
　行政手続における押印見直しに伴う改正様式一覧　（令和３年４月１日～見直し分）

　　（※以下の表は例規上規定している様式を対象とし、任意の様式は含みません。）

315 件 1,118 様式

コード 例規名称 制定年月日
例規区分

（形式・番号）
押印見直し対象の様式

押印見直し
対象様式数

担当課名
問合せ先
電話番号

101 飛驒市同報無線条例施行
規則

平成16年2月1日 規則第15号 様式第1号（第2条関係）同報無線加入申請書
様式第2号（第3条関係）同報無線加入契約解除申請書
様式第3号（第4条関係）地位の継承に伴う加入者の変更申請書
様式第4号（第5条関係）同報無線設備工事申請書

4 危機管理課 0577-62-8902

101 飛驒市自主防災組織活動
支援補助金交付要綱

平成19年5月22日 告示第82号 様式第1号（第4条関係）飛驒市自主防災組織防災資機材購入補助金交付申請書
様式第2号（第4条関係）飛驒市自主防災組織防災訓練実施補助金交付申請書
様式第3号（第4条関係）飛驒市自主防災組織地区避難計画書作成補助金交付申請書
様式第5号（第6条関係）飛驒市自主防災組織（防災資機材購入・防災訓練実施・地区避難所計画作成）
補助金交付請求書
様式第6号（第6条関係）飛驒市自主防災組織防災資機材購入補助金実績報告書
様式第7号（第6条関係）飛驒市自主防災組織防災訓練実施補助金実績報告書
様式第8号（第6条関係）飛驒市自主防災組織地区避難計画書作成補助金実績報告書

7 危機管理課 0577-62-8902

101 飛驒市防災士育成事業補
助金交付要綱

平成29年3月23日 告示第45号 様式第1号（第6条関係）飛驒市防災士育成事業補助金交付申請書
様式第3号（第8条関係）飛驒市防災士育成事業内容変更承認申請書
様式第4号（第9条関係）飛驒市防災士育成事業補助金実績報告書
様式第5号（第9条関係）飛驒市防災士育成事業補助金交付請求書

4 危機管理課 0577-62-8902

101 飛驒市防犯カメラ等設置
補助金交付要綱

平成30年3月26日 告示第41号 様式第1号（第6条関係）飛驒市防犯カメラ等設置補助金交付申請書
様式第3号（第8条関係）飛驒市防犯カメラ等事業内容変更了承申請書
様式第4号（第9条関係）事業報告書
様式第6号（第9条関係）飛驒市防犯カメラ等設置補助金交付請求書

4 危機管理課 0577-62-8902

101 飛驒市電気自動車等購入
補助金交付要綱

令和2年3月6日 告示第57号 様式第1号（第6条関係）飛驒市電気自動車等購入補助金交付申請書
様式第3号（第8条関係）飛驒市電気自動車等購入補助金実績報告書
様式第4号（第8条関係）飛驒市電気自動車等購入補助金交付請求書

3 危機管理課 0577-62-8902

102 飛驒市聴聞及び弁明の機
会の付与に関する規則

平成16年2月1日 規則第14号 様式第4号（第4条関係）委任状
様式第5号（第4条関係）代理人資格喪失届
様式第6号（第5条関係）参加人許可申請書
様式第8号（第6条関係）資料閲覧請求書
様式第9号（第8条関係）補佐人出頭許可申請書
様式第14号（第14条関係）聴聞調書・報告書閲覧請求書

6 総務課 0577-73-7461

102 飛驒市職員の定年等に関
する規則

平成16年2月1日 規則第30号 様式第1号（第4条関係）勤務延長職員の異動承認申請書
様式第2号（第5条関係）勤務延長の期限の延長承認申請書

2 総務課 0577-73-7461

102 飛驒市職員の育児休業等
に関する条例施行規則

平成16年2月1日 規則第34号 様式第1号（第3条、第4条関係）育児休業承認請求書
様式第2号（第3条関係）育児休業等計画書
様式第3号（第6条、第10条の2、第16条関係）養育状況変更届
様式第3号の2（第10条関係）育児短時間勤務承認請求書
様式第4号（第15条関係）部分休業承認請求書

5 総務課 0577-73-7461
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例規区分

（形式・番号）
押印見直し対象の様式

押印見直し
対象様式数
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電話番号

102 飛驒市議会の議員その他
非常勤の職員の公務災害
補償等に関する条例施行
規則

平成16年2月1日 規則第36号 様式第2号（第8条関係）療養の給付請求書
様式第3号（第8条関係）療養補償請求書
様式第4号（第8条関係）休業補償請求書
様式第4号の2（第8条関係）傷病補償年金請求書
様式第4号の3（第8条関係）傷病補償年金変更請求書
様式第6号（第8条関係）障害補償変更請求書
様式第6号の2（第8条関係）介護補償請求書
様式第7号（第8条関係）遺族補償年金請求書
様式第7号の2（第8条関係）障害補償年金差額一時金請求書
様式第7号の3（第8条関係）障害補償年金前払一時金請求書
様式第8号（第8条関係）遺族補償年金前払一時金請求書
様式第9号（第8条関係）遺族補償一時金請求書
様式第10号（第8条関係）葬祭補償請求書
様式第11号（第8条関係）未支給の補償請求書
様式第13号（第15条関係）障害の現状報告書（傷病補償年金）
様式第13号の2（第15条関係）障害の現状報告書（障害補償年金）
様式第14号（第15条関係）遺族の現状報告書
様式第15号（第11条関係）遺族補償年金支給停止申請書
様式第16号（第11条関係）遺族補償年金支給停止解除申請書

19 総務課 0577-73-7461

102 飛驒市職員の給与の支給
に関する規則

平成16年2月1日 規則第37号 様式第1号（第9条関係）扶養親族届
様式第1号の2の2（第10条の6関係）住居届
様式第2号（第12条関係）通勤届
様式第2号の2（第20条の8関係）単身赴任届

4 総務課 0577-73-7461

102 飛驒市職員等の旅費に関
する条例施行規則

平成16年2月1日 規則第42号 様式第2号（第8条関係）旅費（精算）（概算）請求書
様式第3号（第8条関係）旅費請求書
様式第4号（第8条関係）旅費請求書
様式第5号（第8条関係）旅費請求書
様式第6号（第8条関係）旅費精算請求書

5 総務課 0577-73-7461

102 飛驒市派遣職員の住宅の
貸与等に関する規則

平成23年3月24日 規則第5号 様式第1号（第4条関係）派遣職員用住宅貸与申請書 1 総務課 0577-73-7461

102 飛驒市特定空家等対策条
例施行規則

平成23年3月28日 規則第10号 様式第1号（第2条関係）空家等適正管理指導依頼申立書 1 総務課 0577-73-7461

102 飛驒市職員の退職管理に
関する規則

平成28年3月31日 規則第25号 別記様式（第12条関係）再就職者による依頼等の承認申請書 1 総務課 0577-73-7461

102 飛驒市職員の兼業に関す
る規則

令和2年2月27日 規則第9号 様式第1号（第4条関係）兼業許可申請書
様式第4号（第9条関係）兼業廃止届

2 総務課 0577-73-7461

102 飛驒市消防団災害支援団
員の任務、身分等に関す
る要綱

平成18年10月5日 告示第133号 様式第1号（第7条関係）飛驒市消防団災害支援団員入団届
様式第2号（第10条関係）飛驒市災害支援団員継続確認書

2 総務課 0577-73-7461

102 飛驒市公共交通会議設置
要綱

平成18年10月31日 告示第138号 別記様式（第6条関係）委任状 1 総務課 0577-73-7461

102 国際協力事業団青年海外
協力隊への職員の派遣に
関する要綱

平成19年6月29日 告示第96号 別記様式（第5条関係）国際協力事業団青年海外協力隊派遣申請書 1 総務課 0577-73-7461

102 飛驒市LED防犯灯取替補助
金交付要綱

平成25年3月29日 告示第51号 様式第1号（第6条関係）飛騨市ＬＥＤ防犯灯取替補助金交付申請書
様式第3号（第8条関係）飛騨市ＬＥＤ防犯灯取替補助金実績報告書
様式第4号（第8条関係）飛騨市ＬＥＤ防犯灯取替補助金交付請求書

3 総務課 0577-73-7461

102 飛驒市職員の再任用制度
の運用に関する要綱

平成27年7月1日 告示第114号 様式第1号（第7条関係）再任用申込書
様式第2号（第8条関係）再任用に係る職員の勤務状況等報告書
様式第4号（第9条関係）再任用候補者辞退届

3 総務課 0577-73-7461

102 飛驒市防犯灯設置補助金
交付要綱

令和元年9月26日 告示第78号 様式第1号（第6条関係）飛騨市防犯灯設置補助金交付申請書
様式第2号（第7条関係）飛騨市防犯灯設置補助金実績報告書

2 総務課 0577-73-7461
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（形式・番号）
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102 飛驒市職員の懲戒処分に
関する規程

平成16年2月1日 訓令第26号 別記様式（第7条関係）交通事故道路交通法違反報告書 1 総務課 0577-73-7461

102 飛驒市職員服務規程 平成16年2月1日 訓令第29号 様式第5号（第7条関係）欠勤（遅参、早退）届
様式第6号（第9条関係）供述許可申請書
様式第8号（第11条関係）職務専念義務免除申請書
様式第12号（第18条関係）事務引継書
様式第14号（第30条関係）退職願

5 総務課 0577-73-7461

102 飛驒市職員希望降格制度
実施規程

平成31年2月1日 訓令第2号 様式第1号（第4条関係）降格希望申出書
様式第2号（第8条関係）降格希望事由消滅申出書

2 総務課 0577-73-7461

1001 飛驒市消防団協力事業所
表示制度実施要綱

平成27年8月18日 消防本部告示第1
号

様式第1号（第3条、第9条関係）飛驒市消防団協力事業所認定等申請書
様式第2号（第3条関係）飛驒市消防団協力事業所認定等申請書（推薦用）

2 消防本部総務課 0577-73-6199

1001 飛驒市消防団員であるこ
との証明に関する要綱

令和元年5月17日 消防本部告示第2
号

様式第1号（第2条関係）飛驒市消防団員在籍証明申請書
様式第2号（第4条関係）飛驒市消防団員履歴証明申請書
様式第5号（第2条、第4条関係）個人情報に関する同意書

3 消防本部総務課 0577-73-6199

103 飛驒市ケーブルテレビ情
報施設条例施行規則

平成16年2月1日 規則第18号 様式第1号（第2条関係）飛騨市ケーブルテレビ情報施設加入申請書
様式第2号（第3条関係）ケーブルテレビ情報施設脱退届
様式第3号（第4条関係）ケーブルテレビ情報施設所有権移転住所移転承認申請書
様式第4号（第5条関係）ケーブルテレビ情報施設移設届
様式第5号（第6条関係）ケーブルテレビ情報施設放送依頼申請書
様式第6号（第9条関係）ケーブルテレビ情報施設に関する免除申請書
様式第6号の2（第9条関係）ケーブルテレビ情報施設使用料に関する徴収猶予申請書

7 管財課 0577-73-3741

103 飛驒市公有財産及び債権
の管理に関する規則

平成16年2月1日 規則第57号 様式第1号（第11条関係）施設使用許可申請書
様式第2号（第13条関係）施設使用許可期間更新申請書
様式第9号（第26条関係）履行延期申請書

3 管財課 0577-73-3741

103 飛驒市建設工事等事後審
査型条件付き一般競争入
札実施要領

平成19年3月30日 告示第55号 様式第1号（第3条関係）事後審査型条件付き一般競争入札参加申請書
様式第2号（第3条関係）指事後審査型条件付き一般競争入札参加資格確認申請書

2 管財課 0577-73-3741

103 飛驒市が行う契約からの
暴力団排除に関する措置
要綱

平成22年10月1日 告示第168号 様式第2号（第10条関係）入札参加資格停止措置解除申出書 1 管財課 0577-73-3741

103 飛驒市市有地に係る貸付
地の売払いに関する要綱

平成22年10月13日 告示第174号 様式第1号（第3条、第4条関係）貸地等購入申込書 1 管財課 0577-73-3741

103 飛驒市ケーブルテレビ情
報施設指定工事者要綱

平成18年3月23日 訓令第4号 様式第1号（第5条関係）指定工事者指定申請書
様式第2号（第8条関係）指定工事者変更届出書
様式第3号（第11条関係）飛騨市CATV宅内工事完了届

3 管財課 0577-73-3741

104 飛驒市補助金交付規則 平成16年2月1日 規則第43号 様式第1号（第4条関係）補助金交付申請書
様式第5号（第6条関係）補助事業内容変更承認申請書
様式第6号（第7条関係）補助事業実績報告書
様式第8号（第5条、7条関係）補助金交付請求書

4 財政課 0577-62-8903

104 飛驒市寄附採納事務取扱
基準

平成23年11月1日 訓令第19号 様式第2号（第4条関係）寄附物件寄附申出書 1 財政課 0577-62-8903

105 国際観光ホテル整備法に
よる飛驒市固定資産税の
特例に関する条例施行規
則

平成16年2月1日 規則第53号 様式第1号（第2条関係）固定資産税不均一課税申請書
様式第4号（第3条関係）申請書記載事項変更届
様式第5号（第4条関係）事業承継届

3 税務課 0577-73-3742

105 商工業生産設備等に対す
る飛驒市税の特例に関す
る条例施行規則

平成16年2月1日 規則第54号 様式第1号（第3条関係）商工業生産設備に対する飛驒市税の特例に関する条例適用申請書
様式第3号（第5条関係）課税免除申請書記載事項等変更届

2 税務課 0577-73-3742

105 飛驒市税原動機付自転車
臨時標識取扱規則

平成16年2月1日 規則第55号 様式第1号（第2条、第4条関係）原動機付自転車臨時標識交付（再交付）申請書
様式第2号（第2条関係）誓約書

2 税務課 0577-73-3742
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105 地域経済牽引事業の促進
による地域の成長発展の
基盤強化に関する法律の
施行に伴う飛驒市固定資
産税の特例に関する条例
施行規則

平成20年3月28日 規則第1号 様式第1号（第2条関係）固定資産税の課税免除申請書
様式第3号（第4条関係）事業変更届
様式第4号（第4条関係）事業休止（廃止）届

3 税務課 0577-73-3742

105 飛驒市軽自動車税の種別
割課税保留事務取扱要綱

平成22年3月30日 告示第82号 様式第1号（第3条関係）軽自動車税課税保留申立書 1 税務課 0577-73-3742

105 飛驒市固定資産税過納返
還金支払要綱

平成22年12月28日 告示第208号 様式第1号（第5条関係）返還金支払請求書 1 税務課 0577-73-3742

201 飛驒市章及び飛驒市旗取
扱規程

平成16年2月1日 告示第2号 様式第1号（第2条関係）飛驒市章使用申込書 1 総合政策課 0577-73-6558

201 飛驒市の後援等に関する
要綱

平成19年5月15日 告示第81号 様式第1号（第3条関係）飛驒市後援等名義使用申請書 1 総合政策課 0577-73-6558

201 飛驒市市政見える化講
座・説明会実施要綱

平成22年6月1日 告示第103号の2 様式第1号（第7条関係）市政見える化講座・説明会申込書 1 総合政策課 0577-73-6558

201 飛驒市広告掲載要綱 平成23年3月28日 告示第50号 様式第1号（第6条関係）飛驒市広告掲載申込書 1 総合政策課 0577-73-6558

201 飛驒市長杯大会等の支援
に関する事務取扱要綱

令和元年12月26日 告示第134号 様式第1号（第5条関係）飛驒市長杯大会等承認・支援申請書
様式第4号（第9条関係）飛驒市長杯大会等終了報告書

2 総合政策課 0577-73-6558

202 飛驒市再生可能エネル
ギー発電事業助成金交付
要綱

平成27年12月21日 告示第171号 様式1号飛驒市再生可能エネルギー発電事業者指定申請書
様式3号施設等設置助成金交付申請書

2 総合政策課 0577-73-6558

203 飛驒市公の施設に係る指
定管理者の指定手続等に
関する条例施行規則

平成16年10月8日 規則第225号 様式第1号（第2条関係）指定管理者指定申請書 1 地域振興課 0577-62-8904

203 飛驒市まちづくり担い手
育成事業補助金交付要綱

平成16年2月1日 告示第7号 様式第5号（第6条関係）飛驒市まちづくり担い手育成事業変更承認申請書 1 地域振興課 0577-62-8904

203 飛驒市まちづくり活動支
援補助金交付要綱

平成17年10月7日 告示第117号 様式第1号（第4条関係）飛驒市まちづくり活動支援補助金交付申請書
様式第4号（第7条関係）飛驒市まちづくり活動支援補助金事業内容変更承認申請書
様式第5号（第8条関係）飛驒市まちづくり活動支援補助金実績報告書

3 地域振興課 0577-62-8904

203 飛驒市市民発明支援事業
補助金交付要綱

平成18年9月1日 告示第103号 様式第1号（第5条関係）飛驒市市民発明支援指定申請書
様式第3号（第8条関係）飛驒市市民発明支援結果報告書

2 地域振興課 0577-62-8904

203 飛驒市移住者への米の贈
呈に関する要綱

平成24年5月28日 告示第102号 様式第1号（第4条関係）受贈者認定申請書
様式第2号（第4条関係）誓約書
様式第4号（第6条関係）贈呈米請求書

3 地域振興課 0577-62-8904

203 飛驒市空き家等情報提供
制度「飛驒市住むとこ
ネット」実施要綱

平成27年3月20日 告示第55号 様式第1号（第5条関係）飛驒市住むとこネット事業者登録申請書
様式第3号（第6条関係）飛驒市住むとこネット事業者登録事項変更届出書
様式第5号（第7条関係）飛驒市住むとこネット事業者登録取消届出書
様式第6号（第9条関係）飛驒市住むとこネット空き家等登録申込書
様式第9号（第10条関係）飛驒市住むとこネット空き家等登録内容変更届出書
様式第10号（第11条関係）飛驒市住むとこネット空き家等登録取消届出書

6 地域振興課 0577-62-8904

203 飛驒市空き家家財道具処
分費等補助金交付要綱

平成30年3月26日 告示第51号 様式第1号（第6条関係）空き家家財道具処分費等補助金交付申請書
様式第2号（第6条関係）空き家家財道具処分費等補助金誓約書

2 地域振興課 0577-62-8904

203 飛驒市移住支援金交付要
綱

平成31年4月26日 告示第122号 様式第1号（第4条関係）移住支援金交付請書 1 地域振興課 0577-62-8904

203 飛驒市移住コンシェル
ジュ設置要綱

令和2年3月6日 告示第54号 様式第1号（第3条関係）飛驒市移住コンシェルジュ登録申込書 1 地域振興課 0577-62-8904

203 飛驒市無人航空機操縦資
格取得補助金交付要綱

令和2年5月1日 告示第184号 様式第1号（第6条関係）飛驒市無人航空機操縦資格取得補助金交付申請書
様式第3号（第8条関係）飛驒市無人航空機操縦資格取得補助金実績報告書
様式第4号（第8条関係）飛驒市無人航空機資格取得補助金交付請求書

3 地域振興課 0577-62-8904
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203 飛驒市コミュニティ助成
備品等管理運用規程

平成26年10月2日 訓令第14号 様式第1号（第4条関係）飛驒市コミュニティ助成備品等使用申請書 1 地域振興課 0577-62-8904

203 飛驒市地域おこし協力隊
定住支援補助金交付要綱

平成31年4月1日 告示第109号 様式第1号（第5条関係）飛驒市地域おこし協力隊定住支援補助金交付申請書
様式第4号（第5条関係）飛驒市地域おこし協力隊定住支援補助金誓約書

2 地域振興課 0577-62-8904

203 飛驒市移住促進補助金交
付要綱

令和元年7月1日 告示第33号 様式第1号（第5条関係）移住検討交通費補助金交付申請書
様式第2号（第5条関係）転入準備品支援事業補助金交付申請書
様式第3号（第5条関係）飛驒市移住促進補助金交付申請書
様式第4号（第5条関係）誓約書

4 地域振興課 0577-62-8904

203 飛驒市空き家等賃貸住宅
改修事業補助金交付要綱

平成28年8月1日 告示第112号 様式第1号（第6条関係）飛驒市空き家等賃貸住宅改修事業補助金交付申請書
様式第2号（第6条関係）調査承諾書
様式第3号（第6条関係）誓約書
様式第4号（第7条関係）飛驒市空き家等賃貸住宅改修事業補助金交付取下届
様式第5号（第9条関係）飛驒市空き家等賃貸住宅改修事業完了実績報告書

5 地域振興課 0577-62-8904

301 飛驒市保育所条例施行規
則

平成16年2月1日 規則第85号 様式第1号（第7条関係）保育所入所申込書
様式第2号（第9条関係）利用料減免申請書

2 子育て応援課 0577-73-2458

301 飛驒市母子家庭等自立支
援給付金の支給に関する
規則

平成26年11月20日 規則第42号 様式第1号（第3条関係）自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書
様式第3号（第3条関係）自立支援教育訓練給付金支給申請書
様式第5号（第4条関係）高等職業訓練促進給付金（高等職業訓練修了支援給付金）支給申請書
様式第7号（第4条関係）高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届
様式第8号（第4条関係）高等職業訓練促進給付金受給資格変更届

5 子育て応援課 0577-73-2458

301 飛驒市保育の必要性の認
定基準に関する条例施行
規則

平成27年3月30日 規則第22号 様式第1号（第2条関係）施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書施設型給付費・地域型保育
給付費等教育・保育給付認定申請書兼教育・保育給付認定変更申請書（変更事項届出書）
様式第4号（第4条関係）保育所入所申込書
様式第8号（第7条関係）保育料減免申請書

3 子育て応援課 0577-73-2458

301 飛驒市特定教育・保育施
設及び特定地域型保育事
業者の確認等に関する規
則

平成27年10月1日 規則第33号 様式第1号（第2条関係）特定教育・保育施設確認申請書
様式第2号（第2条関係）特定地域型保育事業者確認申請書
様式第3号（第3条関係）特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者変更申請書
様式第4号（第4条関係）特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者変更届出書
様式第5号（第5条関係）特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認辞退届出書

5 子育て応援課 0577-73-2458

301 飛驒市家庭的保育事業等
の認可等に関する規則

平成28年1月25日 規則第1号 様式第1号（第3条関係）家庭的保育事業等認可申請書
様式第4号（第6条関係）家庭的保育事業等認可事項変更届
様式第5号（第7条関係）家庭的保育事業等休止（廃止）申請書

3 子育て応援課 0577-73-2458

301 飛驒市要保護児童養育者
支援金の支給に関する規
則

令和2年2月28日 規則第10号 様式第1号（第4条、第7条関係）養育者支援金支給（増額）申請書
様式第4号（第6条関係）養育者支援金現況届
様式第5号（第7条関係）養育者支援金減額届
様式第8号（第7条関係）養育者支援金変更届
様式第9号（第7条関係）養育者支援金受給資格喪失届

5 子育て応援課 0577-73-2458

301 飛驒市一時的保育事業実
施要綱

平成16年2月1日 告示第17号 様式第1号（第11条関係）一時的保育施設利用申請書
様式第4号（第14条関係）一時的保育辞退申出書
様式第6号（第15条関係）一時的保育施設利用減免申請書

3 子育て応援課 0577-73-2458

301 飛驒市子育て短期支援事
業実施要綱

平成18年2月13日 告示第19号 様式第1号（第4条関係）子育て短期支援事業事前登録申出書
様式第3号（第5条関係）子育て短期支援事業利用（期間延長）申請書
様式第5号（第8条関係）子育て短期支援事業実施報告書
様式第6号（第9条関係）子育て短期支援事業請求書

4 子育て応援課 0577-73-2458
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301 飛驒市休日保育事業実施
要綱

平成27年12月17日 告示第166号 様式第1号（第6条関係）休日保育利用登録申請書兼保育台帳
様式第2号（第6条関係）休日保育利用申請書
様式第5号（第10条関係）休日保育利用料減免申請書

3 子育て応援課 0577-73-2458

301 飛驒市延長保育事業実施
要綱

平成28年3月29日 告示第56号 様式第1号（第5条関係）延長保育利用登録申請書兼保育台帳
様式第2号（第5条関係）延長保育利用申請書
様式第5号（第10条関係）延長保育利用料減免申請書

3 子育て応援課 0577-73-2458

301 飛驒市病児保育事業実施
要綱

平成28年9月30日 告示第137号 様式第1号（第8条関係）飛驒市病児保育事業利用登録申請書
様式第3号（第9条関係）飛驒市病児保育事業利用申請書
様式第4号（第9条関係）診療情報提供書
様式第6号（第12条関係）飛驒市病児保育事業実績報告書

4 子育て応援課 0577-73-2458

301 飛驒市入園・入学準備品
支援事業補助金交付要綱

平成29年3月17日 告示第39号 様式第1号（第6条関係）飛驒市入園・入学準備品支援事業補助金交付申請書
様式第2号（第6条関係）飛驒市入園・入学準備品支援事業補助金別居監護申立書

2 子育て応援課 0577-73-2458

301 飛驒市子どもの居場所づ
くり事業実施要綱

平成30年5月9日 告示第108号の2 様式第1号（第11条関係）利用（新規・継続）申込書
様式第4号（第13条関係）利用辞退申出書

2 子育て応援課 0577-73-2458

301 飛驒市立保育所における
給食の提供及び給食費の
徴収に関する要綱

令和元年9月26日 告示第80号 様式第1号（第5条関係）給食費減免申請書 1 子育て応援課 0577-73-2458

302 飛驒市重度心身障害児福
祉手当条例施行規則

平成16年2月1日 規則第103号 様式第1号（第2条関係）　重度心身障害児福祉手当交付申請書
様式第3号（第4条関係）　重度心身障害児福祉手当資格消滅届
様式第4号（第5条関係）　重度心身障害児福祉手当受給変更届
様式第6号（第9条関係）　重度心身障害児福祉手当証書再交付申請書

4 障がい福祉課 0577-73-7483

302 飛驒市家族介護応援手当
条例施行規則

平成16年2月1日 規則第99号 様式第1号（第3条関係）　家族介護応援手当交付申請書
様式第4号（第5条関係）　家族介護応援手当資格消滅届
様式第5号（第6条関係）　家族介護応援手当受給変更届
様式第6号（第9条関係）　家族介護応援手当証書再交付申請書

4 障がい福祉課 0577-73-7483

302 飛驒市精神障害者福祉手
当支給条例施行規則

平成17年3月23日 規則第11号 様式第1号（第2条関係）　精神障害者福祉手当受給資格認定申請書
様式第4号（第5条関係）　精神障害者福祉手当住所・氏名変更届
様式第5号（第6条関係）　精神障害者福祉手当受給資格喪失届
様式第6号（第8条関係）　未支給精神障害者福祉手当請求書

4 障がい福祉課 0577-73-7483

302 飛驒市における障害者の
日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための
法律による基準該当事業
所の登録等に関する規則

平成18年8月31日 規則第39号 様式第3号（第7条関係）　登録事項変更届出書
様式第4号（第7条関係）　事業（廃止・休止・再開）届出書
様式第5号（第9条関係）　特例介護給付費又は特例訓練等給付費受領委任申出書
様式第6号（第10条関係）　年　　月分　特例介護給付費又は特例訓練等給付費支給申請書

4 障がい福祉課 0577-73-7483

302 飛驒市障がい児通所支援
施設条例施行規則

平成18年10月5日 規則第46号 様式第1号（第5条関係）古川やまびこ教室・神岡ことばの教室利用解約届 1 障がい福祉課 0577-73-7483

302 飛驒市児童福祉法施行細
則

平成24年9月4日 規則第40号 様式第13号（第7条関係）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
様式第14号（第7条関係）世帯状況・収入・資産等申告書
様式第18号（第9条関係）障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書
様式第22号（第12条関係）申請内容変更届出書
様式第23号（第13条関係）受給者証再交付申請書
様式第24号（第14条関係）特例障害児通所給付費支給申請書
様式第25号の2（第15条の2関係）障害児通所給付費利用者負担額減額・免除申請書
様式第26号（第16条関係）高額障害児（通所・入所）給付費　支給申請書
様式第29号（第17条関係）障害児相談支援給付費支給申請書
様式第32号（第17条関係）障害児相談支援依頼（変更）届出書

10 障がい福祉課 0577-73-7483

302 飛驒市在宅障害者交通費
助成事業実施要綱

平成16年2月1日 告示第36号 様式第1号（第5条関係）　在宅障害者等交通費助成金申請書 1 障がい福祉課 0577-73-7483
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302 飛驒市重度身体障害者介
助用自動車購入等助成事
業実施要綱

平成16年2月1日 告示第42号 様式第1号（第6条関係）　申請書
様式第4号（第6条関係）　完了届
様式第6号（第6条関係）　助成金請求書

3 障がい福祉課 0577-73-7483

302 飛驒市障害者自動車運転
免許取得・改造助成事業
実施要綱

平成16年2月1日 告示第43号 様式第1号の（1）（第5条関係）　自動車運転免許取得助成事業交付申請書
様式第1号の（2）（第5条関係）　自動車改造助成事業交付申請書
様式第4号の（1）（第5条関係）　自動車運転免許取得助成事業実績報告書
様式第4号の（2）（第5条関係）　自動車改造助成事業実績報告書

4 障がい福祉課 0577-73-7483

302 飛驒市手話通訳者等派遣
事業実施要綱

平成16年2月1日 告示第44号 様式第1号（第4条関係）　飛騨市手話通訳者等登録申請書
様式第1号の2（第4条関係）　通訳者等個人情報取扱同意書
様式第1号の3（第4条関係）　飛騨市手話通訳者等登録内容変更申請書
様式第5号（第4条関係）　登録証再発行申請書
様式第6号（第7条関係）　飛騨市手話通訳者等派遣利用登録申請書　兼　台帳
様式第6号の2（第7条関係）　利用者個人情報取扱同意書
様式第9号（第8条関係）　手話通訳者等研修参加申請書
様式第10号（第8条関係）　手話通訳者等研修参加報告書
様式第12号（第9条関係）　飛騨市手話通訳者等活動月別報告書

9 障がい福祉課 0577-73-7483

302 飛驒市ニュー福祉機器助
成事業実施要綱

平成16年2月1日 告示第46号 様式第1号（第5条関係）　飛驒市ニュー福祉機器助成申請書
様式第4号（第7条関係）　請求書

2 障がい福祉課 0577-73-7483

302 飛驒市外出支援サービス
事業実施要綱

平成17年3月31日 告示第64号 様式第1号（第5条関係）　飛驒市外出支援サービス事業利用登録申請書
様式第6号（第10条関係）　飛驒市外出支援サービス事業実施報告書

2 障がい福祉課 0577-73-7483

302 飛驒市透析バス運行事業
実施要綱

平成18年6月13日 告示第79号 別記様式（第5条関係）　飛驒市透析バス利用申請書 1 障がい福祉課 0577-73-7483

302 飛驒市障害児等通院助成
金交付要綱

平成18年6月13日 告示第80号 様式第1号（第6条関係）　飛驒市障害児等通院助成金申請書 1 障がい福祉課 0577-73-7483

302 飛驒市障害者生活サポー
ト事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第110号 様式第1号（第7条関係）　障害者生活サポート事業利用申請書
※別添書類　誓約書

2 障がい福祉課 0577-73-7483

302 飛驒市障害者日常生活用
具給付等事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第111号 様式第3号（第8条関係）　日常生活用具給付券 1 障がい福祉課 0577-73-7483

302 飛驒市点字図書給付事業
実施要綱

平成18年10月1日 告示第112号 様式第2号（第7条関係）　点字図書発行証明書 1 障がい福祉課 0577-73-7483

302 飛驒市小児慢性特定疾病
児童等日常生活用具給付
事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第62号 様式第1号（第3条関係）小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書
様式第4号（第4条関係）小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付券

2 障がい福祉課 0577-73-7483

302 飛驒市特別支援学校等送
迎助成金交付要綱

平成22年3月31日 告示第93号 様式第1号（第4条関係）　飛騨市特別支援学校等送迎助成金申請書
様式第3号（第6条関係）　飛騨市特別支援学校等送迎助成金請求書

2 障がい福祉課 0577-73-7483

302 飛驒市障害者就業体験支
援奨励金交付要綱

平成25年3月29日 告示第52号 様式第1号（第7条関係）飛騨市障害者就業体験支援奨励金交付申請書
様式第3号（第9条関係）飛騨市障害者就業体験支援奨励金交付請求書

2 障がい福祉課 0577-73-7483

302 飛驒市難聴児補聴器購入
費助成事業実施要綱

平成26年1月15日 告示第5号 様式第1号（第5条関係）　飛驒市難聴児補聴器購入費助成金交付申請書
様式第2号（第5条関係）　飛驒市難聴児補聴器購入費助成金交付意見書
様式第5号（第6条関係）　飛驒市難聴児補聴器助成券

3 障がい福祉課 0577-73-7483

302 飛驒市障がい者就労施設
応援企業奨励金交付要綱

平成31年4月1日 告示第106号 様式第1号（第5条関係）　飛驒市障がい者就労施設応援企業奨励金申請書
様式第2号（第5条関係）　調査承諾書
様式第3号（第7条関係）　飛驒市障がい者就労施設応援企業奨励金請求書

3 障がい福祉課 0577-73-7483
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302 飛驒市店舗バリアフリー
化事業補助金交付要綱

令和2年8月4日 告示第269号 様式第1号（第7条関係）　飛驒市店舗バリアフリー化事業計画書
様式第2号（第7条関係）　助言者の当該事業に関する意見書
様式第4号（第10条関係）　飛驒市店舗バリアフリー化事業計画変更届
様式第6号（第11条関係）　飛驒市店舗バリアフリー化事業計画中止届
様式第8号（第13条関係）　飛驒市店舗バリアフリー化事業補助金交付申請書
様式第9号（第13条関係）　飛驒市店舗バリアフリー化事業完了実績報告書
様式第11号（第14条関係）　飛驒市店舗バリアフリー化補助金交付請求書

7 障がい福祉課 0577-73-7483

302 飛驒市における障害者の
日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための
法律施行細則

平成18年10月1日 規則第41号 様式第1号（第4条関係）　（介護給付費　訓練等給付費　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
様式第2号（第5条関係）　（介護給付費　訓練等給付費　特定障害者特別給付費　地域相談支援給付
費）支給（給付）決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書
様式第7号（第6条関係）　（介護給付費　訓練等給付費　特定障害者特別給付費）支給変更申請書兼
利用者負担額減額・免除等変更申請書
様式第12号（第9条関係）　申請内容変更届出書
様式第13号（第10条関係）　受給者証再交付申請書
様式第15号（第12条関係）　（特例介護給付費　特例訓練等給付費　特例特定障害者特別給付費　特例
地域相談支援給付費）支給申請書
様式第19号（第15条関係）　計画相談支援給付費支給申請書
様式第22号（第15条関係）計画相談支援依頼（変更）届出書
様式第23号（第16条関係）　高額障害福祉サービス等給付費支給申請書
様式第25号（第17条関係）　世帯状況・収入申告書
様式第28号（第19条関係）　自立支援医療費（育成・更正・精神通院）支給認定申請書（新規・再認
定・変更）
様式第35号（第24条関係）　自立支援医療受給者証再交付申請
様式第41号（第27条関係）　補装具費支給意見書
様式第43号（第29条関係）　補装具費支給券
様式第45号（第30条関係）　補装具費受領委任申出書
様式第47号（第19条関係）　自立支援医療（育成医療）意見書

17 障がい福祉課 0577-73-7483

303 飛驒市相当居宅サービス
事業者及び相当居宅介護
支援事業者の登録に関す
る規則

平成16年2月1日 規則第112号 様式第1号（第4条、第5条、第6条、第7条、第8条関係）相当サービス事業所、相当居宅介護支援事業所
登録申請書
様式第2号（第9条関係）登録事項変更届出書
様式第3号（第9条関係）事業廃止（休止・再開）届出書
様式第4号（第2条、第3条関係）特例居宅介護サービス費等、特例居宅介護サービス計画費等の代理受
領に係る申出書
様式第5号（第2条、第3条関係）介護保険特例居宅介護（支援）サービス費、特例居宅介護（支援）
サービス計画費支給申請書

5 地域包括ケア課 0577-73-6233

303 飛驒市保健センター条例
施行規則

平成16年2月1日 規則第114号 様式第1号（第5条関係）保健センター使用（変更）許可申請書 1 地域包括ケア課 0577-73-6233

303 飛驒市古川町総合保健福
祉センター条例施行規則

平成16年2月1日 規則第74号 様式第1号（第4条関係）飛驒市古川町総合保健福祉センター使用登録申請書
様式第3号（第5条関係）飛驒市古川町総合保健福祉センター専用使用（変更）許可申請書
様式第6号（第10条関係）飛驒市古川町総合保健福祉センター施設等損傷・亡失届

3 地域包括ケア課 0577-73-6233
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303 飛驒市生活保護法施行細
則

平成16年2月1日 規則第82号 様式第13号（第4条関係）生活保護開始（変更）申請書
様式第13号（第4条関係）（別添1）資産申告書
様式第13号（第4条関係）（別添2）収入申告書
様式第13号（第4条関係）（別添3）同意書
様式第14号（第4条関係）給与証明書
様式第15号（第4条関係）住宅補修計画書
様式第17号（第4条関係）生活保護法による葬祭扶助申請書
様式第21号（第6条関係）検診命令書
様式第23号（第8条関係）（別紙）扶養届書
様式第27号（第11条関係）利用被保護者状況変更届出書
様式第30号（第15条関係）就労自立給付金申請書
様式第33号（第18条関係）進学準備給付金申請書
様式第36号（第21条関係）生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の
申出書（生活保護法第77条の2第1項に基づく徴収金の場合）
様式第37号（第21条関係）生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の
申出書（生活保護法第78条第1項に基づく徴収金の場合）

14 地域包括ケア課 0577-73-6233

303 飛驒市老人福祉法施行細
則

平成16年2月1日 規則第93号 様式第9号（第4条関係）養護受託申出書
様式第14号（第5条関係）入所受諾（不受諾）書
様式第15号（第5条関係）養護受諾（不受諾）書
様式第19号（第6条関係）葬祭受諾（不受諾）書
様式第20号（第8条関係）保護措置費請求書
様式第21号（第8条関係）保護措置費請求書
様式第22号（第9条関係）保護措置費精算書
様式第24号（第12条関係）被措置者状況変更届
様式第26号（第5条の2関係）居宅介護受託（不受託）書
様式第28号（第8条関係）保護措置費請求書

10 地域包括ケア課 0577-73-6233

303 養護老人ホーム和光園管
理規則

平成16年2月1日 規則第94号 様式第1号（第5条関係）入園承認申請書
様式第2号（第5条関係）誓約書
様式第3号（第5条関係）身元引受書
様式第4号（第5条関係）動産、印鑑等保管兼管理依頼書

4 地域包括ケア課 0577-73-6233

303 飛驒市宮川町老人福祉セ
ンター条例施行規則

平成16年2月1日 規則第96号 別記様式（第2条関係）宮川町老人福祉センター使用許可申請書 1 地域包括ケア課 0577-73-6233

303 飛驒市家族介護応援手当
条例施行規則

平成16年2月1日 規則第99号 様式第1号（第3条関係）　家族介護応援手当交付申請書
様式第4号（第5条関係）　家族介護応援手当資格消滅届
様式第5号（第6条関係）　家族介護応援手当受給変更届
様式第6号（第9条関係）　家族介護応援手当証書再交付申請書

4 地域包括ケア課 0577-73-6233

303 飛驒市指定介護予防支援
事業所の指定等に関する
規則

平成18年3月23日 規則第10号 様式第1号（第2条関係）指定介護予防支援事業所　指定申請書
（参考様式第5号）介護保険法第115条の22第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書
様式第2号（第3条関係）変更届出書
様式第3号（第3条関係）再開届出書
様式第3号の2（第3条関係）廃止・休止届出書
様式第4号（第4条関係）指定介護予防支援事業所　指定更新申請書

6 地域包括ケア課 0577-73-6233

303 飛驒市指定地域密着型
サービス事業所等の指定
等に関する規則

平成18年7月4日 規則第34号 様式第1号（第2条関係）指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、指
定居宅介護支援事業所指定申請書
様式第3号（第3条関係）変更届出書
様式第4号（第3条関係）再開届出書
様式第4号の2（第3条関係）廃止・休止届出書
様式第5号（第4条関係）指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、指
定居宅介護支援事業所指定更新申請書
様式第7号（第5条関係）指定辞退届出書

6 地域包括ケア課 0577-73-6233
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303 飛驒市医師養成資金貸与
条例施行規則

平成24年3月30日 規則第8号 様式第1号（第2条関係）医師養成資金貸与申請書
様式第2号（第2条関係）誓約書
様式第5号（第6条関係）医師養成資金貸与契約書
様式第6号（第8条関係）休学（退学）届
様式第7号（第8条関係）医師養成資金貸与復活申請書
様式第8号（第8条関係）医師養成資金貸与辞退届
様式第10号（第8条関係）連帯保証人変更届
様式第11号（第8条関係）住所、氏名等変更届
様式第12号（第8条関係）死亡届
様式第15号（第12条関係）医師養成資金借用証書
様式第16号（第13条関係）医師養成資金返還免除申請書
様式第18号（第16条関係）医師養成資金返還猶予申請書

12 地域包括ケア課 0577-73-6233

303 飛驒市看護師等修学資金
貸与条例施行規則

平成24年3月30日 規則第9号 様式第1号（第3条関係）修学資金貸与申請書
様式第2号（第3条関係）誓約書
様式第4号（第6条関係）休学（退学）届
様式第5号（第6条関係）修学資金貸与復活申請書
様式第6号（第6条関係）修学資金貸与辞退届
様式第7号（第6条関係）懲戒（留年）処分届
様式第8号（第6条関係）連帯保証人変更届
様式第9号（第6条関係）住所、氏名等変更届
様式第10号（第6条関係）死亡届
様式第13号（第10条関係）修学資金借用書
様式第14号（第11条関係）修学資金返還免除申請書
様式第16号（第13条関係）修学資金返還猶予申請書

12 地域包括ケア課 0577-73-6233

303 飛驒市基準該当事業者の
登録等に関する規則

平成28年3月29日 規則第13号 様式第1号（第4条、第5条、第6条、第7条、第8条、第9条、第10条関係）基準該当居宅サービス事業
所、基準該当介護予防サービス事業所、基準該当居宅介護支援事業所、基準該当介護予防支援事業所登
録申請書
様式第2号（第13条関係）登録事項変更届出書
様式第3号（第13条関係）事業廃止（休止・再開）届出書
様式第4号（第2条、第3条関係）特例居宅介護サービス費、特例特定入所者介護サービス費、特例介護
予防サービス費等、特例特定入所者介護予防サービス費、特例居宅介護サービス計画費、特例介護予防
サービス計画費の代理受領に係る申出書
様式第5号（第2条、第3条関係）介護保険、特例居宅介護（予防）サービス費、特例特定入所者介護
（予防）サービス費、特例居宅介護（予防）サービス計画費

5 地域包括ケア課 0577-73-6233

303 飛驒市中国残留邦人等に
対する支援給付事務取扱
細則

平成29年3月16日 規則第9号 様式第11号（第4条関係）支援給付開始（変更）申請書
様式第11号（第4条関係）（別添1）資産申告書
様式第11号（第4条関係）（別添2-1）収入申告書
様式第11号（第4条関係）（別添2-2）収入申告書
様式第11号（第4条関係）（別添2-3）収入申告書
様式第11号（第4条関係）（別添3）同意書
様式第12号（第4条関係）葬祭支援給付申請書
様式第13号（第4条関係）住宅補修計画書
様式第18号（第6条関係）その2検診料請求書
様式第22号（第10条関係）徴収金等支払申出書

10 地域包括ケア課 0577-73-6233

303 飛驒市医療・福祉専門職
員就職準備貸付金貸与条
例施行規則

令和2年3月31日 規則第42号 様式第1号（第2条関係）就職準備貸付金申請書
様式第2号（第3条関係）就職準備貸付金連帯保証人変更届書
様式第4号（第6条関係）就職準備貸付金借用証書
様式第5号（第7条関係）就職準備貸付金返還免除申請書
様式第7号（第8条関係）就職準備貸付金返還猶予申請書

5 地域包括ケア課 0577-73-6233

303 飛驒市在日外国人福祉手
当支給要綱

平成16年2月1日 告示第16号 様式第1号（第4条関係）在日外国人福祉手当支給申請書
様式第4号（第10条関係）在日外国人福祉手当受給変更届

2 地域包括ケア課 0577-73-6233
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303 飛驒市緊急通報装置設置
事業実施要綱

平成16年2月1日 告示第25号 様式第1号（第3条関係）　緊急通報装置貸与申請書
様式第4号（第6条関係）　緊急通報装置貸与解除届
様式第6号（第5条の2関係）　緊急通報装置貸与変更届

3 地域包括ケア課 0577-73-6233

303 飛驒市すこやか施設利用
実施要綱

平成16年2月1日 告示第34号 様式第1号（第6条関係）飛驒市すこやか施設優待利用者証交付申請書 1 地域包括ケア課 0577-73-6233

303 飛驒市介護サービス計画
作成等に係る個人情報提
供要綱

平成16年2月1日 告示第52号 様式第1号（第5条関係）介護保険要介護認定等審査資料交付（閲覧）申請書
様式第2号（第5条関係）介護保険要介護認定審査結果等資料交付申請書

2 地域包括ケア課 0577-73-6233

303 飛驒市元気確認ポスト
カード往復便事業実施要
綱

平成16年11月1日 告示第137号 様式第1号（第3条関係）飛驒市元気確認ポストカード往復便事業申請書
様式第4号（第5条関係）飛驒市元気確認ポストカード往復便事業利用事項変更届
様式第5号（第5条関係）飛驒市元気確認ポストカード往復便事業利用辞退届

3 地域包括ケア課 0577-73-6233

303 飛驒市成年後見制度利用
支援要綱

平成17年3月18日 告示第43号 様式第1号（第4条関係）成年後見制度利用支援助成申請書
様式第3号（第6条関係）成年後見制度利用支援助成請求書

2 地域包括ケア課 0577-73-6233

303 飛驒市老人保護措置費支
弁要綱

平成19年3月30日 告示第51号 様式第5号－1（別紙1関係）入所者処遇特別加算費の（申請・報告）について 1 地域包括ケア課 0577-73-6233

303 飛驒市指定地域密着型
サービス事業者等指導要
綱

平成19年10月1日 告示第127号 様式第4号（第6条関係）地域密着型サービス事業者等実地指導に係る改善状況報告 1 地域包括ケア課 0577-73-6233

303 飛驒市介護サービス事業
者の業務管理体制の整備
の届出に関する要綱

平成21年12月21日 告示第220号 様式第1号（第2条、第4項関係）介護保険法第115条の32第2項（整備）又は第4項（区分の変更）に基づ
く業務管理体制に係る届出書
様式第2号（第3条関係）介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書（届出事項の
変更）

2 地域包括ケア課 0577-73-6233

303 飛驒市指定地域密着型
サービス等の基準等に関
する要綱

平成25年3月29日 告示第64号 様式第1号（第3条関係）運営推進会議開催回数軽減に関する願い出書 1 地域包括ケア課 0577-73-6233

303 飛驒市介護予防・日常生
活支援総合事業実施要綱

平成28年3月29日 告示第36号 様式第1号（第7条関係）介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
様式第1号の2（第7条関係）介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
様式第3号（第18条関係）飛騨市介護予防・日常生活支援総合事業廃止・休止・再開届

3 地域包括ケア課 0577-73-6233

303 飛驒市介護予防・日常生
活支援総合事業に係る指
定事業者の指定等に関す
る要領

平成28年3月29日 告示第38号 様式第1号（第3条関係）、飛騨市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書
様式第4号（第5条関係）飛騨市介護予防・日常生活支援総合事業指定内容変更届出書
様式第5号（第6条関係）飛騨市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業辞退届出書
様式第7号（第8条関係）飛騨市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新申請書

4 地域包括ケア課 0577-73-6233

303 飛驒市在宅介護アドバイ
ザー家庭派遣事業実施要
綱

平成28年6月29日 告示第87号 別記様式（第3条関係）在宅介護アドバイザー派遣申込書 1 地域包括ケア課 0577-73-6233

303 飛驒市高齢者等屋根融雪
等整備助成事業補助金交
付要綱

平成28年7月21日 告示第103号 様式第1号（第7条関係）飛驒市高齢者等屋根融雪等整備助成事業補助金交付申請書
様式第3号（第7条関係）飛驒市高齢者等屋根融雪等整備助成事業補助金交付内容変更申請書
様式第5号（第7条関係）飛驒市高齢者等屋根融雪等整備助成事業実績報告書
様式第6号（第7条関係）飛驒市高齢者等屋根融雪等整備助成事業補助金請求書

4 地域包括ケア課 0577-73-6233

303 飛驒市金銭管理支援に係
る個別支援プログラム実
施要綱

平成28年10月20日 告示第144号 第1号様式（第4条関係）金銭管理支援事業申請書兼同意書
第3号様式（第6条関係）金銭管理支援事業変更申請書
第5号様式（第7条関係）金銭管理支援事業辞退申出書

3 地域包括ケア課 0577-73-6233

303 飛驒市高齢者等雪下ろし
助成事業実施要綱

平成28年10月21日 告示第150号 様式第1号（第7条関係）飛驒市高齢者等雪下ろし助成事業申請書兼代理受領委任状
様式第4号（第10条関係）飛驒市高齢者等雪下ろし助成事業請求書

2 地域包括ケア課 0577-73-6233
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303 飛驒市生活困窮者就労準
備支援事業交通費助成金
交付要綱

平成30年3月1日 告示第23号 様式第1号（第4条関係）飛驒市生活困窮者就労準備支援事業交通費助成申請書 1 地域包括ケア課 0577-73-6233

303 飛驒市お手本配食事業実
施要綱

平成30年5月29日 告示第113号 様式第1号（第11条関係）飛驒市お手本配食事業利用申請書
様式第3号（第13条関係）飛驒市お手本配食事業利用変更届
様式第3号の2（第13条関係）飛驒市お手本配食事業利用中止届

3 地域包括ケア課 0577-73-6233

303 飛驒市生活困窮者就労準
備訓練支援金支給要綱

平成31年3月22日 告示第63号 様式第1号（第5条関係）飛驒市生活困窮者就労準備訓練支援金申請書 1 地域包括ケア課 0577-73-6233

303 飛驒市医療・介護総合人
材バンク実施要綱

平成31年4月1日 告示第104号 様式第1号（第5条関係）飛驒市医療・介護総合人材バンク登録票 1 地域包括ケア課 0577-73-6233

303 飛驒市福祉有償運送事業
補助金交付要綱

令和2年3月6日 告示第55号 様式第1号（第5条関係）飛驒市福祉有償運送事業補助金交付申請書
様式第3号（第6条関係）飛驒市福祉有償運送事業補助金実績報告書

2 地域包括ケア課 0577-73-6233

303 飛驒市高齢者等短期宿泊
事業実施要綱

令和2年3月24日 告示第86号 様式第1号（第12条関係）飛驒市高齢者等短期宿泊事業利用申請書
様式第4号（第12条関係）飛驒市高齢者等短期宿泊事業受諾通知書

2 地域包括ケア課 0577-73-6233

303 飛驒市介護保険専門職住
宅改修支援補助金交付要
綱

令和2年3月30日 告示第106号 様式第1号（第2条関係）飛騨市介護保険専門職住宅改修支援補助金該当事業所登録届書
様式第2号（第7条関係）飛騨市介護保険専門職住宅改修支援補助金交付申請書兼実績報告書

2 地域包括ケア課 0577-73-6233

303 飛驒市補聴器購入費補助
金交付要綱

令和2年3月30日 告示第98号 様式第1号（第5条関係）飛驒市補聴器購入費補助金交付申請書兼実績報告書
様式第4号（第7条関係）飛驒市補聴器購入費補助金交付請求書

2 地域包括ケア課 0577-73-6233

303 飛驒市居宅介護支援口腔
ケア推進事業補助金交付
要綱

令和2年3月30日 告示第107号 様式第1号（第4条関係）飛騨市居宅介護支援口腔ケア推進事業補助金交付申請書兼実績報告書 1 地域包括ケア課 0577-73-6233

303 飛驒市新型コロナウイル
ス院内感染予防自費検査
実施補助金交付要綱

令和3年3月5日 告示第71号 様式第1号（第4条関係）飛驒市新型コロナウイルス院内感染予防自費検査実施補助金交付申請書兼実績
報告書
様式第2号（第4条関係）院内無症状者新型コロナウイルス感染症予防自費検査実施調書
様式第4号（第6条関係）飛驒市新型コロナウイルス院内感染予防自費検査実施補助金交付請求書

3 地域包括ケア課 0577-73-6233

303 飛驒市介護保険住宅改修
費等の受領委任払いに関
する事務取扱要綱

令和元年6月28日 告示第32号 様式第1号（第4条関係）介護保険居宅介護（介護予防）福祉用具購入費・住宅改修費の受領委任払いに
関する委任状
様式第2号（第4条関係）介護保険居宅介護（介護予防）福祉用具購入費・住宅改修費の受領委任払いに
関する承諾書

2 地域包括ケア課 0577-73-6233

303 飛驒市老人ホーム入所判
定事務処理要領

平成16年2月1日 訓令第56号 別記様式（第4条関係）健康診断書 1 地域包括ケア課 0577-73-6233

304 飛驒市国民健康保険条例
施行規則

平成16年2月1日 規則第105号 様式第1号（第13条関係）住民異動届
様式第2号（第14条関係）国民健康保険被保険者特例に関する届
様式第3号（第15条関係）国民健康保険移送費承認申請書
様式第4号（第16条関係）国民健康保険療養費支給申請書
様式第5号（第17条関係）国民健康保険継続療養費給付申請書
様式第6号（第18条関係）国民健康保険出産育児一時金請求書
様式第7号（第18条関係）国民健康保険葬祭費請求書
様式第8号（第19条関係）第三者の行為による傷病届
様式第9号（第20条関係）国民健康保険高額療養費支給申請書
様式第12号（第23条関係）国民健康保険料減免（軽減）申請書
様式第13号（第23条関係）国民健康保険料徴収猶予申請書

11 市民保健課 0577-73-7464

304 飛驒市自動車臨時運行許
可業務取扱規則

平成16年2月1日 規則第21号 様式第1号（第2条関係）自動車臨時運行許可申請書
様式第2号（第5条関係）き損・亡失届

2 市民保健課 0577-73-7464

304 飛驒市住居表示に関する
条例施行規則

平成16年2月1日 規則第24号 様式第1号（第3条関係）建物等新築届
様式第2号（第3条関係）住居番号設定・変更・廃止申出書

2 市民保健課 0577-73-7464
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304 飛驒市福祉医療費助成に
関する条例施行規則

平成16年2月1日 規則第78号 様式第1号の1（第2条、第8条関係）福祉医療費受給資格者証交付申請書（兼）受給資格者台帳（乳幼児
等）（兼）受給資格認定申請書
様式第1号の2（第2条関係）福祉医療費受給者証交付申請書（重度心身障害者用）
様式第1号の3（第2条関係）福祉医療費受給者証交付申請書（母子家庭等用）
様式第1号の4（第2条関係）福祉医療費受給者証交付申請書（父子家庭用）
様式第3号（第2条関係）証明書（願）、母子家庭等となったことの証明書（証明願）、父子家庭となっ
たことの証明書（証明願）
様式第5号（第3条関係）福祉医療費受給者証再交付申請書
様式第7号（第4条関係）福祉医療費支給申請書
様式第9号（第6条関係）福祉医療費受給資格等変更届
様式第9号の2（第7条関係）福祉医療費受給資格喪失届

9 市民保健課 0577-73-7464

304 飛驒市不妊治療費助成金
条例施行規則

平成16年7月12日 規則第210号 様式第1号（第6条関係）飛騨市特定不妊治療費助成金交付申請書兼実績報告書
様式第2号（第6条関係）飛騨市特定不妊治療費助成事業受診等証明書
様式第3号（第6条関係）飛騨市一般不妊治療費助成金交付申請書兼実績報告書
様式第4号（第6条関係）飛騨市一般不妊治療費助成事業受診等証明書

4 市民保健課 0577-73-7464

304 飛驒市母子保健法施行細
則

平成25年3月29日 規則第26号 様式第2号（第3条関係）養育医療給付申請書
様式第3号（第3条関係）養育医療意見書

2 市民保健課 0577-73-7464

304 飛驒市新型コロナウイル
ス感染症に感染した国民
健康保険被保険者等に係
る傷病手当金の支給に関
する規則

令和2年5月1日 規則第50号 様式第1号（第3条関係）国民健康保険傷病手当金支給申請書（世帯主記入用）
様式第2号（第3条関係）国民健康保険傷病手当金支給申請書（被保険者記入用）
様式第3号（第3条関係）国民健康保険傷病手当金支給申請書（事業主記入用）
様式第4号（第3条関係）国民健康保険傷病手当金支給申請書（医療機関記入用）

4 市民保健課 0577-73-7464

304 飛驒市妊婦通院費助成金
交付要綱

平成17年7月7日 告示第87号 様式第1号（第4条関係）飛騨市妊婦通院費助成金交付申請書
様式第3号（第6条関係）飛騨市妊婦通院費助成金交付請求書

2 市民保健課 0577-73-7464

304 飛驒市証明書等宅配サー
ビス実施要綱

平成20年9月1日 告示第133号 別記様式（第5条関係）飛驒市証明書等宅配サービス受付内容確認事項 1 市民保健課 0577-73-7464

304 飛驒市国民健康保険出産
育児一時金受取代理実施
要綱

平成20年12月22日 告示第182号 様式第1号（第4条関係）国民健康保険出産育児一時金事前請求書兼受取代理申請書
様式第2号（第5条関係）国民健康保険出産育児一時金受取代理変更等届
様式第5号（第7条関係）国民健康保険出産育児一時金受取代理出産報告書

3 市民保健課 0577-73-7464

304 飛驒市国民健康保険一部
負担金の徴収猶予及び減
免並びに保険医療機関等
の一部負担金の取扱要綱

平成22年12月15日 告示第201号 様式第1号（第6条関係）国民健康保険一部負担金（減額・免除・徴収猶予）申請書
様式第2号（第6条関係）生活状況申告書

3 市民保健課 0577-73-7464

304 飛驒市旅券事務取扱要綱 平成23年9月15日 告示第168号 別記様式（第7条関係）団体申請等取扱届出書 1 市民保健課 0577-73-7464

304 飛驒市住民票の写し等の
交付に係る本人通知制度
に関する要綱

平成27年2月16日 告示第28号 様式第2号（第4条関係）委任状 1 市民保健課 0577-73-7464

304 飛驒市特定不妊治療・不
育症治療通院助成金交付
要綱

平成27年4月1日 告示第86号の3 別記様式（第5条関係）飛騨市特定不妊治療・不育症治療通院助成金請求書 1 市民保健課 0577-73-7464

304 飛驒市子育て世帯臨時特
例給付金支給事業実施要
綱

平成27年5月19日 告示第97号 様式第1号（第5条関係）児童手当・特例給付　現況届
様式第2号（第5条関係）子育て世帯臨時特例給付金（平成27年度）申請書（請求書）
様式第3号（第5条関係）子育て世帯臨時特例給付金（平成27年度）申請書（請求書）

3 市民保健課 0577-73-7464

304 飛驒市予防接種費用の償
還払いに関する要綱

平成28年3月29日 告示第35号 様式第1号（第3条関係）予防接種実施依頼書交付申請書
様式第3号（第5条関係）予防接種費用償還払交付申請書

2 市民保健課 0577-73-7464

304 飛驒市国民健康保険人間
ドック費用助成事業実施
要綱

平成29年3月24日 告示第50号 様式第1号（第6条関係）飛騨市国民健康保険人間ドック費用助成申込書兼健診結果提供同意書
様式第3号（第8条関係）飛騨市国民健康保険人間ドック費用助成金交付申請書
様式第6号（第9条関係）飛騨市国民健康保険人間ドック費用助成金請求書

3 市民保健課 0577-73-7464
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304 飛驒市国民健康保険高額
療養費支払資金貸付要綱

平成31年3月18日 告示第52号 様式第1号（第4条関係）高額療養費支払資金貸付申請書
様式第3号（第6条関係）高額療養費支払資金借用証書兼口座振込依頼書
様式第4号（第6条関係）高額療養費の代理受領に係る委任状
様式第7号（第10条関係）高額療養費支払資金借受人等変更届

4 市民保健課 0577-73-7464

304 飛驒市国民健康保険イン
フルエンザ予防接種助成
事業実施要綱

平成31年3月18日 告示第53号 様式第1号（第5条関係）飛騨市国民健康保険インフルエンザ予防接種費用助成券交付申請書
様式第2号（第5条関係）飛騨市国民健康保険インフルエンザ予防接種費用助成券（兼助成金請求書　兼
代理受領委任状）
様式第3号（第7条関係）助成額請求書

3 市民保健課 0577-73-7464

304 飛驒市小児がん患者ワク
チン再接種費用助成事業
実施要綱

令和1年12月16日 告示第115号 様式第1号（第5条関係）飛騨市小児がん患者ワクチン再接種費用助成金交付申請書
様式第4号（第7条関係）飛騨市小児がん患者ワクチン再接種費用助成金交付申請変更承認申請書
様式第6号（第9条関係）飛騨市小児がん患者ワク院再接種費用助成金交付申請書

3 市民保健課 0577-73-7464

304 飛驒市まめとく減塩協力
店奨励金交付要綱

令和2年5月1日 告示第187号 様式第1号（第5条関係）飛騨市まめとく減塩協力店奨励金交付申請書
様式第5号（第13条関係）飛騨市まめとく減塩協力店変更届
様式第6号（第14条関係）飛騨市まめとく減塩協力店廃止届

3 市民保健課 0577-73-7464

304 飛驒市新型コロナウイル
ス感染症傷病手当金支給
要綱

令和2年5月1日 告示第185号 様式第1号（第5条関係）飛騨市新型コロナウイルス感染症傷病手当金支給申請書（世帯主記入用）
様式第2号（第5条関係）飛騨市新型コロナウイルス感染症傷病手当金支給申請書（被保険者記入用）
様式第3号（第5条関係）飛騨市新型コロナウイルス感染症傷病手当金支給申請書（医療機関記入用）

3 市民保健課 0577-73-7464

304 令和2年度飛驒市子育て世
帯への臨時特別給付金支
給事業実施要綱

令和2年5月1日 告示第186号 様式第1号（第4条関係）令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書
様式第2号（第5条関係）令和2年度子育て世帯臨時特別給付金支給口座登録等の届出書
様式第3号　子育て世帯への臨時特別給付金申請書（請求書）

3 市民保健課 0577-73-7464

304 飛驒市がん患者医療用ケ
ア用品購入費助成金交付
要綱

令和元年12月16日 告示第116号 様式第1号（第4条関係）飛騨市がん患者医療用ケア用品購入費助成金交付申請書 1 市民保健課 0577-73-7464

304 飛驒市産後ケア事業実施
要綱

令和元年7月17日 告示第39号 様式第1号（第5条関係）飛騨市産後ケア事業利用申請書兼代理受領委任状
様式第5号（第7条関係）飛騨市産後ケア事業利用変更・取消申請書

2 市民保健課 0577-73-7464

304 飛驒市子育て支援ヘル
パー派遣事業実施要綱

令和元年7月17日 告示第41号 様式第1号（第8条関係）飛騨市子育て支援ヘルパー派遣事業利用申請書兼代理受領委任状
様式第5号（第10条関係）飛騨市子育て支援ヘルパー派遣事業利用変更・取消申請書
様式第8号（第14条関係）飛騨市子育て支援ヘルパー派遣事業利用記録簿

3 市民保健課 0577-73-7464

304 飛驒市国民健康保険の居
所不明被保険者の資格喪
失確認事務処理要領

平成16年2月1日 訓令第76号 様式第2号（第2項関係）居所不明被保険調査台帳 1 市民保健課 0577-73-7464

304 飛驒市国民健康保険にお
ける世帯主の事務取扱要
領

平成16年2月1日 訓令第77号 別記様式（第1条関係）国民健康保険世帯主申請書 1 市民保健課 0577-73-7464

304 飛驒市住民基本台帳の閲
覧に関する事務取扱要領

平成19年1月15日 訓令第2号 様式第1号（第4条関係）住民基本台帳8閲覧請求書12
様式第2号（第5条関係）住民基本台帳閲覧申出書
様式第3号（第5条関係）住民基本台帳閲覧に関する誓約書
様式第4号（第5条関係）住民基本台帳閲覧申出に係る閲覧者に関する照会書

4 市民保健課 0577-73-7464

304 飛驒市後期高齢者医療居
所不明被保険者に係る資
格喪失確認事務処理要領

平成31年3月18日 訓令第5号 様式第2号（第3条関係）居所不明被保険者調査台帳 1 市民保健課 0577-73-7464

304 飛驒市成人肺炎球菌ワク
チン接種費助成事業実施
要綱

平成25年3月29日 告示第67号の2 様式第2号（第5条関係）飛騨市成人肺炎球菌ワクチン接種費助成交付申請書兼請求書兼代理受領委任状
様式第3号（第7条関係）飛騨市成人肺炎球菌ワクチン接種費助成金申請書兼請求書

2 市民保健課 0577-73-7464

304 飛驒市産婦健康診査費助
成事業実施要綱

平成28年6月30日 告示第96号 様式第3号（第11条関係）飛騨市産婦健康診査費助成金交付申請書
様式第6号（第11条関係）飛騨市産婦健康診査費助成金交付請求書

2 市民保健課 0577-73-7464
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304 飛驒市風しんワクチン接
種促進事業実施要綱

平成29年1月5日 告示第3号 様式第1号（第6条関係）飛騨市風しんワクチン接種促進事業助成券交付申請書
様式第2号（第6条関係）飛騨市風しんワクチン接種促進事業助成交付申請書兼請求書兼代理受領委任状

2 市民保健課 0577-73-7464

304 飛驒市国民健康保険資格
証明書交付事務要綱

平成16年2月1日 訓令第75号 様式第1号（第3条関係）届書
様式第2号（第3条関係）届書

2 市民保健課 0577-73-7464

401 飛驒市廃棄物の処理及び
清掃に関する条例施行規
則

平成16年2月1日 規則第117号 様式第1号（第5条関係）一般廃棄物処理手数料減免申請書
様式第2号（第7条関係）飛驒市指定ごみ袋取扱い店舗指定申請書
様式第4号（第8条関係）一般廃棄物収集運搬業許可申請書
様式第5号（第8条、第9条、第11条関係）誓約書
様式第6号（第9条関係）一般廃棄物処分業許可申請書
様式第7号（第10条関係）一般廃棄物処理業変更許可申請書
様式第8号（第11条関係）一般廃棄物処理業変更届出書
様式第11号（第13条関係）一般廃棄物処理業廃止届出書
様式第12号（第14条関係）浄化槽清掃業許可申請書
様式第13号（第14条、第16条関係）誓約書
様式第16号（第16条関係）浄化槽清掃業変更届出書
様式第18号（第18条関係）浄化槽清掃業廃業等届出書
様式第19号（第19条関係）一般廃棄物業務報告書
様式第20号（第19条関係）浄化槽清掃業務報告書

14 環境課 0577-73-7482

401 飛驒市墓地、埋葬等に関
する法律施行細則

平成16年2月1日 規則第119号 様式第1号（第3条関係）墓地経営許可申請書
様式第2号（第3条関係）納骨堂経営許可申請書
様式第3号（第3条関係）火葬場経営許可申請書
様式第4号（第3条関係）墓地区域変更許可申請書
様式第5号（第3条関係）納骨堂・火葬場施設変更許可申請書
様式第6号（第3条関係）墓地・納骨堂・火葬場廃止許可申請書
様式第7号（第3条関係）墓地・納骨堂・火葬場許可事項変更承認申請書
様式第14号（第7条関係）墓地・納骨堂・火葬場　経営・区域変更・施設変更工事完了届出書
様式第15号（第7条関係）墓地・火葬場みなし許可届出書

9 環境課 0577-73-7482

401 飛驒市営墓地使用条例施
行規則

平成16年2月1日 規則第120号 様式第1号（第2条関係）飛驒市営墓地使用許可申請書
様式第2号（第6条関係）埋（改）葬届

2 環境課 0577-73-7482

401 飛驒市火葬場条例施行規
則

平成16年2月1日 規則第121号 様式第1号（第2条関係）飛驒市火葬場使用申請書
様式第2号（第2条関係）飛驒市火葬場使用許可書

2 環境課 0577-73-7482

401 飛驒市ポイ捨て等防止条
例施行規則

平成16年2月1日 規則第124号 様式第2号（第4条関係）自動販売機設置届出書
様式第3号（第4条関係）自動販売機 変更・廃止 届出書
様式第5号（第6条関係）自動販売機承継届出書
様式第7号（第7条関係）届出済証 亡失・損傷 届出書

4 環境課 0577-73-7482

401 飛驒市家庭用生ごみ堆肥
化促進に関する補助金交
付要綱

平成16年2月1日 告示第64号 様式第1号（第4条関係）家庭用生ごみ堆肥化装置補助金交付申請書
様式第2号（第6条関係）家庭用生ごみ堆肥化装置設置完了届

2 環境課 0577-73-7482

401 飛驒市家庭用生ごみ処理
に要するＥＭぼかしの給
付事業実施要綱

平成16年2月1日 告示第65号 様式第1号（第8条関係）EMぼかし無料配布報告書 1 環境課 0577-73-7482

401 飛驒市環境美化監視員の
設置等に関する要綱

平成16年2月1日 告示第66号 様式第2号（第12条関係）監視活動報告書
様式第3号（第14条関係）調査調書

2 環境課 0577-73-7482

401 飛驒市資源回収事業奨励
金交付要綱

平成16年2月1日 告示第67号 様式第1号（第4条関係）資源回収事業計画書
様式第2号（第5条関係）資源回収事業奨励金交付申請書
様式第3号（第5条関係）廃棄物引取証明書

3 環境課 0577-73-7482
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401 飛驒市クリーンセンター
計量カード取扱要綱

平成25年4月1日 告示第69号の4 様式第1号（第3条、第5条関係）飛驒市クリーンセンター計量カード貸与申請書（新規・変更）
様式第3号（第7条関係）計量カード再貸与申請書

2 環境課 0577-73-7482

401 飛驒市消毒作業委託補助
金交付要綱

令和2年4月23日 告示第175号の2 様式第1号（第8条関係）飛驒市消毒作業委託補助金交付申請書
様式第3号（第9条関係）飛驒市消毒作業委託補助金請求書

2 環境課 0577-73-7482

401 飛驒市エコサポーター登
録制度実施要綱

令和元年10月23日 告示第97号 様式第1号（第5条関係）飛驒市エコサポーター登録申請書 1 環境課 0577-73-7482

401 飛驒市ごみゼロパート
ナー登録制度実施要綱

令和元年10月23日 告示第98号 様式第1号（第4条関係）飛驒市ごみゼロパートナー登録申請書
様式第2号（第6条関係）飛驒市ごみゼロパートナー実績報告書
様式第3号（第7条関係）飛驒市ごみゼロパートナー登録変更届
様式第4号（第8条関係）飛驒市ごみゼロパートナー登録抹消届

4 環境課 0577-73-7482

402 飛驒市下水道条例施行規
則

平成16年2月1日 規則第166号 様式第1号（第2条、第24条関係）汚水排出量申告書
様式第2号（第5条、第12条関係）排水設備等計画確認申請書
様式第3号（第7条関係）排水設備等共同設置総代人届
様式第5号（第9条関係）公共汚水ます等増設申請書
様式第6号（第11条、第12条関係）排水設備等工事完了届
様式第8号（第13条関係）排水設備等設置義務免除申請書
様式第10号（第15条関係）除害施設設置（変更、休止、廃止、再開）届
様式第11号（第16条関係）水質管理責任者選任（変更）届
様式第13号（第18条関係）代理人選定（変更）届
様式第14号（第19条関係）管理人選定（変更）届
様式第15号（第21条関係）下水道特別使用許可申請書
様式第17号（第29条関係）物件設置（変更）許可申請書
様式第19号（第30条関係）軽微物件設置届
様式第20号（第31条関係）占用許可申請書
様式第22号（第32条関係）公共下水道使用料等減免申請書
様式第24号（第33条関係）下水道付近掘削届

16 水道課 0577-73-7484

402 飛驒市下水道指定工事店
に関する規則

平成16年2月1日 規則第167号 様式第1号（第4条関係）下水道指定工事店指定申請書
様式第3号（第4条、第10条関係）責任技術者認定申請書
様式第4号（第4条関係）従業員名簿
様式第11号（第20条関係）下水道指定工事店変更届

4 水道課 0577-73-7484

402 飛驒市都市計画下水道事
業受益者負担金徴収条例
施行規則

平成16年2月1日 規則第168号 様式第2号（第4条関係）下水道事業受益者申告書
様式第6号（第12条関係）下水道事業受益者負担金過誤納金還付請求書
様式第8号（第16条、第18条関係）下水道事業受益者負担金徴収猶予減免申請書
様式第11号（第21条関係）下水道事業受益者変更届
様式第12号（第22条関係）下水道事業受益者負担金納付代理人選任変更廃止届

5 水道課 0577-73-7484

402 飛驒市公共下水道事業受
益者分担金徴収条例施行
規則

平成16年2月1日 規則第169号 様式第1号（第2条関係）下水道事業受益者申告書
様式第3号（第4条関係）下水道事業受益者変更届
様式第4号（第9条関係）下水道事業受益者分担金納付代理人申請書

3 水道課 0577-73-7484

402 飛驒市水洗便所等改造資
金融資あっせん及び利子
補給等規則

平成16年2月1日 規則第171号 様式第1号（第6条関係）水洗便所等改造資金融資あっせん申込書
様式第2号（第7条関係）水洗便所等改造資金融資協議書
様式第6号（第12条関係）水洗便所等改造資金貸付報告書
様式第7号（第15条関係）水洗便所等改造資金利子補給金交付申請書
様式第10号（第15条関係）水洗便所等改造資金利子補給金交付請求書
様式第11号（第19条関係）水洗便所等改造資金特別助成金交付申請書
様式第13号（第21条関係）水洗便所等改造資金特別助成金変更交付申請書
様式第15号（第22条関係）水洗便所等改造資金特別助成金交付請求書

8 水道課 0577-73-7484
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402 飛驒市公共下水道等の生
活扶助世帯に対する排水
設備設置費補助金交付規
則

平成16年2月1日 規則第172号 様式第1号（第5条関係）排水設備設置費補助金交付申請書
様式第3号（第7条関係）排水設備設置費補助金変更交付申請書
様式第5号（第8条関係）排水設備設置費補助金交付請求書

3 水道課 0577-73-7484

402 飛驒市農村下水道処理施
設条例施行規則

平成16年2月1日 規則第174号 様式第1号（第3条関係）排水設備等計画確認申請書
様式第3号（第5条関係）公共汚水ます等増設申請書
様式第4号（第9条関係）排水設備等工事完了届
様式第6号（第10条関係）代理人選定（変更）届
様式第7号（第11条関係）管理人選定（変更）届
様式第8号（第13条関係）下水道特別使用許可申請書
様式第10号（第16条関係）汚水排出量申告書
様式第11号（第19条関係）農村下水道処理施設使用料等減免申請書
様式第13号（第20条関係）下水道付近掘削届

9 水道課 0577-73-7484

402 飛驒市合併処理浄化槽設
置整備事業補助金交付要
綱

平成16年2月1日 告示第63号 様式第1号（第5条関係）補助金交付申請書
様式第3号（第7条関係）変更承認申請書
様式第4号（第8条関係）事業実績報告書
様式第6号（第10条関係）補助金交付請求書

4 水道課 0577-73-7484

402 飛驒市私道に対する公共
下水道布設工事事務取扱
要綱

平成16年2月1日 告示第75号 様式第1号（第4条関係）公共下水道布設申請書
様式第2号（第4条関係）公共下水道布設申請者名簿
様式第4号（第4条関係）公共下水道布設承諾書

3 水道課 0577-73-7484

402 飛驒市ディスポーザ排水
処理システムの取扱要綱

平成20年11月18日 告示第169号 様式第1号（第4条関係）ディスポーザ排水処理システム事前協議申請書
様式第2号（第4条関係）維持管理計画書
様式第3号（第4条関係）維持管理業務委託確約書
様式第4号（第4条関係）使用者承継確約書
様式第5号（第4条関係）誓約書
様式第7号（第7条関係）ディスポーザ排水処理システム承継届

6 水道課 0577-73-7484

402 飛驒市専用水道及び簡易
専用水道事務取扱要綱

平成25年3月29日 告示第65号 様式第1号（第2条関係）専用水道布設工事設計確認申請書
様式第4号（第3条関係）給水開始届
様式第5号（第3条関係）水道施設検査書
様式第6号（第4条関係）専用水道確認申請書記載事項変更届
様式第7号（第5条関係）専用水道使用届
様式第8号（第6条関係）専用水道変更届
様式第9号（第7条関係）専用水道廃止届
様式第10号（第8条関係）水道技術管理者選任変更届
様式第11号（第9条関係）委託水道業務届
様式第12号（第10条関係）簡易専用水道設置届
様式第13号（第11条関係）簡易専用水道変更届
様式第14号（第12条関係）簡易専用水道廃止届
様式第16号（第13条関係）水道施設改善報告書
様式第22号（第15条関係）改善計画書（改善完了報告書）

14 水道課 0577-73-7484

402 飛驒市下水道使用料過誤
納返還金支払要綱

平成27年9月24日 告示第139号 様式第1号（第3条関係）相続人代表者指定届出書
様式第2号（第5条関係）返還金支払請求書

2 水道課 0577-73-7484
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402 飛驒市水道事業給水条例
施行規程

平成16年2月1日 企業管理規程第7
号

様式第1号（第4条、第6条、第11条、第12条関係）給水装置（新設・増設・改造・修繕・撤去）施行申
請書
様式第2号（第5条、第16条、第17条関係）水道・下水道等異動申請書（兼届出書）
様式第4号（第8条関係）材料検査申請書
様式第5号（第9条関係）給水設備等工事完了届
様式第6号（第14条関係）代理人（管理人）選任届
様式第8号（第16条関係）消火栓使用許可申請書
様式第9号（第17条関係）私設消火栓消防使用届
様式第10号（第17条関係）代理人管理人（住所、氏名）変更届
様式第11号（第18条関係）給水装置異状届
様式第12号（第19条関係）給水装置（水質）検査請求書

10 水道課 0577-73-7484

402 飛驒市水道料金等滞納整
理事務手続規程

平成17年10月1日 企業管理規程第3
号

様式第1号（第3条関係）給水停止予告通知書
様式第4号（第6条関係）水道料金等分納誓約書

2 水道課 0577-73-7484

402 飛驒市漏水に対する給水
料の減免取扱要綱

平成22年3月8日 企業管理規程第1
号

様式第1号（第5条関係）給水料減免申請書 1 水道課 0577-73-7484

501 飛驒市森茂生活改善セン
ター条例施行規則

平成16年2月1日 規則第128号 様式第1号（第3条関係）生活改善センター使用許可申請書 1 農業振興課 0577-73-7466

501 飛驒市農業経営基盤強化
資金利子助成金交付規則

平成25年8月12日 規則第45号 様式第1号（第4条関係）農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請書（実績報告書）
様式第4号（第7条関係）農業経営基盤強化資金利子助成金交付請求書
様式第5号（第8条関係）農業経営基盤強化資金利子助成条件変更申請書
様式第7号（第8条関係）農業経営基盤強化資金利子助成条件変更報告書

4 農業振興課 0577-73-7466

501 飛驒市土地改良事業推進
組織運営資金貸付要綱

平成31年4月1日 告示第110号 様式第1号（第6条関係）組織運営資金貸付申請書
様式第2号（第6条関係）組織運営資金貸付事業計画書
様式第4号（第8条関係）組織運営資金借用証書
様式第5号（第9条関係）組織運営資金貸付事業計画変更承認申請書
様式第7号（第11条関係）組織運営資金貸付事業実績報告書

5 農業振興課 0577-73-7466

501 飛驒市地域米ブランド化
支援事業補助金実施要綱

令和元年8月15日 告示第57号 様式第1号（第4条関係）地域米ブランド化事業計画書 1 農業振興課 0577-73-7466

501 飛驒市農地集積促進協力
金交付要綱

令和元年8月15日 告示第58号 様式第1号（第7条関係）農地集積促進協力金交付申請書 1 農業振興課 0577-73-7466

501 飛驒市小規模基盤整備事
業補助金交付要綱

平成29年6月22日 告示第104号 様式第1号（第6条関係）農地整備承諾書
様式第4号（第6条関係）農用地の小規模基盤整備に関する同意書

2 農業振興課 0577-73-7466

502 国土調査等における標識
等の管理保全に関する規
則

平成16年2月1日 規則第140号 様式第1号（第4条関係）地籍調査標識等移転申請書
様式第2号（第5条関係）地籍調査標識等移転許可書
様式第3号（第7条関係）地籍調査標識等損傷届

3 林業振興課 0577-62-8905

502 飛驒市鳥獣飼養登録事務
実施規則

平成27年3月19日 規則第16号 様式第1号（第2条関係）鳥獣飼養登録申請書
様式第7号（第4条関係）鳥獣飼養登録更新申請書
様式第8号（第5条関係）飼養登録鳥獣譲受け等届出書
様式第10号（第6条関係）住所・氏名変更届出書
様式第12号（第7条関係）鳥獣飼養登録票亡失届出書
様式第13号（第8条関係）鳥獣飼養登録票再交付申請書

6 林業振興課 0577-62-8905

502 飛驒市狩猟者育成事業補
助金交付要綱

平成19年3月30日 告示第53号 様式第1号（第5条関係）飛驒市鳥獣被害対策実施隊従事同意書
様式第2号（第6条関係）飛驒市狩猟者育成補助金交付申請書
様式第3号（第7条関係）飛驒市狩猟者育成事業補助金交付（決定・却下）通知書
様式第4号（第8条関係）飛驒市狩猟者育成事業補助金請求書

4 林業振興課 0577-62-8905

502 飛驒市鳥獣被害対策実施
隊設置要綱

平成27年3月20日 告示第49号 別記様式（第11条関係）業務報告書 1 林業振興課 0577-62-8905

502 飛驒市被害防止捕獲実施
要領

令和2年3月30日 告示第131号 第2号様式（第8条関係）被害防止捕獲依頼書
第3号様式（第9条関係）被害防止捕獲申請に係る調査書

2 林業振興課 0577-62-8905
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502 飛驒市有害鳥獣被害防止
助成金交付要綱

平成19年3月30日 告示第52号 様式第1号（第4条関係）鳥獣捕獲届出書
様式第2号（第5条関係）有害鳥獣被害防止助成金交付決定通知書
様式第3号（第6条関係）有害鳥獣被害防止助成金請求書

3 林業振興課 0577-62-8905

503 飛驒市飛騨牛調教用グラ
ンド施設条例施行規則

平成23年3月28日 規則第9号 様式第1号（第2条関係）飛驒市飛騨牛調教用グランド施設使用許可申請書
様式第2号（第3条関係）飛驒市飛騨牛調教用グラウンド施設使用許可証

2 畜産振興課 0577-73-0152

503 飛驒市産業動物獣医療体
制確保対策基金条例施行
規則

令和2年3月30日 規則第29号 様式第1号（第5条関係）飛驒市産業動物獣医療体制確保対策基金貸付申請書
様式第3号（第8条関係）奨学金返還明細書
様式第4号（第9条関係）飛驒市産業動物獣医療体制確保対策基金貸付者住所等変更届
様式第5号（第10条関係）飛驒市産業動物獣医療体制確保対策基金貸付変更申請書
様式第12号（第15条関係）飛驒市産業動物獣医療体制確保対策基金借用証書
様式第14号（第17条関係）飛驒市産業動物獣医療体制確保対策基金返還変更申請書
様式第16号（第18条関係）飛驒市産業動物獣医療体制確保対策基金返還猶予申請書
様式第18号（第19条関係）飛驒市産業動物獣医療体制確保対策基金償還免除申請書

8 畜産振興課 0577-73-0152

503 飛驒市肉用・乳用牛新型
コロナウイルス感染症対
策支援利子補給金交付要
綱

令和2年5月21日 告示第197号 様式第1号（第6条関係）飛驒市肉用・乳用新型コロナウイルス感染症対策支援利子補給金承認申請書
様式第4号（第8条関係）飛驒市肉用・乳用牛新型コロナウイルス感染症対策支援利子補給金交付申請書
様式第6号（第10条関係）飛驒市肉用・乳用新型コロナウイルス感染症対策支援利子補給金交付請求書

3 畜産振興課 0577-73-0152

601 飛驒市企業振興条例施行
規則

平成16年2月1日 規則第141号 様式第1号（第2条関係）指定申請書
様式第4号（第5条関係）奨励金交付申請書
様式第5号（第6条関係）指定申請書記載事項変更届
様式第6号（第6条関係）事業休（廃）止届

4 商工課 0577-62-8901

601 飛驒市中小企業倒産防止
共済掛金助成規則

平成16年2月1日 規則第142号 別記様式（第5条関係）助成金交付申請書 1 商工課 0577-62-8901

601 飛驒市駐車場条例施行規
則

平成16年2月1日 規則第159号 様式第2号（第4条関係）飛驒市有料駐車場使用申込書
様式第3号（第4条関係）飛驒市有料駐車場退去届

2 商工課 0577-62-8901

601 飛驒市企業立地促進条例
施行規則

平成20年3月28日 規則第10号 様式第1号（第6条関係）指定事業者指定申請書
様式第3号（第7条関係）事業所等立地助成金交付申請書
様式第4号（第7条関係）事業所等設置助成金等交付申請書
様式第7号（第8条関係）申請事項等変更届
様式第8号（第9条関係）操業休止等届

5 商工課 0577-62-8901

601 飛驒市小規模事業者経営
改善資金利子補給金交付
規則

平成21年11月18日 規則第36号 様式第1号（第5条関係）飛驒市小規模事業者経営改善資金利子補給金交付申請書
様式第4号（第7条関係）　飛驒市小規模事業者経営改善資金利子補給金支払請求書

2 商工課 0577-62-8901

601 飛驒市経済変動対策資金
震災枠利子補給金交付規
則

平成23年6月22日 規則第29号 様式第1号（第5条関係）利子補給金交付申請書
様式第4号（第7条関係）利子補給金支払請求書

2 商工課 0577-62-8901

601 飛驒市令和元年度暖冬対
策支援融資利子補給金交
付規則

令和2年4月17日 規則第45号 様式第1号（第5条関係）飛驒市令和元年度暖冬対策支援融資利子補給金交付申請書
様式第2号（第5条関係）飛驒市令和元年度暖冬対策支援融資利子補給制度　令和元年度「暖冬、小雪」
を要因とする売上減少に関する説明書
様式第5号（第7条関係）飛驒市令和元年度暖冬対策支援融資利子補給金支払請求書

3 商工課 0577-62-8901

601 飛驒市市民雇用奨励金交
付要綱

平成27年3月20日 告示第48号 様式第1号の1（第5条関係）奨励金交付申請書
様式第1号の2（第5条関係）雇用実績報告書
様式第3号（第8条関係）奨励金交付請求書

3 商工課 0577-62-8901

601 飛驒市就職奨励金交付要
綱

平成27年3月20日 告示第58号 様式第1号（第5条関係）奨励金交付申請兼承諾書
様式第3号（第8条関係）奨励金請求書

2 商工課 0577-62-8901

601 飛驒市ライフプランセミ
ナー受講特典補助金交付
要綱

平成27年3月20日 告示第61号 様式第1号（第4条関係）飛驒市家具製造事業所指定申請書
様式第3号（第6条関係）飛驒市ライフプランセミナー受講特典補助金交付申請書
様式第4号（第9条関係）飛驒市ライフプランセミナー受講特典補助金請求書

3 商工課 0577-62-8901
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601 飛驒市希少伝統産業技術
後継者育成奨励金交付要
綱

平成27年3月20日 告示第70号 様式第1号（第5条関係）飛驒市希少伝統産業技術後継者育成奨励金（研修者）交付申請兼承諾書
様式第2号（第5条関係）誓約書兼同意書
様式第3号（第5条関係）研修承諾書兼推薦書
様式第5号（第5条関係）飛驒市希少伝統産業技術後継者育成奨励金（指導者）交付申請兼承諾書
様式第7号（第7条関係）飛驒市希少伝統産業技術後継者育成奨励金請求書
様式第8号（第8条関係）飛驒市希少伝統産業技術後継者育成奨励金交付取下書
様式第9号（第9条関係）飛驒市希少伝統産業技術後継者育成奨励金事業内容変更承認申請書
様式第11号（第12条関係）飛驒市希少伝統産業技術後継者育成奨励金実績報告書

8 商工課 0577-62-8901

601 飛驒市インターンシップ
支援事業補助金交付要綱

平成28年6月16日 告示第84号 様式第1号（第6条関係）インターンシップ事業計画認定申請書
様式第3号（第8条関係）補助金交付申請書

2 商工課 0577-62-8901

601 飛驒市中心市街地店舗拡
大促進補助金交付要綱

平成28年6月29日 告示第93号 様式第1号（第5条関係）起業化計画書
様式第4号（第8条関係）新規出店計画変更届
様式第6号（第9条関係）新規出店計画中止届
様式第8号（第10条関係）新規出店計画完了報告書
様式第9号（第10条関係）飛驒市中心市街地店舗拡大促進補助金交付申請書
様式第11号（第11条関係）飛驒市中心市街地店舗拡大促進補助金交付請求書

6 商工課 0577-62-8901

601 飛驒市推奨特産品認定制
度実施要綱

平成28年12月19日 告示第166号 様式第1号（第6条関係）飛驒市推奨特産品認定申請書
様式第5号（第14条関係）飛驒市推奨特産品事故等報告書
様式第6号（第9条関係）飛驒市推奨特産品認定申請書（継続）

3 商工課 0577-62-8901

601 飛驒市企業人材確保支援
事業補助金交付要綱

平成29年3月21日 告示第44号 様式第1号（第5条関係）飛驒市企業人材確保支援事業補助金中止（廃止）申請書 1 商工課 0577-62-8901

601 飛驒市外国人技能実習生
等雇用通訳支援事業補助
金交付要綱

平成29年9月22日 告示第137号 別記様式（第5条関係）飛驒市外国人技能実習生等雇用通訳支援事業補助金交付申請書兼承諾書 1 商工課 0577-62-8901

601 飛驒市郷土工芸品産業技
術後継者育成奨励金交付
要綱

平成29年9月26日 告示第139号 様式第1号（第5条関係）飛驒市郷土工芸品産業技術後継者育成奨励金（見習い者）交付申請書
様式第2号（第5条関係）誓約書兼同意書
様式第3号（第5条関係）見習い承諾書兼推薦書
様式第5号（第5条関係）飛驒市郷土工芸品産業技術後継者育成奨励金（指導者）交付申請兼承諾書
様式第7号（第7条関係）飛驒市郷土工芸品産業技術後継者育成奨励金請求書
様式第8号（第8条関係）飛驒市郷土工芸品産業技術後継者育成奨励金交付取下届
様式第9号（第9条関係）飛驒市郷土工芸品産業技術後継者育成奨励金事業内容変更承認申請書
様式第11号（第12条関係）飛驒市郷土工芸品産業技術後継者育成奨励金実績報告書

8 商工課 0577-62-8901

601 飛驒えごまの里宣伝標章
取扱要綱

平成29年12月28日 告示第161号 別記様式（第4条関係）飛騨えごまの里宣伝標章使用届出書 1 商工課 0577-62-8901

601 飛驒市外国人技能実習生
等の空き家等社宅化支援
補助金交付要綱

平成30年3月28日 告示第53号 様式第1号（第5条関係）補助金交付資格者申請兼承諾書
様式第3号（第8条関係）補助金交付申請兼承諾書

2 商工課 0577-62-8901

601 飛驒市外国人技能実習生
等面接旅費等補助金交付
要綱

平成30年3月28日 告示第54号 別記様式（第5条関係）飛驒市外国人技能実習生等面接旅費等補助金交付申請書 1 商工課 0577-62-8901

601 飛驒市空き店舗等賃貸物
件改修事業補助金交付要
綱

平成30年3月30日 告示第78号 様式第1号（第6条関係）空き店舗改修計画書
様式第2号（第6条関係）調査承諾書
様式第3号（第6条関係）誓約書
様式第5号（第9条関係）飛驒市空き店舗等賃貸物件改修事業補助金事業計画変更届
様式第7号（第10条関係）飛驒市空き店舗等賃貸物件改修事業補助金事業計画取下届
様式第8号（第12条関係）飛驒市空き店舗等賃貸物件改修事業完了実績報告書

6 商工課 0577-62-8901

601 飛驒市トライアル雇用奨
励金交付要綱

平成31年3月25日 告示第67号 様式第1号（第5条関係）奨励金交付申請書
様式第3号（第8条関係）奨励金交付請求書

2 商工課 0577-62-8901
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601 飛驒市外国人技能実習生
等就職奨励金交付要綱

平成31年3月25日 告示第68号 様式第1号（第5条関係）奨励金交付資格者申請兼承諾書
様式第3号（第8条関係）奨励金交付申請兼承諾書
様式第4号（第10条関係）奨励金交付請求書

3 商工課 0577-62-8901

601 飛驒市高齢者、障害者社
会進出促進補助金交付要
綱

平成31年3月25日 告示第69号 様式第1号（第5条関係）宣言書 1 商工課 0577-62-8901

601 飛驒市電子決済端末導入
促進補助金交付要綱

平成31年4月1日 告示第92号 様式第1号（第5条関係）飛驒市電子決済端末導入促進補助金交付申請書
様式第2号（第7条関係）飛驒市電子決済端末導入促進補助事業完了実績報告書

2 商工課 0577-62-8901

601 飛驒市サテライトオフィ
ス開設支援事業補助金交
付要綱

令和2年3月1日 告示第56号 様式第1号（第5条関係）飛驒市サテライトオフィス開設計画書
様式第2号（第5条関係）誓約書
様式第4号（第8条関係）サテライトオフィス開設計画変更届
様式第6号（第9条関係）サテライトオフィス開設計画中止届
様式第8号（第10条関係）サテライトオフィス開設計画完了報告書
様式第9号（第10条関係）飛驒市サテライトオフィス開設支援事業補助金交付申請書
様式第11号（第11条関係）飛驒市サテライトオフィス開設支援事業補助金交付請求書

7 商工課 0577-62-8901

601 飛驒市知的財産権取得促
進補助金交付要綱

令和2年3月19日 告示第83号 様式第1号（第6条関係）飛驒市知的財産取得促進補助金交付申請書兼承諾書
様式第3号（第8条関係）飛驒市知的財産権取得促進補助金交付請求書

2 商工課 0577-62-8901

601 飛驒市店舗リニューアル
事業補助金交付要綱

令和2年3月19日 告示第84号 様式第1号（第6条関係）飛驒市店舗リニューアル事業計画書
様式第4号（第9条関係）飛驒市店舗リニューアル事業計画変更届
様式第6号（第10条関係）飛驒市店舗リニューアル事業計画中止届
様式第8号（第12条関係）飛驒市店舗リニューアル事業補助金交付申請書
様式第9号（第12条関係）飛驒市店舗リニューアル事業完了実績報告書
様式第11号（第13条関係）飛驒市店舗リニューアル補助金交付請求書

6 商工課 0577-62-8901

601 飛驒市中小企業経営安定
資金融資信用保証料補給
金交付要綱

令和2年4月17日 告示第172号 様式第1号（第4条関係）補助金交付申請書 1 商工課 0577-62-8901

601 飛驒市雇用調整支援金交
付要綱

令和2年5月18日 告示第193号 様式第1号（第4条関係）支援金交付申請書
様式第3号（第7条関係）支援金交付請求書

2 商工課 0577-62-8901

601 飛驒市起業化促進補助金
交付要綱

平成27年3月20日 告示第65号 様式第1号（第5条関係）起業化計画書
様式第4号（第8条関係）起業化計画変更届
様式第6号（第9条関係）起業化計画中止届
様式第8号（第10条関係）起業化計画完了報告書
様式第9号（第10条関係）飛驒市起業促進補助金交付申請書
様式第11号（第11条関係）飛驒市起業化促進補助金交付請求書

6 商工課 0577-62-8901

601 飛驒市宿泊施設立地促進
補助金交付要綱

令和元年8月30日 告示第65号 様式第1号（第5条関係）宿泊施設設置計画書
様式第4号（第8条関係）宿泊施設設置計画変更届
様式第6号（第9条関係）宿泊施設設置計画中止届
様式第8号（第10条関係）宿泊施設設置計画完了報告書
様式第9号（第10条関係）飛驒市宿泊施設立地促進補助金交付申請書
様式第11号（第11条関係）飛驒市宿泊施設立地促進補助金交付請求書

6 商工課 0577-62-8901

602 飛驒市観光施設条例施行
規則

平成18年3月31日 規則第13号 様式第1号（第2条関係）飛騨市観光施設使用許可申請書
様式第2号（第3条関係）飛騨市観光施設使用許可変更（取消）申請書

2 観光課 0577-73-7463

602 飛驒市特別住民登録に関
する要綱

平成27年1月26日 告示第13号 様式第1号（第5条関係）飛騨市特別住民登録申請書兼承諾書
様式第4号（第9条関係）飛騨市特別住民登録活動実績報告書

2 観光課 0577-73-7463

602 飛驒市ロケーション誘致
促進事業補助金交付要綱

平成31年3月25日 告示第64号 様式第1号（第7条関係）ロケーション活動計画書 1 観光課 0577-73-7463

21/28



コード 例規名称 制定年月日
例規区分

（形式・番号）
押印見直し対象の様式

押印見直し
対象様式数

担当課名
問合せ先
電話番号

602 飛驒市あんしんバス旅応
援事業補助金交付要綱

令和2年7月14日 告示第246号 様式第1号（第6条関係）飛騨市あんしんバス旅応援事業補助金交付申請書
様式第2号（第6条関係）新型コロナウイルス感染予防対策計画書兼誓約書
様式第3号（第7条関係）飛騨市あんしんバス旅応援事業実績報告書

3 観光課 0577-73-7463

602 飛驒市近隣地域宿泊応援
事業補助金交付要綱

令和2年11月1日 告示第318号 様式第1号（第5条関係）飛騨市近隣地域宿泊応援事業補助金新型コロナウイルス感染予防対策計画書兼
誓約書

1 観光課 0577-73-7463

602 企業版ふるさと納税活用
映像制作助成金

令和2年12月18日 告示第339号 様式第1号（第7条関係）映像制作活動計画書
様式第4号（第8条関係）映像作品等の完成に係る誓約書

2 観光課 0577-73-7463

701 飛驒市農道管理規則 平成16年2月1日 規則第131号 様式第1号（第6条関係）農道占用許可申請書 1 建設課 0577-73-3936

701 飛驒市電線類の設置基準
を定める条例施行規則

平成28年12月15日 規則第49号 別記様式（第3条関係）行為届出書 1 建設課 0577-73-3936

701 飛驒市公共基準点管理保
全要綱

平成21年3月16日 告示第31号 様式第1―1号（第4条関係）公共基準点使用承認申請書
様式第1―2号（第4条関係）公共基準点包括使用承認申請書
様式第3―1号（第4条関係）公共基準点使用報告書
様式第3―2号（第4条関係）公共基準点使用報告書
様式第4号（第5条関係）工事施工届出書
様式第5号（第5条関係）工事しゅん工報告書
様式第6号（第5条関係）公共基準点復旧承認申請書
様式第8号（第6条関係）公共基準点（一時撤去・移転）承認申請書
様式第10号（第6条関係）公共基準点（一時撤去・移転）請求書
様式第11号（第9条関係）公共基準点設置工事しゅん工報告書

10 建設課 0577-73-3936

702 飛驒市都市景観条例施行
規則

平成16年2月1日 規則第122号 様式第1号（第3条関係）景観形成地区内行為届出書
様式第2号（第5条関係）大規模建築物等行為届出書
様式第3号（第6条関係）景観重要建築物等形状変更届出書
様式第4号（第7条関係）景観樹木等解除申請書
様式第5号（第8条関係）景観樹木等行為届出書
様式第6号（第10条関係）その1景観形成地区建築物等助成金交付申請書
様式第7号（第10条関係）その1景観重要建築物等助成金交付申請書
様式第8号（第10条関係）景観樹木等助成金交付申請書
様式第9号（第10条関係）屋外広告物助成金交付申請書
様式第10号（第10条関係）まちづくり景観組織助成金交付申請書
様式第12号（第12条関係）事業内容変更承認申請書
様式第13号（第13条関係）助成金実績報告書
様式第14号（第13条関係）助成金交付請求書

13 都市整備課 0577-73-0153

702 飛驒市ふるさと景観保全
条例施行規則

平成16年2月1日 規則第123号 様式第2号（第10条関係）飛騨市ふるさと景観保全地区内における行為の届出書
様式第3号（第12条関係）飛騨市ふるさと景観保全地区内行為通知書
様式第4号その1（第16条関係）年度飛騨市ふるさと景観保全地区補助金交付申請書
様式第6号その1（第17条関係）実績報告書
様式第7号その1（第20条関係）年度飛騨市ふるさと景観保全組織活動補助金交付申請書
様式第9号その1（第21条関係）実績報告書

6 都市整備課 0577-73-0153

702 飛驒市都市計画用途地域
内における小宅地に住宅
を有する者の移転に伴う
助成金交付条例施行規則

平成16年2月1日 規則第158号 様式第1号（第2条関係）飛驒市都市計画用途地域内における小宅地に住宅を有する者の移転に伴う助成
金交付申請書

1 都市整備課 0577-73-0153

702 飛驒市都市公園条例施行
規則

平成16年2月1日 規則第161号 様式第1号（第2条関係）公園施設設置許可書
様式第2号（第2条関係）公園施設管理許可申請書
様式第3号（第2条、第3条関係）許可事項変更申請書
様式第6号（第3条関係）都市公園内行為申請書
様式第7号（第5条関係）使用料返還請求書
様式第11号（第10条関係）受領書

6 都市整備課 0577-73-0153
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702 飛驒市市営住宅条例施行
規則

平成16年2月1日 規則第162号 様式第1号（第3条関係）市営住宅入居申込書
様式第1号の2（第3条の2関係）同意書
様式第5号の2（第9条の2関係）市営住宅入居届
様式第6号（第10条関係）家賃減免申請書
様式第7号（第10条関係）家賃徴収猶予申請書
様式第10号（第11条関係）市営住宅使用一時中止届
様式第11号（第12条関係）同居人異動申請書
様式第12号（第13条関係）市営住宅入居承継申請書
様式第14号（第14条関係）市営住宅模様替（増築）承認申請書
様式第16号（第15条関係）収入に関する報告書
様式第20号（第18条関係）市営住宅明渡期限延長申請書
様式第22号（第19条関係）市営住宅明渡届

12 都市整備課 0577-73-0153

702 飛驒市特定住宅管理条例
施行規則

平成16年2月1日 規則第163号 様式第1号（第2条関係）特定住宅入居申込書
様式第1号の2（第2条の2関係）同意書
様式第5号の2（第8条の2関係）特定住宅入居届
様式第6号（第10条関係）家賃減免申請書
様式第7号（第10条関係）家賃徴収猶予申請書
様式第10号（第11条関係）収入に関する報告書
様式第12号（第11条関係）収入認定に対する意見申出書
様式第13号（第12条関係）同居人異動申請書
様式第14号（第12条関係）特定住宅入居承継申請書
様式第15号（第12条関係）特定住宅使用一時中止届
様式第18号（第14条関係）特定住宅模様替（増築）承認申請書
様式第21号（第16条関係）特定住宅明渡期限延長申請書
様式第23号（第17条関係）特定住宅明渡届

13 都市整備課 0577-73-0153

702 飛驒市特定公共賃貸住宅
管理条例施行規則

平成16年2月1日 規則第164号 様式第1号（第2条関係）特定公共賃貸住宅入居申込書
様式第2号（第3条関係）特定公共賃貸住宅特例入居申込書
様式第2号の2（第3条の2関係）同意書
様式第6号（第10条関係）特定公共賃貸住宅入居届
様式第7号（第13条関係）特定公共賃貸住宅使用料減額申請書
様式第9号（第14条関係）特定公共賃貸住宅使用料等減免申請書
様式第10号（第14条関係）特定公共賃貸住宅使用料等徴収猶予申請書
様式第13号（第16条関係）特定公共賃貸住宅世帯変更届
様式第14号（第16条関係）特定公共賃貸住宅入居者氏名変更届
様式第15号（第17条関係）特定公共賃貸住宅長期不在承認申請書
様式第17号（第18条関係）特定公共賃貸住宅同居許可申請書
様式第19号（第19条関係）特定公共賃貸住宅模様替え（工作物設置）許可申請書
様式第21号（第20条関係）特定公共賃貸住宅入居承継申請書
様式第23号（第21条関係）特定公共賃貸住宅返還届

14 都市整備課 0577-73-0153

702 飛驒市優良宅地等の認定
事務施行規則

平成16年2月1日 規則第165号 様式第1号（第2条、第5条関係）優良宅地認定申請書
様式第3号（第6条、第7条関係）優良住宅認定申請書

2 都市整備課 0577-73-0153

702 飛驒市市営住宅等集会所
管理規則

平成21年6月30日 規則第28号 様式第1号（第5条関係）市営住宅等集会所使用申込書（兼承認書）
様式第2号（第8条関係）市営住宅等集会所事故発生届
様式第3号（第10条関係）市営住宅等集会所使用状況報告書

3 都市整備課 0577-73-0153
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702 飛驒市地域優良賃貸住宅
管理条例施行規則

平成22年3月30日 規則第14号 様式第1号（第2条関係）地域優良賃貸住宅入居申込書
様式第2号（第3条関係）地域優良賃貸住宅特例入居申込書
様式第2号の2（第3条の2関係）同意書
様式第6号（第10条関係）地域優良賃貸住宅入居届
様式第7号（第13条関係）地域優良賃貸住宅使用料減額申請書
様式第9号（第14条関係）地域優良賃貸住宅使用料等減免申請書
様式第10号（第14条関係）地域優良賃貸住宅使用料等徴収猶予申請書
様式第13号（第16条関係）地域優良賃貸住宅世帯変更届
様式第14号（第16条関係）地域優良賃貸住宅入居者氏名変更届
様式第15号（第17条関係）地域優良賃貸住宅長期不在承認申請書
様式第17号（第18条関係）地域優良賃貸住宅同居許可申請書
様式第19号（第19条関係）地域優良賃貸住宅模様替え（工作物設置）許可申請書
様式第21号（第20条関係）地域優良賃貸住宅入居承継申請書
様式第23号（第21条関係）地域優良賃貸住宅返還届

14 都市整備課 0577-73-0153

702 飛驒市住宅建設等促進に
関する条例施行規則

平成24年1月5日 規則第1号 様式第1号（第5条関係）飛騨市住宅建設等促進助成金交付申請書
様式第3号（第8条関係）飛騨市住宅建設等促進助成金交付申請書（継続）
様式第5号（第9条関係）飛騨市住宅建設等促進助成金交付請求書

3 都市整備課 0577-73-0153

702 飛驒市都市緑地法施行細
則

平成24年11月9日 規則第45号 様式第1号（第2条関係）特別緑地保全地区内行為（行為変更）許可申請書
様式第3号（第3条関係）特別緑地保全地区内行為通知書
様式第4号（第4条関係）特別緑地保全地区内行為着手済届出書
様式第5号（第4条関係）特別緑地保全地区内非常災害応急措置届出書
様式第7号（第6条関係）特別緑地保全地区内行為完了届出書

5 都市整備課 0577-73-0153

702 飛驒市建築物等耐震化促
進事業補助金交付要綱

平成19年9月11日 告示第123号 様式第1号（第5条関係）耐震診断・耐震計画事業実施計画書
様式第2号（第5条関係）耐震改修工事実施計画書
様式第5号（第6条関係）事業計画変更届
様式第7号（第7条関係）事業中止届
様式第9号（第8条関係）耐震診断・耐震計画事業完了報告書
様式第10号（第8条関係）耐震診断・耐震計画補助金交付申請書
様式第11号（第8条関係）耐震改修工事完了報告書
様式第12号（第8条関係）耐震改修工事補助金交付申請書
様式第15号（第9条関係）耐震診断・耐震計画事業補助金交付請求書
様式第16号（第9条関係）耐震改修補助金交付請求書

10 都市整備課 0577-73-0153

702 古川都市計画飛驒鮎ノ瀬
地区計画の区域内におけ
る建築等の届出に関する
要綱

平成19年12月21日 告示第156号 様式第1号（第2条関係）古川都市計画飛驒鮎ノ瀬地区計画の区域内における行為の届出書
様式第2号（第2条関係）古川都市計画飛驒鮎ノ瀬地区計画の区域内における行為の変更届出書

2 都市整備課 0577-73-0153

702 飛驒市木造住宅耐震診断
事業実施要綱

平成20年3月31日 告示第43号 様式第1号（第5条関係）耐震診断申込書
様式第3号（第7条関係）耐震診断変更・中止届出書

2 都市整備課 0577-73-0153

702 飛驒市住宅新築促進対策
補助金交付要綱

平成20年12月1日 告示第174号 別記様式（第5条関係）飛騨市住宅新築促進対策補助金交付申請書 1 都市整備課 0577-73-0153

702 飛驒市建築物アスベスト
対策事業補助金交付要綱

平成21年6月1日 告示第73号 様式第2号（第7条関係）飛騨市建築物アスベスト対策補助事業中止・廃止承認申請書 1 都市整備課 0577-73-0153

702 飛驒市市営住宅等家賃滞
納整理事務手続要綱

平成22年10月13日 告示第173号 様式第4号（第5条関係）納付誓約書 1 都市整備課 0577-73-0153

702 飛驒市住宅新築・購入支
援助成金交付要綱

平成27年3月20日 告示第62号 様式第1号（第2条関係）住宅取得計画書
様式第2号（第6条関係）誓約書兼同意書
様式第4号（第7条関係）住宅取得計画変更届
様式第6号（第8条関係）住宅取得計画中止届
様式第8号（第9条関係）住宅取得・入居完了報告書
様式第9号（第9条関係）飛騨市住宅新築・購入支援助成金交付申請書
様式第11号（第10条関係）飛騨市住宅新築・購入支援助成金交付請求書

7 都市整備課 0577-73-0153
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702 飛驒市ひとり親家庭住宅
支援事業実施要綱

平成30年3月26日 告示第43号 様式第1号（第4条関係）民間賃貸住宅登録申請兼承諾書
様式第3号（第7条関係）支援対象申請兼承諾書
様式第5号（第8条関係）支援継続審査申請兼承諾書

3 都市整備課 0577-73-0153

702 飛驒市住宅性能向上リ
フォーム補助金交付要綱

平成30年3月26日 告示第44号 様式第1号（第7条関係）リフォーム工事計画書
様式第3号（第7条関係）誓約書兼承諾書
様式第4号（第8条関係）リフォーム工事計画変更届
様式第6号（第9条関係）リフォーム工事計画中止届
様式第8号（第11条関係）リフォーム工事完了報告書
様式第9号（第11条関係）飛騨市住宅性能向上リフォーム補助金交付申請書
様式第11号（第12条関係）飛騨市住宅性能向上リフォーム補助金交付請求書

7 都市整備課 0577-73-0153

702 飛驒市ブロック塀等撤去
補助金交付要綱

平成30年10月1日 告示第166号 様式第1号（第6条関係）事業計画書
様式第3号（第6条関係）誓約書兼承諾書
様式第4号（第7条関係）事業計画変更届
様式第6号（第8条関係）事業計画中止届
様式第8号（第10条関係）事業完了報告書
様式第9号（第10条関係）飛騨市ブロック塀等撤去補助金交付申請書
様式第11号（第11条関係）飛騨市ブロック塀等撤去補助金交付請求書

7 都市整備課 0577-73-0153

702 飛驒市緊急経済対策住宅
リフォーム補助金交付要
綱

令和2年5月18日 告示第192号 様式第1号（第7条関係）飛騨市緊急経済対策住宅リフォーム補助金交付申請書
様式第2号（第7条関係）誓約書兼承諾書
様式第4号（第9条関係）飛騨市緊急経済対策住宅リフォーム補助金申請取下届
様式第5号（第11条関係）飛騨市緊急経済対策住宅リフォーム補助金内容変更承認申請書
様式第6号（第12条関係）飛騨市緊急経済対策住宅リフォーム補助金完了実績報告書
様式第8号（第13条関係）飛騨市緊急経済対策住宅リフォーム補助金交付請求書

6 都市整備課 0577-73-0153

801 飛驒市会計規則 平成16年2月1日 規則第47号 様式第23号（第34条関係）口座振込申請書 1 会計事務局 0577-62-8900

1003 飛驒市工業用液化石油ガ
ス消費者指導要綱

平成21年11月25日 消防本部告示第6
号

様式第1号（第4条関係）工業用液化石油ガス消費届書
様式第3号（第5条関係）工業用液化石油ガス消費施設等変更届書
様式第4号（第6条関係）工業用液化石油ガス消費廃止届書

3 消防本部予防課 0577-73-6199

1003 飛驒市予防査察規程 平成30年4月1日 消防本部告示第1
号

様式第3号（第15条関係）資料提出（報告）書
様式第10号（第16条関係）受領書
様式第11号（代17条関係）改修（計画）報告書

3 消防本部予防課 0577-73-6199

1003 防火管理に関する規程 平成16年2月1日 消防本部訓令第13
号

様式第2号（第3条関係）共同防火管理協議事項作成（変更）届出書
様式第3号（第4条関係）防火管理者共同選任（解任）届出同意書
様式第4号（その1）（第5条関係）防火管理業務の委託状況（　年　月　日現在）
様式第4号（その2）（第5条関係）防火管理業務の委託状況（　年　月　日現在）
様式第4号（その3）（第5条関係）防火管理業務の委託状況（　年　月　日現在）
様式第7号（第9条関係）修了証再交付申請書

6 消防本部予防課 0577-73-6199

1003 飛驒市消防本部消防用設
備等又は特殊消防用設備
等の工事着手の届出等に
係る事務取扱規程

平成16年2月1日 消防本部訓令第14
号

様式第5号（第13条関係）消防用設備等（特殊消防用設備等）の特例基準の適用願 1 消防本部予防課 0577-73-6199

1003 飛驒市自主点検報告表示
制度に係る取扱要綱

平成16年2月1日 消防本部訓令第15
号

様式第1号（第6条関係）防火自主点検結果報告書
様式第2号（第6条関係）（その1）防火自主点検票

2 消防本部予防課 0577-73-6199

1003 違反処理規程 平成16年2月1日 消防本部訓令第18
号

様式第2号（第5条関係）質問調書
様式第16号（第18条関係）受領書

2 消防本部予防課 0577-73-6199
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1003 飛驒市消防本部火災原因
損害調査規程

平成16年2月1日 消防本部訓令第20
号

様式第6号（第29条関係）質問記録書
様式第10号（第38条関係）資料提出書
様式第12号（第39条関係）資料保管台帳
様式第13号（第46条関係）不動産り災申告書
様式第14号（第46条関係）（動産り災申告書）

5 消防本部予防課 0577-73-6199

1003 飛驒市消防本部り災証明
取扱要綱

平成16年2月1日 消防本部訓令第21
号

様式第1号（第4条関係）り災証明申請書 1 消防本部予防課 0577-73-6199

1003 旅館、ホテル等の消防法
令適合通知書の交付に関
する規程

平成23年10月24日 消防本部訓令第3
号

様式第1号（第2条関係）消防法令適合通知書交付申請書 1 消防本部予防課 0577-73-6199

1003 住宅宿泊事業の届出に伴
う消防法令適合通知書の
交付に関する規程

平成30年3月1日 消防本部訓令第1
号

様式第1号（第2条関係）消防法適合通知書交付申請書 1 消防本部予防課 0577-73-6199

1003 飛驒市火災予防条例施行
規則

平成16年2月1日 規則第188号 様式第3号カ（第5条関係）露店等の開設届出書
様式第7号（第7条関係）喫煙所の設置・喫煙、裸火の使用、危険物品の持込み禁止行為解除に関する申
請書
様式第8号（第8条関係）少量危険物、指定可燃物等特例適用申請書
様式第9号（第9条関係）水張、水圧検査申請書
様式第11号（第11条関係）火災予防上必要な業務に関する計画提出書

5 消防本部予防課 0577-73-6199

1003 飛驒市消防本部危険物規
制規則

平成16年2月1日 規則第189号 様式第1号（第2条関係）危険物仮貯蔵、仮取扱い承認申請書
様式第4号（第7条関係）危険物製造所等の変更届出書
様式第5号（第8条関係）危険物製造所等の休止、再開届出書
様式第6号（第9条関係）危険物製造所等の災害発生届出書

4 消防本部予防課 0577-73-6199

1101 飛驒市議会議員の通称名
等の使用に関する規程

平成29年3月22日 議会訓令第1号 様式第1号（第2条関係）通称名等使用届出書
様式第2号（第3条関係）通称名等使用廃止届出書

2 議会事務局 0577-73-7467

1101 飛驒市議会政務活動費の
交付に関する規程

平成29年3月22日 議会訓令第2号 様式第1号（第2条関係）飛騨市政務活動費交付請求書
様式第2号（第3条関係）政務活動費収支報告書
様式第3号（第6条関係）政務活動報告書

3 議会事務局 0577-73-7467

1103 飛驒市固定資産評価審査
委員会規程

平成20年1月25日 固定資産評価審査
委員会告示第1号

様式第1号（第6条関係）固定資産評価審査申出書
様式第6号（第6条関係）反論書
様式第8号（第6条関係）口述書
様式第9号（第6条関係）意見陳述（口頭審理）調書
様式第10号（第6条関係）実施調査調書
様式第13号（第6条関係）飛騨市固定資産評価審査委員会会議録

6 固定資産評価審査
委員会事務局

0577-73-7467

1201 飛驒市育英基金運用規則 平成25年2月1日 規則第1号 様式第1号（第9条関係）飛騨市育英基金貸付申請書
様式第5号（第11条関係）飛騨市育英基金誓約書
様式第6号（第12条関係）飛騨市育英基金貸付継続意向調書
様式第7号（第13条関係）飛騨市育英基金貸付生住所変更届
様式第8号（第14条関係）飛騨市育英基金貸付額変更申請書
様式第15号（第19条関係）飛騨市育英基金借用証書
様式第17号（第21条関係）飛騨市育英基金償還変更申請書
様式第19号（第22条関係）飛騨市育英基金償還猶予申請書
様式第21号（第23条関係）飛騨市育英基金償還免除申請書

9 教育総務課 0577-73-7493

1201 飛驒市教員住宅管理規則 平成16年2月1日 教育委員会規則第
8号

様式第1号（第3条関係）教員住宅入居申請書 1 教育総務課 0577-73-7493

1201 飛驒市学校給食費徴収規
則

平成21年1月28日 教育委員会規則第
1号

様式第1号（第3条関係）学校給食費納入明細通知書
様式第2号（第3条関係）学校給食費納入報告書

2 教育総務課 0577-73-7493

1201 飛驒市教育委員会の後援
等に関する要綱

平成19年6月8日 教育委員会告示第
5号

様式第1号（第3条関係）飛騨市教育委員会後援等名義使用申請書 1 教育総務課 0577-73-7493
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1201 飛驒市育英基金貸付生地
元就職補助金交付要綱

平成27年3月23日 教育委員会告示第
6号

様式第1号（第4条関係）就業証明について（証明願い）
様式第2号（第4条関係）定住宣言書

2 教育総務課 0577-73-7493

1201 飛驒市教育委員会安全衛
生管理規程

平成16年2月1日 教育委員会訓令第
2号

別記様式（第7条関係）安全衛生委員会設置報告書 1 教育総務課 0577-73-7493

1203 飛驒市コミュニティー施
設条例施行規則

平成25年3月22日 規則第19号 様式第1号（第2条関係）飛驒市コミュニティー施設使用許可申込書
様式第2号（第3条関係）飛驒市コミュニティー施設使用許可変更（取消）申請書

2 生涯学習課 0577-73-7495

1203 飛驒市公民館条例施行規
則

平成18年2月17日 教育委員会規則第
1号

様式第1号（第5条関係）飛驒市公民館使用許可申込書
様式第2号（第6条関係）飛驒市公民館許可変更（取消）申請書

2 生涯学習課 0577-73-7495

1204 飛驒市スポーツ施設条例
施行規則

平成18年2月17日 教育委員会規則第
3号

様式第1号（第2条関係）飛騨市スポーツ施設使用許可申請書
様式第2号（第3条関係）飛騨市スポーツ施設使用許可変更（取消）申請書

2 スポーツ振興課 0577-62-8030

1205 飛驒市埋蔵文化財発掘調
査事業補助金交付規則

平成16年2月1日 規則第68号 様式第1号（第3条関係）補助金交付申請書 1 文化振興課 0577-73-7496

1205 飛驒市ギフチョウ保護条
例施行規則

平成16年2月1日 規則第69号 様式第1号（第2条関係）ギフチョウ等採取許可申請書 1 文化振興課 0577-73-7496

1205 飛驒市友雪館の管理運営
に関する規

平成30年3月26日 規則第8号 様式第1号（第2条関係）飛驒市友雪館使用許可申請書
様式第2号（第3条関係）飛驒市友雪館使用許可変更（取消）申請書

2 文化振興課 0577-73-7496

1205 飛驒市文化施設の設置及
び管理に関する条例施行
規則

平成16年2月1日 教育委員会規則第
22号

様式第1号（第4条関係）文化施設使用許可申請書
様式第2号（第5条関係）文化施設使用許可変更（取消）申請書
様式第3号（第6条関係）文化施設使用許可書
様式第4号（第6条関係）文化施設使用不許可（変更・取消）通知書

4 文化振興課 0577-73-7496

1205 飛驒市文化財保護条例施
行規則

平成16年2月1日 教育委員会規則第
27号

様式第1号（第2条関係）飛驒市有形文化財指定申請書
様式第2号（第2条関係）飛驒市無形文化財指定申請書
様式第3号（第2条関係）飛驒市有形民俗文化財指定申請書
様式第4号（第2条関係）飛驒市無形民俗文化財指定申請書
様式第5号（第2条関係）飛驒市史跡名勝天然記念物指定申請書
様式第6号（第3条関係）指定同意書
様式第11号（第6条関係）指定書認定書再交付申請書
様式第12号（第7条関係）滅失等届出書
様式第13号（第7条関係）所有者氏名等変更届出書
様式第14号（第7条関係）管理責任者選任（解任）届出書
様式第15号（第7条関係）所有者変更届出書
様式第16号（第7条関係）管理責任者氏名等変更届出書
様式第17号（第7条、第8条関係）所在場所変更届出書
様式第18号（第7条関係）修理届出書
様式第19号（第7条関係）保持者保持団体の氏名等変更届出書
様式第20号（第7条関係）現状変更等届出書
様式第21号（第7条関係）復旧届出書
様式第22号（第7条関係）土地所在等異動届出書
様式第23号（第9条関係）現状変更等許可申請書

19 文化振興課 0577-73-7496

1205 飛驒市図書館規則 平成28年6月4日 教育委員会規則第
1号

様式第1号（第10条・第12条関係）図書館資料複写申込書
様式第3号（第17条関係）特別貸出申込書
様式第4号（第20条、第21条、第23条関係）図書利用カード（交付・変更・再交付）申込書
様式第5号（第20条関係）団体図書利用カード交付申込書
様式第6号（第26条・第38条関係）図書館資料利用予約申込書
様式第7号（第40条関係）貸出文庫許可証交付申込書
様式第8号（第43条関係）図書館資料き損・汚損・亡失届

7 文化振興課 0577-73-7496
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1205 飛驒市美術館利用規程 平成19年4月1日 教育委員会告示第
2号

様式第1号（第3条関係）美術品等模写等許可申請書
様式第2号（第3条関係）美術品等模写等許可書
様式第3号（第4条関係）美術品等貸出許可申請書
様式第5号（第4条関係）美術品等貸出許可書

4 文化振興課 0577-73-7496

1701 飛驒市選挙執行規程 平成16年2月1日 選挙管理委員会告
示第5号

様式第2号（第4条、第14条、第20条関係）　表示板、標旗及び腕章の再交付申請書
様式第4号（第6条関係）　開催可否の通知
様式第7号（第10条関係）　施設の設備の程度等及び費用の額の承認申請
様式第14号（第18条関係）　政談演説会開催届出書
様式第17号（第22条関係）　政治活動用ポスター証紙交付票・検印票
様式第19号（第24条関係）　ビラの届出書
様式第20号（第24条関係）　ビラの届出書
様式第22号（第25条関係）　選挙運動用ビラ証紙交付票
様式第23号（第26条関係）　機関紙誌の届出書

9 選挙管理委員会 0577-73-7461
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