
例規に係る押印廃止箇所一覧

例規名 種別 該当箇所 担当課等 申請書類等の名称など

上田市職員の服務の宣誓に関する条例 条例 別記様式 総務課 宣誓書

上田市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則 規則 様式1号 議会事務局 会派届出書

上田市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則 規則 様式2号 議会事務局 会派異動届出書

上田市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則 規則 様式3号 議会事務局 会派解散届出書

上田市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則 規則 様式4号 議会事務局 政務活動費交付申請書

上田市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則 規則 様式5号 議会事務局 政務活動費変更交付申請書

上田市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則 規則 様式7号 議会事務局 政務調査費交付請求書政務活動費交付請求書

上田市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則 規則 様式8号 議会事務局 政務調査費収支報告書政務活動費収支報告書

上田市公印規則 規則
別記様式

保管責任者
総務課 公印台帳

上田市公印規則 規則
別記様式

事務取扱者
総務課 公印台帳

上田市公文書館管理規則 規則 様式2号 総務課 上田市公文書館歴史公文書等掲載等承認申請書

上田市公文書館管理規則 規則 様式4号 総務課 上田市公文書館資料寄贈申出書

上田市公文書館管理規則 規則 様式5号 総務課 上田市公文書館資料寄託申出書

上田市役所及び地域自治センターにおける戸籍事務取扱規則 規則
様式2号

発送者
市民課 逓てい送簿

上田市役所及び地域自治センターにおける戸籍事務取扱規則 規則
様式2号

受領者
市民課 逓てい送簿

上田市聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則 規則 12条1項 総務課 12条1項

上田市聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則 規則 12条3項 総務課 12条3項

上田市聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則 規則 様式2号 総務課 聴聞期日変更申出書

上田市聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則 規則 様式4号 総務課 関係人の聴聞手続への参加許可申請書

上田市聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則 規則 様式5号 総務課 関係人の聴聞手続への参加許可通知書

上田市聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則 規則 様式6号 総務課 文書等閲覧申請書

上田市聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則 規則 様式8号 総務課 補佐人出頭許可申請書

上田市聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則 規則 様式9号 総務課 補佐人出頭許可通知書

上田市聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則 規則 様式10号 総務課 陳述書

上田市聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則 規則 様式11号 総務課 聴聞調書

上田市聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則 規則 様式12号 総務課 聴聞報告書

上田市聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則 規則 様式13号 総務課 聴聞調書等閲覧申請書

上田市聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則 規則 様式14号 総務課 聴聞調書等閲覧許可通知書

上田市聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則 規則 様式16号 総務課 弁明書の提出制限等変更届出書

上田市聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則 規則 様式18号 総務課 弁明調書

上田市情報公開条例施行規則 規則 様式1号 総務課 公文書開示請求書

上田市個人情報保護条例施行規則 規則 様式1号 総務課 保有個人情報取扱事務届出書

上田市個人情報保護条例施行規則 規則 様式2号 総務課 保有個人情報取扱事務変更・廃止届出書

上田市個人情報保護条例施行規則 規則 様式3号 総務課 保有個人情報目的外利用承認申請書

上田市個人情報保護条例施行規則 規則 様式5号 総務課 保有個人情報外部提供承認申請書

上田市個人情報保護条例施行規則 規則 様式7号 総務課 保有個人情報開示等請求書

上田市個人情報保護条例施行規則 規則 様式9号 総務課 保有特定個人情報開示費用減免申請書

政治倫理の確立のための上田市長の資産等の公開に関する条例施行規則 規則 様式1号 秘書課 資産等報告書

政治倫理の確立のための上田市長の資産等の公開に関する条例施行規則 規則 様式2号 秘書課 資産等補充報告書

政治倫理の確立のための上田市長の資産等の公開に関する条例施行規則 規則 様式3号 秘書課 所得等報告書

政治倫理の確立のための上田市長の資産等の公開に関する条例施行規則 規則 様式4号 秘書課 関連会社等報告書

上田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 規則 様式1号 行政管理課 上田市公の施設の指定管理者の指定申請書

上田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 規則 様式2号 行政管理課 上田市公の施設事業計画書
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例規名 種別 該当箇所 担当課等 申請書類等の名称など

上田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 規則 様式4号 行政管理課 上田市公の施設事業報告書

上田市職員の退職管理に関する規則 規則 様式1号 総務課 再就職者による依頼等の承認申請書

上田市職員の退職管理に関する規則 規則 様式2号 総務課 管理又は監督の地位にある職員であった者が再就職した場合の届出書

上田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
規則 21条2項 総務課 21条2項

上田市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則 規則 様式1号 総務課 特殊勤務命令書

上田市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則 規則
様式1号

従事者印
総務課 特殊勤務命令書

上田市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則 規則 様式2号 総務課 特殊勤務手当明細報告書

上田市税に関する規則 規則 様式第5号 税務課 税関係証明・閲覧申請書

上田市税に関する規則 規則 様式第6号 収納管理課 相続人代表者指定（変更）届出書

上田市財務規則 規則 87条2項 会計チーム 87条2項

上田市財務規則 規則 109条1項 会計チーム 109条1項

上田市財務規則 規則 様式第10号 会計チーム 税外収入徴収簿

上田市財務規則 規則 様式第30号 会計チーム 出納員等事務引継書

上田市財務規則 規則 様式第31号 会計チーム 証拠書表紙

上田市財務規則 規則 様式第45号 会計チーム 継続費繰越承認申請書／継続費繰越決定通知書／継続費繰越計算書

上田市財務規則 規則 様式第46号 会計チーム 継続費精算報告書

上田市財務規則 規則 様式第47号 会計チーム
繰越明許費繰越承認申請書／繰越明許費繰越決定通知書／繰越明許費繰

越計算書

上田市財務規則 規則 様式第48号 会計チーム 事故繰越承認申請書／事故繰越決定通知書／事故繰越計算書

上田市財務規則 規則 様式第49号 会計チーム 債務負担行為執行状況報告書

上田市財務規則 規則 様式第56号 会計チーム 小切手不渡通知書

上田市財務規則 規則 様式第62号の2 会計チーム 歳入不納欠損通知書

上田市財務規則 規則 様式第65号 会計チーム 委託徴収(収納)通知書

上田市財務規則 規則 様式第66号 会計チーム 委託収納報告書

上田市財務規則 規則 様式第78号 会計チーム 口座振替払申出書

上田市財務規則 規則 様式第81号 会計チーム 公金委託支払報告書

上田市財務規則 規則 様式第84号 会計チーム 小切手用紙返納書

上田市財務規則 規則 様式第84号 会計チーム 小切手用紙返納書

上田市財務規則 規則 様式第85号 会計チーム 小切手／支払通知書／再交付請求書

上田市財務規則 規則 様式第88号 会計チーム 歳入決算事項別明細説明書

上田市財務規則 規則 様式第89号 会計チーム 歳出決算事項別明細説明書

上田市財務規則 規則 様式第90号 会計チーム 現金出納計算書(収入)

上田市財務規則 規則 様式第91号 会計チーム 現金出納計算書(支出)

上田市財務規則 規則 様式第95号 会計チーム 入札経過書

上田市財務規則 規則 様式第98号 会計チーム 監督日誌

上田市財務規則 規則
様式第99号

立会人×２
会計チーム 検査調書

上田市財務規則 規則
様式第100号

立会人×２
会計チーム 出来高調書

上田市財務規則 規則 様式第103号 会計チーム 日計報告表

上田市財務規則 規則 様式第104号 会計チーム 月計報告表

上田市財務規則 規則 様式第105号 会計チーム 日計総括表

上田市財務規則 規則 様式第106号 会計チーム 月計総括表

上田市財務規則 規則 様式第112号 会計チーム 小切手支払未済繰越金報告書

上田市財務規則 規則 様式第113号 会計チーム 総括表

上田市財務規則 規則 様式第114号 会計チーム 未払金報告書

2



例規に係る押印廃止箇所一覧

例規名 種別 該当箇所 担当課等 申請書類等の名称など

上田市財務規則 規則 様式第115号 会計チーム 保管有価証券受払票

上田市財務規則 規則 様式第115号の2 会計チーム 保管有価証券納付書／保管有価証券返還請求書

上田市財務規則 規則 様式第116号 会計チーム 保管有価証券受払控

上田市財務規則 規則
様式第121号

引継をする者
会計チーム 公有財産引継書

上田市財務規則 規則
様式第121号

引継ぐ者
会計チーム 公有財産引継書

上田市財務規則 規則 様式第129号 会計チーム 行政財産使用許可申請書

上田市財務規則 規則 様式第132号 会計チーム 普通財産貸付申請書

上田市財務規則 規則 様式第134号 会計チーム 普通財産貸付契約変更申請書

上田市財務規則 規則 様式第136号 会計チーム 普通財産交換申請書

上田市財務規則 規則 様式第139号 会計チーム 売払代金(交換差金)延納申請書

上田市財務規則 規則 様式第141号 会計チーム 公有財産異動報告書／公有財産異動通知書

上田市財務規則 規則 様式第150号 会計チーム 物品貸付申込書

上田市財務規則 規則 様式第153号 会計チーム 物品借用書

上田市財務規則 規則 様式第154号 会計チーム 重要物品現在高通知書

上田市財務規則 規則 様式第159号 会計チーム 履行延期申請書

上田市財務規則 規則 様式第162号 会計チーム 債務免除申請書

上田市財務規則 規則 様式第165号 会計チーム 未調定債権現在額通知書

上田市財務規則 規則 様式第169号 会計チーム 基金異動通知書

上田市財務規則 規則 様式第175号 会計チーム 事故届出書

上田市財務規則 規則 様式第176号 会計チーム 事故報告書

補助金等交付規則 規則 様式1号 財政課 補助金等交付申請書

補助金等交付規則 規則 様式3号 財政課 補助事業等実績報告書

公立大学法人長野大学運営費交付金交付規則 規則 様式1号 学園都市推進室 公立大学法人長野大学運営費交付金交付申請書

公立大学法人長野大学運営費交付金交付規則 規則 様式2号 学園都市推進室 公立大学法人長野大学運営費交付金変更交付申請書

公立大学法人長野大学運営費交付金交付規則 規則 様式4号 学園都市推進室 公立大学法人長野大学運営費交付金交付請求書

上田市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則 規則 様式1号 福祉課 災害援護資金借入申込書

上田市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則 規則 様式1号 福祉課 災害援護資金借入申込書

上田市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則 規則 様式5号 福祉課 災害援護資金繰上償還申出書

上田市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則 規則
様式9号

借受人
福祉課 違約金約金支払免除申請書

上田市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則 規則
様式9号

保証人
福祉課 違約金約金支払免除申請書

上田市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則 規則 様式12号 福祉課 災害援護資金償還免除申請書

上田市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則 規則
様式15号

借受人
福祉課 氏名等変更届出書

上田市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則 規則
様式15号

保証人
福祉課 氏名等変更届出書

上田市子ども・子育て支援法施行細則 規則 様式1号 保育課
施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育支給認定申請書兼入園申

込書

上田市子ども・子育て支援法施行細則 規則 様式7号 保育課 教育・保育給付認定現況届出書

上田市子ども・子育て支援法施行細則 規則 様式9号 保育課 施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書

上田市子ども・子育て支援法施行細則 規則 様式13号 保育課 施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請内容変更届

上田市子ども・子育て支援法施行細則 規則 様式14号 保育課 施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書

上田市子ども・子育て支援法施行細則 規則 様式15号 保育課 施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証返還届

上田市子ども・子育て支援法施行細則 規則 様式16号 保育課 施設型給付費・地域型保育給付等支給申請書

上田市子ども・子育て支援法施行細則 規則 様式19号 保育課 施設型給付費・地域型保育給付費等支払請求書

上田市子ども・子育て支援法施行細則 規則 様式22号 保育課 保育所等変更届

上田市子ども・子育て支援法施行細則 規則
様式22号

施設長確認印
保育課 保育所等変更届
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上田市子ども・子育て支援法施行細則 規則 様式23号 保育課 保育所等入園申込変更届

上田市子ども・子育て支援法施行細則 規則
様式23号

施設長確認印
保育課 保育所等入園申込変更届

上田市子ども・子育て支援法施行細則 規則 様式24号 保育課 保育所等退所届

上田市子ども・子育て支援法施行細則 規則
様式24号

施設長確認印
保育課 保育所等退所届

上田市子ども・子育て支援法施行細則 規則 様式25号 保育課 特定教育・保育施設確認申請書

上田市子ども・子育て支援法施行細則 規則 様式26号 保育課 特定地域型保育事業者確認申請書

上田市子ども・子育て支援法施行細則 規則 様式27号 保育課 特定教育・保育施設等確認変更申請書

上田市子ども・子育て支援法施行細則 規則 様式28号 保育課 特定教育・保育施設等名称等変更届出書

上田市子ども・子育て支援法施行細則 規則 様式30号 保育課 特定教育・保育施設等確認辞退届

上田市家庭的保育事業等の認可に関する規則 規則 様式1号 保育課 家庭的保育事業等設置認可申請書

上田市家庭的保育事業等の認可に関する規則 規則 様式2号 保育課 家庭的保育事業等事業計画書

上田市家庭的保育事業等の認可に関する規則 規則 様式5号 保育課 家庭的保育事業等休止(廃止)申請書

上田市家庭的保育事業等の認可に関する規則 規則 様式6号 保育課 家庭的保育事業等設置認可事項変更届出書

上田市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則 規則 様式1号 高齢者介護課 指定介護予防支援事業所指定申請書

上田市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則 規則 様式2号 高齢者介護課 変更届出書

上田市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則 規則 様式3号 高齢者介護課 再開届出書

上田市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則 規則 様式3号の2 高齢者介護課 廃止・休止届出書

上田市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則 規則 様式4号 高齢者介護課 更新申請書

上田市基準該当居宅サービス事業者及び基準該当介護予防サービス事業

者の登録等に関する規則
規則 様式1号 高齢者介護課 特例居宅介護サービス費等の代理受領に係る申出書

上田市基準該当居宅サービス事業者及び基準該当介護予防サービス事業

者の登録等に関する規則
規則 様式2号 高齢者介護課 基準該当事業者登録申請書

上田市基準該当居宅サービス事業者及び基準該当介護予防サービス事業

者の登録等に関する規則
規則 様式3号 高齢者介護課 基準該当事業者登録事項変更届

上田市基準該当居宅サービス事業者及び基準該当介護予防サービス事業

者の登録等に関する規則
規則 様式4号 高齢者介護課 基準該当事業者登録事業廃止(休止)届出書

上田市基準該当居宅サービス事業者及び基準該当介護予防サービス事業

者の登録等に関する規則
規則 様式5号 高齢者介護課 基準該当事業者登録事業再開届出書

上田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 規則 様式1号 高齢者介護課 指定申請書

上田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 規則 様式2号 高齢者介護課 変更届出書

上田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 規則 様式3号 高齢者介護課 再開届出書

上田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 規則 様式3号の2 高齢者介護課 廃止・休止届出書

上田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 規則 様式4号 高齢者介護課 指定辞退届出書

上田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 規則 様式5号 高齢者介護課 指定更新申請書

上田市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関

する規則
規則 様式1号 高齢者介護課 介護予防・生活支援サービス事業者指定申請書

上田市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関

する規則
規則 様式2号 高齢者介護課 介護予防・生活支援サービス事業者更新申請書

上田市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関

する規則
規則 様式5号 高齢者介護課 変更届出書

上田市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関

する規則
規則 様式6号 高齢者介護課 廃止・休止届出書

上田市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関

する規則
規則 様式7号 高齢者介護課 再開届出書

上田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

行細則
規則 様式22号 障がい者支援課

自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変

更)

上田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

行細則
規則

様式22号

記名押印
障がい者支援課

自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変

更)

上田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

行細則
規則 様式26号 障がい者支援課 自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(育成医療・更生医療)

上田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

行細則
規則 様式29号 障がい者支援課 自立支援医療受給者証再交付申請書(育成医療・更生医療)

上田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

行細則
規則

様式33号

判定員
障がい者支援課 装具費支給券

上田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

行細則
規則

様式33号

受領
障がい者支援課 装具費支給券

上田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

行細則
規則

様式33号の3

業者
障がい者支援課 装具費支給券

上田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

行細則
規則

様式33号の3

申請者
障がい者支援課 装具費支給券

上田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

行細則
規則

様式37号

上田市認印
障がい者支援課 地域生活支援事業サービス受給者証
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例規名 種別 該当箇所 担当課等 申請書類等の名称など

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基づく

指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相

談支援事業者の指定等に関する規則

規則 様式1号 障がい者支援課 指定申請書

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基づく

指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相

談支援事業者の指定等に関する規則

規則 様式2号 障がい者支援課 変更届出書

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基づく

指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相

談支援事業者の指定等に関する規則

規則 様式3号 障がい者支援課 廃止・休止・再開届出書

上田市障害（児）者自立生活体験事業実施規則 規則 6条3項 障がい者支援課 6条3項

上田市障害（児）者自立生活体験事業実施規則 規則 様式4号 障がい者支援課 障害(児)者自立生活体験事業受託通知書

上田市障害（児）者自立生活体験事業実施規則 規則 様式6号 障がい者支援課 障害(児)者自立生活体験事業実施記録票

上田市障害（児）者自立生活体験事業実施規則 規則
様式6号

押印
障がい者支援課 障害(児)者自立生活体験事業実施記録票

上田市障害（児）者自立生活体験事業実施規則 規則 様式7号 障がい者支援課 障害(児)者自立生活体験事業実施確認票

上田市障害（児）者自立生活体験事業実施規則 規則
様式7号

押印
障がい者支援課 障害(児)者自立生活体験事業実施確認票

上田市障害（児）者自立生活体験事業実施規則 規則 様式8号 障がい者支援課 障害(児)者自立生活体験事業経費請求書

上田市国民健康保険給付規則 規則 様式1号 国保年金課 国民健康保険一部負担金減額、免除、徴収猶予申請書

上田市国民健康保険給付規則 規則 様式5号 国保年金課 国民健康保険療養費支給申請書

上田市国民健康保険給付規則 規則
様式5号

代理人
国保年金課 国民健康保険療養費支給申請書

上田市国民健康保険給付規則 規則 様式5号の2 国保年金課 国民健康保険特別療養費支給申請書

上田市国民健康保険給付規則 規則
様式5号の2

代理人
国保年金課 国民健康保険特別療養費支給申請書

上田市国民健康保険給付規則 規則 様式6号 国保年金課 国民健康保険移送費支給申請書

上田市国民健康保険給付規則 規則
様式6号

代理人
国保年金課 国民健康保険移送費支給申請書

上田市国民健康保険給付規則 規則 様式7号 国保年金課 国民健康保険高額療養費支給申請書

上田市国民健康保険給付規則 規則
様式7号

代理人
国保年金課 国民健康保険高額療養費支給申請書

上田市国民健康保険給付規則 規則 様式7号の2 国保年金課 高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書

上田市国民健康保険給付規則 規則 様式8号 国保年金課 国民健康保険出産育児一時金支給申請書

上田市国民健康保険給付規則 規則
様式8号

名義人
国保年金課 国民健康保険出産育児一時金支給申請書

上田市国民健康保険給付規則 規則 様式8号の2 国保年金課 国民健康保険出産育児一時金支給申請書(受取代理用)

上田市国民健康保険給付規則 規則
様式8号の2

申請者
国保年金課 国民健康保険出産育児一時金支給申請書(受取代理用)

上田市国民健康保険給付規則 規則
様式8号の3

所定の印
国保年金課 受取代理申請受付通知書

上田市国民健康保険給付規則 規則
様式8号の3

押印された
国保年金課 受取代理申請受付通知書

上田市国民健康保険給付規則 規則 様式8号の4 国保年金課 国民健康保険出産育児一時金受取代理申請取下書

上田市国民健康保険給付規則 規則 様式8号の5 国保年金課 受取代理人変更届

上田市国民健康保険給付規則 規則
様式8号の5

開設者
国保年金課 受取代理人変更届

上田市国民健康保険給付規則 規則
様式8号の5

変更後開設者
国保年金課 受取代理人変更届

上田市国民健康保険給付規則 規則
様式8号の5

押印
国保年金課 受取代理人変更届

上田市国民健康保険給付規則 規則 様式9号の2 国保年金課 出産費用請求報告書

上田市国民健康保険給付規則 規則
様式10号

受付者印
国保年金課 国民健康保険葬祭費支給申請書

上田市国民健康保険給付規則 規則 様式10号 国保年金課 国民健康保険葬祭費支給申請書

上田市国民健康保険高額療養費貸付規則 規則 様式1号 国保年金課 国民健康保険高額療養費貸付申請書

上田市国民健康保険高額療養費貸付規則 規則
様式1号

開設者同意
国保年金課 国民健康保険高額療養費貸付申請書

上田市国民健康保険高額療養費貸付規則 規則 様式5号 国保年金課 国民健康保険高額療養費貸付申請内容変更届出書

上田市後期高齢者医療に関する規則 規則 様式6号 国保年金課 保険料納入済額証明書交付申請書

上田市後期高齢者医療に関する規則 規則 様式7号 国保年金課 延滞金減免申請書

上田市医師確保修学資金等貸与条例施行規則 規則 様式1号 地域医療政策室 修学資金貸与申請書

上田市医師確保修学資金等貸与条例施行規則 規則
様式1号

連帯保証人
地域医療政策室 修学資金貸与申請書
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例規名 種別 該当箇所 担当課等 申請書類等の名称など

上田市医師確保修学資金等貸与条例施行規則 規則
様式1号

連帯保証人
地域医療政策室 修学資金貸与申請書

上田市医師確保修学資金等貸与条例施行規則 規則 様式2号 地域医療政策室 研修資金貸与申請書

上田市医師確保修学資金等貸与条例施行規則 規則
様式2号

連帯保証人
地域医療政策室 研修資金貸与申請書

上田市医師確保修学資金等貸与条例施行規則 規則
様式2号

連帯保証人
地域医療政策室 研修資金貸与申請書

上田市医師確保修学資金等貸与条例施行規則 規則 様式3号 地域医療政策室 研究資金貸与申請書

上田市医師確保修学資金等貸与条例施行規則 規則
様式3号

連帯保証人
地域医療政策室 研究資金貸与申請書

上田市医師確保修学資金等貸与条例施行規則 規則
様式3号

連帯保証人
地域医療政策室 研究資金貸与申請書

上田市医師確保修学資金等貸与条例施行規則 規則 様式4号 地域医療政策室 誓約書

上田市医師確保修学資金等貸与条例施行規則 規則
様式4号

法定代理人
地域医療政策室 誓約書

上田市医師確保修学資金等貸与条例施行規則 規則 様式5号 地域医療政策室 推薦書

上田市医師確保修学資金等貸与条例施行規則 規則 様式6号 地域医療政策室 推薦書

上田市医師確保修学資金等貸与条例施行規則 規則 様式8号 地域医療政策室 返還猶予申請書

上田市医師確保修学資金等貸与条例施行規則 規則 様式9号 地域医療政策室 返還免除申請書

上田市医師確保修学資金等貸与条例施行規則 規則 様式10号 地域医療政策室 変更事項等届出書

上田市助産師確保修学資金等貸与条例施行規則 規則 様式1号 地域医療政策室 修学資金貸与申請書

上田市助産師確保修学資金等貸与条例施行規則 規則
様式1号

連帯保証人
地域医療政策室 修学資金貸与申請書

上田市助産師確保修学資金等貸与条例施行規則 規則
様式1号

連帯保証人
地域医療政策室 修学資金貸与申請書

上田市助産師確保修学資金等貸与条例施行規則 規則 様式2号 地域医療政策室 就業資金貸与申請書

上田市助産師確保修学資金等貸与条例施行規則 規則
様式2号

連帯保証人
地域医療政策室 就業資金貸与申請書

上田市助産師確保修学資金等貸与条例施行規則 規則
様式2号

連帯保証人
地域医療政策室 就業資金貸与申請書

上田市助産師確保修学資金等貸与条例施行規則 規則 様式3号 地域医療政策室 研究資金貸与申請書

上田市助産師確保修学資金等貸与条例施行規則 規則
様式3号

連帯保証人
地域医療政策室 研究資金貸与申請書

上田市助産師確保修学資金等貸与条例施行規則 規則
様式3号

連帯保証人
地域医療政策室 研究資金貸与申請書

上田市助産師確保修学資金等貸与条例施行規則 規則 様式4号 地域医療政策室 誓約書

上田市助産師確保修学資金等貸与条例施行規則 規則 様式5号 地域医療政策室 誓約書

上田市助産師確保修学資金等貸与条例施行規則 規則 様式7号 地域医療政策室 返還猶予申請書

上田市助産師確保修学資金等貸与条例施行規則 規則 様式8号 地域医療政策室 返還免除申請書

上田市助産師確保修学資金等貸与条例施行規則 規則 様式9号 地域医療政策室 変更事項等届出書

上田市小児慢性特定疾病児童日常生活用具の給付に関する規則 規則 様式1号 健康推進課 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書

上田市小児慢性特定疾病児童日常生活用具の給付に関する規則 規則
様式1号

記名押印
健康推進課 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書

上田市公害防止条例施行規則 規則 様式1号 生活環境課 特定施設設置(使用)届出書

上田市公害防止条例施行規則 規則 様式2号 生活環境課 特定施設変更届出書

上田市公害防止条例施行規則 規則 様式4号 生活環境課 氏名等変更届出書

上田市公害防止条例施行規則 規則 様式5号 生活環境課 特定施設使用廃止届出書

上田市公害防止条例施行規則 規則 様式6号 生活環境課 特定施設承継届出書

上田市公害防止条例施行規則 規則 様式7号 生活環境課 公害防止措置完了届出書

上田市公害防止条例施行規則 規則 様式8号 生活環境課 特定建設作業実施届出書

上田市廃棄物の処理及び清掃に関する規則 規則 様式11号 廃棄物対策課 一般廃棄物収集運搬業許可申請書

上田市廃棄物の処理及び清掃に関する規則 規則 様式12号 廃棄物対策課 一般廃棄物処分業許可申請書

上田市廃棄物の処理及び清掃に関する規則 規則 様式13号 廃棄物対策課 浄化槽清掃業許可申請書

上田市廃棄物の処理及び清掃に関する規則 規則 様式18号 廃棄物対策課 変更許可申請書

上田市廃棄物の処理及び清掃に関する規則 規則 様式19号 廃棄物対策課 廃止・変更届出書

上田市廃棄物の処理及び清掃に関する規則 規則 様式20号 廃棄物対策課 許可証等再交付申請書
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例規に係る押印廃止箇所一覧

例規名 種別 該当箇所 担当課等 申請書類等の名称など

上田市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦

覧等の手続に関する条例施行規則
規則 様式1号 廃棄物対策課 縦覧申出書

上田市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦

覧等の手続に関する条例施行規則
規則 様式2号 廃棄物対策課 意見書

上田市狂犬病予防法施行細則 規則 様式1号 生活環境課 犬の登録申請書

上田市狂犬病予防法施行細則 規則
様式1号

獣医師
生活環境課 犬の登録申請書

上田市狂犬病予防法施行細則 規則 様式2号 生活環境課 犬の鑑札の再交付申請書

上田市狂犬病予防法施行細則 規則 様式3号 生活環境課 犬の死亡届出書

上田市狂犬病予防法施行細則 規則 様式4号 生活環境課 犬の登録事項の変更届出書

上田市狂犬病予防法施行細則 規則 様式5号 生活環境課 犬の注射済票再交付申請書

上田市狂犬病予防法施行細則 規則 様式6号 生活環境課 減免申請書

上田市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則 規則 様式1号 生活環境課 墓地等経営許可申請書

上田市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則 規則 様式2号 生活環境課 墓地等変更許可申請書

上田市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則 規則 様式3号 生活環境課 墓地等廃止許可申請書

上田市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則 規則 様式5号 生活環境課 墓地等工事完了届出書

上田市化製場等に関する法律施行細則 規則 様式1号 生活環境課 死亡獣畜取扱場外死亡獣畜処理許可申請書

上田市化製場等に関する法律施行細則 規則 様式2号 生活環境課 化製場等設置許可申請書

上田市化製場等に関する法律施行細則 規則 様式3号 生活環境課 化製場等変更届出書

上田市化製場等に関する法律施行細則 規則 様式4号 生活環境課 化製場等設置許可申請書記載事項変更届出書

上田市化製場等に関する法律施行細則 規則 様式5号 生活環境課 化製場等経営停止(廃止)届出書

上田市化製場等に関する法律施行細則 規則 様式6号 生活環境課 動物の飼養等届出書

上田市化製場等に関する法律施行細則 規則 様式7号 生活環境課 動物の飼養等停止(廃止)届出書

上田市開発事業の規制に関する条例施行規則 規則 様式1号 都市計画課 開発事業届出書

上田市太陽光発電設備の適正な設置に関する条例施行規則 規則 様式2号 都市計画課 標識

上田市太陽光発電設備の適正な設置に関する条例施行規則 規則 様式3号 都市計画課 標識(設置・掲示内容変更)届出書

上田市太陽光発電設備の適正な設置に関する条例施行規則 規則 様式4号 都市計画課 太陽光発電設備設置事業事前協議書

上田市太陽光発電設備の適正な設置に関する条例施行規則 規則 様式5号 都市計画課 抑制区域チェックリスト

上田市太陽光発電設備の適正な設置に関する条例施行規則 規則 様式6号 都市計画課 設計者の資格に関する申告書

上田市太陽光発電設備の適正な設置に関する条例施行規則 規則 様式8号 都市計画課 説明会開催報告書

上田市太陽光発電設備の適正な設置に関する条例施行規則 規則 様式9号 都市計画課 意見書提出報告書

上田市太陽光発電設備の適正な設置に関する条例施行規則 規則 様式10号 都市計画課 協議内容報告書

上田市太陽光発電設備の適正な設置に関する条例施行規則 規則 様式11号 都市計画課 太陽光発電設備設置事業届出書

上田市太陽光発電設備の適正な設置に関する条例施行規則 規則 様式14号 都市計画課 事業着手届出書

上田市太陽光発電設備の適正な設置に関する条例施行規則 規則
様式14号

施工者
都市計画課 事業着手届出書

上田市太陽光発電設備の適正な設置に関する条例施行規則 規則 様式15号 都市計画課 事業変更届出書

上田市太陽光発電設備の適正な設置に関する条例施行規則 規則 様式16号 都市計画課 事業者変更届出書

上田市太陽光発電設備の適正な設置に関する条例施行規則 規則 様式17号 都市計画課 事業取下書

上田市太陽光発電設備の適正な設置に関する条例施行規則 規則 様式18号 都市計画課 事業完了届出書

上田市太陽光発電設備の適正な設置に関する条例施行規則 規則
様式18号

施工者
都市計画課 事業完了届出書

上田市太陽光発電設備の適正な設置に関する条例施行規則 規則 様式23号 都市計画課 是正措置報告書

上田市太陽光発電設備の適正な設置に関する条例施行規則 規則 様式25号 都市計画課 公表に関する弁明書

上田市空き地の環境保全に関する条例施行規則 規則 様式1号 生活環境課 空き地整備業務委託申込書

上田市緑化の推進及び樹木等の保全に関する条例施行規則 規則 様式3号 森林整備課 保存樹木等／滅失／枯死／届出書

上田市緑化の推進及び樹木等の保全に関する条例施行規則 規則 様式4号 森林整備課 保存樹木等／伐採／移植／譲渡／届出書

上田市緑化の推進及び樹木等の保全に関する条例施行規則 規則 様式6号 森林整備課 保存樹木等指定解除申出書
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例規に係る押印廃止箇所一覧

例規名 種別 該当箇所 担当課等 申請書類等の名称など

上田市緑化の推進及び樹木等の保全に関する条例施行規則 規則 様式7号 森林整備課 保存樹木等行為申請書

上田市緑化の推進及び樹木等の保全に関する条例施行規則 規則 様式9号 森林整備課 非常災害による保存樹木等の行為届出書

上田市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則 規則 様式3号 管理課 自転車等返還申請書・受領書

上田市旅館業を目的とした建築の規制に関する条例施行規則 規則 様式1号 生活環境課 旅館建築同意申請書

国土調査事業における標識等の管理保全に関する規則 規則 様式1号 管理課 標識等の移転等協議書

国土調査事業における標識等の管理保全に関する規則 規則 様式2号 管理課 標識等の移転等確認書

国土調査事業における標識等の管理保全に関する規則 規則 様式3号 管理課 標識等の移転等完了届出書

上田市火入れに関する条例施行規則 規則 様式1号 森林整備課 火入許可申請書

上田市池波正太郎真田太平記館管理規則 規則 様式1号 商工課 池波正太郎真田太平記館資料寄贈申出書

上田市池波正太郎真田太平記館管理規則 規則 様式2号 商工課 池波正太郎真田太平記館資料寄託申出書

上田市菅平高原自然館管理規則 規則 様式1号 真田産業観光課 菅平高原自然館資料寄贈申出書

上田市菅平高原自然館管理規則 規則 様式2号 真田産業観光課 菅平高原自然館資料寄託申出書

上田市市道の占用等に関する規則 規則 様式1号 管理課
占有許可申請書

自営工事承認申請書

上田市市道の占用等に関する規則 規則 様式3号 管理課 工事完了届出書

上田市市道の占用等に関する規則 規則 様式4号 管理課 許可更新申請書

上田市市道の占用等に関する規則 規則 様式5号 管理課 地位承継届出書

上田市市道の占用等に関する規則 規則
様式6号

譲渡人
管理課 権利譲渡承認申請書

上田市市道の占用等に関する規則 規則
様式6号

譲受人
管理課 権利譲渡承認申請書

上田市市道の占用等に関する規則 規則 様式7号 管理課 住所等変更届出書

上田市市道の占用等に関する規則 規則 様式8号 管理課 廃止届出書

上田市公共物管理条例施行規則 規則 様式1号 管理課
占有許可申請書

自営工事承認申請書

上田市公共物管理条例施行規則 規則 様式2号 管理課 工事完了届出書

上田市公共物管理条例施行規則 規則 様式3号 管理課 許可更新申請書

上田市公共物管理条例施行規則 規則 様式4号 管理課 地位承継届出書

上田市公共物管理条例施行規則 規則
様式5号

譲渡人
管理課 権利譲渡承認申請書

上田市公共物管理条例施行規則 規則
様式5号

譲受人
管理課 権利譲渡承認申請書

上田市公共物管理条例施行規則 規則 様式6号 管理課 住所等変更届出書

上田市公共物管理条例施行規則 規則 様式7号 管理課 廃止届出書

上田市営住宅等に関する条例施行規則 規則 様式1号 住宅課 市営住宅入居申込書

上田市営住宅等に関する条例施行規則 規則 様式9号 住宅課 市営住宅同居承認申請書

上田市営住宅等に関する条例施行規則 規則 様式20号 住宅課 市営住宅敷金還付請求書

上田市建築基準法施行細則 規則 様式1号 建築指導課 建築工事施工結果報告書

上田市建築基準法施行細則 規則 様式2号 建築指導課 建築物除却・使用休止届

上田市建築基準法施行細則 規則
様式2号

押印を省略
建築指導課 建築物除却・使用休止届

上田市建築基準法施行細則 規則 様式3号 建築指導課 建築物使用再開届

上田市建築基準法施行細則 規則
様式3号

押印を省略
建築指導課 建築物使用再開届

上田市建築基準法施行細則 規則 様式4号 建築指導課 建築物(指定特定建築設備等)の所有者等変更届

上田市建築基準法施行細則 規則
様式4号

押印を省略
建築指導課 建築物(指定特定建築設備等)の所有者等変更届

上田市建築基準法施行細則 規則 様式5号 建築指導課 指定特定建築設備等廃止・使用休止届

上田市建築基準法施行細則 規則
様式5号

押印を省略
建築指導課 指定特定建築設備等廃止・使用休止届

上田市建築基準法施行細則 規則 様式6号 建築指導課 指定特定建築設備等使用再開届

上田市建築基準法施行細則 規則
様式6号

押印を省略
建築指導課 指定特定建築設備等使用再開届

上田市建築基準法施行細則 規則 様式10号 建築指導課 道路位置指定申請書
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例規に係る押印廃止箇所一覧

例規名 種別 該当箇所 担当課等 申請書類等の名称など

上田市建築基準法施行細則 規則 様式11号 建築指導課 道路位置指定後の変更(廃止)届出書

上田市建築基準法施行細則 規則 様式13号 建築指導課 建築基準法に基づく意見の聴取請求書

上田市建築基準法施行細則 規則 様式14号 建築指導課
建築基準法に基づく確認(完了検査、中間検査)申請手数料免除(減額)申

請書

上田市建築協定条例施行規則 規則 様式1号 建築指導課 建築協定認可申請書

上田市建築協定条例施行規則 規則 様式2号 建築指導課 借地権消滅届出書

上田市建築協定条例施行規則 規則 様式3号 建築指導課 建築協定加入届出書

上田市特別用途地区内における建築物の制限等に関する条例施行規則 規則 様式1号 建築指導課 建築特例許可申請書

上田市特別用途地区内における建築物の制限等に関する条例施行規則 規則
様式1号

係員印
建築指導課 建築特例許可申請書

上田市特別用途地区内における建築物の制限等に関する条例施行規則 規則
様式1号

係員印
建築指導課 建築特例許可申請書

上田市特別用途地区内における建築物の制限等に関する条例施行規則 規則
様式1号

係員印
建築指導課 建築特例許可申請書

上田市特別用途地区内における建築物の制限等に関する条例施行規則 規則
様式1号

係員印
建築指導課 建築特例許可申請書

上田市特別用途地区内における建築物の制限等に関する条例施行規則 規則
様式1号

押印
建築指導課 建築特例許可申請書

上田市住居表示に関する条例施行規則 規則 様式1号 市民課 建物等新築届出書

上田市住居表示に関する条例施行規則 規則 様式2号 市民課 住居番号変更等申出書

上田市住居表示に関する条例施行規則 規則 様式4号 市民課 証明申請書

上田市景観条例施行規則 規則 様式1号 都市計画課 景観計画区域内行為届出書

上田市景観条例施行規則 規則 様式2号 都市計画課 景観計画区域内行為事前協議書

上田市景観条例施行規則 規則 様式4号 都市計画課 景観計画区域内行為完了届出書

上田市景観条例施行規則 規則 様式6号 都市計画課 景観重要建造物等現状変更行為許可申請書

上田市景観条例施行規則 規則 様式7号 都市計画課 景観重要建造物等所有者変更届出書

上田市景観条例施行規則 規則 様式8号 都市計画課 景観づくり市民団体認定申請書

上田市景観条例施行規則 規則 様式9号 都市計画課 景観づくり協定運営委員会届出書

上田市景観条例施行規則 規則 様式10号 都市計画課 景観づくり協定認定申請書

上田市長野県福祉のまちづくり条例施行規則 規則 様式1号 建築指導課 特定施設新築等届出書

上田市長野県福祉のまちづくり条例施行規則 規則
様式1号

押印を省略
建築指導課 特定施設新築等届出書

上田市長野県福祉のまちづくり条例施行規則 規則
様式1号

公園用
建築指導課 特定施設新築等届出書

上田市長野県福祉のまちづくり条例施行規則 規則
様式1号

押印を省略
建築指導課 特定施設新築等届出書

上田市長野県福祉のまちづくり条例施行規則 規則
様式1号

路外駐車場用
建築指導課 特定施設新築等届出書

上田市長野県福祉のまちづくり条例施行規則 規則
様式1号

押印を省略
建築指導課 特定施設新築等届出書

上田市長野県福祉のまちづくり条例施行規則 規則 様式2号 建築指導課 特定施設新築等変更届出書

上田市長野県福祉のまちづくり条例施行規則 規則
様式2号

押印を省略
建築指導課 特定施設新築等変更届出書

上田市長野県福祉のまちづくり条例施行規則 規則 様式3号 建築指導課 特定施設新築等工事完了届出書

上田市長野県福祉のまちづくり条例施行規則 規則
様式3号

押印を省略
建築指導課 特定施設新築等工事完了届出書

上田市長野県福祉のまちづくり条例施行規則 規則 様式4号 建築指導課 第6条第5条　条例第17条第1項第21条第1項の規定による請求は、

上田市長野県福祉のまちづくり条例施行規則 規則
様式4号

押印を省略
建築指導課 第6条第5条　条例第17条第1項第21条第1項の規定による請求は、

上田市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則 規則 様式1号 建築指導課 駐車施設附置(変更)届出書

上田市都市公園管理規則 規則 様式1号 都市計画課 都市公園施設設置(変更)許可申請書

上田市都市公園管理規則 規則 様式2号 都市計画課 都市公園施設管理(変更)許可申請書

上田市都市公園管理規則 規則 様式3号 都市計画課 都市公園占用(変更)許可申請書

上田市都市公園管理規則 規則 様式4号 都市計画課 都市公園内行為(変更)許可申請書

上田市都市公園管理規則 規則 様式6号 都市計画課 受領書

上田市都市公園管理規則 規則
様式6号

記名押印
都市計画課 受領書

上田市都市公園管理規則 規則
様式6号

記名押印
都市計画課 受領書
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例規に係る押印廃止箇所一覧

例規名 種別 該当箇所 担当課等 申請書類等の名称など

上田市屋外広告物に関する規則 規則 様式1号 都市計画課 案内広告物等表示(設置、改造)許可申請書

上田市屋外広告物に関する規則 規則 様式4号 都市計画課 広告物等表示(設置、改造)許可申請書

上田市屋外広告物に関する規則 規則
様式5号

禁止地域
都市計画課 広告物等表示(設置)許可更新申請書

上田市屋外広告物に関する規則 規則
様式5号

許可地域
都市計画課 広告物等表示(設置)許可更新申請書

上田市屋外広告物に関する規則 規則 様式6号 都市計画課 広告物等安全点検報告書

上田市屋外広告物に関する規則 規則
様式6号

点検者
都市計画課 広告物等安全点検報告書

上田市屋外広告物に関する規則 規則 様式7号 都市計画課 広告物等表示(設置)廃止届

上田市屋外広告物に関する規則 規則 様式8号 都市計画課 広告物等表示(設置)許可者氏名等変更届

上田市屋外広告物に関する規則 規則 様式9号 都市計画課 広告物等管理者選任(解任)届

上田市屋外広告物に関する規則 規則 様式10号 都市計画課 広告物等管理者氏名等変更届

上田市屋外広告物に関する規則 規則 様式11号 都市計画課 広告物等承継届

上田市消防団の組織等に関する規則 規則 別記様式 消防総務課 宣誓書

丸子町雑排水等の処理に関する条例施行規則 規則 様式2号 丸子市民サービス課 雑排水汚泥収集業許可申請書

丸子町雑排水等の処理に関する条例施行規則 規則 様式4号 丸子市民サービス課 雑排水汚泥収集業休(廃)止届

丸子町雑排水等の処理に関する条例施行規則 規則 様式5号 丸子市民サービス課 搬入戸数等報告書

真田町環境保全に関する条例施行規則 規則 様式1号 真田市民サービス課 開発調整地域内行為届出書

真田町環境保全に関する条例施行規則 規則 様式2号 真田市民サービス課 開発調整地域内行為届出書

真田町環境保全に関する条例施行規則 規則 様式3号 真田市民サービス課 開発調整地域内行為届出書

真田町環境保全に関する条例施行規則 規則 様式4号 真田市民サービス課 開発調整地域内行為届出書（土石類の採取の場合）

真田町環境保全に関する条例施行規則 規則 様式5号 真田市民サービス課 開発調整地域内行為届出書（水面の埋立て又は干拓の場合）

上田市マイクロフィルム文書取扱規程 訓令 10条1項 総務課 10条1項

上田市マイクロフィルム文書取扱規程 訓令 様式2号 総務課 マイクロフィルム検査票

上田市マイクロフィルム文書取扱規程 訓令 様式3号 総務課 マスターフィルム(活用フィルム)文書台帳

上田市マイクロフィルム文書取扱規程 訓令 様式4号 総務課 マイクロフィルム文書証明書

上田市行事の共催等に関する取扱規程 訓令 様式1号 秘書課 行事共催等承認申請書

上田市行事の共催等に関する取扱規程 訓令 様式3号 秘書課 行事結果報告書

上田市特別職の職員で非常勤のものに対する人事通知書及び就任承諾書

の様式、記載事項等に関する規程
訓令 様式2号 総務課 就任承諾書

上田市職員服務規程 訓令 様式1号 総務課 出勤状況集計表

上田市職員服務規程 訓令 様式2号 総務課 執務承認願

上田市職員服務規程 訓令 様式3号 総務課 退職願

上田市職員服務規程 訓令 様式4号 総務課 営利企業等従事許可申請書

上田市職員服務規程 訓令 様式5号 総務課 出張命令簿

上田市職員服務規程 訓令 様式6号 総務課 復命書

上田市職員服務規程 訓令 様式7号 総務課 旧姓使用申請書

上田市職員服務規程 訓令 様式8号 総務課 旧姓使用承認通知書

上田市職員服務規程 訓令 様式9号 総務課 旧姓使用中止届出書

上田市職員服務規程 訓令
様式10号

前任者
総務課 事務引継書

上田市職員服務規程 訓令
様式10号

後任者
総務課 事務引継書

上田市職員服務規程 訓令 様式11号 総務課 交通事故届出書

上田市職員の長時間勤務に対する産業医の面接指導実施規程 訓令 様式1号 総務課 面接指導勧奨報告書

上田市職員の長時間勤務に対する産業医の面接指導実施規程 訓令
様式2号

本人
総務課 面接指導を受けない届出書

上田市職員の長時間勤務に対する産業医の面接指導実施規程 訓令
様式2号

所属長
総務課 面接指導を受けない届出書

上田市職員の長時間勤務に対する産業医の面接指導実施規程 訓令 様式3号 総務課 面接指導申出書
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例規に係る押印廃止箇所一覧

例規名 種別 該当箇所 担当課等 申請書類等の名称など

上田市職員の長時間勤務に対する産業医の面接指導実施規程 訓令 様式7号 総務課 面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書

上田市職員の長時間勤務に対する産業医の面接指導実施規程 訓令 様式9号 総務課 報告書

上田市庁用自動車管理規程 訓令 様式2号 行政管理課 共用自動車配車申込書

上田市庁用自動車管理規程 訓令
様式3号

検印
行政管理課 運行前点検記録表

上田市庁用自動車管理規程 訓令
様式3号

検印
行政管理課 運行前点検記録表

上田市庁用自動車管理規程 訓令
様式3号

整備管理者印
行政管理課 運行前点検記録表

上田市庁用自動車管理規程 訓令
様式3号

整備管理者印
行政管理課 運行前点検記録表

上田市庁用自動車管理規程 訓令
様式4号

本人
行政管理課 運行前点検記録表

上田市庁用自動車管理規程 訓令
様式4号

管理者
行政管理課 運行前点検記録表

職員自家用車の公務使用取扱規程 訓令 様式1号 行政管理課 公務使用自家用車登録申請書

職員自家用車の公務使用取扱規程 訓令 様式2号 行政管理課 自家用車使用承認簿

上田市財務規則取扱規程 訓令 32条2号 会計チーム 32条2号

上田市財務規則取扱規程 訓令 33条2項 会計チーム 33条2項

上田市消防団運営交付金及び活動交付金交付規程 訓令 様式1号 消防総務課 交付申請書

上田市消防団運営交付金及び活動交付金交付規程 訓令 様式3号 消防総務課 請求書

上田市消防団運営交付金及び活動交付金交付規程 訓令 様式4号 消防総務課 実績報告書

上田市空き家情報バンク制度実施要綱 告示 様式1号 移住交流推進課 空き家情報バンク制度物件登録申込書

上田市空き家情報バンク制度実施要綱 告示 様式3号 移住交流推進課 空き家情報バンク制度物件登録変更・抹消届出書

上田市空き家情報バンク制度実施要綱 告示 様式4号 移住交流推進課 空き家情報バンク制度利用者登録申込書

上田市空き家情報バンク制度実施要綱 告示 様式6号 移住交流推進課 空き家バンク制度利用者登録変更・抹消届出書

上田市空き家情報バンク制度実施要綱 告示 様式7号 移住交流推進課 空き家情報バンク制度物件交渉申込書

上田市空き家バンク利用者引越・改修費用補助金交付要綱 告示 様式1号 移住交流推進課 上田市空き家バンク利用者引越・改修費用補助金交付申請書

上田市空き家バンク利用者引越・改修費用補助金交付要綱 告示 様式2号 移住交流推進課
上田市空き家バンク利用者引越・改修費用補助金実績報告書兼交付請求

書

上田市郵便入札実施要綱 告示 4条2号 契約検査課 4条2号

上田市私立幼稚園運営費補助金交付要綱 告示 様式1号 保育課 私立幼稚園運営費補助金交付申請書

上田市私立幼稚園運営費補助金交付要綱 告示 様式2号 保育課 私立幼稚園運営費補助金実績報告書

上田市スポーツ競技国際大会等出場奨励金交付要綱 告示 様式1号 スポーツ推進課 スポーツ競技国際大会等出場奨励金交付申請書

上田市スポーツ競技国際大会等出場奨励金交付要綱 告示 様式2号 スポーツ推進課 スポーツ競技国際大会等出場報告書

上田市福祉医療費資金貸付要綱 告示 様式3号 福祉課 福祉医療費資金貸付申請書

上田市紙おむつ等購入費助成要綱 告示 様式1号 高齢者介護課 紙おむつ等購入費助成申請書

上田市福祉ボランティア保険掛金補助金交付要綱 告示 5条2項 福祉課 5条2項

上田市福祉ボランティア保険掛金補助金交付要綱 告示
別記様式

申請者
福祉課 福祉ボランティア保険掛金補助金交付申請書兼補助金支払請求書

上田市福祉ボランティア保険掛金補助金交付要綱 告示
別記様式

社協
福祉課 福祉ボランティア保険掛金補助金交付申請書兼補助金支払請求書

上田市福祉ボランティア保険掛金補助金交付要綱 告示
別記様式

申請者
福祉課 福祉ボランティア保険掛金補助金交付申請書兼補助金支払請求書

上田市福祉ボランティア保険掛金補助金交付要綱 告示
別記様式

申請者
福祉課 福祉ボランティア保険掛金補助金交付申請書兼補助金支払請求書

上田市福祉ボランティア保険掛金補助金交付要綱 告示
別記様式

社協
福祉課 福祉ボランティア保険掛金補助金交付申請書兼補助金支払請求書

上田市福祉ボランティア保険掛金補助金交付要綱 告示
別記様式

申請者
福祉課 福祉ボランティア保険掛金補助金交付申請書兼補助金支払請求書

上田市病児・病後児保育実施要綱 告示 様式1号
子育て・子育ち支援

課
上田市病児・病後児保育利用登録申請書

上田市放課後児童健全育成事業の届出に関する要綱 告示 様式1号 学校教育課 放課後児童健全育成事業開始届出書

上田市放課後児童健全育成事業の届出に関する要綱 告示 様式2号 学校教育課 放課後児童健全育成事業変更届出書

上田市放課後児童健全育成事業の届出に関する要綱 告示 様式3号 学校教育課 放課後児童健全育成事業廃止(休止)届出書

上田市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱 告示 様式1号
子育て・子育ち支援

課
母子家庭等自立支援教育訓練給付金対象講座指定申請書

上田市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱 告示
様式1号

注欄の「押印を省略」

子育て・子育ち支援

課
母子家庭等自立支援教育訓練給付金対象講座指定申請書
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例規に係る押印廃止箇所一覧

例規名 種別 該当箇所 担当課等 申請書類等の名称など

上田市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱 告示 様式2号
子育て・子育ち支援

課
16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書

上田市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱 告示 様式3号
子育て・子育ち支援

課
地方税情報の取得に関する同意書

上田市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱 告示 様式6号
子育て・子育ち支援

課
母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給申請書

上田市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱 告示 様式1号
子育て・子育ち支援

課
母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給申請書

上田市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱 告示
様式1号

備考

子育て・子育ち支援

課
母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給申請書

上田市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱 告示 様式2号
子育て・子育ち支援

課
16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書

上田市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱 告示 様式3号
子育て・子育ち支援

課
地方税情報の取得に関する同意書

上田市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱 告示 様式4号
子育て・子育ち支援

課
地方税情報の取得に関する同意書

上田市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱 告示 様式7号
子育て・子育ち支援

課
母子家庭等高等職業訓練促進給付金等請求書

上田市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱 告示 様式8号
子育て・子育ち支援

課
在籍状況申立書

上田市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱 告示
様式8号

備考

子育て・子育ち支援

課
母子家庭等高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届

上田市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱 告示 様式9号
子育て・子育ち支援

課
母子家庭等高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届

上田市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱 告示
様式9号

備考

子育て・子育ち支援

課
母子家庭等高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届

上田市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金支給要綱 告示
様式1号

申請者

子育て・子育ち支援

課

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定

申請書

上田市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金支給要綱 告示
様式1号

担当者

子育て・子育ち支援

課

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定

申請書

上田市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金支給要綱 告示
様式1号

留意事項

子育て・子育ち支援

課

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定

申請書

上田市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金支給要綱 告示
様式3号

申請者

子育て・子育ち支援

課

ひとり親家庭高等学卒業程度認定試験合格支援事業受講修了時給付金・

合格時給付金支給申請書

上田市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金支給要綱 告示
様式3号

担当者

子育て・子育ち支援

課

ひとり親家庭高等学卒業程度認定試験合格支援事業受講修了時給付金・

合格時給付金支給申請書

上田市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金支給要綱 告示
様式3号

留意事項

子育て・子育ち支援

課

ひとり親家庭高等学卒業程度認定試験合格支援事業受講修了時給付金・

合格時給付金支給申請書

上田市子育て短期支援事業実施要綱 告示 様式1号
子育て・子育ち支援

課
上田市短期入所生活援助事業利用申請書

上田市子育て短期支援事業実施要綱 告示 様式2号
子育て・子育ち支援

課
上田市夜間養護等事業利用申請書

上田市小規模ケア施設整備事業補助金交付要綱 告示 別記様式 高齢者介護課 小規模ケア施設廃止・休止・再開届出書

上田市外国人高齢者及び外国人心身障害者特別給付金支給要綱 告示 様式1号 障がい者支援課 外国人高齢者及び外国人心身障害者特別給付金支給申請書

上田市外国人高齢者及び外国人心身障害者特別給付金支給要綱 告示 様式3号 障がい者支援課 資格要件変更届出書

上田市外国人高齢者及び外国人心身障害者特別給付金支給要綱 告示 様式4号 障がい者支援課 請求書

上田市訪問・通所型サービスB事業補助金交付要綱 告示 様式1号 高齢者介護課 上田市サービスB(訪問・通所)事業補助金交付申請書

上田市訪問・通所型サービスB事業補助金交付要綱 告示 様式2号 高齢者介護課 上田市サービスB(訪問・通所)事業実績報告書

上田市訪問・通所型サービスB事業補助金交付要綱 告示 様式3号 高齢者介護課 上田市サービスB(訪問・通所)事業補助金交付申請書

上田市訪問・通所型サービスB事業補助金交付要綱 告示 様式4号 高齢者介護課 上田市サービスB(訪問・通所)事業変更・休止・廃止届出書

上田市訪問型サービスD事業補助金交付要綱 告示 様式1号 高齢者介護課 上田市訪問型サービスD事業補助金交付申請書

上田市訪問型サービスD事業補助金交付要綱 告示 様式2号 高齢者介護課 上田市訪問型サービスD事業実績報告書

上田市訪問型サービスD事業補助金交付要綱 告示 様式3号 高齢者介護課 上田市訪問型サービスD事業補助金交付請求書

上田市訪問型サービスD事業補助金交付要綱 告示 様式4号 高齢者介護課 上田市訪問型ービスD事業変更・休止・廃止届出書

上田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 告示 様式1号 高齢者介護課
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)の規定によ

る業務管理体制に係る届出書

上田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 告示 様式2号 高齢者介護課
介護保険法第115条の32第3項の規定による業務管理体制に係る届出書

(届出事項の変更)

上田市認知症カフェ設立資金助成事業補助金交付要綱 告示 別記様式 高齢者介護課 上田市認知症カフェ設立資金助成事業補助金交付申請書

上田市高齢者地域サロン設立資金助成事業補助金交付要綱 告示
別記様式

代表者
高齢者介護課 上田市高齢者地域サロン設立資金助成事業補助金交付申請書

上田市高齢者地域サロン設立資金助成事業補助金交付要綱 告示
別記様式

自治会長
高齢者介護課 上田市高齢者地域サロン設立資金助成事業補助金交付申請書

上田市意思疎通支援事業実施要綱 告示 様式1号 障がい者支援課 手話通訳者等・要約筆記者派遣申請書

上田市意思疎通支援事業実施要綱 告示
様式3号

手話通訳者等
障がい者支援課 手話通訳者等・要約筆記者派遣実施報告書

上田市意思疎通支援事業実施要綱 告示
様式3号

申請者
障がい者支援課 手話通訳者等・要約筆記者派遣実施報告書

上田市障害者日常生活用具給付等事業実施要綱 告示
様式1号

受領者
障がい者支援課 日常生活用具給付券

上田市障害者日常生活用具給付等事業実施要綱 告示
様式1号

受領者
障がい者支援課 日常生活用具給付券
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例規に係る押印廃止箇所一覧

例規名 種別 該当箇所 担当課等 申請書類等の名称など

上田市障害者日常生活用具給付等事業実施要綱 告示
様式1号

受領印
障がい者支援課 日常生活用具給付券

上田市障害者日常生活用具給付等事業実施要綱 告示
様式2号

出版施設名
障がい者支援課 点字図書発行証明書

上田市訪問入浴サービス事業実施要綱 告示 別記様式 障がい者支援課 訪問入浴サービス健康診断書

上田市社会参加支援事業実施要綱 告示 様式1号 障がい者支援課 身体障害者運転免許取得費用助成金交付申請書

上田市社会参加支援事業実施要綱 告示 様式2号 障がい者支援課 身体障害者用自動車改造費用助成金交付申請書

上田市地域活動支援センター機能強化事業実施要綱 告示 様式1号 障がい者支援課 地域活動支援センター設置承認申請書

上田市地域活動支援センター機能強化事業実施要綱 告示 様式2号 障がい者支援課 地域活動支援センター変更事項承認申請書

上田市地域活動支援センター機能強化事業実施要綱 告示 様式5号 障がい者支援課 地域活動支援センター廃止・休止届出書

上田市重度心身障害者タクシー利用料金助成要綱 告示 様式1号 障がい者支援課 重度心身障害者タクシー利用料金助成申請書

上田市盲導犬貸与要綱 告示 様式1号 点字図書館 盲導犬貸与申請書

上田市盲導犬貸与要綱 告示
様式3号

飼育者
点字図書館 盲導犬飼育承諾書

上田市心身障害児（者）タイムケア事業実施要綱 告示 6条4項 障がい者支援課 6条4項

上田市心身障害児（者）タイムケア事業実施要綱 告示 様式1号 障がい者支援課 タイムケア事業利用登録証交付申請書

上田市心身障害児（者）タイムケア事業実施要綱 告示
様式5号

確認欄に押印
障がい者支援課 タイムケア事業登録介護者指定依頼書

上田市心身障害児（者）タイムケア事業実施要綱 告示
様式5号

確認欄に押印
障がい者支援課 タイムケア事業登録介護者指定依頼書

上田市心身障害児（者）タイムケア事業実施要綱 告示 様式6号 障がい者支援課 タイムケア事業登録介護者指定受託通知書

上田市心身障害児（者）タイムケア事業実施要綱 告示
様式7号

印鑑を持参し
障がい者支援課 タイムケア事業利用登録証

上田市心身障害児（者）タイムケア事業実施要綱 告示
様式7号

押印し、
障がい者支援課 タイムケア事業利用登録証

上田市心身障害児（者）タイムケア事業実施要綱 告示
様式7号

確認印×18
障がい者支援課 タイムケア事業利用登録証

上田市心身障害児（者）タイムケア事業実施要綱 告示
様式9号

時間）印×14
障がい者支援課 タイムケア事業利用確認票

上田市心身障害児（者）タイムケア事業実施要綱 告示
様式9号

押印すること
障がい者支援課 タイムケア事業利用確認票

上田市心身障害児（者）タイムケア事業実施要綱 告示 様式12号 障がい者支援課 タイムケア事業経費請求書

上田市通園障害児等施設訪問看護サービス事業補助金交付要綱 告示 様式1号 障がい者支援課 障害児(者)施設施設等における訪問看護実施承認申請書

上田市通園障害児等施設訪問看護サービス事業補助金交付要綱 告示 様式3号 障がい者支援課 看護(施設等配置による看護)実施承認申請書

上田市障害児通園施設利用児療育支援事業実施要綱 告示 様式1号 障がい者支援課 障害児通園施設利用者負担金軽減申請書

上田市障害児通園施設利用児療育支援事業実施要綱 告示 様式4号 障がい者支援課 障害児通園施設利用児療育支援事業実施計画書

上田市障害児通園施設利用児療育支援事業実施要綱 告示 様式6号 障がい者支援課 障害児通園施設利用児療育支援事業実績報告書

上田市障害児通園施設利用児療育支援事業実施要綱 告示 様式7号 障がい者支援課 障害児通園施設利用児療育支援事業費用請求書

上田市心身障害児感覚機能訓練事業実施要綱 告示 様式1号 障がい者支援課 心身障害児感覚機能訓練事業補助金交付申請書

上田市心身障害児感覚機能訓練事業実施要綱 告示 様式2号 障がい者支援課 心身障害児感覚機能訓練事業実績報告書

上田市心身障害児感覚機能訓練事業実施要綱 告示 様式3号 障がい者支援課 心身障害児感覚機能訓練事業補助金請求書

上田市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱 告示 様式3号 障がい者支援課 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業請求書

上田市緊急宿泊支援事業実施要綱 告示 様式1号 障がい者支援課 上田市緊急宿泊支援事業利用登録申請書

上田市緊急宿泊支援事業実施要綱 告示 様式3号 障がい者支援課 上田市緊急宿泊支援事業利用登録決定(却下)通知書

上田市社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業実施要綱 告示 様式2号 高齢者介護課 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書

上田市社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業実施要綱 告示 様式4号 高齢者介護課 社会福祉法人等利用者負担軽減確認証再交付申請書

上田市社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業実施要綱 告示 様式5号 高齢者介護課 社会福祉法人等利用者負担軽減確認証記載事項変更届

上田市造血細胞移植後のワクチン再接種費用助成事業補助金交付要綱 告示 様式1号 健康推進課 上田市造血細胞移植後のワクチン再接種費用助成事業補助金交付申請書

上田市造血細胞移植後のワクチン再接種費用助成事業補助金交付要綱 告示 様式2号 健康推進課
上田市造血細胞移植後のワクチン再接種費用助成事業補助金に関する主

治医意見書

上田市造血細胞移植後のワクチン再接種費用助成事業補助金交付要綱 告示
様式5号

請求者
健康推進課 上田市造血細胞移植後のワクチン再接種費用助成事業補助金請求書

上田市県外定期予防接種費用補助金交付要綱 告示 様式1号 健康推進課 上田市県外定期予防接種実施依頼書交付申請書

上田市県外定期予防接種費用補助金交付要綱 告示 様式3号 健康推進課 上田市県外定期予防接種費用補助金交付申請書兼請求書

上田市人間ドック等検査費用補助金交付要綱 告示 様式2号
健康推進課、国保年

金課
人間ドック等補助券交付申請書
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例規に係る押印廃止箇所一覧

例規名 種別 該当箇所 担当課等 申請書類等の名称など

上田市人間ドック等検査費用補助金交付要綱 告示 様式3号
健康推進課、国保年

金課
人間ドック等検査費用補助金交付申請書兼請求書

上田市妊婦一般健康診査・産婦健康診査費用補助金交付要綱 告示 様式1号 健康推進課 妊婦一般健康診査・産婦健康診査費用補助金交付申請書

上田市妊婦一般健康診査・産婦健康診査費用補助金交付要綱 告示 様式2号 健康推進課 妊婦一般健康診査・産婦健康診査受診報告書

上田市健康づくりチャレンジポイント制度実施要綱 告示 様式3号 健康推進課 健康チャレンジポイント交換・提供申請書

上田市骨髄バンクドナー支援事業補助金交付要綱 告示 様式1号 健康推進課 上田市骨髄バンクドナー支援事業補助金交付申請書（ドナー用）

上田市骨髄バンクドナー支援事業補助金交付要綱 告示 様式2号 健康推進課 上田市骨髄バンクドナー支援事業補助金交付申請書（事業所用）

上田市骨髄バンクドナー支援事業補助金交付要綱 告示 様式4号 健康推進課 上田市骨髄バンクドナー支援事業補助金交付請求書

上田市資源物回収促進交付金交付要綱 告示 様式1号 廃棄物対策課 資源物回収団体登録(変更)申請書

上田市小規模水道維持管理指導要綱 告示 様式1号 生活環境課 小規模水道(飲料水供給施設・簡易給水施設)設置(変更・廃止)届出書

上田市小規模水道維持管理指導要綱 告示 様式2号 生活環境課 小規模水道(簡易専用水道・準簡易専用水道)設置(変更・廃止)届出書

上田市太陽光発電設備の設置に関する指導要綱 告示 様式1号 都市計画課 開発行為事前協議書

上田市太陽光発電設備の設置に関する指導要綱 告示 様式2号 都市計画課 開発区域選定チェックリスト

上田市太陽光発電設備の設置に関する指導要綱 告示 様式5号 都市計画課 識設置届出書

上田市太陽光発電設備の設置に関する指導要綱 告示 様式6号 都市計画課 説明会等経過報告書

上田市太陽光発電設備の設置に関する指導要綱 告示 様式7号 都市計画課 開発行為届出書

上田市太陽光発電設備の設置に関する指導要綱 告示
様式10号

事業主
都市計画課 開発行為着手届出書

上田市太陽光発電設備の設置に関する指導要綱 告示
様式10号

工事施行者
都市計画課 開発行為着手届出書

上田市太陽光発電設備の設置に関する指導要綱 告示
様式11号

事業主
都市計画課 開発行為完了届出書

上田市太陽光発電設備の設置に関する指導要綱 告示
様式11号

工事施行者
都市計画課 開発行為完了届出書

上田市太陽光発電設備の設置に関する指導要綱 告示 様式14号 都市計画課 開発行為変更届出書

上田市太陽光発電設備の設置に関する指導要綱 告示 様式15号 都市計画課 開発行為事業主等変更届出書

上田市太陽光発電設備の設置に関する指導要綱 告示 様式16号 都市計画課 開発行為取下書

上田市老朽危険空家解体・利活用事業補助金交付要綱 告示 様式1号 空家対策室 上田市老朽危険空家事前調査申請書

上田市老朽危険空家解体・利活用事業補助金交付要綱 告示 様式2号 空家対策室 上田市老朽危険空家解体事業補助金交付申請書

上田市老朽危険空家解体・利活用事業補助金交付要綱 告示 様式3号 空家対策室 上田市空家解体跡地利活用事業補助金交付申請書

上田市老朽危険空家解体・利活用事業補助金交付要綱 告示 様式4号 空家対策室 空家の使用状況報告書

上田市老朽危険空家解体・利活用事業補助金交付要綱 告示 様式5号 空家対策室 上田市老朽危険空家解体・利活用事業変更承認申請書

上田市老朽危険空家解体・利活用事業補助金交付要綱 告示 様式6号 空家対策室 上田市老朽危険空家解体・利活用事業中止(廃止)承認申請書

上田市老朽危険空家解体・利活用事業補助金交付要綱 告示 様式7号 空家対策室 上田市老朽危険空家解体・利活用事業実績報告書

上田市老朽危険空家解体・利活用事業補助金交付要綱 告示 様式8号 空家対策室 上田市老朽危険空家解体・利活用事業補助金交付請求書

上田市特殊詐欺等被害防止対策機器設置補助金交付要綱 告示 別記様式 生活環境課 特殊詐欺等被害防止対策機器設置補助金交付申請書兼実績報告書

上田市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱 告示
様式1号

申込者
市民課 上田市本人通知制度事前登録申込書

上田市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱 告示
様式3号

届出人
市民課 上田市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書

上田市就農育成者奨励金交付要綱 告示 様式1号 農政課 上田市就農育成者奨励金交付申請書

上田市就農育成者奨励金交付要綱 告示 様式3号 農政課 上田市就農育成者奨励金交付請求書

上田市鳥獣被害防止施設設置補助金交付要綱 告示 様式1号 森林整備課 補助金交付申請書

上田市鳥獣被害防止施設設置補助金交付要綱 告示 様式2号 森林整備課 実績報告書

上田市鳥獣被害防止施設設置補助金交付要綱 告示 様式3号 森林整備課 実績報告書兼請求書

上田市森のエネルギー推進事業補助金交付要綱 告示 様式1号 森林整備課 補助金交付申請書

上田市森のエネルギー推進事業補助金交付要綱 告示 様式2号 森林整備課 実績報告書

上田市中小企業退職金共済掛金補助金交付要綱 告示 別記様式 地域雇用推進室 月別、個人別掛金内訳書

上田市サテライトオフィス開設事業補助金交付要綱 告示 様式1号 商工課 上田市サテライトオフィス開設事業補助金交付申請書

上田市サテライトオフィス開設事業補助金交付要綱 告示 様式3号 商工課 上田市サテライトオフィス設置事業補助金変更申請書
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上田市サテライトオフィス開設事業補助金交付要綱 告示 様式4号 商工課
上田市サテライトオフィス設置事業補助金変更承認兼変更交付決定通知

書

上田市サテライトオフィス開設事業補助金交付要綱 告示 様式5号 商工課 上田市サテライトオフィス設置事業補助金実績報告書

上田市サテライトオフィス開設事業補助金交付要綱 告示 様式7号 商工課 上田市サテライトオフィス設置事業補助金請求書

上田市サテライトオフィス開設事業補助金交付要綱 告示 様式8号 商工課 上田市サテライトオフィス設置事業補助金概算払請求書

上田市学生等地域就職促進奨学金返還支援事業補助金交付要綱 告示 様式1号 地域雇用推進室 上田市学生等地域就職促進奨学金返還支援事業補助金交付申請書

上田市学生等地域就職促進奨学金返還支援事業補助金交付要綱 告示 様式4号 地域雇用推進室 上田市学生等地域就職促進奨学金返還支援事業補助金変更承認申請書

上田市学生等地域就職促進奨学金返還支援事業補助金交付要綱 告示 様式6号 地域雇用推進室 実績報告書

上田市学生等地域就職促進奨学金返還支援事業補助金交付要綱 告示 様式9号 地域雇用推進室 上田市学生等地域就職促進奨学金返還支援事業補助金請求書

上田市所有の登録商標の使用に関する要綱 告示 様式1号 商工課 商標使用許諾申請書

上田市勤労者住宅建設資金利子補給金交付要綱 告示
様式1号

申請者
地域雇用推進室 勤労者住宅建設資金利子補給金交付申請書

上田市勤労者住宅建設資金利子補給金交付要綱 告示
様式1号

支店長
地域雇用推進室 勤労者住宅建設資金利子補給金交付申請書

上田市勤労者住宅建設資金利子補給金交付要綱 告示
様式2号

債務者
地域雇用推進室 勤労者住宅建設資金利子補給金交付申請変更届出書

上田市勤労者住宅建設資金利子補給金交付要綱 告示
様式2号

支店長
地域雇用推進室 勤労者住宅建設資金利子補給金交付申請変更届出書

上田市中高層建築物に関する指導要綱 告示 様式1号 都市計画課 計画通知書

上田市中高層建築物に関する指導要綱 告示 様式3号 都市計画課 標識設置届

上田市中高層建築物に関する指導要綱 告示 様式4号 都市計画課 報告書

租税特別措置法に基づく優良宅地等認定事務取扱要綱 告示 様式1号 都市計画課 優良宅地認定申請書

租税特別措置法に基づく優良宅地等認定事務取扱要綱 告示 様式3号 都市計画課 宅地造成工事廃止届出書

租税特別措置法に基づく優良宅地等認定事務取扱要綱 告示 様式4号 都市計画課 優良宅地証明申請書

租税特別措置法に基づく優良宅地等認定事務取扱要綱 告示 様式7号 都市計画課 地位承継届出書

租税特別措置法に基づく優良宅地等認定事務取扱要綱 告示 様式9号 都市計画課 優良住宅新築認定申請書

上田市耐震診断士派遣事業実施要綱 告示 様式1号 建築指導課 上田市耐震診断士派遣申込書

上田市耐震診断士派遣事業実施要綱 告示 様式2号 建築指導課 上田市耐震診断中止等申出書

上田市耐震改修促進事業補助金交付要綱 告示 様式1号 建築指導課 上田市耐震改修促進事業補助金交付申請書（耐震診断事業）

上田市耐震改修促進事業補助金交付要綱 告示 様式2号 建築指導課
住宅耐震改修工事等事業にあっては上田市耐震改修促進事業補助金交付

申請書（住宅耐震改修工事等事業）

上田市耐震改修促進事業補助金交付要綱 告示 様式3号 建築指導課 上田市耐震改修促進事業変更承認申請書

上田市耐震改修促進事業補助金交付要綱 告示 様式4号 建築指導課 上田市耐震改修促進事業中止（廃止）承認申請書

上田市耐震改修促進事業補助金交付要綱 告示 様式5号 建築指導課 上田市耐震改修促進事業実績報告書

上田市耐震改修促進事業補助金交付要綱 告示 様式6号 建築指導課 上田市耐震改修促進事業補助金交付請求書

上田市アスベスト飛散防止対策事業補助金交付要綱 告示 様式1号 建築指導課 上田市アスベスト飛散防止対策事業（分析調査事業）補助金交付申請書

上田市アスベスト飛散防止対策事業補助金交付要綱 告示 様式2号 建築指導課
上田市アスベスト飛散防止対策事業（吹付けアスベスト等除去事業）補

助金交付申請書

上田市アスベスト飛散防止対策事業補助金交付要綱 告示 様式3号 建築指導課 上田市アスベスト飛散防止対策事業変更承認申請書

上田市アスベスト飛散防止対策事業補助金交付要綱 告示 様式4号 建築指導課 上田市アスベスト飛散防止対策事業中止（廃止）承認申請書

上田市アスベスト飛散防止対策事業補助金交付要綱 告示 様式5号 建築指導課 上田市アスベスト飛散防止対策事業（分析調査事業）実績報告書

上田市アスベスト飛散防止対策事業補助金交付要綱 告示 様式6号 建築指導課
上田市アスベスト飛散防止対策事業（吹付けアスベスト等除去事業）実

績報告書

上田市アスベスト飛散防止対策事業補助金交付要綱 告示 様式7号 建築指導課 上田市アスベスト飛散防止対策事業補助金交付請求書

上田市景観形成事業補助金交付要綱 告示 様式1号 都市計画課 景観形成事業変更承認申請書

上田市景観形成事業補助金交付要綱 告示 様式2号 都市計画課 景観形成事業中止（廃止・完了延期）承認申請書

上田市土地区画整理事業助成要綱 告示 様式1号 都市計画課 土地区画整理事業技術援助申請書

上田市市街地再開発事業等補助金交付要綱 告示 様式1号 都市計画課 市街地再開発事業等変更承認申請書

上田市市街地再開発事業等補助金交付要綱 告示 様式2号 都市計画課 市街地再開発事業等中止・廃止承認申請書

上田市市街地再開発事業等補助金交付要綱 告示 様式3号 都市計画課 市街地再開発事業等遂行状況報告書

上田市ブロック塀等除却事業補助金交付要綱 告示 様式1号 建築指導課 上田市ブロック塀等除却事業補助金申請書
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上田市ブロック塀等除却事業補助金交付要綱 告示 様式2号 建築指導課 上田市ブロック塀等除却事業変更承認申請書

上田市ブロック塀等除却事業補助金交付要綱 告示 様式3号 建築指導課 上田市ブロック塀等除却事業中止・廃止承認申請書

上田市ブロック塀等除却事業補助金交付要綱 告示 様式4号 建築指導課 上田市ブロック塀等除却事業実績報告書

上田市ブロック塀等除却事業補助金交付要綱 告示 様式5号 建築指導課 上田市ブロック塀等除却事業補助金交付請求書

上田市運転免許証自主返納促進事業実施要綱 告示
様式1号

申請者
交通政策課 上田市タクシー利用補助券交付申請書

上田市運転免許証自主返納促進事業実施要綱 告示
様式1号

同意欄
交通政策課 上田市タクシー利用補助券交付申請書

上田市消防団協力事業所表示制度実施要綱 告示 様式1号 消防総務課 上田市消防団協力事業所表示申請書

上田市学生消防団活動認証制度実施要綱 告示 様式1号 消防総務課 認証推薦依頼書

上田市学生消防団活動認証制度実施要綱 告示 様式2号 消防総務課 認証推薦書

上田市特殊標章及び身分証明書に関する交付要綱 告示 様式3号 危機管理防災課 特殊標章再交付申請書

上田市特殊標章及び身分証明書に関する交付要綱 告示 様式5号 危機管理防災課 身分証明書再交付申請書

上田市議会議員及び上田市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及

び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程

選挙管理委員会

告示
様式1号 選挙管理委員会 届出書

上田市議会議員及び上田市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及

び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程

選挙管理委員会

告示
様式1号 選挙管理委員会 届出書

上田市議会議員及び上田市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及

び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程

選挙管理委員会

告示
様式2号 選挙管理委員会 確認申請書

上田市議会議員及び上田市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及

び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程

選挙管理委員会

告示
様式2号 選挙管理委員会 確認申請書

上田市議会議員及び上田市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及

び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程

選挙管理委員会

告示
様式4号 選挙管理委員会 選挙運動用自動車使用証明書

上田市議会議員及び上田市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及

び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程

選挙管理委員会

告示
様式4号 選挙管理委員会 選挙運動用自動車使用証明書

上田市議会議員及び上田市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及

び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程

選挙管理委員会

告示
様式4号 選挙管理委員会 選挙運動用自動車使用証明書

上田市議会議員及び上田市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及

び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程

選挙管理委員会

告示
様式5号 選挙管理委員会 選挙運動用ポスター作成証明書

上田市議会議員及び上田市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及

び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程

選挙管理委員会

告示
様式6号 選挙管理委員会 請求書

上田市議会議員及び上田市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及

び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程

選挙管理委員会

告示
様式6号 選挙管理委員会 請求書

上田市議会議員及び上田市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及

び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程

選挙管理委員会

告示
様式6号 選挙管理委員会 請求書

上田市議会議員及び上田市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及

び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程

選挙管理委員会

告示
様式6号 選挙管理委員会 請求書

上田市議会議員及び上田市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公

営に関する規程

選挙管理委員会

告示
様式1号 選挙管理委員会 届出書

上田市議会議員及び上田市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公

営に関する規程

選挙管理委員会

告示
様式2号 選挙管理委員会 確認申請書

上田市議会議員及び上田市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公

営に関する規程

選挙管理委員会

告示
様式4号 選挙管理委員会 証明書

上田市議会議員及び上田市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公

営に関する規程

選挙管理委員会

告示
様式5号 選挙管理委員会 請求書

上田市議会議員及び上田市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公

営に関する規程

選挙管理委員会

告示
様式5号 選挙管理委員会 請求書

上田市議会議員及び上田市長の選挙における選挙運動用ビラの証紙に関

する規程

選挙管理委員会

告示
4条1項 選挙管理委員会 押印の上、委員会に提出しなければならない。

上田市議会議員及び上田市長の選挙における選挙運動用ビラの証紙に関

する規程

選挙管理委員会

告示
4条2項 選挙管理委員会 受領者から受領印を徴する

上田市議会議員及び上田市長の選挙における選挙運動用ビラの証紙に関

する規程

選挙管理委員会

告示
様式1号 選挙管理委員会 届出書

上田市議会議員及び上田市長の選挙における選挙運動用ビラの証紙に関

する規程

選挙管理委員会

告示
様式3号 選挙管理委員会 選挙運動用ビラ証紙交付票

上田市議会議員及び上田市長の選挙における選挙運動用ビラの証紙に関

する規程

選挙管理委員会

告示

様式3号

取扱者
選挙管理委員会 選挙運動用ビラ証紙交付票

上田市議会議員及び上田市長の選挙における選挙運動用ビラの証紙に関

する規程

選挙管理委員会

告示

様式3号

取扱者
選挙管理委員会 選挙運動用ビラ証紙交付票

上田市議会議員及び上田市長の選挙における選挙運動用ビラの証紙に関

する規程

選挙管理委員会

告示

様式4号

取扱者印
選挙管理委員会 証紙交付簿

上田市議会議員及び上田市長の選挙における選挙運動用ビラの証紙に関

する規程

選挙管理委員会

告示
様式4号 選挙管理委員会 証紙交付簿

上田市議会議員及び上田市長の選挙における選挙運動用ビラの証紙に関

する規程

選挙管理委員会

告示

様式4号

署名押印
選挙管理委員会 証紙交付簿

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関す

る規程

選挙管理委員会

告示
様式3号 選挙管理委員会 証票交付申請書

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関す

る規程

選挙管理委員会

告示

様式4号

氏名
選挙管理委員会 証票交付申請書

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関す

る規程

選挙管理委員会

告示
様式5号 選挙管理委員会 証票交付整理簿

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関す

る規程

選挙管理委員会

告示

様式5号

受領印
選挙管理委員会 証票交付整理簿

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関す

る規程

選挙管理委員会

告示
様式6号 選挙管理委員会 証票交付申請書記載事項異動届出書

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関す

る規程

選挙管理委員会

告示

様式6号

後援団体
選挙管理委員会 証票交付申請書記載事項異動届出書
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例規に係る押印廃止箇所一覧

例規名 種別 該当箇所 担当課等 申請書類等の名称など

個人演説会実施規程
選挙管理委員会

告示
別記様式 選挙管理委員会 施設（設備）損傷報告書

選挙公報の発行に関する規程
選挙管理委員会

告示
様式1号 選挙管理委員会 選挙公報掲載申請書

選挙公報の発行に関する規程
選挙管理委員会

告示
様式2号 選挙管理委員会 選挙公報掲載文撤回（修正）申請書

市長の選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程
選挙管理委員会

告示
7条2項 選挙管理委員会 押印の上、委員会に提出しなければならない。

市長の選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程
選挙管理委員会

告示
様式2号 選挙管理委員会 政談演説会開催届出書

市長の選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程
選挙管理委員会

告示

様式6号

検印責任者
選挙管理委員会 政治活動用ポスター検印票

市長の選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程
選挙管理委員会

告示

様式7号

責任者
選挙管理委員会 政治活動用ポスター証紙交付票

市長の選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程
選挙管理委員会

告示
様式8号 選挙管理委員会 政治活動用ビラ届出書

市長の選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程
選挙管理委員会

告示
様式9号 選挙管理委員会 機関紙誌届出書

勤務条件に関する措置の要求の審査に関する規則 公平委員会規則 2条2項 公平委員会 職員が署名押印して

不利益処分についての審査請求に関する規則 公平委員会規則 5条2項 公平委員会 審査請求人が署名押印

不利益処分についての審査請求に関する規則 公平委員会規則 9条13項 公平委員会 事務職員が署名押印

不利益処分についての審査請求に関する規則 公平委員会規則 17条4項 公平委員会 再審を請求しようとする者が署名又は記名押印

上田市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関

する異議の審査の請求に関する規則
公平委員会規則 2条2項 公平委員会 審査請求書に次に掲げる事項を記載し、記名押印して

再就職者による依頼等の届出に関する規則 公平委員会規則 別記様式 公平委員会 届出書

職員団体の登録に関する規則 公平委員会規則 様式1号 公平委員会 職員団体登録申請書

職員団体の登録に関する規則 公平委員会規則 様式5号 公平委員会 職員団体登録事項変更届出書

職員団体の登録に関する規則 公平委員会規則 様式6号 公平委員会 職員団体解散届出書

職員団体の登録に関する規則 公平委員会規則 様式7号 公平委員会 法人格取得申出書

上田市立小・中学校文書規程 教育委員会訓令
様式5号

受領印
学校教育課 特殊文書等収配カード

上田市立小・中学校文書規程 教育委員会訓令
様式5号

文書主任印
学校教育課 特殊文書等収配カード

上田市立小・中学校職員服務規程 教育委員会訓令 5条1項 教育総務課 宣誓書に署名押印

上田市立小・中学校職員服務規程 教育委員会訓令 様式1号 教育総務課 着任届

上田市立小・中学校職員服務規程 教育委員会訓令 様式3号 教育総務課 改姓(名)届

上田市立小・中学校職員服務規程 教育委員会訓令 様式4号 教育総務課 住所変更届

上田市立小・中学校職員服務規程 教育委員会訓令 様式5号 教育総務課 改印届

上田市立小・中学校職員服務規程 教育委員会訓令 様式6号 教育総務課 免許状取得届

上田市立小・中学校職員服務規程 教育委員会訓令 様式6号の2 教育総務課 学歴等取得届

上田市立小・中学校職員服務規程 教育委員会訓令 様式7号 教育総務課 深夜(時間外)勤務制限請求書

上田市立小・中学校職員服務規程 教育委員会訓令 様式7号の2 教育総務課 育児又は介護の状況変更届

上田市立小・中学校職員服務規程 教育委員会訓令 様式8号 教育総務課 職務専念義務免除承認願

上田市立小・中学校職員服務規程 教育委員会訓令 様式9号 教育総務課 営利企業等従事許可願

上田市立小・中学校職員服務規程 教育委員会訓令 様式10号 教育総務課 営利企業等離職届

上田市立小・中学校職員服務規程 教育委員会訓令 様式11号 教育総務課 研修承認願（短期）

上田市立小・中学校職員服務規程 教育委員会訓令 様式12号 教育総務課 研修承認願（長期）

上田市立小・中学校職員服務規程 教育委員会訓令
様式12号

承認
教育総務課 研修承認願（長期）

上田市立小・中学校職員服務規程 教育委員会訓令 様式13号 教育総務課 兼職等承認願

上田市立小・中学校職員服務規程 教育委員会訓令 様式14号 教育総務課 兼職等離職届

上田市立小・中学校職員服務規程 教育委員会訓令 様式15号 教育総務課 証人（鑑定人、参考人）出頭届

上田市立小・中学校職員服務規程 教育委員会訓令 様式16号の2 教育総務課 要介護者の状態等申出書

上田市立小・中学校職員服務規程 教育委員会訓令 様式16号の3 教育総務課 ボランティア活動計画書

上田市立小・中学校職員服務規程 教育委員会訓令 様式17号 教育総務課 療養休暇願

上田市立小・中学校職員服務規程 教育委員会訓令 様式17号の2 教育総務課 産前産後休暇届
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上田市立小・中学校職員服務規程 教育委員会訓令 様式17号の3 教育総務課 介護休暇（介護時間）願

上田市立小・中学校職員服務規程 教育委員会訓令 様式18号 教育総務課 欠勤届

上田市立小・中学校職員服務規程 教育委員会訓令 様式23号 教育総務課 専従許可願

上田市立小・中学校職員服務規程 教育委員会訓令 様式24号 教育総務課 専従許可取消願

上田市立小・中学校職員服務規程 教育委員会訓令 様式24号の2 教育総務課 自己啓発等休業承認申請書

上田市立小・中学校職員服務規程 教育委員会訓令 様式24号の3 教育総務課 配偶者同行休業承認申請書

上田市立小・中学校職員服務規程 教育委員会訓令 様式25号 教育総務課 育児休業承認請求書

上田市立小・中学校職員服務規程 教育委員会訓令 様式25号の2 教育総務課 育児短時間勤務承認請求書

上田市立小・中学校職員服務規程 教育委員会訓令 様式26号 教育総務課 部分休業承認請求書

上田市立小・中学校職員服務規程 教育委員会訓令 様式27号 教育総務課 育児休業（育児短時間勤務・部分休業）養育状況変更届

上田市立小・中学校職員服務規程 教育委員会訓令 様式27号の2 教育総務課 部分休業一部取消整理簿

上田市立小・中学校職員服務規程 教育委員会訓令 様式27号の4 教育総務課 出勤届

上田市立小・中学校職員服務規程 教育委員会訓令 様式28号 教育総務課 大学院修学休業許可申請書

上田市立小・中学校職員服務規程 教育委員会訓令 様式29号 教育総務課 大学院修学休業許可申請変更届

上田市立小・中学校職員服務規程 教育委員会訓令 様式30号 教育総務課 受験結果報告書

上田市立小・中学校職員服務規程 教育委員会訓令 様式31号 教育総務課 大学院修学休業許可取消願

上田市立小・中学校職員服務規程 教育委員会訓令 様式32号 教育総務課 公務外旅行（転地療養）届

上田市私立学校助成条例施行規則 教育委員会規則 様式1号 教育総務課 事業計画書

上田市私立学校助成条例施行規則 教育委員会規則 様式2号 教育総務課 現況調書

上田市私立学校助成条例施行規則 教育委員会規則 様式4号 教育総務課 事業計画変更承認願

上田市私立学校助成条例施行規則 教育委員会規則 様式5号 教育総務課 事業完了報告書

上田市博物館管理規則 教育委員会規則 様式1号 博物館 博物館資料寄贈申出書

上田市博物館管理規則 教育委員会規則 様式2号 博物館 博物館資料寄託申出書

上田市立美術館管理規則 教育委員会規則 様式1号 美術館 美術館資料寄贈申出書

上田市立美術館管理規則 教育委員会規則 様式2号 美術館 美術館資料寄託申出書

上田市文化財保護条例施行規則 教育委員会規則 様式2号 生涯学習・文化財課

上田市指定有形文化財（上田市指定有形民俗文化財、上田市指定史跡、

上田市指定名勝、上田市指定天然記念物）管理責任者選任（解任）届出

書

上田市文化財保護条例施行規則 教育委員会規則 様式3号 生涯学習・文化財課
上田市指定有形文化財（上田市指定有形民俗文化財、上田市指定史跡、

上田市指定名勝、上田市指定天然記念物）所有者（占有者）変更届出書

上田市文化財保護条例施行規則 教育委員会規則 様式4号 生涯学習・文化財課

上田市指定有形文化財（上田市指定有形民俗文化財、上田市指定史跡、

上田市指定名勝、上田市指定天然記念物）所有者（占有者、管理責任

者）氏名（名称、住所）変更届出書

上田市文化財保護条例施行規則 教育委員会規則 様式5号 生涯学習・文化財課

上田市指定有形文化財（上田市指定有形民俗文化財、上田市指定史跡、

上田市指定名勝、上田市指定天然記念物）滅失（損傷、亡失、盗難）届

出書

上田市文化財保護条例施行規則 教育委員会規則 様式6号 生涯学習・文化財課
上田市指定有形文化財（上田市指定有形民俗文化財）所在場所変更届出

書

上田市文化財保護条例施行規則 教育委員会規則 様式7号 生涯学習・文化財課
上田市指定有形文化財（上田市指定史跡、上田市指定名勝、上田市指定

天然記念物）現状変更等許可申請書

上田市文化財保護条例施行規則 教育委員会規則 様式8号 生涯学習・文化財課 上田市指定有形民俗文化財現状変更等届出書

上田市文化財保護条例施行規則 教育委員会規則 様式9号 生涯学習・文化財課
上田市指定有形文化財（上田市指定有形民俗文化財、上田市指定史跡、

上田市指定名勝、上田市指定天然記念物）修理（復旧）届出書

上田市文化財保護条例施行規則 教育委員会規則 様式10号 生涯学習・文化財課 上田市指定有形文化財（上田市指定有形民俗文化財）公開承認申請書

上田市文化財保護条例施行規則 教育委員会規則 様式12号 生涯学習・文化財課
上田市指定無形文化財（上田市選定保存技術）保持者（保持団体、保存

団体）氏名等変更届出書

上田市文化財保護条例施行規則 教育委員会規則 様式13号 生涯学習・文化財課
上田市指定無形文化財（上田市選定保存技術）保持者（保持団体、保存

団体）死亡（解散）届出書

上田市文化財保護条例施行規則 教育委員会規則 様式14号 生涯学習・文化財課
上田市指定史跡（上田市指定名勝、上田市指定天然記念物）土地の所在

等異動届出書

上田市水道条例施行規程
公営企業管理規

程

様式1号

申込者
サービス課 給水装置工事申込書

上田市水道条例施行規程
公営企業管理規

程

様式1号

給水装置所有者
サービス課 給水装置工事申込書

上田市水道条例施行規程
公営企業管理規

程
様式4号 サービス課 給水装置代理人（選定・変更）届出書
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例規に係る押印廃止箇所一覧

例規名 種別 該当箇所 担当課等 申請書類等の名称など

上田市水道条例施行規程
公営企業管理規

程
様式5号 サービス課 給水装置管理人（選定・変更）届出書

上田市水道条例施行規程
公営企業管理規

程

様式6号

申請人
サービス課 水道使用開始届出書

上田市水道条例施行規程
公営企業管理規

程

様式6号

使用者
サービス課 水道使用開始届出書

上田市水道条例施行規程
公営企業管理規

程
様式7号 サービス課 消火栓（使用・終了）届出書

上田市水道条例施行規程
公営企業管理規

程

様式8号

申請人
サービス課 水道使用休止・廃止届出書

上田市水道条例施行規程
公営企業管理規

程

様式8号

使用者
サービス課 水道使用休止・廃止届出書

上田市水道条例施行規程
公営企業管理規

程

様式9号

申請人
サービス課 名義変更届出書

上田市水道条例施行規程
公営企業管理規

程

様式9号

使用者
サービス課 名義変更届出書

上田市水道条例施行規程
公営企業管理規

程

様式10号

申請人
サービス課 給水装置所有者変更届出書

上田市水道条例施行規程
公営企業管理規

程

様式10号

使用者
サービス課 給水装置所有者変更届出書

上田市水道条例施行規程
公営企業管理規

程

様式10号

所有者
サービス課 給水装置所有者変更届出書

上田市水道条例施行規程
公営企業管理規

程

様式10号

現所有者
サービス課 給水装置所有者変更届出書

上田市指定給水装置工事事業者規程
公営企業管理規

程
様式2号 サービス課 給水装置工事施行承認申請書

上田市指定給水装置工事事業者規程
公営企業管理規

程

様式3号

指定工事業者名
サービス課 給水装置工事完成届出書

上田市指定給水装置工事事業者規程
公営企業管理規

程

様式3号

主任技術者名
サービス課 給水装置工事完成届出書

上田市指定給水装置工事事業者規程
公営企業管理規

程

様式3号

検査員
サービス課 給水装置工事完成届出書

上田市下水道条例施行規程
公営企業管理規

程

様式1号

排水義務者（使用者）
サービス課 排水設備管理人選定（変更）届出書

上田市下水道条例施行規程
公営企業管理規

程

様式1号

管理人
サービス課 排水設備管理人選定（変更）届出書

上田市下水道条例施行規程
公営企業管理規

程
様式2号 サービス課 排水設備設置期間延長申請書

上田市下水道条例施行規程
公営企業管理規

程

様式3号

排水義務者（申請者）
サービス課 排水設備等新設等計画確認申請書・排水設備等完了届出書

上田市下水道条例施行規程
公営企業管理規

程

様式3号

使用者
サービス課 排水設備等新設等計画確認申請書・排水設備等完了届出書

上田市下水道条例施行規程
公営企業管理規

程

様式3号

指定工事店名
サービス課 排水設備等新設等計画確認申請書・排水設備等完了届出書

上田市下水道条例施行規程
公営企業管理規

程

様式3号

指定工事店名
サービス課 排水設備等新設等計画確認申請書・排水設備等完了届出書

上田市下水道条例施行規程
公営企業管理規

程
様式5号 サービス課 下水道指定工事店（新規・更新）申請書

上田市下水道条例施行規程
公営企業管理規

程
様式7号 サービス課 責任技術者名簿

上田市下水道条例施行規程
公営企業管理規

程
様式13号 サービス課 指定工事店証再交付申請書

上田市下水道条例施行規程
公営企業管理規

程
様式14号 サービス課 指定工事店変更届出書

上田市下水道条例施行規程
公営企業管理規

程
様式15号 サービス課 指定工事店廃止届出書

上田市下水道条例施行規程
公営企業管理規

程
様式16号 下水道課 水質管理責任者選任（変更）届出書

上田市下水道条例施行規程
公営企業管理規

程
様式17号 下水道課 除害施設設置等届出書

上田市下水道条例施行規程
公営企業管理規

程
様式18号 下水道課 除害施設使用（休止・廃止）届出書

上田市下水道条例施行規程
公営企業管理規

程
様式19号 下水道課 除害施設変更届出書

上田市下水道条例施行規程
公営企業管理規

程

様式20号

使用者
サービス課 排水設備使用開始届出書

上田市下水道条例施行規程
公営企業管理規

程

様式20号

指定工事店名
サービス課 排水設備使用開始届出書

上田市下水道条例施行規程
公営企業管理規

程
様式21号 サービス課 排水設備使用（休止・廃止・再開）届出書

上田市下水道条例施行規程
公営企業管理規

程
様式22号 サービス課 排水義務者等異動（変更）届出書

上田市下水道条例施行規程
公営企業管理規

程
様式23号 サービス課 製氷業等汚水排出量申請書

上田市下水道条例施行規程
公営企業管理規

程
様式26号 サービス課 汚水排出量報告書

上田市下水道条例施行規程
公営企業管理規

程
様式27号 サービス課 下水道使用料減額・免除申請書

上田市下水道条例施行規程
公営企業管理規

程
様式28号 サービス課 下水道物件設置許可申請書

上田都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
公営企業管理規

程
様式1号 サービス課 下水道事業受益者申告書

上田都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
公営企業管理規

程

様式1号

確認印
サービス課 下水道事業受益者申告書

上田都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
公営企業管理規

程

様式1号

認印を得て
サービス課 下水道事業受益者申告書
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例規に係る押印廃止箇所一覧

例規名 種別 該当箇所 担当課等 申請書類等の名称など

上田都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
公営企業管理規

程
様式4号 サービス課 下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書

上田都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
公営企業管理規

程
様式7号 サービス課 下水道事業受益者負担金減額・免除申請書

上田都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
公営企業管理規

程

様式9号

新受益者
サービス課 下水道事業受益者負担金受益者変更届出書

上田都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
公営企業管理規

程

様式9号

旧受益者
サービス課 下水道事業受益者負担金受益者変更届出書

上田都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
公営企業管理規

程

様式9号

土地所有者
サービス課 下水道事業受益者負担金受益者変更届出書

上田都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
公営企業管理規

程
様式10号 サービス課 下水道事業受益者負担金納付管理人届出書

上田都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
公営企業管理規

程
様式11号 サービス課 下水道事業受益者負担金受益者・納付管理人住所（居所）変更届出書

上田市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規程
公営企業管理規

程
様式1号 サービス課 下水道事業受益者申告書

上田市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規程
公営企業管理規

程

様式1号

確認印
サービス課 下水道事業受益者申告書

上田市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規程
公営企業管理規

程

様式1号

確認印を得て
サービス課 下水道事業受益者申告書

上田市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規程
公営企業管理規

程
様式4号 サービス課 下水道事業受益者分担金徴収猶予申請書

上田市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規程
公営企業管理規

程
様式7号 サービス課 下水道事業受益者分担金減額・免除申請書

上田市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規程
公営企業管理規

程

様式9号

新受益者
サービス課 下水道事業受益者分担金受益者変更届出書

上田市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規程
公営企業管理規

程

様式9号

旧受益者
サービス課 下水道事業受益者分担金受益者変更届出書

上田市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規程
公営企業管理規

程

様式9号

土地所有者
サービス課 下水道事業受益者分担金受益者変更届出書

上田市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規程
公営企業管理規

程
様式10号 サービス課 下水道事業受益者分担金納付管理人届出書

上田市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規程
公営企業管理規

程
様式11号 サービス課 下水道事業受益者分担金受益者・納付管理人住所（居所）変更届出書

上田市農業集落排水施設条例施行規程
公営企業管理規

程

様式第1号

排水義務者（使用者）
サービス課 排水設備管理人選定（変更）届出書

上田市農業集落排水施設条例施行規程
公営企業管理規

程

様式第1号

管理人
サービス課 排水設備管理人選定（変更）届出書

上田市農業集落排水施設条例施行規程
公営企業管理規

程
様式第2号 サービス課 排水設備設置期間延長申請書

上田市農業集落排水施設条例施行規程
公営企業管理規

程

様式第3号

排水義務者（申請者）
サービス課 排水設備新設等計画確認申請書・排水設備等完了届出書

上田市農業集落排水施設条例施行規程
公営企業管理規

程

様式第3号

使用者
サービス課 排水設備新設等計画確認申請書・排水設備等完了届出書

上田市農業集落排水施設条例施行規程
公営企業管理規

程

様式第3号

指定工事店名
サービス課 排水設備新設等計画確認申請書・排水設備等完了届出書

上田市農業集落排水施設条例施行規程
公営企業管理規

程

様式第3号

指定工事店名
サービス課 排水設備新設等計画確認申請書・排水設備等完了届出書

上田市農業集落排水施設条例施行規程
公営企業管理規

程
様式第5号 下水道課 除害施設設置等届出書

上田市農業集落排水施設条例施行規程
公営企業管理規

程
様式第6号 下水道課 除害施設使用（休止・廃止）届出書

上田市農業集落排水施設条例施行規程
公営企業管理規

程
様式第7号 下水道課 除害施設変更届出書

上田市農業集落排水施設条例施行規程
公営企業管理規

程

様式第8号

使用者
サービス課 排水設備使用開始届出書

上田市農業集落排水施設条例施行規程
公営企業管理規

程

様式第8号

指定工事店名
サービス課 排水設備使用開始届出書

上田市農業集落排水施設条例施行規程
公営企業管理規

程
様式9号 サービス課 排水設備使用（休止・廃止・再開）届出書

上田市農業集落排水施設条例施行規程
公営企業管理規

程
様式10号 サービス課 排水義務者等異動（変更）届出書

上田市農業集落排水施設条例施行規程
公営企業管理規

程
様式11号 サービス課 農業集落排水事業新規加入者申告書

上田市農業集落排水施設条例施行規程
公営企業管理規

程
様式12号 サービス課 製氷業等汚水排出量申請書

上田市農業集落排水施設条例施行規程
公営企業管理規

程
様式15号 サービス課 汚水排出量報告書

上田市農業集落排水施設条例施行規程
公営企業管理規

程
様式16号 サービス課 集落排水施設使用料減額・免除申請書

上田市下水道排水設備設置資金融資利子補給要綱 上下水道局告示
様式1号

申請者
サービス課 排水設備設置資金融資利子補給申請書

上田市下水道排水設備設置資金融資利子補給要綱 上下水道局告示 様式2号 サービス課 排水設備設置資金融資利子補給（決定・不決定）通知書

上田市下水道排水設備設置資金融資利子補給要綱 上下水道局告示 様式3号 サービス課 排水設備設置工事完了届出書

上田市下水道排水設備設置資金融資利子補給要綱 上下水道局告示 様式5号 サービス課 排水設備設置資金融資報告書

通学費補助金交付規則 教育委員会規則 様式1号 学校教育課 補助金交付申請書
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