
総務課

№  業務名  手続の名称

1 防犯 表明・確約書（暴力団）

2 交通安全 免許証自主返納申請書

3 情報公開 自己情報開示請求書（第９号様式）

4 情報公開 自己情報訂正請求書（第１０号様式）

5 情報公開 情報公開決定等に係る意見書（第７号様式）

6 情報公開 情報公開不服申立書

7 広報公聴 「広報やまぞえ」広告掲載申込書

8 広報公聴 行政手続に伴う聴聞手続代理人資格喪失届

9 財産管理 用途廃止共有財産引継書

10 選挙 開票立会人申出書（第３号様式）

11 選挙 個人演説会開催申出の撤回届書（第１２号様式）

12 選挙 選挙事務所設置（異動）届（第２号様式）

13 選挙 再交付申請書（第５号様式）

14 選挙 出納責任者職務代行開始（終了）届（第１６号様式）

15 選挙 出納責任者選任（異動）届（第１５号様式）

16 選挙 出納責任者選任（解任）承諾書（第１７号様式）

17 選挙 選挙公報掲載申請書（第１号様式）

18 選挙 選挙公報掲載文（掲載写真）撤回申請書（第２号様式）

19 選挙
選挙公報掲載文修正（掲載写真取換）申請書（第３号様

式）

20 選挙 選挙事務所設置（異動）承諾書（第３号様式）

21 選挙 選挙人名簿閲覧申請書（第１号様式）

22 消防 公務災害認定内申書

23 消防 宣誓書（消防団入団時）

24 振興センター 山添村振興センター使用許可申請書

25 振興センター 山添村振興センター使用許可事項変更申請書

住民課

1 その他税証明（窓口） 証明等交付申請書

2 その他税証明（窓口） 納税証明願

3 その他税証明（窓口） 納税証明願（指名願用）

4 その他税証明（税国後介） 過誤納付金等充当同意書

5 その他税証明（税国後介） 書類送付先について

6 その他税証明（税国後介） 村税等還付請求書

7 その他税証明（税国後介） 連絡・送付先変更届

8 住民税（個人） 給与支払報告書（総括表）

9 住民税（個人） 給与所得者異動届

10 住民税（個人） 事業証明申請書（個人事業主用）

11 住民税（個人） 重複扶養親族調査回答書

12 住民税（個人） 所得証明願

13 住民税（個人） 村・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書
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14 住民税（個人） 村民税・県民税　申告書（調査書）

15 住民税（個人） 村民税減免申請書

16 住民税（個人） 特別徴収義務者　所在地・名称変更依頼書

17 固定資産税 コロナ徴収猶予申請書

18 固定資産税 家屋異動届出書

19 固定資産税 固定資産税減免申請書（71条第1項第1号）

20 固定資産税 固定資産税減免申請書（71条第1項第2号）

21 固定資産税 固定資産税減免申請書（71条第1項第4号）

22 固定資産税 固定資産税非課税・減免対象物件報告書

23 固定資産税 固定資産税非課税申告書

24 固定資産税 災害による固定資産税の減免申請書

25 固定資産税 償却資産申告書

26 固定資産税

新型コロナウイルス感染症等に係る中小業者等の事業用家

屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置

に関する申告

27 固定資産税 新築・増築・取り壊し家屋の情報提供について（回答）

28 固定資産税 新築住宅に対する固定資産税の減額申請書

29 固定資産税 長期優良住宅に対する固定資産税の減額申請書

30 固定資産税 未登記家屋所有権変更届

31 固定資産税 未登記家屋所有権変更届（相続用）

32 軽自動車税 軽自動車税減免取下げ申請書

33 軽自動車税 軽自動車税申告（報告）書兼標識交付申請書

34 軽自動車税 軽自動車等に関する申告書

35 軽自動車税 軽自動車納税書類等送付先変更届

36 軽自動車税 軽自動車標識紛失届

37 軽自動車税 減免申請書

38 軽自動車税 譲渡証明書

39 軽自動車税 申立書（コロナによる申請困難）

40 軽自動車税 廃車申告書兼標識返納書

41 軽自動車税 紛失届

42 軽自動車税 臨時運行許可申請書

43 戸籍 個人番号カード在留期間に伴う有効期間変更申請書

44 戸籍
個人番号カード在留期間更新に伴う有効期間変更申請書

電子証明書発行／更新申請書

45 戸籍 死体火葬許可申請書

46 戸籍 身分証明書交付請求書

47 住民基本台帳
閲覧申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる

場合の申出

48 住民基本台帳 住民異動届

49 住民基本台帳
住民基本台帳閲覧請求（個人又は法人の申出による閲覧申

出書）

50 住民基本台帳
住民基本台帳閲覧請求（国又は地方公共団体の機関による

閲覧請求書）

51 住民基本台帳 住民票、印鑑証明　税諸証明の電話予約聞取兼交付申請

52 住民基本台帳 住民票等交付請求
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53 住民基本台帳
照会（山添村住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事

務取扱要綱第５条関係

54 住民基本台帳 転出・転居申請

55 住民基本台帳 転出届・転出証明書交付申請(郵送用）

56 住民基本台帳 郵便による戸籍・住民票交付申請

57 印鑑登録 印鑑登録原票登録事項変更届

58 印鑑登録 印鑑登録証再交付申請

59 印鑑登録 印鑑登録証明交付申請

60 印鑑登録 印鑑登録申請

61 印鑑登録 印鑑登録廃止届　印鑑登録証亡失届

62 地縁団体 告示事項変更届

63 地縁団体 認可申請書

64 国民健康保険 高額療養費貸付申請書

65 国民健康保険 一部負担金　減額、免除、徴収猶予申請書

66 国民健康保険 遠 被保険者証交付申請書

67 国民健康保険 海外療養費　診療内容明細書

68 国民健康保険 海外療養費　調査同意書

69 国民健康保険 海外療養費　領収明細書

70 国民健康保険 海外療養費支給申請書

71 国民健康保険 学生用被保険者証交付申請書

72 国民健康保険
高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付

申請書

73 国民健康保険 高額療養費支給申請書

74 国民健康保険 高額療養費貸付申請書

75 国民健康保険 国民健康保険　基準収入額適用申請書

76 国民健康保険
国民健康保険　限度額適用、限度額適用・標準負担減額、

食事療養標準負担額減額　認定申請書

77 国民健康保険 国民健康保険看護移送承認申請書

78 国民健康保険 国民健康保険氏名変更届

79 国民健康保険 国民健康保険資格取得届

80 国民健康保険 国民健康保険資格喪失届

81 国民健康保険 国民健康保険住所変更届

82 国民健康保険 国民健康保険傷病手当金支給申請書（世帯主記入用）

83 国民健康保険 国民健康保険証再交付申請書

84 国民健康保険 国民健康保険世帯主変更届

85 国民健康保険 国民健康保険生活療養標準負担額減額差額支給申請書

86 国民健康保険 国民健康保険税簡易申告書

87 国民健康保険 国民健康保険葬祭費支給申請書

88 国民健康保険 国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書

89 国民健康保険 国民健康保険療養費支給申請書

90 国民健康保険 災害による被害者に対する国民健康保険税の減免申請書

91 国民健康保険 歯科健康診査費支給申請書

92 国民健康保険 出産育児一時金支給申請書

93 国民健康保険 特別の事情に係る申出書

94 国民健康保険 被保険者証への通称名記載に関する申出書
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95 国民健康保険税
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被

保険者に対する国民健康保険税の減免申請書

96 後期高齢者医療 送付先変更届

97 介護保険料 山添村介護保険料減免申請書

98 介護保険料
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこ

と等に伴う

保健福祉課

1 障害福祉 手話通訳派遣申請

2 障害福祉 訪問入浴サービス事業利用申請

3 障害福祉 地域活動支援センター通所事業利用申請

4 障害福祉 補装具費支給申請

5 障害福祉 障害者日常生活用具給付（貸与）申請

6 障害福祉 障害者・特別障害者控除対象者認定申請

7 高齢・障害福祉 紙おむつ等受給申請

8 老人福祉 軽度生活援助事業

9 老人福祉 高齢者生きがい活動支援通所事業

10 老人福祉 緊急通報装置給付又は貸与事業

11 老人福祉 生活管理指導員派遣事業

12 老人福祉 「食」の自立支援事業

13 放課後児童クラブ利用 山添村放課後児童クラブ利用申請書

14 放課後児童クラブ内容の変更 山添村放課後児童クラブ利用児童等変更届

15 放課後児童クラブの利用休止 山添村放課後児童クラブ利用休止届

16 放課後児童クラブの利用中止 山添村放課後児童クラブ利用中止届

17 放課後児童クラブ一時利用 山添村放課後児童クラブ一時利用登録申請書

18 放課後児童クラブ一時利用 山添村放課後児童クラブ一時利用申請書

19 放課後児童クラブ一時利用中止 放課後児童クラブ一時利用中止届

20 保育所入所 保育所入所申請書

21 保育園認定申請 施設型給付費等支給認定申請書

22 保育園認定申請
施設型給付費等支給認定事項変更申請書兼申請内容変更届

出書

23 保育園認定申請 支給認定証再交付申請書

24 保育所利用料の減免 保育所等利用料減免申請書

25 一時保育 一時保育事業利用申請書（兼台帳）

26 一時保育 一時保育事業利用申請書

27 延長保育 延長保育利用申請書

28 予防接種 個別接種依頼書発行願

29 母子保健事業務 未熟児養育医療

30 介護保険 ひとり暮らし老人等訪問事業

環境衛生課

1 廃棄物 廃棄物搬入届出書

2 廃棄物業務（事業系） 一般廃棄物収集運搬業変更許可申請書

3 廃棄物業務（事業系） 一般廃棄物処分業変更許可申請書

4 廃棄物業務（事業系） 許可申請事項変更承認申請書

5 廃棄物業務（事業系） 業の変更届
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6 廃棄物業務（事業系） 業の休止（廃止）届

7 廃棄物業務（事業系） 許可証再交付申請書

8 廃棄物業務（事業系） 一般廃棄物処理実績報告書

9 簡易水道業務 給水装置の代理人（管理人）選定（変更）届

10 簡易水道業務 簡易水道使用開始（中止・廃止）届

11 簡易水道業務 閉栓（開栓）届

12 簡易水道業務 閉栓（開栓）届

13 簡易水道業務 用途変更届

14 簡易水道業務 水道使用者変更届

15 簡易水道業務 給水装置所有者変更届

16 簡易水道業務 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書

17 簡易水道業務 指定給水装置工事事業者廃止（休止・再開）届出書

18 簡易水道業務 給水装置工事主任技術者選任（解任）届出書

19 下水道業務 排水処理施設使用開始(休止、廃止、再開)届

20 下水道業務 排水設備工事完了届

地域振興課

1 山添村公の施設に係る指定管理者の指定 指定申請書

2 山添村公の施設に係る指定管理者の指定 事業報告書

3
山添村マスコットキャラクターからす天狗の

「てんまる」
利用承認申請書

4
山添村マスコットキャラクターからす天狗の

「てんまる」
デザイン承認申請書

5
山添村マスコットキャラクターからす天狗の

「てんまる」
商品化権許諾契約書

6
山添村マスコットキャラクターからす天狗の

「てんまる」
利用変更承認申請書

7
山添村マスコットキャラクターからす天狗の

「てんまる」
利用（変更）承認申請取下申請書

8 山添村神野山ふれあいの森 使用許可申請書

9 山添村神野山ふれあいの森 使用許可（変更、取消）申請書

10 山添村神野山ふれあいの森 使用料（利用料金）還付申請書

11 カントリーパーク大川 施設使用許可申請書

12 カントリーパーク大川 指定管理者指定申請書

13 ふるさと納税推進事業 協力事業者応募

14 山添村空き家バンク制度 （物件）登録申込書

15 山添村空き家バンク制度 物件・・・登録申込書

16 山添村空き家バンク制度 物件・・・登録事項変更届出書

17 山添村空き家バンク制度 物件・・・抹消届出書

18 山添村空き家バンク制度 利用者・・・希望者登録申込書

19 山添村空き家バンク制度 利用者・・・誓約書

20 山添村空き家バンク制度 利用者・・・登録事項変更届出書

21 山添村空き家バンク制度 利用者・・・登録抹消届出書

22 ふれあいホール等施設 使用許可申請書

23 チャレンジショップ事業 利用申請書

24 チャレンジショップ事業 事業計画書
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25 チャレンジショップ事業 事業計画変更（中止）承認申請書

26 チャレンジショップ事業 利用延長申請書

27 チャレンジショップ事業 利用実績報告書

28 チャレンジショップ事業 成果報告書

農林建設課

1 農業委員会用務 非農地証明願

2 農業用務 農業振興地域除外申出書　編入申出書

3 農業用務 認定農業者の申請・経営所得の申請

4 農業用務 ハンマーナイフモア貸出申請書

5 鳥獣害用務 有害獣捕獲檻貸出承認申請書

6 鳥獣害用務 有害鳥獣被害防止物品借用申請書

7 有害鳥獣捕獲用務 アライグマ等捕獲依頼申込書

8 林業用務 伐採届

9 林業用務 所有者変更届

10 建築用務 住宅耐震診断申込書

11 土木用務 村道ガードレール設置要望書

12 土木用務 村道カーブミラー設置要望書

教育委員会事務局

1 公民館 山添村立公民館使用許可申請書

2 生涯学習施設 山添村生涯学習施設使用許可申請

3 東山公民館 山添村農村広場施設使用許可申請書

4 山添村B&G海洋センター 山添村B&G海洋センター使用許可申請書

5 山添村総合スポーツセンター 山添村総合スポーツセンター使用許可申請
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