
No. 手続所管課 事業・手続名 様式名 押印 署名 備考

973 建築住宅課 移住定住住まい助成⾦申請⼿続き ⺠間優良宅地登録申請書（様式第1号） 〇

974 建築住宅課 移住定住住まい助成⾦申請⼿続き ⺠間優良宅地登録事項変更届出書（様式第3号） 〇

975 建築住宅課 移住定住住まい助成⾦申請⼿続き ⺠間優良宅地登録抹消届出書（様式第4号） 〇

976 建築住宅課 移住定住住まい助成⾦申請⼿続き
移住定住住まい助成事業奨励⾦交付申請書（様式第6
号）

〇

977 建築住宅課 移住定住住まい助成⾦申請⼿続き
移住定住住まい助成事業奨励⾦（市有地購⼊奨励⾦）請
求書（様式第8号）

〇

978 建築住宅課 移住定住住まい助成⾦申請⼿続き
移住定住住まい助成事業奨励⾦（市内業者利⽤奨励⾦）
請求書（様式第9号）

〇

979 建築住宅課 移住定住住まい助成⾦申請⼿続き
移住定住住まい助成事業奨励⾦交付資格喪失届（様式第
10号）

〇

980 建築住宅課 移住定住住まい助成⾦申請⼿続き 宣誓書 〇

981 建築住宅課 住宅リフォーム補助⾦申請⼿続き 住宅改修⼯事補助⾦交付申請書（様式第１号） 〇

982 建築住宅課 住宅リフォーム補助⾦申請⼿続き 住宅改修⼯事補助⾦変更等承認申請書（様式第３号） 〇

983 建築住宅課 住宅リフォーム補助⾦申請⼿続き 住宅改修⼯事補助⾦実績報告書（様式第５号） 〇

984 建築住宅課 住宅リフォーム補助⾦申請⼿続き 住宅改修⼯事完了証明書（様式第6号） 〇

985 建築住宅課 住宅リフォーム補助⾦申請⼿続き 住宅改修⼯事補助⾦請求書（様式第8号） 〇

986 建築住宅課 住宅リフォーム補助⾦申請⼿続き 宣誓書 〇

987 建築住宅課 空き家バンク事業 空き家バンク登録申請書（様式第１号） 〇

988 建築住宅課 空き家バンク事業 空き家住宅の売却に関する同意書（様式第２号の2） 〇

989 建築住宅課 空き家バンク事業 空き家バンク台帳登録事項変更届出書（様式第４号） 〇

990 建築住宅課 空き家バンク事業 空き家バンク台帳登録抹消届出書（様式第５号） 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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991 建築住宅課 空き家バンク事業 空き家バンク利⽤者登録申請書（様式第７号） 〇

992 建築住宅課 空き家バンク事業
空き家バンク利⽤者台帳登録事項変更届出書（様式第
10号）

〇

993 建築住宅課 空き家バンク事業
空き家バンク利⽤者台帳登録抹消届出書（様式第11
号）

〇

994 建築住宅課 空き家バンク事業 空き家バンク登録物件交渉申込書（様式第13号） 〇

995 建築住宅課 空き家バンク事業
空き家バンク制度登録物件交渉結果報告書（様式第15
号）

〇

996 建築住宅課 空家等適正管理対策事業 特定空家等解体撤去補助⾦交付申請書（様式第1号） 〇

997 建築住宅課 空家等適正管理対策事業
特定空家等解体撤去補助⾦交付変更承認申請書（様式第
4号）

〇

998 建築住宅課 空家等適正管理対策事業 特定空家等解体撤去完了報告書（様式第7号） 〇

999 建築住宅課 空家等適正管理対策事業 補助⾦請求書（様式第9号） 〇

1000 建築住宅課 空家等適正管理対策事業 意⾒書（様式第７号） 〇

1001 建築住宅課 空家等適正管理対策事業 意⾒聴取請求書（様式第8号） 〇

1002 建築住宅課 ⽊造⼾建て住宅耐震改修
⽊造⼾建て住宅耐震改修補助⾦交付申請書（様式第1
号）

〇

1003 建築住宅課 ⽊造⼾建て住宅耐震改修
⽊造⼾建て住宅耐震改修補助⾦交付変更申請書（様式第
4号）

〇

1004 建築住宅課 ⽊造⼾建て住宅耐震改修
⽊造⼾建て住宅耐震改修補助⾦交付申請取下届（様式第
6号）

〇

1005 建築住宅課 ⽊造⼾建て住宅耐震改修
⽊造⼾建て住宅耐震改修補助⾦実績報告書（様式第7
号）

〇

1006 建築住宅課 ⽊造⼾建て住宅耐震改修
⽊造⼾建て住宅耐震改修補助⾦交付請求書（様式第9
号）

〇

1007 建築住宅課 ⽼朽化市営住宅建替え事業 動産移転補償契約書 × ×

1008 建築住宅課 ⽼朽化市営住宅建替え事業 動産移転補償請求書 〇
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1009 建築住宅課 ⽼朽化市営住宅建替え事業 同意書（増築解体等） 〇

1010 建築住宅課 ⽼朽化市営住宅建替え事業 元町仮設住宅請書 ×

1011 建築住宅課 ⽼朽化市営住宅建替え事業 模様替等承認申請書（元町仮設住宅） 〇

1012 建築住宅課 ⽼朽化市営住宅建替え事業 元町仮設住宅退去届 〇

1013 建築住宅課 ⽼朽化市営住宅建替え事業 元町仮設住宅管理委託契約書 ×

1014 建築住宅課 ⽼朽化市営住宅建替え事業 請求書（元町管理委託料） 〇

1015 建築住宅課 ⽼朽化市営住宅建替え事業 建替住宅⼊居申込書 〇

1016 建築住宅課 ⽼朽化市営住宅建替え事業 仮住居家賃補助⾦交付申請書 〇

1017 建築住宅課 ⽼朽化市営住宅建替え事業 仮住居家賃補助⾦変更交付申請書 〇

1018 建築住宅課 ⽼朽化市営住宅建替え事業 仮住居家賃補助⾦実績報告書 〇

1019 建築住宅課 ⽼朽化市営住宅建替え事業 仮住居家賃補助⾦交付請求書 〇

1020 建築住宅課 ⽼朽化市営住宅建替え事業 物件移転補償契約書 × ×

1021 建築住宅課 ⽼朽化市営住宅建替え事業 請求書（物件移転補償） 〇

1022 建築住宅課 審議会関係 推薦書 〇

1023 建築住宅課 審議会関係 承諾書 〇

1024 建築住宅課 審議会関係 答申書 〇

1025 建築住宅課 宅地分譲関係 宅地分譲申込書（様式第1号） 〇

1026 建築住宅課 宅地分譲関係 確約書（様式第4号） 〇
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1027 建築住宅課 宅地分譲関係 分譲引受書（様式第5号） 〇

1028 建築住宅課 宅地分譲関係 分譲宅地譲渡契約書 × ×

1029 建築住宅課 宅地分譲関係 契約保証⾦延納申請書 〇

1030 建築住宅課 宅地分譲関係 譲渡代⾦延納申請書 〇

1031 建築住宅課 宅地分譲関係 譲渡契約解除願書 〇

1032 建築住宅課 宅地分譲関係 辞退届 〇

1033 建築住宅課 宅地分譲関係 登記承諾書（買戻し特約） 〇

1034 建築住宅課 宅地分譲関係 抵当権及び質権設定について（お願い） 〇

1035 建築住宅課 宅地分譲関係 抵当権及び質権設定承諾申請書 〇

1036 建築住宅課 宅地分譲関係 譲渡対価返還請求権に対する質権設定契約証書 〇

1037 建築住宅課 宅地分譲関係 共有名義登記の御承認について(申請) 〇

1038 建築住宅課 ⽥川市市営住宅運営事業 市営住宅⼊居申込書 〇

1039 建築住宅課 ⽥川市市営住宅運営事業 請書 ×

1040 建築住宅課 ⽥川市市営住宅運営事業 緊急対応者届 〇

1041 建築住宅課 ⽥川市市営住宅運営事業 同居者異動届 〇

1042 建築住宅課 ⽥川市市営住宅運営事業 市営住宅同居承認申請書 〇

1043 建築住宅課 ⽥川市市営住宅運営事業 市営住宅⼊居承継承認申請書 〇

1044 建築住宅課 ⽥川市市営住宅運営事業 収⼊申告書 〇
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1045 建築住宅課 ⽥川市市営住宅運営事業 市営住宅家賃・敷⾦減免（徴収猶予）申請書 〇

1046 建築住宅課 ⽥川市市営住宅運営事業 市営住宅⼀時不使⽤届 〇

1047 建築住宅課 ⽥川市市営住宅運営事業 市営住宅併⽤承認申請書 〇

1048 建築住宅課 ⽥川市市営住宅運営事業 市営住宅増築・模様替等承認申請書 〇

1049 建築住宅課 ⽥川市市営住宅運営事業 市営住宅退去届 〇

1050 建築住宅課 ⽥川市市営住宅運営事業 公営住宅使⽤許可申請書 〇

1051 建築住宅課 ⽥川市市営住宅運営事業 市営住宅敷⾦還付の代理受領について × 〇

1052 建築住宅課 ⽥川市市営住宅運営事業 委任状 〇 〇

1053 建築住宅課 ⽥川市市営住宅運営事業 畳・襖等補修費支払誓約書 〇

1054 建築住宅課 ⽥川市市営住宅運営事業 市営住宅模様替（⼯作物設置）等竣⼯届 〇

1055 建築住宅課 ⽥川市市営住宅運営事業 クロス補修申出兼確認書 〇 〇

1056 建築住宅課 ⽥川市市営住宅運営事業
単⾝⼊居の居住継続支援体制について（市営住宅申し込
み⽤）

〇

1057 建築住宅課 ⽥川市市営住宅運営事業 就労証明 〇

1058 建築住宅課 ⽥川市市営住宅運営事業 市営住宅在居・家賃・家賃完納・滞納のない証明申請書 〇

1059 建築住宅課 ⽥川市市営住宅運営事業 市営住宅鍵貸出申請書 〇

1060 建築住宅課 ⽥川市市営住宅運営事業 市営住宅管理⼈選出届 〇 〇

1061 建築住宅課 ⽥川市市営住宅運営事業 ⾃動⾞保管場所使⽤承諾証明書（⾞庫証明）発⾏申請書 〇 〇

1062 建築住宅課 ⽥川市市営住宅運営事業 アンペア変更申請書 〇

1063 建築住宅課 ⽥川市市営住宅運営事業 敷⾦支払誓約書 〇
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1064 建築住宅課 ⽥川市市営住宅運営事業 店舗⼊居申込書 〇

1065 建築住宅課 ⽥川市市営住宅運営事業 契約書 ×

1066 建築住宅課 ⽥川市市営住宅運営事業 汚⽔処理施設使⽤（開始・休⽌・廃⽌・再開）届出書 〇

1067 建築住宅課 ⽥川市市営住宅運営事業 汚⽔処理施設使⽤料減免申請書 〇

1068 建築住宅課 ⽥川市市営住宅運営事業 市営住宅住み替え申込書 〇

1069 建築住宅課 ⼯事報告書（建築⼯事） ⼯事報告書（表紙） 〇 ×

1070 建築住宅課 ⼯事報告書（建築⼯事） 総合施⼯計画実績書 〇

1071 建築住宅課 ⼯事報告書（建築⼯事） 下請業者⼀覧表 〇

1072 建築住宅課 ⼯事報告書（建築⼯事） 下請契約許可願 〇

1073 建築住宅課 ⼯事報告書（建築⼯事） 使⽤材料承認願 〇

1074 建築住宅課 ⼯事報告書（建築⼯事） 使⽤材料承認願（監理委託） 〇

1075 建築住宅課 ⼯事報告書（建築⼯事） 段階⽴会確認書 〇

1076 建築住宅課 ⼯事報告書（建築⼯事） 段階⽴会確認書（監理委託） 〇

1077 建築住宅課 ⼯事報告書（建築⼯事） ⼯事日報 〇

1078 建築住宅課 ⼯事報告書（建築⼯事） 竣⼯書 〇 ×

1079 建築住宅課 ⼯事検査書類（土⽊⼯事） 施⼯計画書 〇

1080 建築住宅課 ⼯事検査書類（土⽊⼯事） 施⼯体制台帳 〇

1081 建築住宅課 ⼯事検査書類（土⽊⼯事） 施⼯体系図 〇
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1082 建築住宅課 ⼯事検査書類（土⽊⼯事） ⼯事打合せ簿（協議） 〇

1083 建築住宅課 ⼯事検査書類（土⽊⼯事） ⼯事打合せ簿（承諾） 〇

1084 建築住宅課 ⼯事検査書類（土⽊⼯事） ⼯事打合せ簿（提出） 〇

1085 建築住宅課 ⼯事検査書類（土⽊⼯事） 材料確認書 〇

1086 建築住宅課 ⼯事検査書類（土⽊⼯事） 段階確認書 〇

1087 建築住宅課 ⼯事検査書類（土⽊⼯事） 出来形管理図表 〇

1088 建築住宅課 ⼯事検査書類（土⽊⼯事） 品質管理図表 〇

1089 建築住宅課 ⼯事検査書類（土⽊⼯事） 材料品質証明資料 〇

1090 建築住宅課 ⼯事検査書類（土⽊⼯事） 品質証明書 〇

1091 建築住宅課 ⼯事検査書類（土⽊⼯事） ⼯事写真 〇
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