
No. 手続所管課 事業・手続名 様式名 押印 署名 備考

418 高齢障害課 認知症施策推進事業 田川市高齢者等ＳＯＳネットワーク事前登録申請書 〇 ×

419 高齢障害課 認知症施策推進事業 委任状 〇 ×

420 高齢障害課 認知症施策推進事業
田川市高齢者ＳＯＳネットワーク登録変更・取下げ申請
書

〇

421 高齢障害課 移送サービス事業 田川市移送サービス事業利⽤登録申請書 〇

422 高齢障害課 移送サービス事業 移送サービス利⽤申請書 〇 ×

423 高齢障害課 移送サービス事業 移送サービス実績報告書 〇

424 高齢障害課 移送サービス事業 移送サービス利⽤廃⽌届 〇

425 高齢障害課 緊急通報体制等整備事業 緊急通報システム利⽤申請書兼登録台帳 〇 ×

426 高齢障害課 社会福祉協議会福祉活動補助事業 補助⾦交付申請書 〇

427 高齢障害課 社会福祉協議会福祉活動補助事業 補助⾦返還届 〇

428 高齢障害課 住宅改造費助成事業 田川市住宅改造費助成事業申請書（高齢者⽤） 〇

429 高齢障害課 住宅改造費助成事業 田川市住宅改造費助成事業申請書（⾝障者⽤） 〇

430 高齢障害課 住宅改造費助成事業 住宅改造承諾書 〇 ×

431 高齢障害課 住宅改造費助成事業 助成変更申請書 〇

432 高齢障害課 住宅改造費助成事業 ⼯事完了届出書 〇

433 高齢障害課 障害者控除対象者認定交付事務 障害者控除対象者認定申請書 〇 ×

434 高齢障害課 障害者控除対象者認定交付事務 委任状 〇 ×

435 高齢障害課 ⽼⼈保護措置事業 入所措置申出書 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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436 高齢障害課 ⽼⼈保護措置事業 養護受託者台帳兼養護受託申請書 〇

437 高齢障害課 ⽼⼈保護措置事業 入所（養護）開始報告書 〇

438 高齢障害課 ⽼⼈保護措置事業 葬祭実施報告書 〇

439 高齢障害課 ⽼⼈保護措置事業 被措置者状況変更届 〇

440 高齢障害課 緊急ショートステイ事業 緊急ショートステイ利⽤申請書 〇

441 高齢障害課 緊急ショートステイ事業 緊急ショートステイ入所通知書 〇

442 高齢障害課 緊急ショートステイ事業 緊急ショートステイ利⽤期間更新申込書 〇

443 高齢障害課 緊急ショートステイ事業 緊急ショートステイ退所通知書 〇

444 高齢障害課 ⾒守り配⾷サービス事業 ⾒守り配⾷サービス事業利⽤申請書兼登録台帳 〇

445 高齢障害課 ⽣きがい公⺠館事業 ⽣きがい公⺠館事業計画書 〇

446 高齢障害課 ⽣きがい公⺠館事業 承認書 〇 ×

447 高齢障害課 ⽣きがい公⺠館事業 ⽣きがい公⺠館事業実績報告書 〇

448 高齢障害課 ⽣きがい公⺠館事業 ⽣きがい公⺠館代表者（公⺠館⻑）の変更について 〇

449 高齢障害課 介護施設整備等促進事業 田川市地域介護・福祉空間整備事業補助⾦交付申請書 〇

450 高齢障害課 介護施設整備等促進事業 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 〇

451 高齢障害課 介護施設整備等促進事業
田川市地域介護・福祉空間整備事業補助⾦交付実績報告
書

〇

452 高齢障害課 介護施設整備等促進事業 誓約書 〇 ×

453 高齢障害課 買い物支援事業 田川市買い物支援協⼒店登録申請書 〇
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454 高齢障害課 買い物支援事業 田川市買い物支援協⼒店登録変更届 〇

455 高齢障害課 買い物支援事業 田川市買い物支援協⼒店登録解除届 〇

456 高齢障害課 ⽼⼈福祉電話貸与事業 田川市⽼⼈福祉電話貸与申請書 〇 ×

457 高齢障害課
⽼⼈クラブ活動等社会活動促進事
業

⽼⼈クラブ補助⾦交付申請書（単位⽼⼈クラブ） 〇

458 高齢障害課
⽼⼈クラブ活動等社会活動促進事
業

⽼⼈クラブ実績報告書（単位⽼⼈クラブ） 〇

459 高齢障害課
田川市⽼⼈ホーム入所判定委員委
嘱事務

承諾書 〇 ×

460 高齢障害課
田川市高齢者保健福祉計画有識者
会議委員委嘱事務

承諾書 〇 ×

461 高齢障害課
田川市高齢者保健福祉計画評価委
員会委員委嘱事務

承諾書 〇 ×

462 高齢障害課
地域包括支援センター運営協議会
委員委嘱事務

承諾書 〇 ×

463 高齢障害課
地域包括ケアシステム推進協議会
専門部会員委嘱事務

承諾書 〇 ×

464 高齢障害課 成年後⾒制度利⽤支援事業 成年後⾒開始の審判申⽴て同意書 〇 ×

465 高齢障害課 成年後⾒制度利⽤支援事業 親族調査表 〇 ×

466 高齢障害課
障害支援区分認定審査委員会委員
選任事務

推薦書 〇

467 高齢障害課
障害支援区分認定審査委員会委員
選任事務

承諾書 〇

468 高齢障害課
障害支援区分認定審査委員会委員
選任事務

辞任届 〇

469 高齢障害課
障害福祉サービス等に係る手続
（区分認定）

医師意⾒書作成料請求書 ×

470 高齢障害課
障害福祉サービス等に係る手続
（区分認定）

同意書兼委任状 ×

471 高齢障害課
障害福祉サービス等に係る手続
（区分認定調査委託）

同意書 〇
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472 高齢障害課
障害福祉サービス等に係る手続
（申請手続き）（者）

（介護給付費 訓練給付費 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

〇

473 高齢障害課
障害福祉サービス等に係る手続
（申請手続き）（児）

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

〇

474 高齢障害課
障害福祉サービス等に係る手続
（申請手続き）（者）

（介護給付費 訓練給付費 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・免除等申請書

〇

475 高齢障害課
障害福祉サービス等に係る手続
（申請手続き）（児）

障害児通所給付費支給変更申請書兼利⽤者負担額減額・
免除等申請書

〇

476 高齢障害課
障害福祉サービス等に係る手続
（申請手続き）（者）

計画相談支援給付費支給申請書 〇

477 高齢障害課
障害福祉サービス等に係る手続
（申請手続き）（児）

障害児計画相談支援給付費支給申請書 〇

478 高齢障害課
障害福祉サービス等に係る手続
（申請手続き）（者）

計画相談依頼（変更）届出書 〇

479 高齢障害課
障害福祉サービス等に係る手続
（申請手続き）（児）

障害児計画相談支援依頼（変更）届出書 〇

480 高齢障害課
障害福祉サービス等に係る手続
（申請手続き）（児）

高額障害児給付費支給申請書 〇

481 高齢障害課
障害福祉サービス等に係る手続
（申請手続き）（者）

世帯状況・収入申告書 〇

482 高齢障害課
障害福祉サービス等に係る手続
（申請手続き）（者）

高額障害福祉サービス等給付費支給申請書 〇

483 高齢障害課
障害福祉サービス等に係る手続
（契約報告）（児・者）

契約内容（障害福祉サービス受給者証記載事項）報告書 〇

484 高齢障害課
障害福祉サービス等に係る手続
（転入時手続き）

同意書 〇

485 高齢障害課
障害福祉サービス等に係る手続
（申請手続き）

申請内容変更届出書 〇

486 高齢障害課
障害福祉サービス等に係る手続
（申請手続き）

受給者証再交付申請 〇

487 高齢障害課
障害福祉サービス等に係る手続
（申請手続き）

共同⽣活住居契約家賃額証明書 〇

488 高齢障害課
障害福祉サービス等に係る手続
（申請手続き）

利⽤者負担上限額管理事務依頼（変更）届出書 〇

489 高齢障害課
⾃⽴支援医療（更⽣医療・育成医
療）支給申請手続

⾃⽴支援医療費（更⽣医療・育成医療）支給認定申請書 〇
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490 高齢障害課
⾃⽴支援医療（更⽣医療・育成医
療）支給申請手続

⾃⽴支援医療記載事項変更届（更⽣医療・育成医療・精
神通院）

〇

491 高齢障害課
⾃⽴支援医療（更⽣医療・育成医
療）支給申請手続

委任状 ×

492 高齢障害課
⾃⽴支援医療（更⽣医療・育成医
療）支給申請手続

医師意⾒書 〇

493 高齢障害課 補装具費支給申請手続 補装具費支給申請書 〇

494 高齢障害課 補装具費支給申請手続 補装具費支給申請書（児童） 〇

495 高齢障害課 補装具費支給申請手続 補装具費支給券 〇

496 高齢障害課 補装具費支給申請手続 補装具費支給券（児童） 〇

497 高齢障害課 補装具費支給申請手続 代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状 ×

498 高齢障害課 補装具費代理受領業者登録 田川市補装具業者登録申請書 ×

499 高齢障害課 補装具費代理受領業者登録 役員等調書及び照会承諾書 ×

500 高齢障害課 補装具費代理受領業者登録 誓約書 ×

501 高齢障害課 補装具費代理受領業者登録 使⽤印鑑届 ×

502 高齢障害課 特別障害者手当等申請手続 同意書 〇

503 高齢障害課 特別障害者手当等申請手続 委任状及び口座振替申込書 〇

504 高齢障害課 特別障害者手当等申請手続
（特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当）の代理
受領について

〇

505 高齢障害課 特別障害者手当等申請手続 死亡届 〇

506 高齢障害課 特別障害者手当等申請手続 未支払請求書 ×

507 高齢障害課 特別障害者手当等申請手続 資格喪失届 〇
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508 高齢障害課 地域⽣活支援事業（日中一時） 日中一時支援事業利⽤申請書 〇

509 高齢障害課 地域⽣活支援事業（日中一時） 田川市地域⽣活事業登録申請書 〇

510 高齢障害課 地域⽣活支援事業（日中一時） 田川市日中一時支援事業請求書 ×

511 高齢障害課 地域⽣活支援事業（日中一時） 田川市日中一時支援事業利⽤状況実績記録票 〇

512 高齢障害課 地域⽣活支援事業（日中一時） 就労証明書 〇

513 高齢障害課 障害者配⾷サービス事業 障害者配⾷サービス事業利⽤申請書兼登録台帳 〇

514 高齢障害課 訪問入浴サービス事業 田川市訪問入浴サービス利⽤申請書 〇

515 高齢障害課 訪問入浴サービス事業 田川市訪問入浴サービス入浴可否意⾒書 〇

516 高齢障害課 訪問入浴サービス事業
田川市訪問入浴サービス事業利⽤廃⽌（停⽌・変更）届
出書

〇

517 高齢障害課 訪問入浴サービス事業 田川市地域⽣活事業登録申請書 〇

518 高齢障害課
地域⽣活支援事業（⾃動⾞運転免
許取得助成）

⾃動⾞運転免許取得助成申請書 〇

519 高齢障害課
地域⽣活支援事業（⾃動⾞改造助
成）

⾃動⾞改造助成事業申請書 〇

520 高齢障害課
地域⽣活支援事業（⾃動⾞改造助
成）

⾃動⾞改造費給付券 〇

521 高齢障害課 地域⽣活支援事業等利⽤申請手続 田川市福祉タクシー利⽤券交付申請書 〇

522 高齢障害課 地域⽣活支援事業等利⽤申請手続 手話通訳者等登録申請書 〇

523 高齢障害課 地域⽣活支援事業等利⽤申請手続 手話通訳者等派遣申込書 〇

524 高齢障害課 地域⽣活支援事業等利⽤申請手続 手話通訳者等派遣報告書 〇

525 高齢障害課
地域⽣活支援事業（日常⽣活⽤
具）

日常⽣活⽤具給付（貸与）申請書 〇
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526 高齢障害課
地域⽣活支援事業（日常⽣活⽤
具）

日常⽣活⽤給付券 〇

527 高齢障害課
地域⽣活支援事業（日常⽣活⽤
具）

住宅改修費給付申請書 〇

528 高齢障害課
地域⽣活支援事業（日常⽣活⽤
具）

住宅改修費給付券 〇

529 高齢障害課
地域⽣活支援事業（移動支援事
業）

ガイドヘルプサービス事業利⽤申請書 〇

530 高齢障害課
地域⽣活支援事業（移動支援事
業）

ガイドヘルプサービス事業利⽤廃⽌（停⽌・変更）申請
書

〇

531 高齢障害課
地域⽣活支援事業（移動支援事
業）

田川市移動支援事業（ガイドヘルプサービス）登録申請
書

〇

532 高齢障害課
地域⽣活支援事業（移動支援事
業）

移動支援事業（ガイドヘルプサービス）提供実績記録表 〇

533 高齢障害課
地域⽣活支援事業（移動支援事
業）

移送サービス事業利⽤登録申請書（⾝体障害者） 〇

534 高齢障害課
地域⽣活支援事業（移動支援事
業）

移送サービス事業利⽤申請書 〇

535 高齢障害課
地域⽣活支援事業（移動支援事
業）

移送サービス事業利⽤廃⽌届 〇

536 高齢障害課 社会参加支援事業 軽度難聴者補聴器購入費助成申請書 〇

537 高齢障害課 社会参加支援事業 軽度難聴者補聴器購入費助成請求書 ×

538 高齢障害課
軽度・中等度難聴児補聴器購入費
助成事業

軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成申請書 〇

539 高齢障害課
軽度・中等度難聴児補聴器購入費
助成事業

軽度・中等度難聴児補聴器購入助成⾦請求書 ×

540 高齢障害課
田川市⼼⾝障害者扶養共済掛⾦補
助申請手続

⼼⾝障害者扶養共済制度掛⾦補助申請書 〇

541 高齢障害課
田川市⼼⾝障害者扶養共済掛⾦補
助申請手続

委任状及び口座振替申込書 〇

542 高齢障害課
田川市障害者成年後⾒制度利⽤支
援事業

後⾒開始の審判申⽴同意書 〇

543 高齢障害課 田川市障害者緊急一時保護事業 緊急一時保護申請書 〇

544 高齢障害課
指定特定相談支援事業所等指定申
請手続

指定相談支援事業所指定申請書 〇
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545 高齢障害課
指定特定相談支援事業所等指定申
請手続

変更届出書 〇

546 高齢障害課
指定特定相談支援事業所等指定申
請手続

廃⽌・休⽌・再開届出書 〇

547 高齢障害課
指定特定相談支援事業所等指定申
請手続

実務経験証明書 〇

548 高齢障害課
指定特定相談支援事業所等指定申
請手続

実務経験⾒込証明書 〇

549 高齢障害課
指定特定相談支援事業所等指定申
請手続

指定特定相談支援事業者の指定に係る誓約書 〇

550 高齢障害課
指定特定相談支援事業所等指定申
請手続

指定障害児相談支援事業者の指定に係る誓約書 〇

551 高齢障害課
⾝体・知的障害者相談員業務委託
に係る手続

田川市⾝体障害者相談員業務受託書 〇

552 高齢障害課
⾝体・知的障害者相談員業務委託
に係る手続

田川市知的障害者相談員業務受託書 〇

553 高齢障害課
⾝体・知的障害者相談員業務委託
に係る手続

田川市⾝体障害者相談員推薦書 〇

554 高齢障害課
⾝体・知的障害者相談員業務委託
に係る手続

田川市⾝体障害者相談員承諾書 〇

555 高齢障害課
⾝体・知的障害者相談員業務委託
に係る手続

田川市知的障害者相談員承諾書 〇

556 高齢障害課
⾝体・知的障害者相談員業務委託
に係る手続

田川市⾝体障害者相談員業務報告書 〇

557 高齢障害課
⾝体・知的障害者相談員業務委託
に係る手続

田川市知的障害者相談員業務報告書 〇

558 高齢障害課
⾝体・知的障害者相談員業務委託
に係る手続

履歴書 〇

559 高齢障害課
田川市障害者団体連絡協議会会員
ユニフォーム等貸与申請手続

ユニフォーム等貸与台帳 〇

560 高齢障害課
社会福祉施設費⽤徴収⾦減免・延
期申請手続

社会福祉施設費⽤徴収⾦減免・延期申請書 〇
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