
押印を省略できる手続・様式の名称一覧
（飯山市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則第２条第１項に規定する飯山市規則で定める申請書等のうち、市長が別に定めるもの）

No. 例規名 手続・様式の名称 所管部署

1 モーテル建築の規制に関する規則(昭和47年６月29日規則第12号) 届出（別記様式） まちづくり課

2 飯山市都市計画公聴会規則(昭和47年９月18日規則第16号) 公聴会の記録 まちづくり課

3 飯山都市計画事業新幹線飯山駅周辺土地区画整理事業施行条例施行規則(平成18年４月３日規則第21号) 土地の地籍の更正申請書（様式第１号） まちづくり課

4 飯山都市計画事業新幹線飯山駅周辺土地区画整理事業施行条例施行規則(平成18年４月３日規則第21号) 実測図（様式第３号） まちづくり課

5 飯山都市計画事業新幹線飯山駅周辺土地区画整理事業施行条例施行規則(平成18年４月３日規則第21号) 清算金分割納付申請書（様式第８号） まちづくり課

6 飯山都市計画事業新幹線飯山駅周辺土地区画整理事業施行条例施行規則(平成18年４月３日規則第21号) 清算金繰上納付届出書（様式第11号） まちづくり課

7 飯山都市計画事業新幹線飯山駅周辺土地区画整理事業施行条例施行規則(平成18年４月３日規則第21号) 氏名等変更届出書（様式第12号） まちづくり課

8 飯山都市計画事業新幹線飯山駅周辺土地区画整理審議会運営規則(平成18年８月31日規則第26号) 代理人指定等届出書（様式第16号） まちづくり課

9 飯山市都市公園条例施行規則(昭和49年７月１日規則第18号) 公園内行為許可申請書（様式第１号） まちづくり課

10 飯山市都市公園条例施行規則(昭和49年７月１日規則第18号) 公園施設設置許可申請書（様式第３号） まちづくり課

11 飯山市都市公園条例施行規則(昭和49年７月１日規則第18号) 公園施設管理許可申請書（様式第４号） まちづくり課

12 飯山市都市公園条例施行規則(昭和49年７月１日規則第18号) 公園占用許可申請書（様式第５号） まちづくり課

13 飯山市都市公園条例施行規則(昭和49年７月１日規則第18号) 公園許可事項変更許可申請書（様式第９号） まちづくり課

14 飯山市都市公園条例施行規則(昭和49年７月１日規則第18号) 公園許可期間更新申請書（様式第10号） まちづくり課

15 飯山市都市公園条例施行規則(昭和49年７月１日規則第18号) 公園施設工事等届（様式第13号） まちづくり課

16 飯山市都市公園条例施行規則(昭和49年７月１日規則第18号) 公園使用料減免申請書（様式第14号） まちづくり課

17 飯山市屋外広告物に関する規則(平成12年３月27日規則第17号) 広告物等安全点検報告書（様式第７号） まちづくり課

18 飯山市営駐車場条例施行規則(平成26年９月24日規則第17号) 市営駐車場定期使用申請書（様式第１号） まちづくり課

19 飯山市営駐車場条例施行規則(平成26年９月24日規則第17号) 市営駐車場定期使用者変更届（様式第２号） まちづくり課

20 飯山市営駐車場条例施行規則(平成26年９月24日規則第17号) 市営駐車場定期駐車券再交付申請書（様式第３号） まちづくり課

21 飯山市営駐車場条例施行規則(平成26年９月24日規則第17号) 市営駐車場使用料後納申請書（様式第４号） まちづくり課

22 飯山市営駐車場条例施行規則(平成26年９月24日規則第17号) 市営駐車場使用料減免申請書（様式第５号） まちづくり課

23 飯山市景観条例施行規則(平成26年６月27日規則第11号) 景観計画区域内における行為の（変更）届出書（様式第１号） まちづくり課

24 飯山市景観条例施行規則(平成26年６月27日規則第11号) 景観形成住民協定認定申請書（様式第15号） まちづくり課

25 飯山市景観条例施行規則(平成26年６月27日規則第11号) 景観形成住民協定変更等届出書（様式第18号） まちづくり課
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26 飯山市景観条例施行規則(平成26年６月27日規則第11号) 風景づくり市民団体認定申請書（様式第19号） まちづくり課

27 飯山市景観条例施行規則(平成26年６月27日規則第11号) 風景づくり市民団体変更等届出書（様式第22号） まちづくり課

28 飯山市景観条例施行規則(平成26年６月27日規則第11号) 景観整備機構指定申請書（様式第23号） まちづくり課

29 飯山市景観条例施行規則(平成26年６月27日規則第11号) 名称等変更届出書（様式第25号） まちづくり課

30 飯山市駅前広場条例施行規則(平成26年12月26日規則第23号) 飯山市駅前広場使用許可申請書（様式第１号） まちづくり課

31 飯山市駅前広場条例施行規則(平成26年12月26日規則第23号) 飯山市駅前広場占用許可申請書（様式第２号） まちづくり課

32 飯山市駅前広場条例施行規則(平成26年12月26日規則第23号) 飯山市駅前広場使用変更許可申請書（様式第５号） まちづくり課

33 飯山市駅前広場条例施行規則(平成26年12月26日規則第23号) 飯山市駅前広場占用変更許可申請書（様式第６号） まちづくり課

34 飯山市駅前広場条例施行規則(平成26年12月26日規則第23号) 飯山市駅前広場使用料減免申請書（様式第９号） まちづくり課

35 飯山市営住宅条例施行規則(平成９年12月25日規則第29号) 市営住宅入居申込書（様式第１号） 移住定住推進課

36 飯山市営住宅条例施行規則(平成９年12月25日規則第29号) 市営住宅入居者収入申告書（様式第４号） 移住定住推進課

37 飯山市営住宅条例施行規則(平成９年12月25日規則第29号) 市営住宅収入認定に対する意見申出書（様式第５号） 移住定住推進課

38 飯山市営住宅条例施行規則(平成９年12月25日規則第29号) 市営住宅家賃等(敷金)減免(徴収猶予)申請書（様式第６号） 移住定住推進課

39 飯山市営住宅条例施行規則(平成９年12月25日規則第29号) 市営住宅(共同施設)滅失(毀損)届（様式第７号） 移住定住推進課

40 飯山市営住宅条例施行規則(平成９年12月25日規則第29号) 市営住宅を使用しない届（様式第８号） 移住定住推進課

41 飯山市営住宅条例施行規則(平成９年12月25日規則第29号) 市営住宅一部用途変更承認申請書（様式第９号） 移住定住推進課

42 飯山市営住宅条例施行規則(平成９年12月25日規則第29号) 市営住宅模様替(増築)承認申請書（様式第10号） 移住定住推進課

43 飯山市営住宅条例施行規則(平成９年12月25日規則第29号) 市営住宅同居承認申請書（様式第11号） 移住定住推進課

44 飯山市営住宅条例施行規則(平成９年12月25日規則第29号) 市営住宅入居承継承認申請書（様式第12号） 移住定住推進課

45 飯山市営住宅条例施行規則(平成９年12月25日規則第29号) 市営住宅明渡届（様式第15号） 移住定住推進課

46 飯山市営住宅条例施行規則(平成９年12月25日規則第29号) 市営住宅明渡期限延長申請書（様式第17号） 移住定住推進課

47 飯山市若者・定住住宅条例施行規則(平成20年３月26日規則第８号) 飯山市若者・定住住宅使用申込書（様式第１号） 移住定住推進課

48 飯山市若者・定住住宅条例施行規則(平成20年３月26日規則第８号) 飯山市若者・定住住宅同居許可申請書（様式第４号） 移住定住推進課

49 飯山市若者・定住住宅条例施行規則(平成20年３月26日規則第８号) 飯山市若者・定住住宅同居者異動報告書（様式第５号） 移住定住推進課

50 飯山市若者・定住住宅条例施行規則(平成20年３月26日規則第８号) 飯山市若者・定住住宅使用料減免(徴収猶予)申請書（様式第６号） 移住定住推進課
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51 飯山市若者・定住住宅条例施行規則(平成20年３月26日規則第８号) 飯山市若者・定住住宅(共同施設)滅失(毀損)届（様式第７号） 移住定住推進課

52 飯山市若者・定住住宅条例施行規則(平成20年３月26日規則第８号) 飯山市若者・定住住宅模様替(増築)許可申請書（様式第８号） 移住定住推進課

53 飯山市若者・定住住宅条例施行規則(平成20年３月26日規則第８号) 飯山市若者・定住住宅退去届（様式第９号） 移住定住推進課

54 飯山市地域特別賃貸住宅条例施行規則(平成５年３月18日規則第４号) 飯山市地域特別賃貸住宅入居申込書（様式第１号） 移住定住推進課

55 飯山市地域特別賃貸住宅条例施行規則(平成５年３月18日規則第４号) 飯山市地域特別賃貸住宅家賃助成金交付申請書（様式第４号） 移住定住推進課

56 飯山市移住定住促進住宅条例施行規則(平成28年９月30日規則第32号) 飯山市移住定住促進住宅入居申込書（様式第１号） 移住定住推進課

57 飯山市移住定住促進住宅条例施行規則(平成28年９月30日規則第32号) 飯山市移住定住促進住宅同居承認申請書（様式第４号） 移住定住推進課

58 飯山市移住定住促進住宅条例施行規則(平成28年９月30日規則第32号) 飯山市移住定住促進住宅入居承継申請書（様式第５号） 移住定住推進課

59 飯山市移住定住促進住宅条例施行規則(平成28年９月30日規則第32号)
飯山市移住定住促進住宅家賃等(敷金)減免(徴収猶予)申請書（様式第６
号）

移住定住推進課

60 飯山市移住定住促進住宅条例施行規則(平成28年９月30日規則第32号) 飯山市移住定住促進住宅入居者・同居者異動報告書（様式第７号） 移住定住推進課

61 飯山市移住定住促進住宅条例施行規則(平成28年９月30日規則第32号) 飯山市移住定住促進住宅長期不使用届（様式第８号） 移住定住推進課

62 飯山市移住定住促進住宅条例施行規則(平成28年９月30日規則第32号) 飯山市移住定住促進住宅模様替え等許可申請書（様式第９号） 移住定住推進課

63 飯山市移住定住促進住宅条例施行規則(平成28年９月30日規則第32号) 飯山市移住定住促進住宅退去届（様式第10号） 移住定住推進課

64 飯山市移住定住促進住宅条例施行規則(平成28年９月30日規則第32号) 飯山市移住定住促進住宅駐車場使用許可申請書（様式第11号） 移住定住推進課

65 飯山市移住定住促進住宅条例施行規則(平成28年９月30日規則第32号) 飯山市移住定住促進住宅駐車場返還届（様式第13号） 移住定住推進課

66 飯山市財務規則(昭和54年８月１日規則第５号) 備品登録票(様式第13号） 会計課

67 飯山市財務規則(昭和54年８月１日規則第５号) 出納員等事務引継書（様式第27号） 会計課

68 飯山市財務規則(昭和54年８月１日規則第５号) 委託収納報告書（様式第55号） 会計課

69 飯山市財務規則(昭和54年８月１日規則第５号) 予納申出書（様式第57号） 会計課

70 飯山市財務規則(昭和54年８月１日規則第５号) 資金前渡精算票兼支出命令票（様式第59号の１０） 会計課

71 飯山市財務規則(昭和54年８月１日規則第５号) 資金前途精算票兼戻入命令票（様式第59号の１１） 会計課

72 飯山市財務規則(昭和54年８月１日規則第５号) 概算払精算票兼支出命令票（様式第59号の１２） 会計課

73 飯山市財務規則(昭和54年８月１日規則第５号) 概算払精算票兼戻入命令票（様式第59号の１３） 会計課

74 飯山市財務規則(昭和54年８月１日規則第５号) 口座振替払申出書（様式第63号） 会計課

75 飯山市財務規則(昭和54年８月１日規則第５号) 公金委託支払報告書（様式第66号） 会計課
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76 飯山市防災行政無線通信施設の管理及び運営に関する規則(平成10年12月28日規則第20号) 機器借受返還申請書 危機管理防災課

77 飯山市防災行政無線通信施設の管理及び運営に関する規則(平成10年12月28日規則第20号) 機器借受申請書（有償） 危機管理防災課

78 飯山市消防団規則(昭和55年12月25日規則第10号) 宣誓書 危機管理防災課

79
飯山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例施行規則(平成27年３月31日
規則第11号)

保育料減免申請書（様式第３号） 子ども育成課

80
飯山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例施行規則(平成27年３月31日
規則第11号)

第３子以降の保育料免除申請書（様式第４号） 子ども育成課

81
飯山市子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定に関する規則(平成27年３月31日規則第
12号)

支給認定証再交付申請書（様式第１１号） 子ども育成課

82 飯山市保育所管理規則(平成27年３月31日規則第13号) 保育所退所届（様式第３号） 子ども育成課

83
飯山市子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定に関する規則(平成27年３月31日規則第
12号)

届出事項変更届（様式第１０号） 子ども育成課

84 飯山市勤労青少年ホーム管理規則(昭和51年３月30日規則第12号) 勤労青少年ホーム登録申請書 市民学習支援課

85 いいやま女性センター未来管理規則(平成２年12月27日規則第22号) いいやま女性センター未来使用許可申請書 市民学習支援課

86 いいやま女性センター未来管理規則(平成２年12月27日規則第22号) いいやま女性センター未来施設備品き損届 市民学習支援課

87 飯山市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和50年７月30日規則第11号) 印鑑登録証明書交付申請書（様式第5号） 市民環境課

88 飯山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成12年３月27日規則第11号) 事業系一般廃棄物減量計画(変更計画)書（様式第1号） 市民環境課

89 飯山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成12年３月27日規則第11号) 廃棄物管理責任者選任(変更)届（様式第2号） 市民環境課

90 飯山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成12年３月27日規則第11号) 事業系一般廃棄物処理依頼届（様式第3号） 市民環境課

91 飯山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成12年３月27日規則第11号) 事業系一般廃棄物処理依頼変更届（様式第4号） 市民環境課

92 飯山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成12年３月27日規則第11号) 一般廃棄物収集運搬業許可申請書（様式第5号） 市民環境課

93 飯山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成12年３月27日規則第11号) 一般廃棄物処分業許可申請書（様式第6号） 市民環境課

94 飯山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成12年３月27日規則第11号) 一般廃棄物処理業変更許可申請書（様式第9号） 市民環境課

95 飯山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成12年３月27日規則第11号) 一般廃棄物処理業廃止・変更届（様式第10号） 市民環境課

96 飯山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成12年３月27日規則第11号) 一般廃棄物処理業許可証再交付申請書（様式第11号） 市民環境課

97 飯山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成12年３月27日規則第11号) 一般廃棄物処理手数料減免申請書（様式第12号） 市民環境課

98 飯山市し尿浄化槽維持管理条例施行規則(昭和52年３月30日規則第４号) し尿浄化槽清掃業許可申請書（様式第1号） 市民環境課

99 飯山市し尿浄化槽維持管理条例施行規則(昭和52年３月30日規則第４号) し尿浄化槽清掃業許可証再交付申請書（様式第3号） 市民環境課

100 飯山市し尿浄化槽維持管理条例施行規則(昭和52年３月30日規則第４号) し尿浄化槽清掃業変更・廃業等届出書（様式第4号） 市民環境課



押印を省略できる手続・様式の名称一覧
（飯山市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則第２条第１項に規定する飯山市規則で定める申請書等のうち、市長が別に定めるもの）

No. 例規名 手続・様式の名称 所管部署

101 飯山市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成12年３月27日規則第14号) 墓地等経営許可申請書（様式第1号） 市民環境課

102 飯山市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成12年３月27日規則第14号) 墓地等変更許可申請書（様式第2号） 市民環境課

103 飯山市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成12年３月27日規則第14号) 墓地等廃止許可申請書（様式第3号） 市民環境課

104 飯山市狂犬病予防法施行規則(平成12年３月27日規則第12号) 犬の登録申請書（様式第1号） 市民環境課

105 飯山市狂犬病予防法施行規則(平成12年３月27日規則第12号) 犬の鑑札の再交付申請書（様式第2号） 市民環境課

106 飯山市狂犬病予防法施行規則(平成12年３月27日規則第12号) 犬の死亡届（様式第3号） 市民環境課

107 飯山市狂犬病予防法施行規則(平成12年３月27日規則第12号) 犬の登録事項の変更届（様式第4号） 市民環境課

108 飯山市国民健康保険給付等に関する規則(平成５年８月25日規則第17号) 第三者行為による傷病届（様式第８号） 市民環境課

109 飯山市国民健康保険給付等に関する規則(平成５年８月25日規則第17号) 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書（様式第９号） 市民環境課

110 飯山市後期高齢者医療に関する規則(平成20年３月31日規則第12号) 延滞金減免申請書（様式第１号） 市民環境課

111 飯山市自然保護条例施行規則(昭和49年５月30日規則第14号) ゴルフ場、別荘団地、スキー場等開発行為届（様式第1号その1） 市民環境課

112 飯山市自然保護条例施行規則(昭和49年５月30日規則第14号) ゴルフ場、別荘団地、スキー場等開発行為届（様式第1号その2） 市民環境課

113 飯山市自然保護条例施行規則(昭和49年５月30日規則第14号) 水資源利用行為届（様式第2号） 市民環境課

114 飯山市公害の防止等に関する条例施行規則(平成13年３月23日規則第５号) 指定事業所届出書（様式第1号） 市民環境課

115 飯山市公害の防止等に関する条例施行規則(平成13年３月23日規則第５号) 指定事業所変更(廃止)届出書（様式第2号） 市民環境課

116 飯山市公害の防止等に関する条例施行規則(平成13年３月23日規則第５号) 公害防止措置完了届出書（様式第5号） 市民環境課

117 飯山市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和50年７月30日規則第11号)
印鑑（登録・登録廃止・登録証亡失届・登録証再交付）申請書（様式第
1号）のうち申請者印、代理人印

市民環境課

118 飯山市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和50年７月30日規則第11号) 照会書（回答書）（様式第2号）のうち、本人欄の印 市民環境課

119 飯山市表彰条例施行規則(昭和47年３月30日規則第３号) 功績調書 事業戦略室

120 飯山市情報通信施設条例施行規則(平成13年12月26日規則第13号) 加入申込書（様式第１号） 事業戦略室

121 飯山市情報通信施設条例施行規則(平成13年12月26日規則第13号) 貸与機器継承届出書（様式第４号） 事業戦略室

122 飯山市情報通信施設条例施行規則(平成13年12月26日規則第13号) 飯山市情報通信施設宅内工事指定工事人認定申請書（様式第１０号） 事業戦略室

123 飯山市情報通信施設条例施行規則(平成13年12月26日規則第13号) 脱退届出書（様式第２号） 事業戦略室

124 飯山市情報通信施設条例施行規則(平成13年12月26日規則第13号) 休止・再開届出書（様式第３号） 事業戦略室

125 飯山市情報通信施設条例施行規則(平成13年12月26日規則第13号) 移転届出書（様式第５号） 事業戦略室
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No. 例規名 手続・様式の名称 所管部署

126 飯山市情報通信施設条例施行規則(平成13年12月26日規則第13号) 有料番組等変更申込書（様式第６号） 事業戦略室

127 飯山市聴聞規則(平成８年３月29日規則第３号) 聴聞調書の記載事項 庶務課

128 飯山市聴聞規則(平成８年３月29日規則第３号) 報告書の記載事項 庶務課

129 飯山市公印規則(昭和35年11月14日規則第15号) 公印庁外使用許可簿（様式第２号） 庶務課

130 飯山市ふるさとセンター管理規則(平成２年12月27日規則第23号) 飯山市ふるさとセンター使用承認申請書（様式第１号） 庶務課

131 飯山市民芸館管理規則(平成３年９月30日規則第17号) 飯山市民芸館使用承認申請書（様式第１号） 庶務課

132 飯山市外様地区活性化センター管理規則(平成16年３月23日規則第１号) 飯山市外様地区活性化センター使用承認申請書（様式第１号） 庶務課

133 飯山市外様地区活性化センター管理規則(平成16年３月23日規則第１号) 飯山市外様地区活性化センター使用料減免申請書（様式第３号） 庶務課

134 飯山市職員き章等はい用規則(昭和40年５月15日規則第13号) 職員き章等交付簿（様式第３号） 庶務課

135 飯山市職員き章等はい用規則(昭和40年５月15日規則第13号) 職員き章等再交付願（様式第４号） 庶務課

136 一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和30年10月１日規則第３号) 扶養親族届（別記様式） 庶務課

137 住居手当の支給に関する規則(昭和46年１月16日規則第５号) 住居届（別記様式） 庶務課

138 通勤手当の支給に関する規則(昭和41年４月１日規則第８号) 通勤届（別記様式） 庶務課

139 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規則(昭和43年３月１日規則第10号) 審査申立書 庶務課

140 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規則(昭和43年３月１日規則第10号)
地方公務員災害補償障害の現状報告書（様式第13号）のうち、報告者の
氏名欄の印

庶務課

141 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規則(昭和43年３月１日規則第10号) 地方公務員災害補償遺族の現状報告書（様式第14号） 庶務課

142 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規則(昭和43年３月１日規則第10号) 地方公務員災害補償遺族補償年金支給停止申請書（様式第15号） 庶務課

143 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規則(昭和43年３月１日規則第10号) 地方公務員災害補償遺族補償年金支給停止解除申請書（様式第16号） 庶務課

144 飯山市財務規則(昭和54年８月１日規則第５号) 物品等出納簿（様式第23号） 庶務課

145 飯山市財務規則(昭和54年８月１日規則第５号) 管外出張命令（依頼）書（様式第59号の３） 庶務課

146 飯山市財務規則(昭和54年８月１日規則第５号) 管内出張命令書（様式第59号の４） 庶務課

147 飯山市財務規則(昭和54年８月１日規則第５号) 予定価格調書（様式第76号） 庶務課

148 飯山市財務規則(昭和54年８月１日規則第５号) 入札経過調書（様式第78号） 庶務課

149 飯山市財務規則(昭和54年８月１日規則第５号) 監督日誌（様式第81号） 庶務課

150 飯山市財務規則(昭和54年８月１日規則第５号) 検査（検収）調書（様式第82号） 庶務課
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151 飯山市財務規則(昭和54年８月１日規則第５号) 出来高調書（様式第83号その１） 庶務課

152 飯山市財務規則(昭和54年８月１日規則第５号) 行政財産使用許可申請書（様式第106号） 庶務課

153 飯山市財務規則(昭和54年８月１日規則第５号) 普通財産貸付申請書（様式第109号） 庶務課

154 飯山市財務規則(昭和54年８月１日規則第５号) 普通財産貸付契約変更申請書（様式第111号） 庶務課

155 飯山市財務規則(昭和54年８月１日規則第５号) 普通財産交換申請書（様式第113号） 庶務課

156 飯山市財務規則(昭和54年８月１日規則第５号) 普通財産譲与（譲渡）申請書（様式第115号） 庶務課

157 飯山市財務規則(昭和54年８月１日規則第５号) 交換差金（売払代金）延納申請書（様式第116号） 庶務課

158 飯山市財務規則(昭和54年８月１日規則第５号) 備品所管異動票（様式第121号の２） 庶務課

159 飯山市財務規則(昭和54年８月１日規則第５号) 物品不用決定書・物品処分調書（様式第125号） 庶務課

160 飯山市財務規則(昭和54年８月１日規則第５号) 物品貸付申込書（様式第126号） 庶務課

161 飯山市財務規則(昭和54年８月１日規則第５号) 物品借用書（様式第128号） 庶務課

162 飯山市財務規則(昭和54年８月１日規則第５号) 履行延期申請書（様式第134号） 庶務課

163 飯山市財務規則(昭和54年８月１日規則第５号) 債務免除申請書（様式第137号） 庶務課

164 飯山市財務規則(昭和54年８月１日規則第５号) 事故届出書（様式第150号） 庶務課

165 飯山市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成17年12月21日規則第18号) 飯山市指定管理者指定申請書（様式第１号） 庶務課

166 飯山市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成17年12月21日規則第18号) 飯山市公の施設事業計画書（様式第２号） 庶務課

167 飯山市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成17年12月21日規則第18号) 飯山市公の施設事業報告書（様式第３号） 庶務課

168 飯山北部活性化センター管理規則(平成13年３月23日規則第６号) 飯山北部活性化センター使用承認申請書（様式第１号） 庶務課

169 飯山市グリーンツーリズム施設管理規則(平成20年３月26日規則第６号) 使用許可申請書（様式第1号） 商工観光課

170 飯山市グリーンツーリズム施設管理規則(平成20年３月26日規則第６号) 使用料減免申請書（様式第4号） 商工観光課

171 飯山市企業立地振興条例施行規則(平成21年３月25日規則第６号) 指定申請書(様式第１号） 商工観光課

172 飯山市企業立地振興条例施行規則(平成21年３月25日規則第６号) 固定資産課税免除等申請書（様式第４号） 商工観光課

173 飯山市企業立地振興条例施行規則(平成21年３月25日規則第６号) 助成金交付申請書（様式第５号） 商工観光課

174 飯山市企業立地振興条例施行規則(平成21年３月25日規則第６号) 指定書(様式第６号） 商工観光課

175 飯山市企業立地振興条例施行規則(平成21年３月25日規則第６号) 指定申請書記載事項変更届（様式第７号） 商工観光課
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176 飯山市企業立地振興条例施行規則(平成21年３月25日規則第６号) 事業開始届（様式第８号） 商工観光課

177 飯山市企業立地振興条例施行規則(平成21年３月25日規則第６号) 事業継承届(様式第９号） 商工観光課

178 飯山市企業立地振興条例施行規則(平成21年３月25日規則第６号) 事業廃止（休止）届（様式第10号） 商工観光課

179 飯山市優良土産品推薦条例施行規則(昭和57年10月19日規則第17号) 土産品登録審査申請書（様式第1号） 商工観光課

180 飯山市優良土産品推薦条例施行規則(昭和57年10月19日規則第17号) 土産品登録申請書（様式第3号） 商工観光課

181 飯山市優良土産品推薦条例施行規則(昭和57年10月19日規則第17号) 土産品登録変更申請書（様式第4号） 商工観光課

182 飯山市工芸交流センター管理規則(平成８年６月24日規則第９号) 工芸交流センター使用申請書(様式第1号） 商工観光課

183 飯山市本町広場管理規則(平成10年３月24日規則第６号) 使用許可申請書（様式第1号） 商工観光課

184
飯山市北陸新幹線飯山駅周辺地区における商業施設等の立地の促進に関する条例施行規則(平成26年６月
27日規則第10号)

認定申請書（様式第1号） 商工観光課

185
飯山市北陸新幹線飯山駅周辺地区における商業施設等の立地の促進に関する条例施行規則(平成26年６月
27日規則第10号)

固定資産税等課税免除申請書（様式第5号） 商工観光課

186
飯山市北陸新幹線飯山駅周辺地区における商業施設等の立地の促進に関する条例施行規則(平成26年６月
27日規則第10号)

認定申請書記載事項変更届（様式第6号） 商工観光課

187
飯山市北陸新幹線飯山駅周辺地区における商業施設等の立地の促進に関する条例施行規則(平成26年６月
27日規則第10号)

事業開始届（様式第7号） 商工観光課

188
飯山市北陸新幹線飯山駅周辺地区における商業施設等の立地の促進に関する条例施行規則(平成26年６月
27日規則第10号)

事業承継届（様式第8号） 商工観光課

189
飯山市北陸新幹線飯山駅周辺地区における商業施設等の立地の促進に関する条例施行規則(平成26年６月
27日規則第10号)

事業廃止（休止）届（様式第9号） 商工観光課

190 飯山市起業支援センター条例施行規則(平成28年９月30日規則第31号) 使用許可申請書（様式第1号） 商工観光課

191 飯山市起業支援センター条例施行規則(平成28年９月30日規則第31号) 使用変更許可申請書（様式第3号） 商工観光課

192 飯山市起業支援センター条例施行規則(平成28年９月30日規則第31号) 特別設備設置許可申請書（様式第5号） 商工観光課

193 飯山市起業支援センター条例施行規則(平成28年９月30日規則第31号) 使用料減免申請書（様式第7号） 商工観光課

194 飯山市起業支援センター条例施行規則(平成28年９月30日規則第31号) 使用料還付申請書（様式第8号） 商工観光課

195 飯山駅観光交流センター条例施行規則(平成26年９月24日規則第16号) 使用許可申請書（様式第1号） 商工観光課

196 飯山駅観光交流センター条例施行規則(平成26年９月24日規則第16号) 使用変更許可申請書（様式第3号） 商工観光課

197 飯山駅観光交流センター条例施行規則(平成26年９月24日規則第16号) 減免申請書（様式第5号） 商工観光課

198 飯山市宿泊施設活用促進条例施行規則(平成29年９月29日規則第14号) 対象事業者認定申請書（様式第1号） 商工観光課

199 飯山市宿泊施設活用促進条例施行規則(平成29年９月29日規則第14号) 固定資産税等課税免除申請書（様式第5号） 商工観光課

200 飯山市宿泊施設活用促進条例施行規則(平成29年９月29日規則第14号) 認定申請書記載事項変更届（様式第6号） 商工観光課



押印を省略できる手続・様式の名称一覧
（飯山市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則第２条第１項に規定する飯山市規則で定める申請書等のうち、市長が別に定めるもの）
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201 飯山市宿泊施設活用促進条例施行規則(平成29年９月29日規則第14号) 事業開始届（様式第7号） 商工観光課

202 飯山市宿泊施設活用促進条例施行規則(平成29年９月29日規則第14号) 事業承継届（様式第8号） 商工観光課

203 飯山市宿泊施設活用促進条例施行規則(平成29年９月29日規則第14号) 事業廃止（休止）届（様式第9号） 商工観光課

204 飯山市企業従業員用住宅管理規則(平成14年10月25日規則第23号) 住宅使用申込書（様式第1号） 商工観光課

205 飯山市企業従業員用住宅管理規則(平成14年10月25日規則第23号) 住宅入居者届（様式第3号） 商工観光課

206 飯山市企業従業員用住宅管理規則(平成14年10月25日規則第23号) 住宅滅失（損傷）届（様式第4号） 商工観光課

207 飯山市企業従業員用住宅管理規則(平成14年10月25日規則第23号) 住宅模様替承認申請書（様式第5号） 商工観光課

208 飯山市企業従業員用住宅管理規則(平成14年10月25日規則第23号) 住宅明渡届（様式第6号） 商工観光課

209 飯山市し尿浄化槽維持管理条例施行規則(昭和52年３月30日規則第４号) し尿浄化槽清掃実施届（様式第５号） 上下水道課

210 飯山市し尿浄化槽維持管理条例施行規則(昭和52年３月30日規則第４号) し尿浄化槽保守点検実施状況報告（様式第６号） 上下水道課

211 飯山市農業集落排水事業等分担金賦課徴収条例施行規則(平成６年６月29日規則第13号) 飯山市農業集落排水事業受益者申告書（様式第１号） 上下水道課

212 飯山市農業集落排水事業等分担金賦課徴収条例施行規則(平成６年６月29日規則第13号) 飯山市農業集落排水事業分担金減免申請書（様式第２号） 上下水道課

213 飯山市農業集落排水事業等分担金賦課徴収条例施行規則(平成６年６月29日規則第13号) 飯山市農業集落排水事業分担金徴収猶予申請書（様式第４号） 上下水道課

214 飯山市農業集落排水施設管理規則(平成元年３月25日規則第４号) 集落排水設備新設等申請書（様式第１号）のうち、申請者の氏名欄の印 上下水道課

215 飯山市農業集落排水施設管理規則(平成元年３月25日規則第４号)
集落排水設備工事計画（変更）承認申請書（様式第２号）のうち、申請
者の氏名欄の印

上下水道課

216 飯山市農業集落排水施設管理規則(平成元年３月25日規則第４号) 集落排水設備工事完了届（様式第３号）のうち、申請者の氏名欄の印 上下水道課

217 飯山市農業集落排水施設管理規則(平成元年３月25日規則第４号) 集落排水施設使用開始（休止、廃止、再開）届出書（様式第５号） 上下水道課

218 飯山市農業集落排水施設管理規則(平成元年３月25日規則第４号) 使用量等減免申請書（様式第７号） 上下水道課

219 飯山市下水道条例施行規則(平成２年12月27日規則第24号) 排水設備設置期限延長許可申請書（様式第１号） 上下水道課

220 飯山市下水道条例施行規則(平成２年12月27日規則第24号)
排水設備新設等計画確認申請書（様式第３号）のうち、申請者の氏名欄
の印

上下水道課

221 飯山市下水道条例施行規則(平成２年12月27日規則第24号) 排水設備工事完了届（様式第４号）のうち、申請者の氏名欄の印 上下水道課

222 飯山市下水道条例施行規則(平成２年12月27日規則第24号) 除害施設新設等届（様式第６号） 上下水道課

223 飯山市下水道条例施行規則(平成２年12月27日規則第24号) 氏名等変更届（様式第７号） 上下水道課

224 飯山市下水道条例施行規則(平成２年12月27日規則第24号) 承継届（様式第８号） 上下水道課

225 飯山市下水道条例施行規則(平成２年12月27日規則第24号) 除害施設新設等工事完了届（様式第９号） 上下水道課
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226 飯山市下水道条例施行規則(平成２年12月27日規則第24号) 除害施設等管理責任者選任届（様式第10号） 上下水道課

227 飯山市下水道条例施行規則(平成２年12月27日規則第24号)
公共下水道使用（開始、休止、廃止、再開）使用者変更届（様式第11
号）

上下水道課

228 飯山市下水道条例施行規則(平成２年12月27日規則第24号) 公共下水道一時使用許可申請書（様式第12号） 上下水道課

229 飯山市下水道条例施行規則(平成２年12月27日規則第24号) 公共下水道特別使用許可申請書（様式第14号） 上下水道課

230 飯山市下水道条例施行規則(平成２年12月27日規則第24号) 汚水排除量認定申告書（様式第16号） 上下水道課

231 飯山市下水道条例施行規則(平成２年12月27日規則第24号) 下水道使用料算定基礎変更届（様式第18号） 上下水道課

232 飯山市下水道条例施行規則(平成２年12月27日規則第24号) 公共下水道物件設置・占用許可申請書（様式第19号） 上下水道課

233 飯山市下水道条例施行規則(平成２年12月27日規則第24号) 公共下水道軽微物件設置届（様式第21号） 上下水道課

234 飯山市下水道条例施行規則(平成２年12月27日規則第24号) 公共下水道占用許可申請書（様式第22号） 上下水道課

235 飯山市下水道条例施行規則(平成２年12月27日規則第24号) 公共下水道の付近地掘削届（様式第24号） 上下水道課

236 飯山市下水道条例施行規則(平成２年12月27日規則第24号) 代理人選定（変更）届（様式第25号） 上下水道課

237 飯山市下水道条例施行規則(平成２年12月27日規則第24号) 総代人選定（変更）届（様式第26号） 上下水道課

238 飯山市下水道条例施行規則(平成２年12月27日規則第24号) 排水設備設置義務者変更届（様式第27号） 上下水道課

239 飯山市下水道条例施行規則(平成２年12月27日規則第24号) 下水道使用料等減免申請書（様式第28号） 上下水道課

240 飯山市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成８年12月25日規則第21号) 下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書（様式第５号） 上下水道課

241 飯山市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成８年12月25日規則第21号) 下水道事業受益者負担金減免申請書（様式第８号） 上下水道課

242 飯山市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成８年12月25日規則第21号) 下水道事業受益者負担金減免消滅申告書（様式第10号） 上下水道課

243 飯山市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成８年12月25日規則第21号) 下水道事業受益者負担金延滞金減免申請書（様式第13号） 上下水道課

244 飯山市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成８年12月25日規則第21号)
下水道事業受益者負担納付代理人設置（変更・廃止）申告書（様式第16
号）

上下水道課

245 飯山市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成８年12月25日規則第21号) 下水道事業受益者（納付代理人）住所（居所）変更届（様式第17号） 上下水道課

246
飯山市戸狩地区特定環境保全公共下水道事業受益者分担に関する条例施行規則(平成２年12月27日規則第
25号)

下水道事業受益者分担金徴収猶予申請書（様式第５号） 上下水道課

247
飯山市戸狩地区特定環境保全公共下水道事業受益者分担に関する条例施行規則(平成２年12月27日規則第
25号)

下水道事業受益者分担金減免申請書（様式第８号） 上下水道課

248
飯山市戸狩地区特定環境保全公共下水道事業受益者分担に関する条例施行規則(平成２年12月27日規則第
25号)

下水道事業受益者分担金減免消滅申告書（様式第10号） 上下水道課

249
飯山市戸狩地区特定環境保全公共下水道事業受益者分担に関する条例施行規則(平成２年12月27日規則第
25号)

下水道事業受益者分担金延滞金減免申請書（様式第13号） 上下水道課

250
飯山市戸狩地区特定環境保全公共下水道事業受益者分担に関する条例施行規則(平成２年12月27日規則第
25号)

下水道事業受益者分担納付代理人設置（変更・廃止）申告書（様式第16
号）

上下水道課
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251
飯山市戸狩地区特定環境保全公共下水道事業受益者分担に関する条例施行規則(平成２年12月27日規則第
25号)

下水道事業受益者（納付代理人）住所（居所）変更届（様式第17号） 上下水道課

252
飯山市斑尾地区特定環境保全公共下水道事業受益者分担に関する条例施行規則(平成12年９月27日規則第
28号)

下水道事業受益者分担金徴収猶予申請書（様式第５号） 上下水道課

253
飯山市斑尾地区特定環境保全公共下水道事業受益者分担に関する条例施行規則(平成12年９月27日規則第
28号)

下水道事業受益者分担金減免申請書（様式第８号） 上下水道課

254
飯山市斑尾地区特定環境保全公共下水道事業受益者分担に関する条例施行規則(平成12年９月27日規則第
28号)

下水道事業受益者分担金減免消滅申告書（様式第10号） 上下水道課

255
飯山市斑尾地区特定環境保全公共下水道事業受益者分担に関する条例施行規則(平成12年９月27日規則第
28号)

下水道事業受益者分担金延滞金減免申請書（様式第13号） 上下水道課

256
飯山市斑尾地区特定環境保全公共下水道事業受益者分担に関する条例施行規則(平成12年９月27日規則第
28号)

下水道事業受益者分担納付代理人設置（変更・廃止）申告書（様式第16
号）

上下水道課

257
飯山市斑尾地区特定環境保全公共下水道事業受益者分担に関する条例施行規則(平成12年９月27日規則第
28号)

下水道事業受益者（納付代理人）住所（居所）変更届（様式第17号） 上下水道課

258 飯山市下水道排水設備指定工事店に関する規則(平成８年12月25日規則第22号) 飯山市下水道排水設備指定工事店店（更新）申請書（様式第１号） 上下水道課

259 飯山市下水道排水設備指定工事店に関する規則(平成８年12月25日規則第22号) 誓約書（様式第１号の２） 上下水道課

260 飯山市下水道排水設備指定工事店に関する規則(平成８年12月25日規則第22号)
飯山市下水道排水設備工事専属責任技術者名簿（新規・解除）（様式第
２号）

上下水道課

261 飯山市下水道排水設備指定工事店に関する規則(平成８年12月25日規則第22号) 飯山市下水道排水設備指定工事店証再交付申請書（様式第５号） 上下水道課

262 飯山市下水道排水設備指定工事店に関する規則(平成８年12月25日規則第22号) 修繕工事施行報告書（様式第６号） 上下水道課

263 飯山市下水道排水設備指定工事店に関する規則(平成８年12月25日規則第22号)
飯山市下水道排水設備工事指定工事店営業所移転・営業廃止（休止・再
開）届（様式第７号）

上下水道課

264 飯山市下水道排水設備指定工事店に関する規則(平成８年12月25日規則第22号) 飯山市下水道排水設備工事指定工事店変更届（様式第８号） 上下水道課

265 飯山市戸別合併処理浄化槽管理規則(平成19年６月28日規則第15号) 戸別合併処理浄化槽設置申請書（様式第１号） 上下水道課

266 飯山市戸別合併処理浄化槽管理規則(平成19年６月28日規則第15号)
戸別合併処理浄化槽使用（開始、休止、廃止、再開）使用者等変更届
（様式第３号）

上下水道課

267 飯山市戸別合併処理浄化槽管理規則(平成19年６月28日規則第15号) 戸別合併処理浄化槽使用料等減免申請書（様式第４号） 上下水道課

268 飯山市水道水源保全条例施行規則(平成30年３月29日規則第４号) 地下水債主許可申請書（様式第１号） 上下水道課

269 飯山市水道水源保全条例施行規則(平成30年３月29日規則第４号) 井戸完成届書（様式第４号） 上下水道課

270 飯山市水道水源保全条例施行規則(平成30年３月29日規則第４号) 地下水採取届出書（様式第５号） 上下水道課

271 飯山市水道水源保全条例施行規則(平成30年３月29日規則第４号) 地下水採取変更届出書（様式第６号） 上下水道課

272 飯山市水道水源保全条例施行規則(平成30年３月29日規則第４号) 井戸廃止届出書（様式第８号） 上下水道課

273 飯山市専用水道及び簡易専用水道に関する規則(平成26年３月26日規則第６号) 専用水道布設工事確認申請書（様式第１号） 上下水道課

274 飯山市専用水道及び簡易専用水道に関する規則(平成26年３月26日規則第６号) 専用水道布設工事確認申請書記載事項変更書（様式第４号） 上下水道課

275 飯山市専用水道及び簡易専用水道に関する規則(平成26年３月26日規則第６号) 専用水道給水開始届（様式第５号） 上下水道課



押印を省略できる手続・様式の名称一覧
（飯山市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則第２条第１項に規定する飯山市規則で定める申請書等のうち、市長が別に定めるもの）

No. 例規名 手続・様式の名称 所管部署

276 飯山市専用水道及び簡易専用水道に関する規則(平成26年３月26日規則第６号) 水道技術管理者経歴書（様式第６号） 上下水道課

277 飯山市専用水道及び簡易専用水道に関する規則(平成26年３月26日規則第６号) 専用水道施設検査結果書（様式第７号） 上下水道課

278 飯山市専用水道及び簡易専用水道に関する規則(平成26年３月26日規則第６号) 水道技術管理者変更届（様式第８号） 上下水道課

279 飯山市専用水道及び簡易専用水道に関する規則(平成26年３月26日規則第６号) 専用水道管理業務委託届（様式第９号） 上下水道課

280 飯山市専用水道及び簡易専用水道に関する規則(平成26年３月26日規則第６号) 専用水道管理業務委託契約失効届（様式第10号） 上下水道課

281 飯山市専用水道及び簡易専用水道に関する規則(平成26年３月26日規則第６号) 専用水道管理業務委託変更届（様式第11号） 上下水道課

282 飯山市専用水道及び簡易専用水道に関する規則(平成26年３月26日規則第６号) 専用水道廃止（休止）届（様式第12号） 上下水道課

283 飯山市専用水道及び簡易専用水道に関する規則(平成26年３月26日規則第６号) 専用水道水質異常（断水）報告書（様式第13号） 上下水道課

284 飯山市専用水道及び簡易専用水道に関する規則(平成26年３月26日規則第６号) 簡易専用水道事故報告書（様式第14号） 上下水道課

285 飯山市専用水道及び簡易専用水道に関する規則(平成26年３月26日規則第６号) 専用水道施設改善完了報告書（様式第16号） 上下水道課

286 飯山市税に関する規則（昭和56年３月28日規則第６号） 納税証明交付請求書（様式第６号）のうち、申請者の氏名欄の印 税務課

287 飯山市税に関する規則（昭和56年３月28日規則第６号） 相続人代表者指定（変更）届出書（様式第７号） 税務課

288 飯山市税に関する規則（昭和56年３月28日規則第６号）
軽自動車税の第二次納税義務に係る納付義務免除の申告書（様式第11
号）

税務課

289 飯山市税に関する規則（昭和56年３月28日規則第６号） 差押解除申請書（様式第22号） 税務課

290 飯山市税に関する規則（昭和56年３月28日規則第６号） 保全差押に係る担保金充当申請書（様式第38号） 税務課

291 飯山市税に関する規則（昭和56年３月28日規則第６号） 過誤納金還付請求書（様式第43号） 税務課

292 飯山市税に関する規則（昭和56年３月28日規則第６号） 予納金納付（納入）申出書（様式第44号） 税務課

293 飯山市税に関する規則（昭和56年３月28日規則第６号） 申告等の期限延長申請書（様式第48号） 税務課

294 飯山市税に関する規則（昭和56年３月28日規則第６号） 更正請求書（様式第50号） 税務課

295 飯山市税に関する規則（昭和56年３月28日規則第６号） 審査請求書（様式第54号） 税務課

296 飯山市税に関する規則（昭和56年３月28日規則第６号） 納税管理人（変更）申告書（様式第61号） 税務課

297 飯山市税に関する規則（昭和56年３月28日規則第６号） 納税管理人（変更）承認申請書（様式第61号の２） 税務課

298 飯山市税に関する規則（昭和56年３月28日規則第６号） 納税管理人不選任認定申請書（様式第61号の４） 税務課

299 飯山市税に関する規則（昭和56年３月28日規則第６号） 市税減免申請書（様式第62号） 税務課

300 飯山市税に関する規則（昭和56年３月28日規則第６号） 個人の事務所、事業所又は家屋敷に係る市民税申告書（様式第65号） 税務課



押印を省略できる手続・様式の名称一覧
（飯山市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則第２条第１項に規定する飯山市規則で定める申請書等のうち、市長が別に定めるもの）

No. 例規名 手続・様式の名称 所管部署

301 飯山市税に関する規則（昭和56年３月28日規則第６号） 法人設立（設置）異動等申告書（様式第66号） 税務課

302 飯山市税に関する規則（昭和56年３月28日規則第６号）
市・県民税給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例に関する申告書
（様式第67号）

税務課

303 飯山市税に関する規則（昭和56年３月28日規則第６号）
給与の支払を受ける者が常時10人以上となつたことの届出書（様式第70
号）

税務課

304 飯山市税に関する規則（昭和56年３月28日規則第６号） 固定資産税の非課税規定適用申告書（様式第71号） 税務課

305 飯山市税に関する規則（昭和56年３月28日規則第６号） 固定資産税非課税理由消滅申告書（様式第72号） 税務課

306 飯山市税に関する規則（昭和56年３月28日規則第６号） 区分所有に係る家屋の固定資産税額の按分補正申出書（様式第73号） 税務課

307 飯山市税に関する規則（昭和56年３月28日規則第６号）
区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地に対して課する固定
資産税額の按分補正申出書（様式第73号の２）

税務課

308 飯山市税に関する規則（昭和56年３月28日規則第６号） 現所有者申告書（様式第74号の２） 税務課

309 飯山市税に関する規則（昭和56年３月28日規則第６号）
新築住宅、中高層耐火建築住宅に対する固定資産税減額規定の適用申告
書（様式第75号）

税務課

310 飯山市税に関する規則（昭和56年３月28日規則第６号）
認定長期優良住宅、中高層耐火建築住宅に対する固定資産税減額規定の
適用申告書（様式第75号の２）

税務課

311 飯山市税に関する規則（昭和56年３月28日規則第６号）
施設建築物の一部に該当する家屋に係る固定資産税減額規定の適用申告
書（様式第76号）

税務課

312 飯山市税に関する規則（昭和56年３月28日規則第６号）
サービス付高齢者向け住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定
の適用申告書（様式第76号の２）

税務課

313 飯山市税に関する規則（昭和56年３月28日規則第６号）
防災施設建築物の一部に該当する家屋に係る固定資産税減額規定の適用
申告書（様式第76号の３）

税務課

314 飯山市税に関する規則（昭和56年３月28日規則第６号）
耐震基準適合住宅（家屋）に該当する家屋に対する固定資産税減額規定
の適用申告書（様式第76号の４）

税務課

315 飯山市税に関する規則（昭和56年３月28日規則第６号）
高齢者等居住改修住宅・高齢者等居住改修専有部分に該当する家屋に対
する固定資産税減額規定の適用申告書（様式第76号の５）

税務課

316 飯山市税に関する規則（昭和56年３月28日規則第６号）
熱損失防止改修住宅・熱損失防止改修専有部分に該当する家屋に対する
固定資産税減額規定の適用申告書（様式第76号の６）

税務課

317 飯山市税に関する規則（昭和56年３月28日規則第６号）
改修実演芸術公演施設に対する固定資産税減額規定の適用申告書（様式
第76号の７）

税務課

318 飯山市税に関する規則（昭和56年３月28日規則第６号） 住宅用地適用（異動）申告書（様式第77号） 税務課

319 飯山市税に関する規則（昭和56年３月28日規則第６号） 固定資産税課税免除（不均一課税）申請書（様式第78号の２） 税務課

320 飯山市税に関する規則（昭和56年３月28日規則第６号） 鉱産税に係る事業開始届出書（様式第96号） 税務課

321 飯山市税に関する規則（昭和56年３月28日規則第６号） 鉱産税納付申告書（様式第97号） 税務課

322 飯山市財務規則(昭和54年８月１日規則第５号) 市税徴収簿（様式第９号） 税務課

323 飯山市税に関する規則（昭和56年３月28日規則第６号） 軽自動車税減免申請書（様式第86号） 税務課

324 飯山市税に関する規則（昭和56年３月28日規則第６号） 原動機付自転車、小型特殊自動車標識再交付申請書（様式第88号） 税務課

325 飯山市税に関する規則（昭和56年３月28日規則第６号） 特別土地保有税還付申請書（様式第105号） 税務課
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326 飯山市税に関する規則（昭和56年３月28日規則第６号） 入湯税納入申告書（様式第106号） 税務課

327 飯山市税に関する規則（昭和56年３月28日規則第６号） 鉱泉浴場の経営開始（変更）申告書（様式第107号） 税務課

328 飯山市公共物管理条例施行規則(平成元年３月25日規則第３号) 許可申請書（様式第１号） 道路河川課

329 飯山市公共物管理条例施行規則(平成元年３月25日規則第３号) 占用料等免除(減額)申請書（様式第２号） 道路河川課

330 飯山市公共物管理条例施行規則(平成元年３月25日規則第３号) 料金還付申請書（様式第３号） 道路河川課

331 飯山市公共物管理条例施行規則(平成元年３月25日規則第３号) 地位継承届（様式第４号） 道路河川課

332 飯山市公共物管理条例施行規則(平成元年３月25日規則第３号) 権利譲渡承認申請書（様式第５号） 道路河川課

333 飯山市公共物管理条例施行規則(平成元年３月25日規則第３号) 行為廃止届（様式第６号） 道路河川課

334 飯山市道路占用規則(昭和31年１月13日規則第１号) 道路占用許可申請書（様式第１号） 道路河川課

335 飯山市道路占用規則(昭和31年１月13日規則第１号) 道路占用廃止届（様式第３号） 道路河川課

336 飯山市道路占用規則(昭和31年１月13日規則第１号) 原状回復届（様式第４号） 道路河川課

337 飯山市温井多目的交流センター管理規則(平成15年12月22日規則第18号) 温井交流館使用許可申請書（様式第１号） 農林課

338 飯山市温井多目的交流センター管理規則(平成15年12月22日規則第18号) 温井交流館指定管理者指定申請書（様式第３号） 農林課

339 飯山市温井多目的交流センター管理規則(平成15年12月22日規則第18号) 農村定住支援住宅使用申込書（様式第４号） 農林課

340 飯山市温井多目的交流センター管理規則(平成15年12月22日規則第18号) 農村定住支援住宅誓約書（様式第６号） 農林課

341 飯山市温井多目的交流センター管理規則(平成15年12月22日規則第18号) 農村定住支援住宅明渡届（様式第７号） 農林課

342 飯山市温井多目的交流センター管理規則(平成15年12月22日規則第18号) 農村定住支援住宅使用料減免（徴収猶予）申請書（様式第８号） 農林課

343 飯山市温井多目的交流センター管理規則(平成15年12月22日規則第18号) 農村定住支援住宅（共同施設）滅失（損傷）届（様式第９号） 農林課

344 飯山市温井多目的交流センター管理規則(平成15年12月22日規則第18号) 農村定住支援住宅模様替承認申請書（様式第10号） 農林課

345 飯山市農業委員会の委員の選任に関する規則(平成29年９月29日規則第12号) 飯山市農業委員会の農業委員候補者推薦届（地区用）（様式第１号） 農林課

346 飯山市農業委員会の委員の選任に関する規則(平成29年９月29日規則第12号) 飯山市農業委員会の農業委員候補者推薦届（団体等用）（様式第２号） 農林課

347 飯山市農業委員会の委員の選任に関する規則(平成29年９月29日規則第12号) 飯山市農業委員会の農業委員候補者応募届（様式第３号） 農林課

348 飯山市柳原多目的センター管理規則(平成４年９月21日規則第23号) 飯山市柳原多目的センター使用承認申請書（様式第１号） 農林課

349 飯山市林道管理規則(平成21年５月29日規則第13号) 飯山市林道占用許可申請書（様式第１号） 農林課

350 飯山市外様地区活性化センター管理規則(平成16年３月23日規則第１号) 飯山市外様地区活性化センター使用承認申請書（様式第１号） 農林課



押印を省略できる手続・様式の名称一覧
（飯山市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則第２条第１項に規定する飯山市規則で定める申請書等のうち、市長が別に定めるもの）

No. 例規名 手続・様式の名称 所管部署

351 飯山市外様地区活性化センター管理規則(平成16年３月23日規則第１号) 飯山市外様地区活性化センター使用料減免申請書（様式第３号） 農林課

352 飯山市伝統産業会館管理規則(昭和57年８月１日規則第13号) 飯山市伝統産業会館減免申請書（様式第２号） 文化交流課

353 飯山市文化交流館条例施行規則(平成27年６月２日規則第16号) 飯山市文化交流館使用許可申請書（様式第１号） 文化交流課

354 飯山市文化交流館条例施行規則(平成27年６月２日規則第16号) 飯山市文化交流館使用変更許可申請書兼取消申出書（様式第３号） 文化交流課

355 飯山市文化交流館条例施行規則(平成27年６月２日規則第16号) 飯山市文化交流館附属設備使用申請書（様式第５号） 文化交流課

356 飯山市文化交流館条例施行規則(平成27年６月２日規則第16号) 飯山市文化交流館使用料減免申請書（様式第６号） 文化交流課

357 飯山市文化交流館条例施行規則(平成27年６月２日規則第16号) 飯山市文化交流館使用料還付申請書（様式第７号） 文化交流課

358 助産施設入所措置及び費用の徴収に関する規則(平成２年２月23日規則第２号) 飯山市助産施設入所措置申請書（様式第１号） 保健福祉課

359 助産施設入所措置及び費用の徴収に関する規則(平成２年２月23日規則第２号) 飯山市助産施設費用減免申請書（様式第２号） 保健福祉課

360 飯山市重度心身障害児童福祉年金条例施行規則(昭和43年６月１日規則第27号) 飯山市重度心身障害児童福祉年金認定申請書（様式第１号） 保健福祉課

361 飯山市重度心身障害児童福祉年金条例施行規則(昭和43年６月１日規則第27号)
飯山市重度心身障害児童福祉年金認定申請書記載事項変更届（様式第５
号）

保健福祉課

362 飯山市重度心身障害児童福祉年金条例施行規則(昭和43年６月１日規則第27号) 飯山市重度心身障害児童福祉年金受給資格喪失届（様式第６号） 保健福祉課

363
飯山市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に関する規則(平成18年11月27
日規則第33号)

飯山市特例介護給付費・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10号）

保健福祉課

364
飯山市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に関する規則(平成18年11月27
日規則第33号)

飯山市高額障害福祉サービス等給付費支給申請書（様式第17号） 保健福祉課

365
飯山市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に関する規則(平成18年11月27
日規則第33号)

飯山市自立支援医療費支給認定申請書（新規・再認定・変更）（様式第
22号）

保健福祉課

366 飯山市特別障害者手当等事務取扱規則(平成25年２月21日規則第６号)
特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当氏名等変更届（様式第10
号）

保健福祉課

367 飯山市特別障害者手当等事務取扱規則(平成25年２月21日規則第６号) 特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当資格喪失届（様式第11号） 保健福祉課

368 飯山市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和49年10月11日規則第24号) 診断書（様式第１号） 保健福祉課

369 飯山市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和49年10月11日規則第24号) 災害援護資金償還免除申請書（様式第13号） 保健福祉課

370 飯山市行旅病人及び行旅死亡人取扱規則(昭和62年12月１日規則第17号) 行旅病人等留置救護申立書（様式第３号） 保健福祉課

371 飯山市介護保険規則(平成12年９月27日規則第27号)
介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定・
認定区分変更・要支援状態区分変更申請書（様式第６号）

保健福祉課

372 飯山市介護保険規則(平成12年９月27日規則第27号) 介護保険特例サービス費等支給申請書（様式第８号） 保健福祉課

373 飯山市介護保険規則(平成12年９月27日規則第27号)
介護保険特例居宅介護（介護予防）サービス費・介護保険特例地域密着
型介護（介護予防）サービス費・特例居宅介護（介護予防）サービス計
画費支給申請書（様式第９号）

保健福祉課

374 飯山市介護保険規則(平成12年９月27日規則第27号)
介護保険居宅介護（介護予防）福祉用具購入費支給申請書（様式第10
号）

保健福祉課



押印を省略できる手続・様式の名称一覧
（飯山市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則第２条第１項に規定する飯山市規則で定める申請書等のうち、市長が別に定めるもの）

No. 例規名 手続・様式の名称 所管部署

375 飯山市介護保険規則(平成12年９月27日規則第27号) 介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費支給申請書（様式第11号） 保健福祉課

376 飯山市介護保険規則(平成12年９月27日規則第27号) 介護保険高額介護（居宅支援）サービス費支給申請書（様式第18号） 保健福祉課

377 飯山市介護保険規則(平成12年９月27日規則第27号)
介護保険高額介護（居宅支援）サービス費支給申請書（様式第18号の
４）

保健福祉課

378 飯山市介護保険規則(平成12年９月27日規則第27号) 介護保険料所得申告書（様式第24号） 保健福祉課

379
飯山市指定地域密着型サービス事業所、飯山市指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定居宅介
護支援事業所の指定等に関する規則(平成18年３月27日規則第10号)

指定申請書（様式第１号） 保健福祉課

380
飯山市指定地域密着型サービス事業所、飯山市指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定居宅介
護支援事業所の指定等に関する規則(平成18年３月27日規則第10号)

変更届出書（様式第２号） 保健福祉課

381
飯山市指定地域密着型サービス事業所、飯山市指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定居宅介
護支援事業所の指定等に関する規則(平成18年３月27日規則第10号)

廃止・休止・再開届出書（様式第３号） 保健福祉課

382
飯山市指定地域密着型サービス事業所、飯山市指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定居宅介
護支援事業所の指定等に関する規則(平成18年３月27日規則第10号)

指定辞退届出書（様式第４号） 保健福祉課

383
飯山市指定地域密着型サービス事業所、飯山市指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定居宅介
護支援事業所の指定等に関する規則(平成18年３月27日規則第10号)

指定更新申請書（様式第５号） 保健福祉課

384 飯山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27日規則第11号) 指定申請書（様式第１号） 保健福祉課

385 飯山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27日規則第11号) 変更届出書（様式第２号） 保健福祉課

386 飯山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27日規則第11号) 廃止・休止・再開届出書（様式第３号） 保健福祉課

387 飯山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27日規則第11号) 指定更新申請書（様式第４号） 保健福祉課

388 飯山市介護保険規則(平成12年９月27日規則第27号) 介護保険負担限度額認定申請書（様式第18号の３） 保健福祉課

389 飯山市母子保健法に基づく療育医療の給付等に関する規則 低体重児出生届　（様式第１号） 保健福祉課

390 飯山市母子保健法に基づく療育医療の給付等に関する規則 養育医療給付申請書　（様式第２号） 保健福祉課



押印を省略できる手続・様式の名称一覧
（飯山市告示で定める申請書等の押印の特例に関する要綱第２条第１項に規定する飯山市告示で定める申請書等のうち、市長が別に定めるもの）

No. 例規名 手続・様式の名称 所管部署

1 飯山市屋外広告物違反処理要綱(平成20年３月28日告示第40号) 経過書（様式第11号） まちづくり課

2 飯山市屋外広告物違反処理要綱(平成20年３月28日告示第40号) 是正計画書（様式第13号） まちづくり課

3 飯山市屋外広告物違反処理要綱(平成20年３月28日告示第40号) 是正完了報告書（様式第16号） まちづくり課

4 飯山市沿道景観維持に関する指導要綱(平成５年12月27日告示第61号) 広告物等表示（設置）協議書（様式第１号） まちづくり課

5 飯山市沿道景観維持に関する指導要綱(平成５年12月27日告示第61号) 電気供給（通信）施設沿道設置協議書（様式第２号） まちづくり課

6 飯山市宅地開発等指導要綱(平成24年６月28日告示第80号) 宅地開発等計画協議書（様式第１号） まちづくり課

7 飯山市宅地開発等指導要綱(平成24年６月28日告示第80号) 宅地開発等（変更・中止・廃止）協議書（様式第２号） まちづくり課

8 飯山市宅地開発等指導要綱(平成24年６月28日告示第80号) 宅地開発等工事着手届書（様式第４号） まちづくり課

9 飯山市宅地開発等指導要綱(平成24年６月28日告示第80号) 宅地開発等工事完了届書（様式第５号） まちづくり課

10 飯山市住宅等耐震診断事業実施要綱(平成18年３月31日告示第25号) 精密耐震診断実施申請書（様式第１号） 移住定住推進課

11 飯山市住宅等耐震診断事業実施要綱(平成18年３月31日告示第25号) 耐震診断変更等申請書（様式第３号） 移住定住推進課

12 飯山市空き家情報登録制度要綱(平成20年２月19日告示第10号) 「空き家バンク」登録申込書（様式第１号） 移住定住推進課

13 飯山市空き家情報登録制度要綱(平成20年２月19日告示第10号) 「空き家バンク」登録変更届書（様式第４号） 移住定住推進課

14 飯山市空き家情報登録制度要綱(平成20年２月19日告示第10号) 「空き家バンク」登録取消し願い書（様式第５号） 移住定住推進課

15 飯山市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成13年12月26日告示第56号) ファミリー・サポート・センター脱退届（様式第３号） 子ども育成課

16 飯山市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成13年12月26日告示第56号) ファミリー・サポート・センター相互援助活動記録簿（様式第５号） 子ども育成課

17 飯山市ひとり親家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱(平成29年３月28日告示第26号) 飯山市ひとり親家庭等高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届 子ども育成課

18 飯山市ひとり親家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱(平成29年３月28日告示第26号) 飯山市ひとり親家庭等高等職業訓練促進給付金受給資格変更届 子ども育成課

19 飯山市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免に関する規程(昭和34年８月12日告示第20号) 一部負担金減額免除徴収猶予申請書（様式第１号） 市民環境課

20 診療報酬明細書等の開示要綱(平成10年３月24日告示第14号) 診療報酬明細書等の開示について（回答）（様式第３号） 市民環境課

21 飯山市国民健康保険人間ドック検査費用補助金交付要綱(平成12年３月27日告示第26号) 飯山市国民健康保険人間ドック受診者助成券交付申請書（様式第１号） 市民環境課

22 飯山市不当要求行為等の防止に関する要綱(平成15年10月22日告示第65号) 不当要求行為等に関する報告書（別記様式） 庶務課

23 飯山市中小企業振興資金あっせん要綱(昭和40年５月27日告示第36号) 融資あっせん申込書（別記様式） 商工観光課

24 飯山市工業団地分譲成約報酬制度実施要綱(平成19年６月28日告示第64号) 情報提供書（様式第1号） 商工観光課

25 飯山市下水道使用料等滞納対策実施要綱(平成23年11月18日告示第71号) 未納の下水道使用料等の承認及び分割納付誓約書（様式第４号） 上下水道課



押印を省略できる手続・様式の名称一覧
（飯山市告示で定める申請書等の押印の特例に関する要綱第２条第１項に規定する飯山市告示で定める申請書等のうち、市長が別に定めるもの）

No. 例規名 手続・様式の名称 所管部署

26 飯山市公共下水道等排水設備改造資金融資あっせん要綱(平成２年12月27日告示第74号) 公共下水道等排水設備改造資金融資あっせん申請書（様式第１号） 上下水道課

27 飯山市下水道用マンホール蓋の表面デザイン使用に関する要綱(平成29年９月29日告示第90号) 飯山市下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ蓋の表面ﾃﾞｻﾞｲﾝ使用承認申請書（様式第１号） 上下水道課

28 飯山市下水道用マンホール蓋の表面デザイン使用に関する要綱(平成29年９月29日告示第90号)
飯山市飯山市下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ蓋の表面ﾃﾞｻﾞｲﾝ使用承認変更申請書（様式
第４号）

上下水道課

29 飯山市下水道用マンホール蓋の表面デザイン使用に関する要綱(平成29年９月29日告示第90号)
飯山市飯山市下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ蓋の表面ﾃﾞｻﾞｲﾝ使用実績報告書（様式第５
号）

上下水道課

30 飯山市小規模水道の管理等に関する要綱(平成26年３月26日告示第31号)
飯山市小規模水道（飲料水供給施設・簡易給水施設）設置（変更・廃
止）届（様式第１号）

上下水道課

31 飯山市小規模水道の管理等に関する要綱(平成26年３月26日告示第31号)
飯山市小規模水道（簡易専用水道・準簡易専用水道）設置（変更・廃
止）届（様式第２号）

上下水道課

32 飯山市公共基準点管理保全要綱(平成20年２月25日告示第14号) 公共基準点使用承認申請書（様式第１号） 道路河川課

33 飯山市公共基準点管理保全要綱(平成20年２月25日告示第14号) 公共基準点使用報告書（様式第３号） 道路河川課

34 飯山市公共基準点管理保全要綱(平成20年２月25日告示第14号) 公共基準点付近での工事施工届出書（様式第４号） 道路河川課

35 飯山市公共基準点管理保全要綱(平成20年２月25日告示第14号) 公共基準点付近での工事しゅん工報告書（様式第５号） 道路河川課

36 飯山市公共基準点管理保全要綱(平成20年２月25日告示第14号) 公共基準点復旧承認申請書（様式第６号） 道路河川課

37 飯山市公共基準点管理保全要綱(平成20年２月25日告示第14号) 公共基準点（一時撤去・移転）承認申請書（様式第８号） 道路河川課

38 飯山市公共基準点管理保全要綱(平成20年２月25日告示第14号) 公共基準点（一時撤去・移転）請求書（様式第10号） 道路河川課

39 飯山市公共基準点管理保全要綱(平成20年２月25日告示第14号) 公共基準点設置工事しゅん工報告書（様式第11号） 道路河川課

40 飯山市低所得世帯災害援護資金貸付要綱(平成14年11月29日告示第66号) 低所得世帯災害援護資金借受申込書（様式第１号） 保健福祉課

41 飯山市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱(平成28年２月17日告示第18号) 飯山市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付券（様式第４号） 保健福祉課

42 飯山市重度要介護高齢者及び重度心身障害者（児）介護慰労金支給要綱(平成６年12月１日告示第42号)
飯山市重度要介護高齢者及び重度心身障害者（児）介護慰労金支給申請
書（様式第１号）

保健福祉課

43 飯山市障害者・高齢者にやさしい住宅改良促進事業費給付事業実施要綱(平成16年11月１日告示第58号)
障害者・高齢者にやさしい住宅改良促進事業費給付申請書（様式第１
号）

保健福祉課

44 飯山市障害者・高齢者にやさしい住宅改良促進事業費給付事業実施要綱(平成16年11月１日告示第58号) 障害者・高齢者にやさしい住宅改良促進事業実績報告書（様式第８号） 保健福祉課

45 飯山市相談支援事業者の指定等に関する要綱(平成24年３月29日告示第31号) 飯山市指定特定相談支援事業所等指定申請書（様式第１号） 保健福祉課

46 飯山市相談支援事業者の指定等に関する要綱(平成24年３月29日告示第31号) 飯山市指定特定相談支援事業所等変更届出書（様式第３号） 保健福祉課

47 飯山市相談支援事業者の指定等に関する要綱(平成24年３月29日告示第31号)
飯山市指定特定相談支援事業所等廃止・休止・再開届出書（様式第４
号）

保健福祉課

48 飯山市コミュニケーション支援事業実施要綱(平成19年３月23日告示第25号) 飯山市コミュニケーション支援者登録申請書（様式第１号） 保健福祉課

49 飯山市コミュニケーション支援事業実施要綱(平成19年３月23日告示第25号) 飯山市コミュニケーション支援者派遣申請書（様式第２号） 保健福祉課

50 飯山市移動支援事業実施要綱(平成18年11月27日告示第64号) 飯山市地域生活支援事業指定申請書（様式第１号） 保健福祉課



押印を省略できる手続・様式の名称一覧
（飯山市告示で定める申請書等の押印の特例に関する要綱第２条第１項に規定する飯山市告示で定める申請書等のうち、市長が別に定めるもの）

No. 例規名 手続・様式の名称 所管部署

51 飯山市日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年11月27日告示第66号) 飯山市日常生活用具給付券（様式第５号） 保健福祉課

52 飯山市日常生活用具給付事業における住宅改修費給付事業実施要綱(平成19年３月23日告示第24号) 飯山市住宅改修費給付券（様式第５号） 保健福祉課

53 飯山市日常生活用具給付事業における住宅改修費給付事業実施要綱(平成19年３月23日告示第24号) 飯山市住宅改修費給付事業完了報告書（様式第６号） 保健福祉課

54 飯山市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱(平成18年11月27日告示第67号) 飯山市補装具業者登録申請書　（様式第１号） 保健福祉課

55 飯山市医療的ケア児等支援事業実施要綱(令和元年11月13日告示第32号) 飯山市医療的ケア児等支援事業 事業所指定申請書（様式第１号） 保健福祉課

56 飯山市介護保険料の徴収猶予及び減免の実施基準要綱(平成13年３月23日告示第７号) 介護保険料徴収猶予申請書（様式第１号） 保健福祉課

57 飯山市介護保険料の徴収猶予及び減免の実施基準要綱(平成13年３月23日告示第７号) 介護保険料減免申請書（様式第３号） 保健福祉課

58 飯山市心身障害児（者）タイムケア事業実施要綱(平成20年３月28日告示第35号) 飯山市タイムケア事業介護者登録申請書（様式第１号） 保健福祉課

59 飯山市医療的ケア児等支援事業実施要綱(令和元年11月13日告示第32号)
飯山市医療的ケア児等支援事業利用証変更（廃止）申請書（様式第５
号）

保健福祉課

60 飯山市成年後見制度市長申立てに関する要綱(平成23年８月18日告示第49号) 後見開始等審判費用等負担承諾書（様式第５号別紙） 保健福祉課

61 飯山市低所得世帯災害援護資金貸付要綱(平成14年11月29日告示第66号) 低所得世帯災害援護資金借受申込書（様式第１号） 保健福祉課

62 飯山市介護保険料滞納対策実施要綱(平成23年３月30日告示第25号) 滞納の介護保険料債務の承認及び納付誓約書（様式第５号） 保健福祉課

63 飯山市後期高齢者医療保険人間ドック検査費用補助金交付要綱
飯山市後期高齢者医療保険人間ドック検査費用補助金交付申請書（別紙
様式）

保健福祉課

64 飯山市小児慢性疾患児童日常生活用具給付事業実施要綱 飯山市小児慢性特定疾病児童日常生活用具申請書　（様式第１号） 保健福祉課

65 飯山市小児慢性疾患児童日常生活用具給付事業実施要綱 飯山市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付券　（様式第４号） 保健福祉課



押印を省略できる手続・様式の名称一覧
（飯山市教育委員会規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則第２条第１項に規定する飯山市教育委員会規則で定める申請書等のうち、教育長が別に定めるもの）

No. 例規名 手続・様式の名称 所管部署

1 飯山市公民館管理規則(昭和57年７月20日教育委員会規則第５号) 飯山市公民館施設（備品）使用許可申請書（様式第１号） 市民学習支援課

2 飯山市公民館管理規則(昭和57年７月20日教育委員会規則第５号) 飯山市公民館施設（備品）使用料減免申請書（様式第４号） 市民学習支援課

3 飯山市公民館視聴覚教材教具貸出し規則(昭和39年４月１日教育委員会規則第２号) 貸出簿（飯山市公民館視聴覚教材教具）（様式第１号） 市民学習支援課

4 飯山市文化財保護条例施行規則(昭和63年10月１日教育委員会規則第４号) 飯山市指定有形文化財管理責任者選任（解任）届出書（様式第２号） 市民学習支援課

5 飯山市文化財保護条例施行規則(昭和63年10月１日教育委員会規則第４号) 飯山市指定有形文化財所有者（占有者）変更届出書（様式第３号） 市民学習支援課

6 飯山市文化財保護条例施行規則(昭和63年10月１日教育委員会規則第４号)
飯山市指定有形文化財所有者（占有者、管理責任者）氏名（名称、住
所）変更届出書（様式第４号）

市民学習支援課

7 飯山市文化財保護条例施行規則(昭和63年10月１日教育委員会規則第４号) 飯山市指定有形文化財滅失（き損、亡失、盗難）届出書（様式第５号） 市民学習支援課

8 飯山市文化財保護条例施行規則(昭和63年10月１日教育委員会規則第４号) 飯山市指定有形文化財　所在場所変更届出書（様式第６号） 市民学習支援課

9 飯山市文化財保護条例施行規則(昭和63年10月１日教育委員会規則第４号) 飯山市指定有形文化財　現状変更等許可申請書（様式第７号） 市民学習支援課

10 飯山市文化財保護条例施行規則(昭和63年10月１日教育委員会規則第４号) 飯山市指定有形民俗文化財　変更等届出書（様式第８号） 市民学習支援課

11 飯山市文化財保護条例施行規則(昭和63年10月１日教育委員会規則第４号) 飯山市指定有形文化財　修理（復旧）届出書（様式第９号） 市民学習支援課

12 飯山市文化財保護条例施行規則(昭和63年10月１日教育委員会規則第４号)
飯山市指定有形文化財（飯山市指定有形民俗文化財）公開承認申請書
（様式第10号）

市民学習支援課

13 飯山市文化財保護条例施行規則(昭和63年10月１日教育委員会規則第４号)
飯山市指定無形文化財（飯山市選定保存技術）保持者（保持団体、保存
団体）氏名等変更届出書（様式第12号）

市民学習支援課

14 飯山市文化財保護条例施行規則(昭和63年10月１日教育委員会規則第４号)
飯山市指定無形文化財（飯山市選定保存技術）保持者（保持団体、保存
団体）死亡（解散）届出書（様式第13号）

市民学習支援課

15 飯山市文化財保護条例施行規則(昭和63年10月１日教育委員会規則第４号)
飯山市指定史跡（飯山市指定名勝、飯山市指定天然記念物）土地の所在
等異動届出書（様式第14号）

市民学習支援課



押印を省略できる手続・様式の名称一覧
（飯山市教育委員会告示で定める申請書等の押印の特例に関する要綱第２条第１項に規定する飯山市教育委員会告示で定める申請書等のうち、教育長が別に定めるもの）

No. 例規名 手続・様式の名称 所管部署

1
飯山市立小・中学校における副学籍による交流及び共同学習実施要綱(平成31年３月１日教育委員会告示
第５号)

副学籍希望願（様式第１号） 子ども育成課

2
飯山市立小・中学校における副学籍による交流及び共同学習実施要綱(平成31年３月１日教育委員会告示
第５号)

副学籍による交流及び共同学習実施希望者名簿（様式第２号） 子ども育成課

3
飯山市立小・中学校における副学籍による交流及び共同学習実施要綱(平成31年３月１日教育委員会告示
第５号)

副学籍による交流及び共同学習計画（様式第６号） 子ども育成課



押印を省略できる手続・様式の名称一覧
（飯山市水道事業管理規程で定める申請書等の押印の特例に関する規程第２条第１項に規定する飯山市水道事業管理規程で定める申請書等のうち、市長が別に定めるもの）

No. 例規名 手続・様式の名称 所管部署

1 飯山市水道条例施行規程(平成10年３月24日水道事業管理規程第１号) 開発給水協議書（様式第３号） 上下水道課

2 飯山市水道条例施行規程(平成10年３月24日水道事業管理規程第１号) 水道給水申込書（様式第４号） 上下水道課

3 飯山市水道条例施行規程(平成10年３月24日水道事業管理規程第１号) 代理人選定（変更）届（様式第５号） 上下水道課

4 飯山市水道条例施行規程(平成10年３月24日水道事業管理規程第１号) 管理人選定（変更）届（様式第６号） 上下水道課

5 飯山市水道条例施行規程(平成10年３月24日水道事業管理規程第１号) 水道使用休止届（様式第７号） 上下水道課

6 飯山市水道条例施行規程(平成10年３月24日水道事業管理規程第１号) 消火栓（私設消火せん）使用届（様式第８号） 上下水道課

7 飯山市水道条例施行規程(平成10年３月24日水道事業管理規程第１号) 使用者氏名等変更届（様式第９号） 上下水道課

8 飯山市水道条例施行規程(平成10年３月24日水道事業管理規程第１号) 消火用水使用届（様式第10号） 上下水道課

9 飯山市水道条例施行規程(平成10年３月24日水道事業管理規程第１号) 量水器亡失（き損）届（様式第11号） 上下水道課

10 飯山市水道条例施行規程(平成10年３月24日水道事業管理規程第１号) 給水装置（水質）検査請求書（様式第13号） 上下水道課

11 飯山市水道条例施行規程(平成10年３月24日水道事業管理規程第１号) 水道使用料金減額申請書（様式第16号（その２）） 上下水道課

12
流末装置を使用して給水を受ける共同住宅等における検針及び料金徴収の取扱いに関する規程(平成21年
２月16日水道事業管理規程第１号)

共同住宅等に係る検針及び料金徴収事務委託申込書（様式第１号） 上下水道課

13
流末装置を使用して給水を受ける共同住宅等における検針及び料金徴収の取扱いに関する規程(平成21年
２月16日水道事業管理規程第１号)

代理人選任（変更）届（様式第２号） 上下水道課

14
流末装置を使用して給水を受ける共同住宅等における検針及び料金徴収の取扱いに関する規程(平成21年
２月16日水道事業管理規程第１号)

流末装置使用者名簿（様式第３号） 上下水道課

15
流末装置を使用して給水を受ける共同住宅等における検針及び料金徴収の取扱いに関する規程(平成21年
２月16日水道事業管理規程第１号)

共同住宅等遠隔指示式量水器取付報告書（様式第４号） 上下水道課

16
流末装置を使用して給水を受ける共同住宅等における検針及び料金徴収の取扱いに関する規程(平成21年
２月16日水道事業管理規程第１号)

給水装置の各戸量水器取替報告書（様式第６号） 上下水道課



押印を省略できる手続・様式の名称一覧
（慣例等により押印を求めていた手続）

No. 手続・様式の名称 所管部署

1 慣例等により押印を求めていた手続 地縁による団体告示事項証明書交付申請書 庶務課

2 慣例等により押印を求めていた手続 地縁団体規約変更認可申請書 庶務課

3 慣例等により押印を求めていた手続 コミュニティ助成事業事前登録申請書 庶務課

4 慣例等により押印を求めていた手続 税務証明・閲覧申請書 税務課

5 慣例等により押印を求めていた手続 固定資産税（償却資産）の課税標準の特例に係る届出書 税務課

6 慣例等により押印を求めていた手続 住所変更届 税務課

7 慣例等により押印を求めていた手続 送付先変更届 税務課

8 慣例等により押印を求めていた手続 り災証明書申請書 税務課

9 慣例等により押印を求めていた手続 共有名義代表者（変更）届出書 税務課

10 慣例等により押印を求めていた手続 償却資産申告書 税務課

11 慣例等により押印を求めていた手続 家屋滅失届 税務課

12 慣例等により押印を求めていた手続 特別徴収義務者の名称等変更届出書 税務課

13 慣例等により押印を求めていた手続 特別徴収追加者名簿 税務課

14 慣例等により押印を求めていた手続 軽自動車税減免取消届 税務課

15 慣例等により押印を求めていた手続 軽自動車税名義変更申告書 税務課

16 慣例等により押印を求めていた手続 課税取消申請書 税務課

17 慣例等により押印を求めていた手続 軽自動車等使用不能届出書 税務課

18 慣例等により押印を求めていた手続 改造車両届出書 税務課

19 慣例等により押印を求めていた手続 所領所有届出書 税務課

20 慣例等により押印を求めていた手続 農業所得(全量家事消費)申告書 税務課

21 慣例等により押印を求めていた手続 送付先変更届 税務課


