
押印見直しを行う行政手続 表一覧 令和3年（2021年）9月1日時点

担当グループ
手続の名称

（様式の名称）
手続の根拠等

企画グループ 播磨町マスコット使用承認申請書 播磨町マスコットキャラクター使用に関する要綱

企画グループ 播磨町マスコット使用内容変更申請書 播磨町マスコットキャラクター使用に関する要綱

企画グループ 町税等債権納付状況調査に関する同意書

企画グループ 播磨町統計調査員登録申請書 播磨町統計調査員登録要綱

企画グループ 国際交流協会補助金交付申請書 国際交流協会補助金交付要綱

企画グループ 国際交流協会補助事業実績報告書 国際交流協会補助金交付要綱

企画グループ 海外派遣事業実績報告書 播磨町海外派遣事業補助金交付要綱

企画グループ 海外派遣事業引率者推薦書

企画グループ 補助金交付申請書 播磨町バス利便性向上促進事業補助金交付要綱

企画グループ 補助金交付申請取下げ申請書 播磨町バス利便性向上促進事業補助金交付要綱

企画グループ 補助金交付決定内容変更承認申請書 播磨町バス利便性向上促進事業補助金交付要綱

企画グループ 補助事業中止（廃止）承認申請書 播磨町バス利便性向上促進事業補助金交付要綱

企画グループ 補助金変更交付申請書 播磨町バス利便性向上促進事業補助金交付要綱

企画グループ 補助事業実績報告書 播磨町バス利便性向上促進事業補助金交付要綱

企画グループ 播磨町生活交通路線維持費補助金交付申請書

企画グループ
播磨町生活バス路線維持確保対策補助金交付申請
書

企画グループ
大中遺跡ARアプリ用タブレット端末借用申請書兼
使用許可書

企画グループ
補助金交付申請書（地域連携交流施設管理運営費
補助金）

企画グループ
補助金実績報告書（地域連携交流施設管理運営費
補助金）

企画グループ 住民協働推進事業 業務委託資金収支報告書

企画グループ 住民協働推進事業 活動報告書

企画グループ 播磨ゆめづくり塾 業務委託資金計画書

企画グループ 播磨ゆめづくり塾 活動報告書

危機管理グループ 放置自転車の返還業務 自転車等の放置の防止に関する条例

危機管理グループ 高齢者運転免許証自主返納奨励金 高齢者運転免許証自主返納奨励金交付要綱

危機管理グループ 交通安全教育補助金 交通安全教育補助金交付要綱

危機管理グループ 播磨町犯罪被害者支援金 播磨町犯罪被害者支援金支給要綱
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担当グループ
手続の名称

（様式の名称）
手続の根拠等

危機管理グループ 自治会管理街灯電気料金補助金 自治会管理街灯電気料金補助金交付要綱

危機管理グループ さわやかな環境まちづくり推進事業補助金 さわやかな環境まちづくり推進事業補助金交付要綱

危機管理グループ 街灯設置要望 街灯の設置及び維持管理要綱

危機管理グループ 播磨町自治会LED街灯設置補助金 播磨町自治会LED街灯設置補助金交付要綱

危機管理グループ 播磨町防犯カメラ設置補助金 播磨町防犯カメラ設置補助金交付要綱

危機管理グループ 消防設備整備費補助金 消防設備整備費補助金交付規程

危機管理グループ 播磨町消防団活性化補助金 播磨町消防団活性化補助金交付要綱

危機管理グループ 播磨町AED設置補助金 播磨町AED設置補助金交付要綱

危機管理グループ 播磨町コミュニティ委員会防災訓練運営補助金 播磨町コミュニティ委員会防災訓練運営補助金交付要綱

危機管理グループ 自主防災組織補助金 播磨町自主防災組織補助金交付要綱

危機管理グループ ひょうご防災リーダー育成助成金 播磨町ひょうご防災リーダー育成助成金交付要綱

総務グループ 寄附申出書 寄附採納事務取扱要領

総務グループ （財産区）処分金交付申請書 財産区有財産の処分に関する取扱規程

総務グループ 普通財産借受申込書 財務規則

総務グループ 行政財産使用許可申請書 財務規則

総務グループ 資産等報告書 播磨町長の資産等の公開に関する規則

総務グループ 資産等補充報告書 播磨町長の資産等の公開に関する規則

総務グループ 所得等報告書 播磨町長の資産等の公開に関する規則

総務グループ 関連会社等報告書 播磨町長の資産等の公開に関する規則

総務グループ 報告書の訂正 播磨町長の資産等の公開に関する規則

選挙管理委員会
（総務グループ）

表示等の再交付申請書 播磨町公職選挙執行規程

選挙管理委員会
（総務グループ）

選挙事務所設置の届出書 播磨町公職選挙執行規程

選挙管理委員会
（総務グループ）

選挙運動用ビラ証紙交付票 播磨町公職選挙執行規程

選挙管理委員会
（総務グループ）

選挙公報掲載申請書 播磨町公職選挙執行規程

選挙管理委員会
（総務グループ）

選挙公報掲載文修正申請書 播磨町公職選挙執行規程

選挙管理委員会
（総務グループ）

選挙公報掲載申請撤回申請書 播磨町公職選挙執行規程

選挙管理委員会
（総務グループ）

個人演説会公営施設使用日時予定表 播磨町公職選挙執行規程
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（様式の名称）
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選挙管理委員会
（総務グループ）

出納責任者の届出書 播磨町公職選挙執行規程

選挙管理委員会
（総務グループ）

出納責任者職務代行の届出書 播磨町公職選挙執行規程

選挙管理委員会
（総務グループ）

候補者等用証票交付申請書 播磨町公職選挙執行規程

選挙管理委員会
（総務グループ）

後援団体用証票交付申請書 播磨町公職選挙執行規程

選挙管理委員会
（総務グループ）

候補者等用証票交付対象事務所移動届 播磨町公職選挙執行規程

選挙管理委員会
（総務グループ）

後援団体用証票交付対象事務所移動届 播磨町公職選挙執行規程

選挙管理委員会
（総務グループ）

候補者等用証票返還届 播磨町公職選挙執行規程

選挙管理委員会
（総務グループ）

後援団体用証票返還届 播磨町公職選挙執行規程

選挙管理委員会
（総務グループ）

候補者等用証票返還不能届 播磨町公職選挙執行規程

選挙管理委員会
（総務グループ）

後援団体用証票返還不能届 播磨町公職選挙執行規程

選挙管理委員会
（総務グループ）

選挙運動用自動車の使用の契約届
播磨町議会議員及び播磨町長の選挙における選挙運動の公費負担に関す
る規程

選挙管理委員会
（総務グループ）

選挙運動用ビラ作成契約届出書
播磨町議会議員及び播磨町長の選挙における選挙運動の公費負担に関す
る規程

選挙管理委員会
（総務グループ）

選挙運動用ポスター作成契約届出書
播磨町議会議員及び播磨町長の選挙における選挙運動の公費負担に関す
る規程

選挙管理委員会
（総務グループ）

選挙運動用自動車燃料代確認申請書
播磨町議会議員及び播磨町長の選挙における選挙運動の公費負担に関す
る規程

選挙管理委員会
（総務グループ）

選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書
播磨町議会議員及び播磨町長の選挙における選挙運動の公費負担に関す
る規程

選挙管理委員会
（総務グループ）

選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書
播磨町議会議員及び播磨町長の選挙における選挙運動の公費負担に関す
る規程

税務グループ 法人町民税の減免申請書 播磨町法人町民税減免取扱要領

税務グループ 住宅用家屋証明

税務グループ 各種固定資産税減免申請

税務グループ 固定資産現所有者届出書

税務グループ 相続人代表者指定（新規・変更）届出書

税務グループ 納税通知書等の送付先変更届

税務グループ 納税管理人申告書兼承認申請書

税務グループ 家屋用途変更届

税務グループ
建物滅失に対する固定資産税・都市計画税の減額
申請書

税務グループ 共有代表者変更届出書

税務グループ 家屋所有名義人変更申請書
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税務グループ 家屋所有目名義人登録申請書

税務グループ 固定資産税の課税標準の特例に関する申告書

税務グループ 固定資産税・都市計画税非課税申告書

税務グループ 土地現況調査申請書

税務グループ
償却資産にかかる課税標準の特例または非課税の
適用申請書

税務グループ 公衆用道路認定申請書

税務グループ 新築軽減申請書

税務グループ 償却資産申告書

税務グループ バリアフリー改修に対する固定資産税減額申告書

税務グループ 住宅耐震改修に対する固定資産税減額申告書

税務グループ 省エネ改修に対する固定資産税減額申告書

税務グループ 軽自動車税課税台帳抹消申請書 播磨町軽自動車税課税取り消し事務取扱要綱

保険年金グループ 福祉医療（医療費助成申請書兼請求書） 福祉医療費助成条例施行規則

保険年金グループ 福祉医療（福祉医療費受給者証交付申請書） 福祉医療費助成条例施行規則

保険年金グループ 福祉医療（福祉医療一部負担金免除申請書） 福祉医療費助成条例施行規則

保険年金グループ 福祉医療（福祉医療費助成申請書兼請求書） こども医療費助成条例施行規則

保険年金グループ 福祉医療（福祉医療費受給者証交付申請書） こども医療費助成条例施行規則

保険年金グループ 弁明書 介護保険の保険給付の制限に関する要綱

保険年金グループ 支払方法変更措置終了申請書 介護保険の保険給付の制限に関する要綱

保険年金グループ 弁明書 介護保険の保険給付の制限に関する要綱

保険年金グループ 支払一時差止措置終了申請書 介護保険の保険給付の制限に関する要綱

保険年金グループ 介護保険給付額減額措置終了申請書 介護保険の保険給付の制限に関する要綱

保険年金グループ 補助金交付申請書 介護福祉施設等整備等補助金交付要綱

保険年金グループ 補助事業変更等申請書 介護福祉施設等整備等補助金交付要綱

保険年金グループ 補助金変更交付申請書 介護福祉施設等整備等補助金交付要綱

保険年金グループ 補助事業実績報告書 介護福祉施設等整備等補助金交付要綱

福祉グループ 福祉ホーム事業所 指定登録更新申請書 播磨町福祉ホーム事業運営費補助金交付要綱
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手続の名称

（様式の名称）
手続の根拠等

福祉グループ 福祉ホーム事業所 指定登録申請書 播磨町福祉ホーム事業運営費補助金交付要綱

福祉グループ 播磨町福祉ホーム事業運営費補助金交付申請書 播磨町福祉ホーム事業運営費補助金交付要綱

福祉グループ
播磨町福祉ホーム事業運営費補助金交付決定変更
申請書

播磨町福祉ホーム事業運営費補助金交付要綱

福祉グループ 播磨町福祉ホーム事業運営費補助金実績報告書 播磨町福祉ホーム事業運営費補助金交付要綱

福祉グループ
心身障害者、扶養共済制度加入者補助金交付申請
書

心身障害者扶養共済制度加入者補助金交付規程

福祉グループ 播磨町障害者（児）更生援護補助金交付申請書 播磨町障害者（児）更生援護補助金交付要綱

福祉グループ 在籍証明書兼通所日数証明書 播磨町障害者（児）更生援護補助金交付要綱

福祉グループ
身体障害者自動車運転免許取得費助成黄交付申請
書

播磨町身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

福祉グループ 自動車運転技能講習終了証明書 播磨町身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

福祉グループ 身体障害者自動車改造費助成金交付申請書 播磨町身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱

福祉グループ
播磨町重度身体障害者（児）住宅改修費給付事業
実施要綱

播磨町重度身体障害者（児）住宅改修費給付事業実施要綱

福祉グループ 住宅改修費給付券 播磨町重度身体障害者（児）住宅改修費給付事業実施要綱

福祉グループ 播磨町身体障害者団体補助金交付申請書 播磨町身体障害者団体補助金交付要綱

福祉グループ 播磨町身体障害者団体補助事業実績報告書 播磨町身体障害者団体補助金交付要綱

福祉グループ 播磨町身体障害者短期入所事業申請書 播磨町身体障害者（児）短期入所事業実施要綱

福祉グループ 播磨町身体障害者短期入所期間延長申請書 播磨町身体障害者（児）短期入所事業実施要綱

福祉グループ 重度心身障害者（児）介護手当支給認定申請書 播磨町重度心身障害者（児）介護手当支給条例施行規則

福祉グループ
重度心身障害者（児）介護手当支給認定更新申請
書

播磨町重度心身障害者（児）介護手当支給条例施行規則

福祉グループ
重度心身障害者（児）介護手当受給資格喪失・変
更事項届

播磨町重度心身障害者（児）介護手当支給条例施行規則

福祉グループ
重度心身障害者（児）介護手当受給者氏名・住所
変更届

播磨町重度心身障害者（児）介護手当支給条例施行規則

福祉グループ 知的障害者職親申込書 播磨町知的障害者福祉法施行規則

福祉グループ 知的障害者職親委託申込書 播磨町知的障害者福祉法施行規則

福祉グループ 知的障害者育成団体補助金交付申請書 知的障害者育成団体補助金交付要綱

福祉グループ 知的障害者育成団体補助事業実績報告書 知的障害者育成団体補助金交付要綱

福祉グループ 日常生活用具給付申請書 播磨町重度障害者（児）日常生活用具給付事業実施要綱

福祉グループ 日常生活用具給付券 播磨町重度障害者（児）日常生活用具給付事業実施要綱

福祉グループ 播磨町日常生活用具に係る委託契約について 播磨町重度障害者（児）日常生活用具給付事業実施要綱



押印見直しを行う行政手続 表一覧 令和3年（2021年）9月1日時点

担当グループ
手続の名称

（様式の名称）
手続の根拠等

福祉グループ 播磨町福祉タクシー利用券交付申請書 播磨町重度障害者（児)福祉タクシー事業実施要綱

福祉グループ
播磨町障害者グループホーム等新規開設推進事業
補助金交付申請書

播磨町障害者グループホーム等新規開設推進事業補助金交付要綱

福祉グループ
播磨町障害者グループホーム等新規開設推進事業
補助金実績書

播磨町障害者グループホーム等新規開設推進事業補助金交付要綱

福祉グループ 補助金交付申請書 播磨町医療支援型グループホーム運営支援事業補助金交付要綱

福祉グループ 補助金変更交付申請書 播磨町医療支援型グループホーム運営支援事業補助金交付要綱

福祉グループ 事業実績報告書 播磨町医療支援型グループホーム運営支援事業補助金交付要綱

福祉グループ 証明書 播磨町在宅重度障害者医療器材購入助成事業実施要綱

福祉グループ 在宅重度障害者医療器材購入助成申請書 播磨町在宅重度障害者医療器材購入助成事業実施要綱

福祉グループ
播磨町軽・中度難聴児補聴器購入費等助成交付申
請書

播磨町軽・中度難聴児補聴器購入等助成事業実施要綱

福祉グループ 軽・中度難聴児補聴器購入費受精交付意見書 播磨町軽・中度難聴児補聴器購入等助成事業実施要綱

福祉グループ 播磨町軽・中度難聴児補聴器購入費等助成券 播磨町軽・中度難聴児補聴器購入等助成事業実施要綱

福祉グループ 播磨町就労訓練活動支援事業利用申請書 播磨町就労訓練活動支援事業実施要綱

福祉グループ 職場体験実習推薦書 播磨町就労訓練活動支援事業実施要綱

福祉グループ
播磨町合理的配慮の提供の促進に係る助成金交付
要綱

播磨町合理的配慮の提供の促進に係る助成金交付要綱

福祉グループ
播磨町合理的配慮の提供の促進に係る助成金変更
交付申請書

播磨町合理的配慮の提供の促進に係る助成金交付要綱

福祉グループ 完了報告書 播磨町合理的配慮の提供の促進に係る助成金交付要綱

福祉グループ 播磨町高齢者タクシー料金助成券交付申請書 播磨町高齢者タクシー料金助成券交付事業実施要綱

福祉グループ 播磨町高齢者タクシー料金助成券返還届 播磨町高齢者タクシー料金助成券交付事業実施要綱

福祉グループ 播磨町高齢者タクシー料金助成券紛失届

福祉グループ 播磨町高齢者タクシー料金助成券送付先変更届

福祉グループ 播磨町長寿社会福祉基金事業補助金交付申請書 播磨町長寿社会福祉基金事業補助金交付要綱

福祉グループ 播磨町長寿社会福祉基金事業実績報告書 播磨町長寿社会福祉基金事業補助金交付要綱

福祉グループ 緊急通報システム利用誓約書 播磨町緊急通報システム事業実施要綱

福祉グループ 緊急通報システム利用取消届出書

福祉グループ 播磨町モバイル型緊急通報装置 承諾書

福祉グループ
誓約書（NTTアナログ回線以外での緊急通報シス
テムの設置貸与希望者用）

福祉グループ 単身世帯申出書（緊急通報システム事業用）
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担当グループ
手続の名称

（様式の名称）
手続の根拠等

福祉グループ 播磨町住宅改造助成申請書 播磨町住宅改造助成事業実施要綱

福祉グループ 播磨町住宅改造工事着手届 播磨町住宅改造助成事業実施要綱

福祉グループ 播磨町住宅改造工事完了届 播磨町住宅改造助成事業実施要綱

福祉グループ
播磨町高齢者等の見守り・ＳＯＳネットワーク事
前登録票

齢者等の見守り・ＳＯＳネットワーク事業実施要綱

福祉グループ あんしんキーホルダー登録申請書 播磨町あんしん見守りキーホルダー登録事業実施要領

福祉グループ あんしんキーホルダー登録変更届 播磨町あんしん見守りキーホルダー登録事業実施要領

福祉グループ あんしんキーホルダー再交付申請書 播磨町あんしん見守りキーホルダー登録事業実施要領

福祉グループ あんしんキーホルダー返還届 播磨町あんしん見守りキーホルダー登録事業実施要領

福祉グループ 播磨町家族介護用品給付申請書

福祉グループ 別紙（家族介護用品給付申請書）

福祉グループ 介護用品支給決定調査書

福祉グループ 播磨町家族介護用品給付廃止届

福祉グループ 介護用品宅配給付受領書

福祉グループ 播磨町家族介護用品変更届

福祉グループ 播磨町家族介護用品給付申請書 取り下げ申立書

福祉グループ 家族介護用品組み合わせ変更申請書

福祉グループ 長寿祝金振込申出書〔成年後見人用〕

福祉グループ 長寿祝金振込申出書

福祉グループ 播磨町家族介護慰労金受給申請書

福祉グループ 播磨町訪問理美容サービス事業利用申請書

福祉グループ 播磨町訪問理美容サービス利用券兼実施確認書

福祉グループ ごみの個別収集申請書

福祉グループ 播磨町老人クラブ等運営費補助金交付申請書 播磨町老人クラブ等運営費補助金交付要綱

福祉グループ 播磨町老人クラブ等運営費補助金実績報告書 播磨町老人クラブ等運営費補助金交付要綱

福祉グループ 播磨町老人クラブ等運営費補助金収入支出決算書

福祉グループ 高齢者日常生活用具給付申請書

福祉グループ 高齢者日常生活用具給付 受領書
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担当グループ
手続の名称

（様式の名称）
手続の根拠等

福祉グループ 播磨町在宅老人短期入所申請書

福祉グループ 播磨町在宅老人短期入所 誓約書

福祉グループ 播磨町在宅老人短期入所期間延長申請書

福祉グループ 播磨町在宅老人短期入所個人負担金支給申請書

福祉グループ 播磨町生活管理指導短期宿泊利用申請書

福祉グループ 養護老人ホーム 収入申告書

福祉グループ 養護老人ホーム 必要経費証明書

福祉グループ 養護老人ホーム 同意書

福祉グループ 婦人共励会補助金交付申請書 婦人共励会補助金交付要綱

福祉グループ 婦人共励会補助事業実績報告書 婦人共励会補助金交付要綱

福祉グループ 播磨町遺族会補助金交付申請書 播磨町遺族会補助金交付要綱

福祉グループ 播磨町遺族会補助事業実績報告書 播磨町遺族会補助金交付要綱

福祉グループ 加古川保護区保護司会補助金交付申請書 加古川保護区保護司会補助金交付要綱

福祉グループ 加古川保護区保護司会補助事業実績報告書 加古川保護区保護司会補助金交付要綱

福祉グループ 加古地区更生保護女性会補助金交付申請書 加古地区更生保護女性会補助金交付要綱

福祉グループ 加古地区更生保護女性会補助事業実績報告書 加古地区更生保護女性会補助金交付要綱

福祉グループ 町営住宅入居申込書 播磨町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

福祉グループ 町営住宅同居承認申請書 播磨町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

福祉グループ 町営住宅同居届 播磨町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

福祉グループ 町営住宅入居者異動届 播磨町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

福祉グループ 町営住宅承継承認申請書 播磨町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

福祉グループ 収入申告（収入状況報告）書 播磨町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

福祉グループ
収入認定（収入基準超過認定・高額所得認定）に
対する意見申出書

播磨町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

福祉グループ 家賃等減免（徴収猶予）申請書 播磨町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

福祉グループ 敷金還付請求書 播磨町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

福祉グループ 町営住宅損傷・破損報告書 播磨町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

福祉グループ 町営住宅用途変更等許可申請書 播磨町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
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福祉グループ 町営住宅明渡期限延長申出書 播磨町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

福祉グループ 住宅あっせん申出書 播磨町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

福祉グループ 町営住宅交換申請書 播磨町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

福祉グループ 町営住宅返還届 播磨町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

福祉グループ 町営住宅駐車場使用申請書 播磨町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

福祉グループ 誓約書 播磨町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

福祉グループ
播磨町コロナ禍において出産する母親への応援給
付金申請書兼請求書

播磨町コロナ禍において出産する母親への応援給付金事業実施要綱

福祉グループ 委任状 播磨町コロナ禍において出産する母親への応援給付金事業実施要綱

福祉グループ
子育てのための施設等利用給付認定申請書（法第
30条の4第１号）

福祉グループ
子育てのための施設等利用給付認定申請書（法第
30条の4第２号・第3号）

福祉グループ 保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書

福祉グループ 子育てのための施設等利用給付認定取下届

福祉グループ 施設等利用給付認定変更申請書兼再交付申請書

福祉グループ 補助金交付申請書 播磨町保育所等整備費補助金交付要綱

福祉グループ 補助金実績報告書 播磨町保育所等整備費補助金交付要綱

福祉グループ はりまフォトバースデイ事業交付申請書 はりまフォトバースデイ事業実施要綱

福祉グループ 実費徴収に係る補足給付補助金交付申請書 播磨町実費徴収に係る補足給付補助金交付要綱

福祉グループ 播磨町私立保育所等補助金交付申請書 播磨町私立保育所等に対する補助金交付要綱

福祉グループ 播磨町私立保育所等補助事業実績報告書 播磨町私立保育所等に対する補助金交付要綱

福祉グループ 播磨町新卒保育士等就労支援一時金交付申請書 播磨町新卒保育士等就労支援一時金交付事業実施要綱

福祉グループ
播磨町保育施設利用予約推進事業補助金交付申請
書

播磨町保育施設利用予約推進事業実施要綱

福祉グループ 播磨町保育施設利用予約推進事業実績報告書 播磨町保育施設利用予約推進事業実施要綱

福祉グループ 子育て家庭ショートステイ実施施設指定申請書 播磨町子育て家庭ショートステイ事業実施要綱

福祉グループ 子育て家庭ショートステイ事業利用申請書 播磨町子育て家庭ショートステイ事業実施要綱

福祉グループ 養育支援訪問事業利用申込書 播磨町養育支援訪問事業実施要綱

福祉グループ
播磨町一時預かり事業（幼稚園型）補助金交付申
請書

播磨町一時預かり事業（幼稚園型）補助金交付要綱

福祉グループ
播磨町一時預かり事業（幼稚園型）補助金変更交
付申請書

播磨町一時預かり事業（幼稚園型）補助金交付要綱
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（様式の名称）
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福祉グループ 播磨町一時預かり事業（幼稚園型）月別報告書 播磨町一時預かり事業（幼稚園型）補助金交付要綱

福祉グループ
播磨町一時預かり事業（幼稚園型）補助金実績報
告書

播磨町一時預かり事業（幼稚園型）補助金交付要綱

福祉グループ 保育士等賃金改善計画書 播磨町保育士等緊急確保対策事業実施要綱

福祉グループ 保育士等賃金改善個別計画書 播磨町保育士等緊急確保対策事業実施要綱

福祉グループ
播磨町保育士等緊急確保対策事業補助金交付申請
書

播磨町保育士等緊急確保対策事業実施要綱

福祉グループ 播磨町保育料軽減事業適用申請書

福祉グループ 保育施設利用予約申込書 播磨町保育施設利用予約推進事業実施要綱

福祉グループ
 教育・保育給付 ／ 施設等利用給付 認定変更申請
書兼再交付申請書

福祉グループ 保育所等の利用に関する確認事項（同意書）

福祉グループ 介護・看護状況申告書

福祉グループ 誓約書兼求職活動報告書

福祉グループ 保育所等利用申請取下届

福祉グループ 保 育 退 園 届

福祉グループ 利用・継続に関する申立書

福祉グループ 勤務（内定）休業証明書

福祉グループ 活動内容証明書

福祉グループ 診 断 書（教育・保育施設入所用）

すこやか環境グループ 補助金交付申請書 播磨町さわやかな環境まちづくり推進事業補助金交付要綱

すこやか環境グループ 補助金交付申請書 播磨町さわやかな環境まちづくり推進事業補助金交付要綱

すこやか環境グループ 活動報告書 播磨町さわやかな環境まちづくり推進事業補助金交付要綱

すこやか環境グループ 奨励金交付申請書 播磨町資源回収運動奨励金交付要綱

すこやか環境グループ 助成金交付申請書 播磨町ごみ集積場所の整備に係る経費の助成金交付要綱

すこやか環境グループ 助成金変更交付申請書 播磨町ごみ集積場所の整備に係る経費の助成金交付要綱

すこやか環境グループ 補助金交付申請書 播磨町スズメバチ駆除費補助金交付要綱

すこやか環境グループ 補助金交付申請書 播磨町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱

すこやか環境グループ 一般廃棄物処理手数料減免申請書 播磨町廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する規則

すこやか環境グループ 一般廃棄物処理業許可申請書 播磨町廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する規則
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すこやか環境グループ 浄化槽清掃業許可申請書 播磨町廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する規則

すこやか環境グループ 定期予防接種実施依頼書 播磨町定期予防接種費用助成事業実施要綱

すこやか環境グループ 定期予防接種実施依頼書交付申出書 播磨町定期予防接種費用助成事業実施要綱

すこやか環境グループ 風しん予防接種費用助成金交付申請書 播磨町風しん予防接種費用助成要綱

すこやか環境グループ
骨髄移植後等における予防接種再接種費用助成対
象者認定申請書

播磨町骨髄移植後等における予防接種再接種費用助成実施要綱

すこやか環境グループ 高齢者インフルエンザ予防接種助成金交付申請書 播磨町高齢者インフルエンザ予防接種実施要綱

すこやか環境グループ
高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種助成金交付申
請書

高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種実施要綱

すこやか環境グループ 健康診査費用免除申請書 播磨町健康診査実施要綱

すこやか環境グループ 禁煙治療費助成事業事前届出書 播磨町禁煙治療費助成事業実施要綱

すこやか環境グループ
アスベスト健康管理支援事業手帳（再）交付申請
書

播磨町石綿（アスベスト）健康管理支援事業実施要綱

すこやか環境グループ 氏名等変更届 播磨町石綿（アスベスト）健康管理支援事業実施要綱

すこやか環境グループ アスベスト健康管理支援事業領収証明細書 播磨町石綿（アスベスト）健康管理支援事業実施要綱

すこやか環境グループ 妊婦健康診査費助成申請書 播磨町妊婦健康診査費助成事業実施要綱

すこやか環境グループ 播磨町産後サポート事業実施報告書 播磨町産後サポート事業実施要綱

すこやか環境グループ 産後ケア事業利用申請書兼情報提供同意書 播磨町産後ケア事業実施要綱

すこやか環境グループ 産後ケア事業調査票兼利用依頼書 播磨町産後ケア事業実施要綱

すこやか環境グループ 妊婦歯科健診費用免除申請書 播磨町妊婦歯科健診事業実施要綱

すこやか環境グループ 低体重児出生届出書 播磨町未熟児養育事業等実施要領

すこやか環境グループ 養育医療給付申請書 播磨町未熟児養育事業等実施要領

すこやか環境グループ 養育医療兼再発行申請書 播磨町未熟児養育事業等実施要領

すこやか環境グループ 看護（移送）承認申請書 播磨町未熟児養育事業等実施要領

すこやか環境グループ 療育事業利用申請書 播磨町療育事業実施要綱

すこやか環境グループ
健康いきいきセンター利用許可及び利用料減免申
請書

播磨町健康いきいきセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

すこやか環境グループ 子宮頸がん・乳がん検診クーポン券再交付申請書

すこやか環境グループ 肝炎ウイルス検診受診券再交付申請書

すこやか環境グループ 乳幼児任意予防接種費用助成券再交付依頼書

すこやか環境グループ
風しん抗体検査及び風しん予防接種クーポン券交
付依頼書
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すこやか環境グループ 妊婦歯科健診受診券交付申請書

すこやか環境グループ 新生児聴覚検査費助成券交付申請書

すこやか環境グループ 新生児聴覚検査費助成券再交付申請書

すこやか環境グループ 予防接種履歴確認依頼書

すこやか環境グループ 広域的予防接種申請書 兵庫県における定期予防接種の広域的実施要領

すこやか環境グループ 長期療養児の定期予防接種期間延長申請書

すこやか環境グループ 予防接種実施申請書

すこやか環境グループ
小児予防接種推進医療機関における予防接種につ
いての申請書

すこやか環境グループ 予防接種証明書交付申請書

住民グループ 播磨町自治会活動保険補助金交付申請書 播磨町自治会活動保険補助金交付要綱

住民グループ 自治会公民館施設整備事業計画書 播磨町自治会公民館施設整備事業補助要綱

住民グループ 自治会公民館施設整備事業補助金交付申請書 播磨町自治会公民館施設整備事業補助要綱

住民グループ 自治会公民館施設整備事業内容変更承認申請書 播磨町自治会公民館施設整備事業補助要綱

住民グループ
自治会公民館施設整備事業中止（廃止）承認申請
書

播磨町自治会公民館施設整備事業補助要綱

住民グループ
自治会公民館施設整備事業年度内完了等困難状況
報告書

播磨町自治会公民館施設整備事業補助要綱

住民グループ 自治会公民館施設整備事業実績報告書 播磨町自治会公民館施設整備事業補助要綱

住民グループ 自治会公民館施設整備事業収支精算書 播磨町自治会公民館施設整備事業補助要綱

住民グループ 自治会掲示板設置事業費補助金交付申請書 播磨町自治会掲示板設置事業費補助金交付要綱

住民グループ
自治会掲示板設置事業費補助金内容変更等承認申
請書

播磨町自治会掲示板設置事業費補助金交付要綱

住民グループ 自治会掲示板設置事業費補助金実績報告書 播磨町自治会掲示板設置事業費補助金交付要綱

住民グループ 建築物の新築届 播磨町住居表示に関する条例施行規則

住民グループ 住居番号の変更等の申出書 播磨町住居表示に関する条例施行規則

住民グループ 事業所指定申請書 播磨町企業立地促進条例に定める奨励金交付要綱

住民グループ 事業計画書 播磨町企業立地促進条例に定める奨励金交付要綱

住民グループ 指定事項変更等申請書 播磨町企業立地促進条例に定める奨励金交付要綱

住民グループ 指定事業者地位承継承認申請書 播磨町企業立地促進条例に定める奨励金交付要綱

住民グループ 奨励金交付申請書 播磨町企業立地促進条例に定める奨励金交付要綱
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住民グループ 立地促進事業等確認申請書 播磨町オフィス賃料補助金交付要綱

住民グループ 本社機能立地計画認定申請書 播磨町オフィス賃料補助金交付要綱

住民グループ 補助金交付申請書 播磨町オフィス賃料補助金交付要綱

住民グループ 補助金変更交付申請書 播磨町オフィス賃料補助金交付要綱

住民グループ 補助事業実績報告書 播磨町オフィス賃料補助金交付要綱

住民グループ 商工業振興補助金交付申請書 播磨町商工業振興補助金交付要綱

住民グループ 補助事業実績報告書 播磨町商工業振興補助金交付要綱

住民グループ 消費者団体補助金交付申請書 消費者団体補助金交付要綱

住民グループ 消費者団体補助事業実績報告書 消費者団体補助金交付要綱

住民グループ 播磨町住宅リフォーム助成金交付申請書 播磨町住宅リフォーム助成金交付要綱

住民グループ 播磨町住宅リフォーム助成金変更申請書 播磨町住宅リフォーム助成金交付要綱

住民グループ 播磨町住宅リフォーム助成実績報告書 播磨町住宅リフォーム助成金交付要綱

住民グループ 播磨町労働者福祉事業補助金交付申請書 播磨町労働者福祉事業補助金交付要綱

住民グループ 播磨町労働者福祉事業実績報告書 播磨町労働者福祉事業補助金交付要綱

住民グループ 補助金交付申請書 播磨町農林水産関係補助金交付規程

住民グループ 補助金変更交付申請書 播磨町農林水産関係補助金交付規程

住民グループ 完了届書 播磨町農林水産関係補助金交付規程

住民グループ 補助事業実績報告書 播磨町農林水産関係補助金交付規程

住民グループ 漁業近代化資金貸付実行報告書 播磨町漁業近代化資金利子補給規程

住民グループ 漁業近代化資金利子補給承認申請書 播磨町漁業近代化資金利子補給規程

住民グループ 鳥獣捕獲依頼書（  のために） 播磨町鳥獣捕獲許可等事務取扱要領

住民グループ 鳥獣の捕獲等許可申請者名簿 播磨町鳥獣捕獲許可等事務取扱要領

住民グループ 住所等変更届出書 播磨町鳥獣捕獲許可等事務取扱要領

住民グループ 鳥獣飼養登録申請書 播磨町鳥獣捕獲許可等事務取扱要領

住民グループ 飼養鳥獣譲受届出書 播磨町鳥獣捕獲許可等事務取扱要領

住民グループ 飼養鳥獣死亡届出書 播磨町鳥獣捕獲許可等事務取扱要領

住民グループ 印鑑・印鑑登録証紛失届（裏面は委任状） 播磨町印鑑条例
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住民グループ
播磨町本人通知制度事前登録（新規・更新）申請
書（裏面は委任状）

播磨町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

住民グループ
播磨町本人通知制度事前登録（変更・廃止）届出
書（裏面は委任状）

播磨町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

住民グループ
播磨町本人通知制度事前登録（変更・廃止）届出
書（裏面は委任状）（事前登録の廃止）

播磨町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

住民グループ 住民基本台帳事務における支援措置申出書 住民記録等のDV支援措置マニュアル

住民グループ 申出書兼同意書 住民記録等のDV支援措置マニュアル

住民グループ
住民基本台帳事務における支援措置について
（延長しない申出）

住民記録等のDV支援措置マニュアル

住民グループ 住民基本台帳事務における支援措置解除申出書 住民記録等のDV支援措置マニュアル

住民グループ 住民基本台帳事務における支援措置変更申出書 住民記録等のDV支援措置マニュアル

住民グループ 【郵送用】戸籍証明書等交付請求書
住民異動届等の届出及び証明書等の交付申請の本人確認等に関する事務
取扱要領

住民グループ
不在住証明願（播磨町に一度も住民登録のない証
明）

住民異動届等の届出及び証明書等の交付申請の本人確認等に関する事務
取扱要領

住民グループ 証明書（住民除票が出ないときの証明）
住民異動届等の届出及び証明書等の交付申請の本人確認等に関する事務
取扱要領

住民グループ 不在籍証明願（播磨町に戸籍のない証明）
住民異動届等の届出及び証明書等の交付申請の本人確認等に関する事務
取扱要領

住民グループ 旧氏に関する請求書（裏面は委任状）
住民異動届等の届出及び証明書等の交付申請の本人確認等に関する事務
取扱要領

住民グループ 旧氏に関する請求書（裏面は委任状）
住民異動届等の届出及び証明書等の交付申請の本人確認等に関する事務
取扱要領

都市計画グループ 空家等情報の登録手続(空家等バンク登録申込書) 播磨町空家等バンク設置要綱

都市計画グループ 空家等情報の登録手続(空家等バンク登録変更届) 播磨町空家等バンク設置要綱

都市計画グループ
空家等情報の登録手続(空家等バンク登録抹消申請
書)

播磨町空家等バンク設置要綱

都市計画グループ
空家等バンクの利用手続(空家等バンク登録情報閲
覧申請書)

播磨町空家等バンク設置要綱

都市計画グループ
簡易耐震診断の申し込み手続(簡易耐震診断申込
書)

播磨町簡易耐震診断推進事業実施要綱

都市計画グループ
播磨町公共基準点の管理保全に関する手続(公共基
準点使用承認申請書)

播磨町公共基準点管理保全要綱

都市計画グループ
播磨町公共基準点の管理保全に関する手続(公共基
準点使用報告書)

播磨町公共基準点管理保全要綱

都市計画グループ
播磨町公共基準点の管理保全に関する手続(公共基
準点使用に係る包括承認申請書)

播磨町公共基準点管理保全要綱

都市計画グループ
播磨町公共基準点の管理保全に関する手続(公共基
準点使用報告書)

播磨町公共基準点管理保全要綱

都市計画グループ
播磨町公共基準点の管理保全に関する手続(公共基
準点付近での工事施工届出書)

播磨町公共基準点管理保全要綱

都市計画グループ
播磨町公共基準点の管理保全に関する手続(公共基
準点付近での工事しゅん工報告書)

播磨町公共基準点管理保全要綱

都市計画グループ
播磨町公共基準点の管理保全に関する手続(公共基
準点復旧承認申請書)

播磨町公共基準点管理保全要綱

都市計画グループ
播磨町公共基準点の管理保全に関する手続(公共基
準点(一時撤去・移転)承認申請書)

播磨町公共基準点管理保全要綱
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都市計画グループ
播磨町公共基準点の管理保全に関する手続(公共基
準点(一時撤去・移転)請求書)

播磨町公共基準点管理保全要綱

都市計画グループ
播磨町公共基準点の管理保全に関する手続(公共基
準点設置工事しゅん工報告書)

播磨町公共基準点管理保全要綱

都市計画グループ 地籍調査に関する手続(地籍調査閲覧申請書) 播磨町地籍調査成果の取扱要領

土木グループ 播磨町記念樹配布申請書

土木グループ 児童遊園設置補助金交付申請書 児童遊園設置補助金交付規程

土木グループ 児童遊園工事着工完工届 児童遊園設置補助金交付規程

土木グループ 事業変更届 児童遊園設置補助金交付規程

土木グループ 事業中止届 児童遊園設置補助金交付規程

土木グループ あえのはま広場使用許可申請書 あえのはま広場条例施行規則

土木グループ 生け垣づくり補助金交付申請書 播磨町生け垣づくり補助金交付要綱

土木グループ 入出港届 播磨町漁港管理条例施行規則

土木グループ 小型船舶係留施設利用許可申請書 播磨町漁港管理条例施行規則

土木グループ 漁港施設占用許可申請書 播磨町漁港管理条例施行規則

土木グループ 工作物新築（改築、増築、除去）許可申請書 播磨町漁港管理条例施行規則

土木グループ 道路占用許可申請協議書 道路占用規則

土木グループ 損害賠償責任負担請書 道路占用規則

土木グループ 道路占用変更届 道路占用規則

土木グループ 道路占用権譲渡許可申請書 道路占用規則

土木グループ 道路占用権承継届 道路占用規則

土木グループ 工事着手等届 道路占用規則

土木グループ 道路占用廃止届 道路占用規則

土木グループ 委任状

土木グループ 工期変更申請書

土木グループ 道路一時掘削許可申請書

土木グループ 道路幅員証明願

土木グループ 工事施行承認申請書

土木グループ 損害賠償責任負担請書



押印見直しを行う行政手続 表一覧 令和3年（2021年）9月1日時点

担当グループ
手続の名称

（様式の名称）
手続の根拠等

土木グループ 帰属承諾書

土木グループ 委任状

土木グループ 工事着手等届

土木グループ 法定外公共物占用許可申請書 播磨町法定外公共物管理条例施行規則

土木グループ 法定外公共物改築等許可申請書 播磨町法定外公共物管理条例施行規則

土木グループ 法定外公共物用途変更許可申請書 播磨町法定外公共物管理条例施行規則

土木グループ 法定外公共物付替申請書 播磨町法定外公共物管理条例施行規則

土木グループ 住所等変更届 播磨町法定外公共物管理条例施行規則

土木グループ 権利譲渡許可申請書 播磨町法定外公共物管理条例施行規則

土木グループ 地位承継届 播磨町法定外公共物管理条例施行規則

土木グループ 工事着手等届 播磨町法定外公共物管理条例施行規則

土木グループ 法定外公共物占用廃止届 播磨町法定外公共物管理条例施行規則

土木グループ 法定外公共物占用料免除申請書 播磨町法定外公共物管理条例施行規則

土木グループ 法定外公共物占用料還付申請書 播磨町法定外公共物管理条例施行規則

土木グループ 法定外公共物用途廃止申請書 播磨町法定外公共物管理条例施行規則

土木グループ 委任状

土木グループ 公園内行為許可（変更）申請書 播磨町都市公園条例施行規則

土木グループ
公園施設設置・公園施設管理・公園占用許可（変
更）申請書

播磨町都市公園条例施行規則

土木グループ 公園使用料減免申請書 播磨町都市公園条例施行規則

土木グループ 公園使用料返還申請書 播磨町都市公園条例施行規則

土木グループ 届出書 播磨町都市公園条例施行規則

土木グループ 受領書 播磨町都市公園条例施行規則

土木グループ 補助金交付申請書 公園等の管理に関する補助金交付要綱

土木グループ 公園等管理実施報告書 公園等の管理に関する補助金交付要綱

土木グループ 花と緑で飾るまちづくり補助金交付申請書 播磨町花と緑で飾るまちづくり補助金交付要綱

土木グループ
事業計画（変更・一時中断・取り止め）承認申請
書

播磨町花と緑で飾るまちづくり補助金交付要綱

土木グループ 実績報告書（完了・部分払い） 播磨町花と緑で飾るまちづくり補助金交付要綱



押印見直しを行う行政手続 表一覧 令和3年（2021年）9月1日時点

担当グループ
手続の名称

（様式の名称）
手続の根拠等

土木グループ 海岸保全区域占用許可申請書 海岸保全区域における占用等に関する規則

土木グループ 海岸保全区域継続占用許可申請書 海岸保全区域における占用等に関する規則

土木グループ
海岸保全区域内における施設（工作物）新設（改
築）許可申請書

海岸保全区域における占用等に関する規則

土木グループ
海岸保全区域における土地の掘削（盛土、切土）
許可申請書

海岸保全区域における占用等に関する規則

土木グループ 海岸保全施設工事承認申請書 海岸保全区域における占用等に関する規則

土木グループ 工事着手等届 海岸保全区域における占用等に関する規則

土木グループ 廃止届 海岸保全区域における占用等に関する規則

土木グループ 地位承継届 海岸保全区域における占用等に関する規則

土木グループ 権利譲渡許可申請書 海岸保全区域における占用等に関する規則

上下水道グループ（経
営チーム）

水道使用開始届

上下水道グループ（経
営チーム）

水道使用中止届

上下水道グループ（経
営チーム）

変更届

上下水道グループ（経
営チーム）

水道メーター預かり願

上下水道グループ（経
営チーム）

下水道事業受益者申告書 播磨町都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規程

上下水道グループ（経
営チーム）

下水道事業受益者負担金徴収猶予申告書 播磨町都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規程

上下水道グループ（経
営チーム）

下水道事業受益者負担金減免申請書 播磨町都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規程

上下水道グループ（経
営チーム）

下水道事業受益者（納付管理人）住所変更届 播磨町都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規程

上下水道グループ（経
営チーム）

下水道事業受益者負担金徴収猶予取消届

上下水道グループ（経
営チーム）

排除汚水量申告書 播磨町下水道条例施行規程

上下水道グループ（経
営チーム）

排除汚水量認定基準異動届 播磨町下水道条例施行規程

上下水道グループ（経
営チーム）

公共下水道一時使用届 播磨町下水道条例施行規程

上下水道グループ（経
営チーム）

区域外使用許可申請書 播磨町下水道条例施行規程

上下水道グループ（経
営チーム）

公共下水道使用料減免申請書 播磨町下水道条例施行規程

上下水道グループ（経
営チーム）

雨水貯留施設設置助成金交付申請書 播磨町雨水貯留施設設置助成金交付要綱

上下水道グループ（経
営チーム）

播磨町町税確認承諾書 播磨町雨水貯留施設設置助成金交付要綱

上下水道グループ（経
営チーム）

誓約書 播磨町雨水貯留施設設置助成金交付要綱

上下水道グループ（経
営チーム）

承諾書 播磨町雨水貯留施設設置助成金交付要綱
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担当グループ
手続の名称

（様式の名称）
手続の根拠等

上下水道グループ（経
営チーム）

雨水貯留施設設置助成金変更申請書 播磨町雨水貯留施設設置助成金交付要綱

上下水道グループ（経
営チーム）

雨水貯留施設設置助成金取下届 播磨町雨水貯留施設設置助成金交付要綱

上下水道グループ（経
営チーム）

雨水貯留施設設置完了届 播磨町雨水貯留施設設置助成金交付要綱

上下水道グループ（経
営チーム）

播磨町上下水道用マンホール蓋のデザイン使用承
認申請書

播磨町下水道用マンホール蓋のデザインの使用に関する要綱

上下水道グループ（工
務チーム）

給水装置工事申込書 播磨町水道事業給水条例

上下水道グループ（工
務チーム）

給水装置工事竣工届 播磨町水道事業給水条例

上下水道グループ（工
務チーム）

給水開始申込書 播磨町水道事業給水条例

上下水道グループ（工
務チーム）

仮設給水装置申込書

上下水道グループ（工
務チーム）

給水装置工事事前協議書

上下水道グループ（工
務チーム）

開発事業区域内配水管布設申請書

上下水道グループ（工
務チーム）

使用材料承認願

上下水道グループ（工
務チーム）

簡易専用水道設置届 播磨町簡易専用水道管理指導要綱

上下水道グループ（工
務チーム）

簡易専用水道設置届届出事項変更届 播磨町簡易専用水道管理指導要綱

上下水道グループ（工
務チーム）

簡易専用水道休・廃止届 播磨町簡易専用水道管理指導要綱

上下水道グループ（工
務チーム）

簡易専用水道事故報告書 播磨町簡易専用水道管理指導要綱

上下水道グループ（工
務チーム）

3階直結給水協議書（新規・変更）

上下水道グループ（工
務チーム）

給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 播磨町水道事業指定給水装置工事事業者規程

上下水道グループ（工
務チーム）

給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書 播磨町水道事業指定給水装置工事事業者規程

上下水道グループ（工
務チーム）

受水槽給水開始申込書

上下水道グループ（工
務チーム）

修繕工事報告書

上下水道グループ（工
務チーム）

損害賠償責任負担請書

上下水道グループ（工
務チーム）

播磨町第３浄水場施設見学申請書

上下水道グループ（設
備チーム）

排水設備計画（変更）確認申請書 播磨町下水道条例施行規程

上下水道グループ（設
備チーム）

排水設備変更届 播磨町下水道条例施行規程

上下水道グループ（設
備チーム）

排水設備工事完了届兼公共下水道（開始、廃止。
再開）届

播磨町下水道条例施行規程

上下水道グループ（設
備チーム）

在来排水施設認定申請書 播磨町下水道条例施行規程

上下水道グループ（設
備チーム）

除害施設計画（変更）確認申請書 播磨町下水道条例施行規程
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担当グループ
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（様式の名称）
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上下水道グループ（設
備チーム）

除害施設工事完了届 播磨町下水道条例施行規程

上下水道グループ（設
備チーム）

排水汚水量申告書 播磨町下水道条例施行規程

上下水道グループ（設
備チーム）

排水汚水量認定基準異動届 播磨町下水道条例施行規程

上下水道グループ（設
備チーム）

公共下水道一時使用届 播磨町下水道条例施行規程

上下水道グループ（設
備チーム）

区域外使用許可申請書 播磨町下水道条例施行規程

上下水道グループ（設
備チーム）

公共下水道物件設置許可申請書 播磨町下水道条例施行規程

上下水道グループ（設
備チーム）

公共下水道占用許可申請書 播磨町下水道条例施行規程

上下水道グループ（設
備チーム）

公共下水道付近地掘削届 播磨町下水道条例施行規程

上下水道グループ（設
備チーム）

公共下水道使用料減免申請書 播磨町下水道条例施行規程

上下水道グループ（設
備チーム）

公共下水道代理人（総代人）選定（変更・廃止）
届

播磨町下水道条例施行規程

上下水道グループ（設
備チーム）

専属責任技術者名簿 播磨町下水道排水設備指定工事店規程

上下水道グループ（設
備チーム）

指定工事店指定辞退届 播磨町下水道排水設備指定工事店規程

上下水道グループ（設
備チーム）

責任技術者登録申請書 播磨町下水道排水設備指定工事店規程

上下水道グループ（設
備チーム）

責任技術者移動届 播磨町下水道排水設備指定工事店規程

上下水道グループ（設
備チーム）

責任技術者証再交付申請書 播磨町下水道排水設備指定工事店規程

上下水道グループ（設
備チーム）

水洗便所等改造資金助成金交付申請書 播磨町水洗便所等改造資金助成規程

上下水道グループ（設
備チーム）

水洗便所等改造資金融資あっせん申請書 播磨町水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規定

上下水道グループ（設
備チーム）

水洗便所等改造資金融資あっせんに関する変更届 播磨町水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規定

上下水道グループ（設
備チーム）

公共ます等設置個所申請書 播磨町公共下水道公共ます等設置要綱

上下水道グループ（設
備チーム）

公共ます廃止等承認願 播磨町公共下水道公共ます等設置要綱

上下水道グループ（設
備チーム）

公共ます共同使用代表者選定（変更）届 播磨町公共下水道公共ます等設置要綱

上下水道グループ（設
備チーム）

公共下水道布設申請書 私道への公共下水道布設の取扱要綱

上下水道グループ（設
備チーム）

公共下水道施設工事事前協議書 播磨町下水道法第16条に関する指導要綱

上下水道グループ（設
備チーム）

工事施行承認（変更）申請書 播磨町下水道法第16条に関する指導要綱

上下水道グループ（設
備チーム）

損害賠償責任負担申請書 播磨町下水道法第16条に関する指導要綱

上下水道グループ（設
備チーム）

工事（中間）検査依頼書 播磨町下水道法第16条に関する指導要綱

上下水道グループ（設
備チーム）

公共下水道施設無償譲引受書 播磨町下水道法第16条に関する指導要綱
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上下水道グループ（設
備チーム）

承継届出書 播磨町ディスポーザ排水処理システム等設置取扱要綱

議会事務局 審査請求 播磨町議会議員政治倫理条例施行規程

教育総務グループ 誓約書 播磨町奨学金条例施行規則

教育総務グループ 異動届 播磨町奨学金条例施行規則

教育総務グループ 修学状況報告書兼奨学金貸与継続願 播磨町奨学金条例施行規則

教育総務グループ ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種料助成金交付申請書 播磨町立学校教職員のｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種料助成金交付要綱

教育総務グループ 学校生活管理指導表作成料助成申請書 播磨町学校生活管理指導表作成料助成要綱

教育総務グループ 町立幼稚園一時預かり保育料減額申請書 播磨町立幼稚園における一時預かり保育料徴収条例施行規則

教育総務グループ 入園願書

教育総務グループ 休園届

教育総務グループ 退園届

教育総務グループ 転園願

教育総務グループ 休園取消（期間変更）届

教育総務グループ
施設型給付・地域型保育給付費等教育・保育給付
認定申請書

教育総務グループ
教育・保育給付認定変更認定申請書兼給付認定再
交付及び再認定申請書

教育総務グループ 通園区外就園願

教育総務グループ
子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第
30条の4第2号・第3号）

教育総務グループ 施設等利用給付認定変更申請書兼再交付申請書

教育総務グループ 子育てのための施設等利用給付認定取下届

教育総務グループ 利用・継続に関する申立書

教育総務グループ 誓約書兼求職活動報告書

教育総務グループ 一時預かり事業申請にかかる申立書

教育総務グループ 体育実技用具（柔道着）購入確認書

教育総務グループ 支給申請書兼収入額・需要額調書

教育総務グループ 特別支援教育就学奨励給付辞退書

学校教育グループ 医療的ケア実施申請書 播磨町医療的ケアのための看護師配置事業実施要綱

学校教育グループ 医療的ケア実施同意書 播磨町医療的ケアのための看護師配置事業実施要綱
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担当グループ
手続の名称

（様式の名称）
手続の根拠等

学校教育グループ 医療ケア実施結果報告書 播磨町医療的ケアのための看護師配置事業実施要綱

学校教育グループ 町補助金交付申請書 播磨町立中学校区青少年育成推進委員会補助金交付要綱

学校教育グループ 青少年育成推進事業実績報告 播磨町立中学校区青少年育成推進委員会補助金交付要綱

学校教育グループ
播磨町修学旅行キャンセル料等支援補助金交付申
請書

播磨町修学旅行キャンセル料等支援事業

学校教育グループ 播磨町修学旅行キャンセル料等支援補助金請求書 播磨町修学旅行キャンセル料等支援事業

学校教育グループ
播磨町修学旅行キャンセル料等支援完了実績報告
書

播磨町修学旅行キャンセル料等支援事業

生涯学習グループ 様式第1号（補助金交付申請書） 菊花展事業補助金交付要綱

生涯学習グループ 様式第1号（補助金交付申請書） 東播磨地域芸術文化活動支援事業補助金交付要綱

生涯学習グループ
様式第1号（公民館使用許可及び使用料減免申請
書）

公民館管理運営規則

生涯学習グループ 様式第3号（公民館使用料還付申請書） 公民館管理運営規則

生涯学習グループ
様式第1号（センター使用許可及び使用料減免申
請書）

コミュニティセンター管理運営規則

生涯学習グループ 様式第3号（センター使用料還付申請書） コミュニティセンター管理運営規則

生涯学習グループ 様式第1号（資料利用許可申請書） 郷土資料館管理運営規則

生涯学習グループ 様式第3号（資料寄贈・寄託申請書） 郷土資料館管理運営規則

生涯学習グループ 様式第1号（播磨町指定文化財指定申請書） 文化財保護条例施行規則

生涯学習グループ
様式第3号（条例第11条第１号の規定による所有
者又は占有者の変更届）

文化財保護条例施行規則

生涯学習グループ
様式第4号（条例第11条第２号の規定による滅失
したとき）

文化財保護条例施行規則

生涯学習グループ
様式第5号（条例第11条第３号の規定による所有
者の氏名又は住所が変更したとき）

文化財保護条例施行規則

生涯学習グループ
様式第6号（条例第11条第４号の規定による所有
者が管理責任者を選任又は解任をしたとき）

文化財保護条例施行規則

生涯学習グループ
様式第7号（条例第11条第５号の規定による文化
財の所在地及び保存の方法を変更したとき）

文化財保護条例施行規則

生涯学習グループ 様式第8号（許可申請書） 文化財保護条例施行規則

生涯学習グループ 様式第9号（補助金交付申請書） 文化財保護条例施行規則

生涯学習グループ
様式第1号（総合スポーツ施設利用許可及び利用
料減免申請書）

総合スポーツ施設の設置及び管理に関する規則

生涯学習グループ
様式第3号（総合スポーツ施設利用料還付申請
書）

総合スポーツ施設の設置及び管理に関する規則


