交付申請書兼実績報告書

（様式第１号）

住民課 千早赤阪村合併処理浄化槽維持管理費補助金交付要綱 合併処理浄化槽維持管理費補助金交付請求書（様式第４号）

住民課 千早赤阪村電話予約による証明書の休日交付に関する事務取扱要綱
村府民税証明・軽自動車税納税証明（検査継続用）予約聞取り兼申請書

（様式第２号）

福祉課
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の規定に基づく

介護給付費等の支給等に関する規則
介護給付費等支給申請書（様式第１号）

福祉課
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の規定に基づく

介護給付費等の支給等に関する規則
介護給付費等支給変更申請書（様式第11号）

福祉課
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の規定に基づく

介護給付費等の支給等に関する規則
申請内容変更届（様式第14号）

福祉課
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の規定に基づく

介護給付費等の支給等に関する規則
受給者証再交付申請書（様式第15号）

福祉課
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の規定に基づく

介護給付費等の支給等に関する規則
計画相談支援給付費支給申請書（様式第23号）



福祉課
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の規定に基づく

介護給付費等の支給等に関する規則
計画相談支援依頼届出書（様式第24号）

福祉課
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の規定に基づく

介護給付費等の支給等に関する規則
補装具費支給申請書（様式第28号）

福祉課
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の規定に基づく

介護給付費等の支給等に関する規則
代理受領に係る補装具費委任状（様式第32号）

福祉課
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の規定に基づく

介護給付費等の支給等に関する規則
代理受領に係る補装具費支払請求書（様式第33号）

福祉課
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の規定に基づく

介護給付費等の支給等に関する規則
高額障害福祉サービス等給付費支給申請書（様式第35号）

福祉課 児童福祉法の規定に基づく障害児通所給付費等の支給等に関する規則 障害児通所給付費支給申請書（様式第１号）

福祉課 児童福祉法の規定に基づく障害児通所給付費等の支給等に関する規則 障害児通所給付費支給変更申請書（様式第７号）

福祉課 児童福祉法の規定に基づく障害児通所給付費等の支給等に関する規則 申請内容変更届出書（様式第９号）

福祉課 児童福祉法の規定に基づく障害児通所給付費等の支給等に関する規則 受給者証再交付申請書（様式第10号）

福祉課 児童福祉法の規定に基づく障害児通所給付費等の支給等に関する規則 特例障害児通所給付費支給申請書（様式第12号）

福祉課 児童福祉法の規定に基づく障害児通所給付費等の支給等に関する規則
災害害等による障害児通所給付費利用者負担額減額・免除等申請書

（様式第14号）

福祉課 児童福祉法の規定に基づく障害児通所給付費等の支給等に関する規則 計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書（様式第17号）

福祉課 児童福祉法の規定に基づく障害児通所給付費等の支給等に関する規則 計画相談支援・障害児相談支援依頼（変更）届出書（様式第18号）

福祉課 児童福祉法の規定に基づく障害児通所給付費等の支給等に関する規則 高額障害児通所給付費支給決定申請書（様式第22号）

福祉課 介護保険条例施行規則 介護保険異動届（様式第１号）

福祉課 介護保険条例施行規則
介護保険要支援・要介護認定・要支援更新・要介護認定申請書

（様式第５号）

福祉課 介護保険条例施行規則
介護保険居宅介護（介護予防）福祉用具購入費支給申請書

（様式第16号）

福祉課 介護保険条例施行規則 介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費支給申請書（様式第18号）



福祉課 介護保険条例施行規則 介護保険高額介護サービス費受領委任承認申請書（様式第19号の１）

福祉課 介護保険条例施行規則  高額介護（予防）サービス費支給申請書（様式第19号の２）

福祉課 介護保険条例施行規則
 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19号の３）

福祉課 介護保険条例施行規則 基準収入額適用申請書（様式第20号の３）

まちづくり推進課 優良宅地等認定事務施行規則 優良宅地認定申請書（様式第１号）

まちづくり推進課 優良宅地等認定事務施行規則 優良住宅認定申請書（様式第４号)

まちづくり推進課 千早赤阪村優良宅地等認定事務施行規則 優良宅地認定申請書（様式第１号）

福祉課 千早赤阪村緊急通報装置設置事情運営要綱 緊急通報装置設置申請書（様式第１号）

福祉課 千早赤阪村緊急通報装置設置事情運営要綱 緊急通報装置設置誓約書（様式第２号）

福祉課 千早赤阪村緊急通報装置設置事情運営要綱 緊急通報装置設置変更（廃止）届（様式第５号）

福祉課 千早赤阪村子育て短期支援事業実施要綱 子育て短期支援事業（養育・保護）申請書（様式第１号）

福祉課 千早赤阪村子育て支援ヘルパー派遣事業実施要綱 子育て支援ヘルパー派遣申込書（様式第１号）

福祉課 千早赤阪村居宅要介護高齢者おむつ給付金支給要綱 千早赤阪村居宅要介護高齢者おむつ給付金請求書（様式第４号）

福祉課 千早赤阪村居宅要介護高齢者おむつ給付金支給要綱
千早赤阪村居宅要介護高齢者おむつ給付金受給資格喪失届出書

（様式第５号）

福祉課 千早赤阪村介護予防・日常生活支援総合事業の指定等に関する要綱 指定申請書（様式第１号）

福祉課 千早赤阪村介護予防・日常生活支援総合事業の指定等に関する要綱 指定更新申請書（様式第２号）

福祉課 千早赤阪村介護予防・日常生活支援総合事業の指定等に関する要綱 変更届出書（様式第３号）

福祉課 千早赤阪村介護予防・日常生活支援総合事業の指定等に関する要綱 廃止（休止、再開）届出書（様式第４号）



福祉課 千早赤阪村地域介護予防事業補助金交付要綱 千早赤阪村地域介護予防事業補助金交付申請書（様式第１号）

福祉課 千早赤阪村地域介護予防事業補助金交付要綱 千早赤阪村地域介護予防事業変更・中止承認申請書（様式第３号）

福祉課 千早赤阪村地域介護予防事業補助金交付要綱 千早赤阪村地域介護予防事業補助金実績報告書（様式第５号）

福祉課 千早赤阪村地域介護予防事業補助金交付要綱 千早赤阪村地域介護予防事業補助金概算払請求書（様式第６号）

福祉課 千早赤阪村社会福祉法人等による利用者負担軽減実施要綱
社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書（社会福祉法人等による利用者

負担軽減措置）（様式第１号の１）

福祉課 千早赤阪村社会福祉法人等による利用者負担軽減実施要綱
社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書（社会福祉法人等による利用者

負担軽減措置）（様式第１号の２）

福祉課 千早赤阪村社会福祉法人等による利用者負担軽減実施要綱
社会福祉法人等による利用者負担軽減対象確認申請書（社会福祉法人等に

よる利用者負担軽減措置）（様式第２号）

福祉課 千早赤阪村移動支援事業実施要綱 移動支援事業者登録（変更）申請書（様式第１号）

福祉課 千早赤阪村移動支援事業実施要綱 地域生活支援事業支給（変更）申請書（様式第３号）

福祉課 千早赤阪村移動支援事業実施要綱 地域生活支援受給者証再交付申請書（様式第７号）

福祉課 千早赤阪村移動支援事業実施要綱 地域生活支援事業請求書（様式第８号）

福祉課 千早赤阪村日常生活用具給付等事業実施要綱 日常生活用具給付申請書（様式第１号）

福祉課 千早赤阪村日中一時支援事業実施要綱 地域生活支援事業支給（変更）申請書（様式第１号）

福祉課 千早赤阪村日中一時支援事業実施要綱 地域生活支援受給者証再交付申請書（様式第５号）

福祉課 千早赤阪村日中一時支援事業実施要綱 地域生活支援事業請求書（様式第６号）

福祉課 千早赤阪村重度障害者等住宅改造助成事業実施要綱
千早赤阪村重度障害者等住宅改造助成事業助成金交付申請書

（様式第１号）

福祉課 千早赤阪村重度障害者等住宅改造助成事業実施要綱
千早赤阪村重度障害者等住宅改造助成事業助成金経費配分（内容）変更

承認申請書（様式第２号）

福祉課 千早赤阪村重度障害者等住宅改造助成事業実施要綱
千早赤阪村重度障害者等住宅改造助成事業助成金請求書

（様式第４号）



福祉課 千早赤阪村身体障害者自動車改造助成事業実施要綱 千早赤阪村身体障害者自動車改造助成申請書（様式第１号）

福祉課 千早赤阪村身体障害者自動車改造助成事業実施要綱 千早赤阪村身体障害者自動車改造工事完了報告書（様式第３号）

福祉課 千早赤阪村身体障害者自動車改造助成事業実施要綱 千早赤阪村身体障害者自動車改造助成金請求書（様式第７号）

福祉課 千早赤阪村身体障害者手帳診断料助成事業実施要綱 身体障害者手帳診断料請求書（様式第１号）

福祉課 千早赤阪村シルバー人材センター補助金交付要綱 千早赤阪村シルバー人材センター補助金交付請求書（様式第３号）

福祉課 千早赤阪村シルバー人材センター補助金交付要綱 実績報告書（様式第４号）

福祉課 千早赤阪村社会福祉団体補助金交付要綱 千早赤阪村社会福祉団体補助金交付申請書（様式第１号）

福祉課 千早赤阪村社会福祉団体補助金交付要綱 千早赤阪村社会福祉団体補助金変更交付申請書（様式第５号）

福祉課 千早赤阪村社会福祉団体補助金交付要綱 千早赤阪村社会福祉団体補助対象事業中止届（様式第６号）

福祉課 千早赤阪村社会福祉団体補助金交付要綱 千早赤阪村社会福祉団体補助金交付実績報告書（様式第７号）

福祉課 千早赤阪村社会福祉団体補助金交付要綱 交付請求書（様式第11号）

福祉課 千早赤阪村社会福祉協議会運営補助金交付要綱 千早赤阪村社会福祉協議会運営補助金交付申請書（様式第１号）

福祉課 千早赤阪村社会福祉協議会運営補助金交付要綱 千早赤阪村社会福祉協議会運営補助金変更交付申請書（様式第５号）

福祉課 千早赤阪村社会福祉協議会運営補助金交付要綱 千早赤阪村社会福祉協議会運営補助金交付実績報告書（様式第７号）

福祉課 千早赤阪村社会福祉協議会運営補助金交付要綱 交付請求書（様式第11号）

健康課 千早赤阪村Ｂ型肝炎ワクチン等任意予防接種助成事業実施要綱 Ｂ型肝炎ワクチン等任意予防接種助成申請書兼請求書（様式第１号）

健康課 千早赤阪村風しん予防接種費用助成事業実施要綱 風しん等予防接種費用助成金交付申請書兼請求書（様式第１号）

健康課 千早赤阪村風しん予防接種費用助成事業実施要綱
千早赤阪村風しんの第５期の定期接種に係る抗体検査及び予防接種クーポン券

交付・再交付申請書（様式第２号）



健康課
千早赤阪村造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用助成事業実施

要綱

千早赤阪村造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用助成申請書兼

請求書（様式第１号）

健康課 千早赤阪村産婦健康診査費用助成事業実施要綱 千早赤阪村産婦健康診査費用助成申請書（様式第１号）

健康課 千早赤阪村妊婦健康診査費用助成事業実施要綱 千早赤阪村妊婦健康診査費用助成申請書（様式第１号）

健康課 千早赤阪村新生児聴覚検査費用助成実施要綱 千早赤阪村新生児聴覚検査費用助成申請書兼請求書（様式第１号）

健康課 千早赤阪村乳児一般健康診査費助成事業実施要綱 千早赤阪村乳児一般健康診査費助成申請書（様式第１号）

健康課 千早赤阪村乳児後期健康診査費助成事業実施要綱 千早赤阪村乳児後期健康診査費助成申請書（様式第１号）

健康課 千早赤阪村産後ケア事業実施要綱 千早赤阪村産後ケア事業利用申請書件情報提供書（様式第１号）

健康課 千早赤阪村乳幼児精密健康診査事業実施要綱 千早赤阪村乳幼児精密健康診査受診申請書（様式第１号）

観光産業振興課 千早赤阪村農業施設整備事業補助金交付要綱 千早赤阪村農業施設整備事業補助金交付申請書（様式第１号）

観光産業振興課 千早赤阪村農業施設整備事業補助金交付要綱
千早赤阪村農業施設整備事業補助金交付（変更・中止）承認申請書

（様式第６号）

観光産業振興課 千早赤阪村農業施設整備事業補助金交付要綱 千早赤阪村農業施設整備事業補助金実績報告書（様式第９号）

観光産業振興課 千早赤阪村農業施設整備事業補助金交付要綱 千早赤阪村農業施設整備事業補助金交付請求書（様式第11号）

観光産業振興課 千早赤阪村農作物等被害防止柵設置事業補助金交付要綱
千早赤阪村農作物等被害防止柵設置事業補助金交付申請書

（様式第１号）

観光産業振興課 千早赤阪村農作物等被害防止柵設置事業補助金交付要綱
千早赤阪村農作物等被害防止柵設置事業補助金(変更・中止)承認申請書

（様式第５号）

観光産業振興課 千早赤阪村農作物等被害防止柵設置事業補助金交付要綱
千早赤阪村農作物等被害防止柵設置事業補助金実績報告書

（様式第８号）

観光産業振興課 千早赤阪村農作物等被害防止柵設置事業補助金交付要綱
千早赤阪村農作物等被害防止柵設置事業補助金交付請求書

（様式第10号）

観光産業振興課 千早赤阪村農林業振興対策事業補助金交付要綱 千早赤阪村農林業振興対策事業補助金交付申請書（様式第１号の１）

観光産業振興課 千早赤阪村農林業振興対策事業補助金交付要綱
千早赤阪村農林業振興対策事業補助金計画変更承認申請書

（様式第２号）



観光産業振興課 千早赤阪村農林業振興対策事業補助金交付要綱
千早赤阪村農林業振興対策事業補助金事業中止(廃止)承認申請書

（様式第３号）

観光産業振興課 千早赤阪村農林業振興対策事業補助金交付要綱 千早赤阪村農林業振興対策事業補助金実績報告書（様式第５号）

観光産業振興課 千早赤阪村農林業振興対策事業補助金交付要綱 千早赤阪村農林業振興対策事業補助金概算払請求書（様式第７号）

観光産業振興課 千早赤阪村農林業振興対策事業補助金交付要綱 千早赤阪村農林業振興対策事業補助金交付請求書（様式第８号）

観光産業振興課 千早赤阪村鳥獣被害対策実施隊設置要綱 鳥獣被害対策実施隊登録申出書（別記様式）

観光産業振興課 千早赤阪村鳥獣被害対策実施隊設置要綱 誓約書（別記様式）

観光産業振興課 富田林商工会事業補助金交付要綱 富田林商工会事業補助金交付申請書（様式第１号）

観光産業振興課 富田林商工会事業補助金交付要綱 富田林商工会事業補助金概算払請求書（様式第４号）

観光産業振興課 富田林商工会事業補助金交付要綱 富田林商工会事業補助金交付請求書（様式第５号）

観光産業振興課 富田林商工会事業補助金交付要綱 富田林商工会事業補助金実績報告書（様式第６号）

観光産業振興課 千早赤阪村造林事業補助金交付要綱 千早赤阪村造林事業補助金交付申請書（様式第１号）

観光産業振興課 千早赤阪村造林事業補助金交付要綱 千早赤阪村造林事業補助金交付請求書（様式第４号）

観光産業振興課 千早赤阪村間伐材搬出利用促進事業補助金交付要綱 千早赤阪村間伐材搬出利用促進事業補助金交付申請書（様式第１号）

観光産業振興課 千早赤阪村間伐材搬出利用促進事業補助金交付要綱 同意書（様式第３号）

観光産業振興課 千早赤阪村間伐材搬出利用促進事業補助金交付要綱 着手届（様式第６号）

観光産業振興課 千早赤阪村間伐材搬出利用促進事業補助金交付要綱
千早赤阪村間伐材搬出利用促進事業補助金変更・中止承認申請書

（様式第７号）

観光産業振興課 千早赤阪村間伐材搬出利用促進事業補助金交付要綱 千早赤阪村間伐材搬出利用促進事業補助金実績報告書（様式第10号）

観光産業振興課 千早赤阪村間伐材搬出利用促進事業補助金交付要綱 千早赤阪村間伐材搬出利用促進事業補助金交付請求書（様式第13号）



観光産業振興課 千早赤阪村青年等就農計画認定要綱 千早赤阪村青年等就農計画認定申請書（様式第１号)

観光産業振興課 千早赤阪村青年等就農計画認定要綱 千早赤阪村青年等就農計画変更認定申請書（様式第４号)

観光産業振興課 千早赤阪村青年等就農計画認定要綱 千早赤阪村青年等就農計画認定辞退届（様式第６号)

観光産業振興課 千早赤阪村農業経営改善計画認定要綱 千早赤阪村農業経営改善計画認定申請書（様式第１号)

観光産業振興課 千早赤阪村農業経営改善計画認定要綱 千早赤阪村農業経営改善計画変更認定申請書（様式第４号)

観光産業振興課 千早赤阪村農業経営改善計画認定要綱 千早赤阪村農業経営改善計画認定辞退届（様式第６号)

観光産業振興課 千早赤阪村林業用施設等整備事業補助金交付要綱 千早赤阪村林業用施設等整備事業補助金交付申請書（様式第１号）

観光産業振興課 千早赤阪村林業用施設等整備事業補助金交付要綱
千早赤阪村林業用施設等整備事業補助金変更・中止承認申請書

（様式第６号）

観光産業振興課 千早赤阪村林業用施設等整備事業補助金交付要綱 千早赤阪村林業用施設等整備事業補助金実績報告書（様式第11号）

観光産業振興課 千早赤阪村林業用施設等整備事業補助金交付要綱 千早赤阪村林業用施設等整備事業補助金精算書（様式第13号）

観光産業振興課 千早赤阪村林業用施設等整備事業補助金交付要綱 千早赤阪村林業用施設等整備事業補助金請求書（様式第15号）

観光産業振興課 千早赤阪村条件不利森林間伐事業補助金交付要綱 千早赤阪村条件不利森林間伐事業補助金交付申請書（様式第１号）

観光産業振興課 千早赤阪村条件不利森林間伐事業補助金交付要綱 千早赤阪村条件不利森林間伐事業変更・中止承認申請書（様式第５号）

観光産業振興課 千早赤阪村条件不利森林間伐事業補助金交付要綱 千早赤阪村条件不利森林間伐事業実績告書（様式第８号）

観光産業振興課 千早赤阪村条件不利森林間伐事業補助金交付要綱 千早赤阪村条件不利森林間伐事業請求書（様式第11号）

観光産業振興課 千早赤阪村観光協会補助金交付要綱 千早赤阪村観光協会補助金交付申請書（様式第１号）

観光産業振興課 千早赤阪村観光協会補助金交付要綱 千早赤阪村観光協会補助金変更承認申請書（様式第４号）

観光産業振興課 千早赤阪村観光協会補助金交付要綱 千早赤阪村観光協会補助金中止承認申請書（様式第５号）



観光産業振興課 千早赤阪村観光協会補助金交付要綱 千早赤阪村観光協会補助金実績報告書（様式第７号）

観光産業振興課 千早赤阪村観光協会補助金交付要綱 千早赤阪村観光協会補助金請求書（様式第９号）

観光産業振興課 千早赤阪村観光協会補助金交付要綱 千早赤阪村観光協会補助金概算払請求書（様式第10号）

観光産業振興課 千早赤阪村金剛警備隊活動事業補助金交付要綱 千早赤阪村金剛警備隊活動事業補助金申請書（様式第１号）

観光産業振興課 千早赤阪村金剛警備隊活動事業補助金交付要綱 千早赤阪村金剛警備隊活動事業補助金変更申請書（様式第４号）

観光産業振興課 千早赤阪村金剛警備隊活動事業補助金交付要綱 千早赤阪村金剛警備隊活動事業補助金中止承認申請書（様式第５号）

観光産業振興課 千早赤阪村金剛警備隊活動事業補助金交付要綱 千早赤阪村金剛警備隊活動事業補助金実績報告書（様式第７号）

観光産業振興課 千早赤阪村金剛警備隊活動事業補助金交付要綱 千早赤阪村金剛警備隊活動事業補助金請求書（様式第９号）

観光産業振興課 千早赤阪村金剛警備隊活動事業補助金交付要綱 千早赤阪村金剛警備隊活動事業補助金概算払請求書（様式第10号）

観光産業振興課 区域設定証明申請について 区域・地域証明書交付申請書

まちづくり推進課 千早赤阪村地域公共交通維持確保等事業補助金交付要綱 事業完了報告書（様式第６号）

まちづくり推進課 千早赤阪村地域公共交通維持確保等事業補助金交付要綱 千早赤阪村地域公共交通維持確保等事業実績報告書（様式第７号）

まちづくり推進課 千早赤阪村既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱 千早赤阪村既存民間建築物耐震診断補助申請書（様式第１号）

まちづくり推進課 千早赤阪村既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱 千早赤阪村既存民間建築物耐震診断着手届（様式第４号）

まちづくり推進課 千早赤阪村既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱
千早赤阪村既存民間建築物耐震診断補助金交付申請取り下げ申請書

（様式第５号）

まちづくり推進課 千早赤阪村既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱
千早赤阪村既存民間建築物耐震診断補助金交付申請事項変更・中止届

（様式第６号）

まちづくり推進課 千早赤阪村既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱
千早赤阪村既存民間建築物耐震診断（予備診断）報告書

（様式第７号）

まちづくり推進課 千早赤阪村木造住宅耐震改修工事等補助金交付要綱 千早赤阪村木造住宅耐震改修工事等補助交付申請書（様式第１号）



まちづくり推進課 千早赤阪村木造住宅耐震改修工事等補助金交付要綱 千早赤阪村木造住宅耐震改修工事等着手届（様式第４号）

まちづくり推進課 千早赤阪村木造住宅耐震改修工事等補助金交付要綱 千早赤阪村木造住宅耐震改修工事等変更届（様式第６号）

まちづくり推進課 千早赤阪村木造住宅耐震改修工事等補助金交付要綱 千早赤阪村木造住宅耐震改修工事等中止届（様式第８号）

まちづくり推進課 千早赤阪村木造住宅耐震改修工事等補助金交付要綱
千早赤阪村木造住宅耐震改修工事等耐震改修設計確認依頼書

（様式第９号）

まちづくり推進課 千早赤阪村木造住宅耐震改修工事等補助金交付要綱 千早赤阪村木造住宅耐震改修工事等中間検査申請書（様式第11号）

まちづくり推進課 千早赤阪村木造住宅耐震改修工事等補助金交付要綱
千早赤阪村木造住宅耐震改修工事等監理報告書（中間検査）

（様式第12号）

まちづくり推進課 千早赤阪村木造住宅耐震改修工事等補助金交付要綱 千早赤阪村木造住宅耐震改修工事等完了報告書（様式第14号）

まちづくり推進課 千早赤阪村木造住宅耐震改修工事等補助金交付要綱
千早赤阪村木造住宅耐震改修工事等監理報告書（完了検査）

（様式第15号）

まちづくり推進課 千早赤阪村木造住宅耐震改修工事等補助金交付要綱 千早赤阪村木造住宅耐震改修工事等補助金交付請求書（様式第17号）

まちづくり推進課 千早赤阪村木造住宅除却工事補助金交付要綱 千早赤阪村木造住宅除却工事補助金交付申請書（様式第１号）

まちづくり推進課 千早赤阪村木造住宅除却工事補助金交付要綱 千早赤阪村木造住宅除却工事着手届（様式第４号）

まちづくり推進課 千早赤阪村木造住宅除却工事補助金交付要綱
千早赤阪村木造住宅除却計画変更承認申請書兼千早赤阪村木造住宅除却

工事補助金交付変更申請書（様式第５号）

まちづくり推進課 千早赤阪村木造住宅除却工事補助金交付要綱 千早赤阪村木造住宅除却工事計画変更届（様式第６号）

まちづくり推進課 千早赤阪村木造住宅除却工事補助金交付要綱 千早赤阪村木造住宅除却工事計画変更届（様式第８号）

まちづくり推進課 千早赤阪村木造住宅除却工事補助金交付要綱 千早赤阪村木造住宅除却工事完了報告書（様式第９号）

まちづくり推進課 千早赤阪村空き家改修補助金交付要綱 千早赤阪村空き家改修補助金交付申請書（様式第１号）

まちづくり推進課 千早赤阪村空き家改修補助金交付要綱 誓約書（様式第３号）

まちづくり推進課 千早赤阪村空き家改修補助金交付要綱 空き家改修補助金交付変更・中止・廃止申請書（様式第６号）



まちづくり推進課 千早赤阪村空き家改修補助金交付要綱 空き家改修補助金実績報告書（様式第９号）

まちづくり推進課 千早赤阪村子育て世帯等新築マイホーム取得費用補助交付要綱 子育て世帯等新築マイホーム取得費用補助申請書（様式第１号）

まちづくり推進課 千早赤阪村子育て世帯等新築マイホーム取得費用補助交付要綱 誓約書（様式第２号）

まちづくり推進課 千早赤阪村開発指導要綱 事前協議書（様式第１号）

施設整備課 千早赤阪村下水道条例施行規則 排水設備等工事計画（変更）確認申請書（様式第１号）

施設整備課 千早赤阪村下水道条例施行規則 排水設備等工事完了届（様式第３号）

施設整備課 千早赤阪村下水道条例施行規則 排水設備等検査申請書（様式第５号）

施設整備課 千早赤阪村下水道条例施行規則 公共下水道使用開始（休止・廃止・再開）届（様式第13号）

施設整備課 千早赤阪村下水道条例施行規則 下水道使用料減免申請書（様式第22号）

施設整備課 千早赤阪村法定外公共物管理条例施行規則 法定外公共物占用許可申請書（様式第１号）

施設整備課 千早赤阪村法定外公共物管理条例施行規則 法定外公共物工事施行許可申請書（様式第２号）

施設整備課 千早赤阪村法定外公共物管理条例施行規則 法定外公共物工事完了届書（様式第５号）

施設整備課 千早赤阪村法定外公共物管理条例施行規則 法定外公共物工事完了届書（様式第６号）

施設整備課 千早赤阪村法定外公共物管理条例施行規則 法定外公共物占用許可廃止等届出書（様式第７号）

施設整備課 千早赤阪村法定外公共物管理条例施行規則 法定外公共物地位承継届出書（様式第８号）

施設整備課 千早赤阪村土砂採取に関する条例施行規則 土砂採取届（様式第１号）

施設整備課 千早赤阪村土砂採取に関する条例施行規則 土砂採取にかかる承継書（様式第２号）

施設整備課 千早赤阪村土砂採取に関する条例施行規則 土砂採取廃止届（様式第３号）



施設整備課 千早赤阪村土砂採取に関する条例施行規則 土砂採取変更届（様式第４号）

施設整備課 千早赤阪村浄化槽設置整備事業補助金交付要綱 浄化槽補助金交付申請書（様式第１号）

施設整備課 千早赤阪村浄化槽設置整備事業補助金交付要綱 浄化槽変更承認申請書（様式第４号）

施設整備課 千早赤阪村浄化槽設置整備事業補助金交付要綱 浄化槽実績報告書（様式第５号）

施設整備課 千早赤阪村浄化槽設置整備事業補助金交付要綱 浄化槽補助金交付請求書（様式第７号）

施設整備課 千早赤阪村樹木粉砕機貸出要綱 樹木粉砕機借用申請書兼誓約書（様式第１号）

施設整備整備課 道路占用に関する手続き 道路占用許可申請書

施設整備整備課 道路工事の施行許可申請について 道路工事施行承認申請書

施設整備整備課 重量規制道路の通行許可について 道路通行使用許可申請書

施設整備整備課 道路幅員の証明書交付について 道路現況幅員証明書交付申請書

教育課 千早赤阪村子どものための教育・保育給付認定に関する規則
施設型給付費・地域型保育給付費教育・保育給付認定申請書

（様式第１号）

教育課 千早赤阪村子どものための教育・保育給付認定に関する規則 教育・保育給付認定現況届

教育課 千早赤阪村子育てのための施設等利用給付に係る手続に関する規則 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書（様式第１号）

教育課 千早赤阪村子育てのための施設等利用給付に係る手続に関する規則 特定子ども・子育て支援施設等確認変更届（様式第２号）

教育課 千早赤阪村子育てのための施設等利用給付に係る手続に関する規則 特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届（様式第３号）

教育課 千早赤阪村子育てのための施設等利用給付に係る手続に関する規則
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の４第１号）

（様式第４号）

教育課 千早赤阪村子育てのための施設等利用給付に係る手続に関する規則
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の４第２号・第３

号）（様式第５号）

教育課 千早赤阪村子育てのための施設等利用給付に係る手続に関する規則
子育てのための教育・保育給付認定変更申請書(法第19条第１項第１号）兼

子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の４第２号・第３号）



教育課 千早赤阪村子育てのための施設等利用給付に係る手続に関する規則 保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書（様式第７号）

教育課 千早赤阪村子育てのための施設等利用給付に係る手続に関する規則 子育てのための施設等利用給付認定変更届（様式第８号）

教育課
千早赤阪村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等及び業

務管理体制に係る届出に関する規則
特定教育・保育施設確認申請書（様式第１号）

教育課
千早赤阪村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等及び業

務管理体制に係る届出に関する規則

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者設置者住所等変更届出書

（様式第６号）

教育課
千早赤阪村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等及び業

務管理体制に係る届出に関する規則

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用定員減少届出書

（様式第７号）

教育課
千早赤阪村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等及び業

務管理体制に係る届出に関する規則
特定地域型保育事業者確認申請書（様式第８号）

教育課
千早赤阪村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等及び業

務管理体制に係る届出に関する規則
特定教育・保育提供者　業務管理体制整備届出書（様式第９号）

教育課
千早赤阪村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等及び業

務管理体制に係る届出に関する規則
特定教育・保育提供者　業務管理体制変更届出書（様式第10号）

教育課 千早赤阪村保育の利用に関する規則 事業所利用申込書兼児童台帳（様式第１号）

教育課 千早赤阪村保育の利用に関する規則 事業所入所辞退届（様式第４号）

教育課 千早赤阪村保育の利用に関する規則 事業所退所届（様式第５号）

教育課 千早赤阪村子育てのための施設等利用給付の支給に関する要綱
施設等利用費請求書(償還払い用）私立幼稚園(新制度移行園を除く。）、国

立大学付属幼稚園、特別支援学校幼稚部の施設等利用費

教育課 千早赤阪村子育てのための施設等利用給付の支給に関する要綱
施設等利用費請求書(償還払い用）幼稚園・認定こども園・特別支援学校幼稚

部の預かり保育事業の施設等利用費（様式第２号）

教育課 千早赤阪村子育てのための施設等利用給付の支給に関する要綱
施設等利用費請求書(償還払い用）認可外保育施設・一時預かり事業・病児保

育・子育て援助活動支援事業の施設等利用費（様式第３号）

教育課 千早赤阪村子育てのための施設等利用給付の支給に関する要綱 特定子ども・子育て支援提供証明書（様式第４号）

教育課 千早赤阪村子育てのための施設等利用給付の支給に関する要綱
施設等利用費請求書(法定代理受領用）私立幼稚園(新制度移行園を除

く。）、国立大学付属幼稚園、特別支援学校幼稚部が施設等利用給付認定保



教育課 千早赤阪村子育てのための施設等利用給付の支給に関する要綱
施設等利用費請求書(法定代理受領用）認可外保育施設等が施設等利用給

付認定保護者に代わって施設等利用費を代理受領する場合（様式第６号）

教育課 千早赤阪村認定こども園施設整備費補助金交付要綱 千早赤阪村認定こども園施設整備費補助金交付請求書（様式第８号）

教育課 千早赤阪村副食費補助金交付要綱 委任状（様式第１号）

教育課 千早赤阪村副食費補助金交付要綱 千早赤阪村副食費補助金交付申請書（様式第２号）

教育課 千早赤阪村副食費補助金交付要綱 千早赤阪村副食費補助金交付申請書（様式第２の２号）

教育課 千早赤阪村副食費補助金交付要綱 千早赤阪村副食費補助金(概算払い）請求書（様式第４号）

教育課 千早赤阪村副食費補助金交付要綱 千早赤阪村副食費補助金請求書（様式第４の２号）

教育課 千早赤阪村副食費補助金交付要綱 千早赤阪村副食費補助金実績報告書（様式第５号）

教育課 千早赤阪村副食費補助金交付要綱 千早赤阪村副食費補助金精算請求書（様式第７号）

選挙管理委員会 千早赤阪村選挙関係事務執行規程 千早赤阪村選挙関係事務執行（様式第７号その１）

選挙管理委員会 千早赤阪村選挙関係事務執行規程 選挙事務所移動届（様式第７号その２）

選挙管理委員会 千早赤阪村選挙関係事務執行規程 選挙事務所移動届（様式第９号その２）

選挙管理委員会 千早赤阪村選挙関係事務執行規程 個人演説会撤回申出書（様式第16号）

選挙管理委員会 千早赤阪村選挙関係事務執行規程 出納責任者選任届（様式第21号その１）

選挙管理委員会 千早赤阪村選挙関係事務執行規程 出納責任者異動届（様式第21号その２）

選挙管理委員会 千早赤阪村選挙関係事務執行規程 出納責任者職務代行開始届（様式第22号その１）



選挙管理委員会 千早赤阪村選挙関係事務執行規程 出納責任者職務代行終止届（様式第22号その２）

選挙管理委員会 千早赤阪村選挙関係事務執行規程 宣誓書（様式第24号）

選挙管理委員会 千早赤阪村選挙関係事務執行規程 証票交付申請書（様式第29号）

選挙管理委員会 千早赤阪村選挙関係事務執行規程 証票交付申請書（様式第30号）

選挙管理委員会 千早赤阪村の議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する規程 選挙公報掲載申請書（様式第１号）

選挙管理委員会 千早赤阪村の議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する規程 選挙公報掲載文原稿用紙（様式第２号）

選挙管理委員会 千早赤阪村の議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する規程 選挙公報掲載撤回申請書（様式第３号）

選挙管理委員会 千早赤阪村の議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する規程 選挙公報掲載文修正申請書（様式第４号）

農業委員会 耕作証明について 耕作状況証明願

農業委員会 転用済証明について 証明願

農業委員会 農地改良届について 農地改良届出書

農業委員会
許可申請について

（所有権移転、権利の設定等）
農地法第3条の規定による許可申請書

農業委員会 相続等による権利取得の届出について 農地法第3条の3第1項の規定による届出書

農業委員会 農地の転用許可申請について 農地法第4条の規定による許可申請書

農業委員会 農地の転用届出について 農地法第4条第1項第8号の規定による農地転用届出書

農業委員会 農地の転用許可申請について 農地法第5条の規定による許可申請書

農業委員会 農地の転用届出について 農地法第5条第1項第7号の規定による農地転用届出書

農業委員会 農業施設の設置報告について 農業用施設設置報告書



教育委員会 千早赤阪村学校給食費取扱規程 施設見学・試食依頼書（様式第３号）

教育委員会 千早赤阪村学校給食費取扱規程 牛乳停止及び学校給食費返還申請書（様式第４号）

教育委員会 千早赤阪村こごせっ子学校給食費補助金交付要綱
千早赤阪村こごせっ子学校給食費補助金交付申請書兼委任状（様式第１

号）

教育委員会 千早赤阪村教育委員会後援名義取扱要綱 千早赤阪村教育委員会後援名義使用承認申請書（様式第１号）

教育委員会 千早赤阪村教育委員会後援名義取扱要綱 千早赤阪村教育委員会後援名義使用事業内容変更届（様式第４号）

教育委員会 千早赤阪村教育委員会後援名義取扱要綱 千早赤阪村教育委員会後援名義使用事業実績報告書（様式第５号）

教育委員会 千早赤阪村実費徴収に係る補足給付要綱
千早赤阪村実費徴収に係る補足給付費交付申請書（代理受領用）

（様式第１号）

教育委員会 千早赤阪村実費徴収に係る補足給付要綱 千早赤阪村実費徴収に係る補足給付費交付申請書（様式第２号）

教育委員会 千早赤阪村実費徴収に係る補足給付要綱
千早赤阪村実費徴収に係る補足給付費交付申請書（償還払い用）

（様式第３号）

教育委員会 千早赤阪村実費徴収に係る補足給付要綱 千早赤阪村実費徴収に係る補足給付費(概算払い)請求書（様式第７号）

教育委員会 千早赤阪村実費徴収に係る補足給付要綱 千早赤阪村実費徴収に係る補足給付費請求書（様式第８号）

教育委員会 千早赤阪村実費徴収に係る補足給付要綱 千早赤阪村実費徴収に係る補足給付費実績報告書（様式第９号）

教育委員会 千早赤阪村実費徴収に係る補足給付要綱 千早赤阪村実費徴収に係る補足給付費精算請求書（様式第11号）

教育委員会 千早赤阪村就学援助費支給要綱 就学援助費受給申請書兼振込依頼書（様式第１号）

教育委員会
千早赤阪村立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に

関する条例施行規則
公務災害発生報告書（様式第１号）

教育委員会 千早赤阪村立中学校遠距離通学補助金交付要綱 遠距離通学補助金交付申請書（様式第１号）

教育委員会 千早赤阪村立中学校遠距離通学補助金交付要綱 遠距離通学補助金交付決定変更申請書（様式第４号）

教育委員会 千早赤阪村立中学校遠距離通学補助金交付要綱 遠距離通学補助金交付請求書 （様式第６号）



教育委員会 千早赤阪村安心こども支援事業補助金交付要綱 千早赤阪村安心こども支援事業補助金交付請求書（様式第８号）

教育委員会 千早赤阪村教育支援センター実施要綱 千早赤阪村教育支援センター入室届

教育委員会 千早赤阪村立小学校の通学区域に関する要綱 就学学校変更願


