
No. 手続所管課 事業・手続名 様式名 押印 署名 備考

789 産業振興課 ⽥川市商店街振興対策補助⾦ 補助⾦交付申請書 〇

790 産業振興課 ⽥川市商店街振興対策補助⾦ 補助対象事業実績報告書 〇

791 産業振興課 ⽥川市商店街振興対策補助⾦ 補助⾦（概算）請求書 ×

792 産業振興課 商⼯振興に関する補助⾦ 補助⾦交付申請書 〇

793 産業振興課 商⼯振興に関する補助⾦ 事務事業実績報告書 〇

794 産業振興課 商⼯振興に関する補助⾦ 補助⾦（概算）請求書 ×

795 産業振興課
⽥川市新型コロナウイルス感染症
対策「家賃軽減⽀援⾦」

⽥川市新型コロナウイルス感染症対策家賃軽減⽀援⾦申
請書兼誓約書

〇

796 産業振興課 中小企業への融資 ⽥川市中小企業制度融資運⽤状況報告書 〇

797 産業振興課 中小企業への融資 ⽥川市中小企業制度融資延滞報告書 〇

798 産業振興課 企業誘致育成奨励⾦ 奨励措置適⽤申請書 〇

799 産業振興課 企業誘致育成奨励⾦ 固定資産税の課税免除申請書 〇

800 産業振興課 企業誘致育成奨励⾦ 操業開始届 〇

801 産業振興課 企業誘致育成奨励⾦ 事業休廃届 〇

802 産業振興課 企業誘致育成奨励⾦ 事業計画変更届 〇

803 産業振興課 企業誘致育成奨励⾦ 事業継承届 〇

804 産業振興課 企業誘致育成奨励⾦ 事業所設置奨励⾦交付申請書 〇

805 産業振興課 企業誘致育成奨励⾦ 情報提供に関する同意書 〇

806 産業振興課 企業誘致育成奨励⾦ 雇⽤促進奨励⾦交付申請書 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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807 産業振興課 企業誘致育成奨励⾦ 奨励⾦交付請求書 ×

808 産業振興課
⽥川市地域雇⽤創出推進基⾦助成
⾦（スキルアップ助成⾦）

⽥川市地域雇⽤創出推進基⾦助成⾦交付申請書 〇

809 産業振興課
⽥川市地域雇⽤創出推進基⾦助成
⾦（スキルアップ助成⾦）

就業証明書 〇

810 産業振興課
⽥川市地域雇⽤創出推進基⾦助成
⾦（スキルアップ助成⾦）

必要経費証明書 〇

811 産業振興課
⽥川市地域雇⽤創出推進基⾦助成
⾦（スキルアップ助成⾦）

⽥川市地域雇⽤創出推進基⾦助成⾦交付請求書 ×

812 産業振興課 ⽥川市ふるさと就職奨励⾦ ⽥川市ふるさと就職奨励⾦受給資格登録申請書 〇

813 産業振興課 ⽥川市ふるさと就職奨励⾦ 在職証明書 〇

814 産業振興課 ⽥川市ふるさと就職奨励⾦ ⽥川市ふるさと就職奨励⾦取下げ申請書 〇

815 産業振興課 ⽥川市ふるさと就職奨励⾦ ⽥川市ふるさと就職奨励⾦受給に係る報告書 〇

816 産業振興課 ⽥川市ふるさと就職奨励⾦ ⽥川市ふるさと就職奨励⾦交付請求書 ×

817 産業振興課 ⽥川市正規雇⽤転換奨励⾦ ⽥川市正規雇⽤転換奨励⾦交付申請書 〇

818 産業振興課 ⽥川市正規雇⽤転換奨励⾦ 申請に係る市内事業所の申出書 〇

819 産業振興課 ⽥川市正規雇⽤転換奨励⾦ 対象正規雇⽤者雇⽤状況等申⽴書 〇

820 産業振興課 ⽥川市正規雇⽤転換奨励⾦ 役員等調書及び照会承諾書 〇

821 産業振興課 ⽥川市正規雇⽤転換奨励⾦ ⽥川市正規雇⽤転換奨励⾦取下げ申請書 〇

822 産業振興課 ⽥川市正規雇⽤転換奨励⾦ ⽥川市正規雇⽤転換奨励⾦受給に係る報告書 〇

823 産業振興課 ⽥川市正規雇⽤転換奨励⾦ 雇⽤関係の状況 〇

824 産業振興課 ⽥川市正規雇⽤転換奨励⾦ ⽥川市正規雇⽤転換奨励⾦交付請求書 ×
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825 産業振興課 ⽥川市雇⽤機会創出補助⾦ ⽥川市雇⽤機会創出補助⾦交付申請書 〇

826 産業振興課 ⽥川市雇⽤機会創出補助⾦ ⽥川市雇⽤補助⾦交付申請書 〇

827 産業振興課 ⽥川市雇⽤機会創出補助⾦ 事業開始届 〇

828 産業振興課 ⽥川市雇⽤機会創出補助⾦ 事業休廃届 〇

829 産業振興課 ⽥川市雇⽤機会創出補助⾦ 事業計画変更届 〇

830 産業振興課 ⽥川市雇⽤機会創出補助⾦ 事業承継届 〇

831 産業振興課 ⽥川市雇⽤機会創出補助⾦ ⽥川市雇⽤機会創出補助事業実績報告書 〇

832 産業振興課 ⽥川市雇⽤機会創出補助⾦ ⽥川市雇⽤機会創出補助⾦請求書 ×

833 産業振興課 ⽥川市移住⽀援⾦ ⽥川市移住⽀援⾦交付申請書 〇

834 産業振興課 ⽥川市移住⽀援⾦ 就業証明書（⽥川市移住⽀援⾦の申請⽤） 〇

835 産業振興課 ⽥川市移住⽀援⾦ 反社会的勢⼒でないことの表明・確約書 〇

836 産業振興課 ⽥川市移住⽀援⾦ ⽥川市移住⽀援⾦交付請求書 ×

837 産業振興課
⽥川市新型コロナウイルス感染症
対策「経営継続助成⾦」

⽥川市新型コロナウイルス感染症対策「経営継続助成
⾦」助成⾦申請事前確認書（申請エントリー）

〇

838 産業振興課
⽥川市新型コロナウイルス感染症
対策「経営継続助成⾦」

⽥川市新型コロナウイルス感染症対策「経営継続助成
⾦」交付申請書兼実績報告書

〇

839 産業振興課
⽥川市新型コロナウイルス感染症
対策「経営継続助成⾦」

⽥川市新型コロナウイルス感染症対策「経営継続助成
⾦」⽀援内容証明書

〇

840 産業振興課
⽥川市新型コロナウイルス感染症
対策「経営継続助成⾦」

⽥川市新型コロナウイルス感染症対策「経営継続助成
⾦」助成⾦請求書

〇

841 産業振興課 地域おこし⽀援事業
勤務条件通知書
（地域おこし協⼒隊⽤）

〇 〇

941 産業振興課
⽥川市マスコットキャラクター
「たがたん」着ぐるみ貸出手続

着ぐるみ借⽤報告書 〇

942 産業振興課
⽥川市マスコットキャラクター
「たがたん」使⽤手続

使⽤申請書 〇
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943 産業振興課
⽥川市マスコットキャラクター
「たがたん」使⽤手続

使⽤内容変更申請書 〇
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