
No. 手続所管課 事業・手続名 様式名 押印 署名 備考

271 保健福祉課
子どもの居場所づくり事業費補助
⾦申請⼿続

⽥川市子どもの居場所づくり事業費補助⾦交付申請書 〇

272 保健福祉課
子どもの居場所づくり事業費補助
⾦申請⼿続

⽥川市子どもの居場所づくり事業変更等申請書 〇

273 保健福祉課
子どもの居場所づくり事業費補助
⾦申請⼿続

⽥川市子どもの居場所づくり事業費補助⾦実績報告書 〇

274 保健福祉課
子どもの居場所づくり事業費補助
⾦申請⼿続

⽥川市子どもの居場所づくり事業費補助⾦交付（概算）
請求書

×

275 保健福祉課 骨髄等移植ドナー助成⾦申請⼿続 ⽥川市骨髄等移植ドナー助成⾦交付申請書兼請求書 ×

276 保健福祉課 骨髄等移植ドナー助成⾦申請⼿続 ⽥川市骨髄等移植ドナー助成⾦交付申請書兼請求書 × ×

277 保健福祉課
小児慢性特定疾病児童等日常生活
用具給付申請⼿続

⽥川市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書 〇

278 保健福祉課
小児慢性特定疾病児童等日常生活
用具給付申請⼿続

⽥川市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付券 〇

279 保健福祉課
小児慢性特定疾病児童等日常生活
用具給付申請⼿続

⽥川市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付券 〇

280 保健福祉課
小児慢性特定疾病児童等日常生活
用具給付申請⼿続

委任状 〇

281 保健福祉課
小児慢性特定疾病児童等日常生活
用具給付申請⼿続

委任状 〇

282 保健福祉課
小児慢性特定疾病児童等日常生活
用具給付申請⼿続

⽥川市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具受領報告書 〇

283 保健福祉課 社会福祉法⼈設⽴認可申請⼿続 社会福祉法⼈設⽴認可申請書 〇

284 保健福祉課
社会福祉法⼈財産移転完了報告⼿
続

社会福祉法⼈財産移転完了報告書 〇

285 保健福祉課
社会福祉法⼈定款変更認可申請⼿
続

社会福祉法⼈定款変更認可申請書 〇

286 保健福祉課 社会福祉法⼈定款変更届出⼿続 社会福祉法⼈定款変更届出書 〇

287 保健福祉課
社会福祉法⼈解散認可（認定）申
請⼿続

社会福祉法⼈解散認可（認定）申請書 〇

288 保健福祉課 社会福祉法⼈解散届出⼿続 社会福祉法⼈解散届出書 〇

⽥川市の⾏政手続における押印等の⾒直し状況（令和３年４⽉１⽇時点）
凡例（〇︓廃⽌するもの ×︓廃⽌しないもの）
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289 保健福祉課
社会福祉法⼈清算⼈就任登記完了
届出⼿続

社会福祉法⼈清算⼈就任登記完了届出書 〇

290 保健福祉課 社会福祉法⼈清算結了届出⼿続 社会福祉法⼈清算結了届出書 〇

291 保健福祉課
社会福祉法⼈合併認可申請⼿続
（吸収合併用）

社会福祉法⼈合併認可申請書（吸収合併用） 〇

292 保健福祉課
社会福祉法⼈合併認可申請⼿続
（新設合併用）

社会福祉法⼈合併認可申請書（新設合併用） 〇

293 保健福祉課 基本財産処分承認申請⼿続 基本財産処分承認申請書 〇

294 保健福祉課 基本財産担保提供承認申請⼿続 基本財産担保提供承認申請書 〇

295 保健福祉課 基本財産担保提供承認申請⼿続 社会福祉充実計画申請書 〇

296 保健福祉課 基本財産担保提供承認申請⼿続 承認社会福祉充実計画変更承認申請書 〇

297 保健福祉課 基本財産担保提供承認申請⼿続 承認社会福祉充実計画変更届出書 〇

298 保健福祉課 基本財産担保提供承認申請⼿続 承認社会福祉充実計画終了承認申請書 〇

299 保健福祉課 災害⾒舞⾦⽀給申請⼿続 災害⾒舞⾦⽀給申請書 〇

300 保健福祉課 ⽥川市災害弔慰⾦⽀給申請⼿続 診断書 〇

301 保健福祉課 ⽥川市災害弔慰⾦⽀給申請⼿続 災害援護資⾦借⼊申込書 〇

302 保健福祉課 ⽥川市災害弔慰⾦⽀給申請⼿続 災害援護資⾦借用書 ×

303 保健福祉課 ⽥川市災害弔慰⾦⽀給申請⼿続 繰上償還申出書 〇

304 保健福祉課 ⽥川市災害弔慰⾦⽀給申請⼿続 償還⾦⽀払猶予申請書 〇

305 保健福祉課 ⽥川市災害弔慰⾦⽀給申請⼿続 違約⾦⽀払免除申請書 〇

306 保健福祉課 ⽥川市災害弔慰⾦⽀給申請⼿続 災害援護資⾦償還免除申請書 〇
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307 保健福祉課 ⽥川市災害弔慰⾦⽀給申請⼿続 ⽒名等変更届 〇

308 保健福祉課 高齢者トランポリン教室 高齢者トランポリン教室参加申込書兼同意書 〇

309 保健福祉課 生きいき健康教室 生きいき健康教室参加申込書兼同意書 〇

310 保健福祉課 介護予防ポイント事業 介護予防ポイント登録申請書 〇

311 保健福祉課 介護予防ポイント事業 生きいき健康教室参加者カード地域振興券受領書 〇

312 保健福祉課 介護予防ポイント事業
生きいき健康教室ボランティア活動カード地域振興券受
領書

〇

313 保健福祉課 高齢者スポーツ健康教室 高齢者スポーツ健康教室参加申込書兼同意書 〇

314 保健福祉課 高齢者トランポリン教室 トランポリン健康運動教室辞退届 〇

315 保健福祉課
地域介護予防活動⽀援事業
⽥川市食生活改善推進会活動助成
事業

⽥川市食生活改善推進会補助⾦交付申請書 〇

316 保健福祉課
地域介護予防活動⽀援事業
⽥川市食生活改善推進会活動助成
事業

⽥川市食生活改善推進会補助⾦交付決定通知書 〇

317 保健福祉課
地域介護予防活動⽀援事業
⽥川市食生活改善推進会活動助成
事業

⽥川市食生活改善推進会補助⾦請求書 ×

318 保健福祉課
⽥川市予防接種費用助成⾦交付申
請

⽥川市予防接種費用助成⾦交付申請書 〇

319 保健福祉課
⽥川市予防接種費用助成⾦交付申
請

⽥川市予防接種費用助成⾦請求書 ×

320 保健福祉課 ⽥川市原爆被爆者⾒舞⾦申請 ⽥川市原爆被爆者⾒舞⾦申請書（請求書も兼ねている） ×

321 保健福祉課 ⽥川市原爆被爆者⾒舞⾦申請 委任状 〇

322 保健福祉課 ⽥川市不妊治療費助成事業 ⽥川市不妊治療費助成申請書 〇 〇

323 保健福祉課 ⽥川市不妊治療費助成事業 ⽥川市不妊治療費助成請求書 ×

324 保健福祉課 ⽥川市不妊治療費助成事業 委任状 〇
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325 保健福祉課 ⽥川市産後ケア事業 ⽥川市産後ケア事業利用申込書 〇

326 保健福祉課 ⽥川市産後ケア事業 ⽥川市産後ケア事業実施結果報告書 〇

327 保健福祉課 ⽥川市産後ケア事業 ⽥川市産後ケア事業委託料請求書 ×

328 保健福祉課 ⽥川市産後ケア事業 ⽥川市産後ケア事業利用報告書 〇

329 保健福祉課 産前・産後サポート事業 特定妊婦⽀援プラン（産前・産後） 〇 〇

330 保健福祉課 たがたん健幸ポイント事業 たがたん健幸ポイント事業参加辞退届出書 〇

331 保健福祉課 たがたん健幸ポイント事業
たがたん健幸ポイント事業に係る活動量計の紛失・破損
等届出書

〇

332 保健福祉課 たがたん健幸ポイント事業 たがたん健幸ポイント健康診査受診ポイント付与申請書 〇

333 保健福祉課
妊婦健康診査事業（⺟子健康⼿帳
交付⼿続き）

⺟子健康⼿帳再発⾏者名簿 〇

334 保健福祉課
妊婦健康診査事業（⺟子健康⼿帳
交付⼿続き）

妊娠届出書 〇

335 保健福祉課
妊婦健康診査事業（⺟子健康⼿帳
交付⼿続き）

委任状 〇

336 保健福祉課
妊婦健康診査事業（補助券再交付
⼿続き）

妊婦健康診査補助券再交付申請書 〇

337 保健福祉課
妊婦健康診査事業（補助券再交付
⼿続き）

妊婦健康診査補助券使用状況連絡票（妊婦健康診査補助
券再交付申請用）

〇

338 保健福祉課
妊婦健康診査事業（助成⾦交付⼿
続き）

⽥川市妊婦健康診査費助成⾦交付申請書 〇

339 保健福祉課
妊婦健康診査事業（助成⾦交付⼿
続き）

妊婦健康診査費助成⾦交付請求書 ×

340 保健福祉課
⽥川市妊娠希望者等風しん予防接
種費用助成事業

⽥川市妊娠希望者等風しん予防接種費用助成申請書 〇

341 保健福祉課
⽥川市妊娠希望者等風しん予防接
種費用助成事業

⽥川市妊娠希望者等風しん予防接種費用助成実績報告書 〇

342 保健福祉課
⽥川市妊娠希望者等風しん予防接
種費用助成事業

⽥川市妊娠希望者等風しん予防接種費用助成請求書 ×
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343 保健福祉課
⽥川市児童福祉施設等職員麻しん
予防接種費用助成事業

⽥川市児童福祉施設等職員麻しん予防接種費用助成申請
書

〇

344 保健福祉課
⽥川市児童福祉施設等職員麻しん
予防接種費用助成事業

麻しん予防接種対象者（児童福祉施設等職員）証明書 〇

345 保健福祉課
⽥川市児童福祉施設等職員麻しん
予防接種費用助成事業

麻しん問診票・同意書 〇 ×

346 保健福祉課 ⽥川市風しんの追加的対策事業 風しんの抗体検査及び定期接種のクーポン券交付申出書 〇

347 保健福祉課 ⽥川市風しんの追加的対策事業
風しんの抗体検査及び定期接種のクーポン券再交付申出
書

〇

348 保健福祉課 ⽥川市風しんの追加的対策事業
⽥川市風しんの追加的対策事業に係る抗体検査費用等助
成⾦交付申請書

〇

349 保健福祉課 ⽥川市風しんの追加的対策事業
⽥川市風しんの追加的対策事業に係る抗体検査費用等助
成⾦請求書

×

350 保健福祉課 ⽥川市食品衛生協会補助⾦交付 ⽥川市食品衛生協会補助⾦交付申請書 〇

351 保健福祉課 ⽥川市食品衛生協会補助⾦交付 ⽥川市食品衛生協会補助⾦交付請求書 ×
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