
番号 所管課 申請書名・届出書名 根拠条例等

9 総務 審査会委員就任承諾書
木古内町情報公開、個人情報保護及び行政不服審
査会条例

15 総務 表彰申出書 木古内町表彰条例施行規則

16 総務 表彰審査委員会就任承諾書 木古内町表彰条例

17 総務 町章使用許可申請書 町章図形の使用に関する取扱要綱

18 総務 再任用意向調書 職員の再任用に関する事務取扱要綱

19 総務 嘱託員任命申請書 木古内町嘱託員の設置に関する条例施行規則

21 総務 復命書 木古内町職員服務規程

22 総務 事務引継書 木古内町職員服務規程

23 総務 休暇処理簿 木古内町職員服務規程

24 総務 育児休業承認請求書 職員の育児休業等に関する規則

25 総務 育児休業計画書 職員の育児休業等に関する規則

26 総務 養育状況変更届 職員の育児休業等に関する規則

27 総務 育児短時間勤務承認請求書 職員の育児休業等に関する規則

押印を省略することのできる申請書等一覧



番号 所管課 申請書名・届出書名 根拠条例等

28 総務 部分休業承認請求書 職員の育児休業等に関する規則

29 総務 扶養親族届 職員の給与の支給に関する規則

30 総務 扶養親族簿 職員の給与の支給に関する規則

31 総務 管理職員特別勤務実績簿 職員の給与の支給に関する規則

32 総務 住居届 住居手当支給規則

33 総務 住居手当認定簿 住居手当支給規則

34 総務 通勤届 通勤手当支給規則

35 総務 個人情報開示請求書 木古内町個人情報保護条例施行規則

36 総務 受験申込書 職員の任用に関し行う試験及び選考に関する規則

37 総務 職務専念義務免除承認申請書 職務に専念する義務の特例に関する規程

38 総務 貸付被服亡失届 木古内町職員被服貸付規程

39 総務 被服貸付台帳 木古内町職員被服貸付規程

40 総務 戸別受信機管理保管書 木古内町防災行政無線戸別受信機取扱規程

41 総務 り災証明申請・証明書 り災証明書交付事務取扱基準（内規）

42 総務 木古内町防災会議委員就任承諾書 木古内町防災会議条例



番号 所管課 申請書名・届出書名 根拠条例等

43 総務 請求書・見積書 木古内町財務規則

50 まち 木古内町空き家情報登録申込書 木古内町空き家バンク制度要綱

52 まち 木古内町ちょっと暮らし住宅利用申請書 木古内町ちょっと暮らし住宅事業実施要綱

53 まち 広報きこない有料広告掲載申込書 広報きこない有料広告掲載取扱要綱

54 新振 指定申請書 木古内町企業振興促進条例及び施行規則

55 新振 指定変更申請書 木古内町企業振興促進条例及び施行規則

56 新振 事業開始届 木古内町企業振興促進条例及び施行規則

59 新振 助成承継申請書 木古内町企業振興促進条例及び施行規則

60 新振 キーコデザイン等使用申請書 なし

62 産経 漁業者チャレンジ応援補助金交付申請 木古内町漁業者チャレンジ応援補助金交付要綱

63 産経 漁業者チャレンジ応援補助金概算払申請書 木古内町漁業者チャレンジ応援補助金交付要綱

64 産経 漁業者チャレンジ応援補助金実績報告 木古内町漁業者チャレンジ応援補助金交付要綱

74 産経 木古内町中小企業・小規模企業経営改善等支援補助金交付申請書
木古内町中小企業・小規模企業経営改善等支援補
助金交付要綱

75 産経 木古内町中小企業・小規模企業経営改善等支援補助金実績報告書
木古内町中小企業・小規模企業経営改善等支援補
助金交付要綱

79 産経 利子に関する計算書
木古内町中小企業振興融資に関する貸付利子補給
規則



番号 所管課 申請書名・届出書名 根拠条例等

81 産経 はこだて和牛ブランド化推進事業補助金交付申請書 はこだて和牛ブランド化推進事業補助金交付要綱

82 産経 はこだて和牛ブランド化推進事業補助金等概算払申請書 はこだて和牛ブランド化推進事業補助金交付要綱

83 産経 はこだて和牛ブランド化推進事業補助金実績報告書 はこだて和牛ブランド化推進事業補助金交付要綱

99 産経 木古内町観光振興計画推進協議会委員推薦就任承諾書 木古内町観光振興計画推進協議会設置要綱

100 産経 一次後継者支援事業 木古内町第一次産業後継者支援事業実施要領

101 産経 褐毛和種優良繁殖雌牛導入事業 木古内町補助金等交付規則

107 産経 火入れ許可申請書 木古内町火入れに関する条例施行規則

124 税務 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
町税に関する文書の様式を定める規則
町税条例第87条第1項及び第3項
町税条例第91条第1項及び第2項

127 税務 入湯税納入申告書 町税条例第145条第3項

133 町民 戸籍謄本等の請求申請書

134 町民 住民票等の請求申請書

135 町民 印鑑登録証の請求申請書

142 町民 学童クラブ利用申請書等 木古内町放課後児童健全育成事業条例施行規則

143 町民 国保異動届（資格得喪、住所変更等） 木古内町国民健康保険条例

144 町民 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書 木古内町国民健康保険条例



番号 所管課 申請書名・届出書名 根拠条例等

145 町民 国民健康保険被保険者証交付申請書兼交付簿（再交付・修学） 木古内町国民健康保険条例

146 町民 国民健康保険高額療養費支給申請書 木古内町国民健康保険条例

147 町民 葬祭費支給申請書（国保）
木古内町国民健康保険条例および木古内町国民健
康保険条例施行規則

148 町民 出産育児一時金支給申請書（国保）
木古内町国民健康保険条例および木古内町国民健
康保険条例施行規則

149 町民 国保療養費支給申請書 木古内町国民健康保険条例

150 町民 国民健康保険食事療養標準負担額差額支給申請書 木古内町国民健康保険条例

151 町民
高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明
書交付申請書（国保）

木古内町国民健康保険条例

152 町民 国民健康保険法第116条の2適用・非適用届 木古内町国民健康保険条例

153 町民 国民健康保険特定疾病認定申請書 木古内町国民健康保険条例

154 町民 国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書・生活状況申告書
木古内町国民健康保険一部負担金の減額若しくは
免除及び徴収猶予に関する取扱要綱

158 町民 重度心身障がい者・ひとり親家庭等医療費支給申請書

重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の
助成に関する条例および重度心身障がい者及びひ
とり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規
則

159 町民 重度心身障がい者・ひとり親家庭等医療費受給資格喪失・変更届出書

重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の
助成に関する条例および重度心身障がい者及びひ
とり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規
則

160 町民 乳幼児等医療費受給資格者認定申請書
木古内町乳幼児等の医療費助成に関する条例およ
び木古内町乳幼児等の医療費助成に関する条例施
行規則



番号 所管課 申請書名・届出書名 根拠条例等

161 町民 乳幼児等医療費助成申請書
木古内町乳幼児等の医療費助成に関する条例およ
び木古内町乳幼児等の医療費助成に関する条例施
行規則

162 町民 乳幼児等医療費受給資格変更届
木古内町乳幼児等の医療費助成に関する条例およ
び木古内町乳幼児等の医療費助成に関する条例施
行規則

166 町民 空き家等の適正管理に関する公表に対する意見書
木古内町庁舎管理規則空き家等の適正管理に関す
る条例施行規則

167 町民 緊急安全措置実施同意書
木古内町庁舎管理規則空き家等の適正管理に関す
る条例施行規則

173 町民 清掃活動用ごみ袋の交付申請について 任意様式

186 町民 診断書 災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

187 町民 災害援護資金借入申込書 災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

188 町民 災害援護資金借用書 災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

189 町民 繰上償還申出書 災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

190 町民 償還金支払猶予申請書 災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

191 町民 違約金支払免除申請書 災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

192 町民 災害援護資金償還免除申請書 災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

193 町民 氏名等変更届 災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

194 町民 畜犬のけい留除外申請書 木古内町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則



番号 所管課 申請書名・届出書名 根拠条例等

195 町民 畜犬の加害届 木古内町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

196 町民 犬による被害届 木古内町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

197 町民 一般廃棄物処理業許可申請書
木古内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行
規則

198 町民 し尿浄化槽清掃業許可申請書
木古内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行
規則

199 町民 休（廃）止届
木古内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行
規則

200 町民 手数料減免申請書
木古内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行
規則

211 町民
（保育所）施設型給付費・地域型保育給付費等支給
認定申請書兼利用申込書

木古内町子ども・子育て支援法施行細則

212 町民
（保育所）施設型給付費・地域型保育給付費等支給
認定現況届

木古内町子ども・子育て支援法施行細則

213 町民 （保育所）就労（内定）証明書 木古内町子ども・子育て支援法施行細則

214 町民 （保育所）自営業申立書 木古内町子ども・子育て支援法施行細則

215 町民 （保育所）求職活動申立書 木古内町子ども・子育て支援法施行細則

216 町民 （保育所）疾病・障がいに関する申立書 木古内町子ども・子育て支援法施行細則

217 町民
（保育所）同居している親族と生計同一でない旨の
申立書

木古内町子ども・子育て支援法施行細則

218 町民
（保育所）施設型給付費・地域型保育給付費等認定
申請内容変更届

木古内町子ども・子育て支援法施行細則

219 町民 保育所退所届 木古内町子ども・子育て支援法施行細則



番号 所管課 申請書名・届出書名 根拠条例等

220 町民 保育所等入所に関する状況の申立書（祖父母等用） 木古内町子ども・子育て支援法施行細則

221 町民 （行旅病人）送還保護申請書 木古内町送還保護規則

222 町民 福祉灯油等支給申請書 木古内町福祉灯油等支給条例施行規則

227 建水 町有バス使用承認申請書 木古内町町有バスの管理及び使用に関する規程

240 建水 地域活性化施設使用申請書 木古内町地域活性化施設設置条例施行規則

242 建水 鶴岡農村公園使用申請書（任意様式） なし

247 建水 木古内町公用車使用許可申請書兼誓約書 木古内町公用自動車の貸出に関する要綱

249 建水 寄附申出書（任意様式） なし

252 建水 委託業務完了検査証 -

253 建水 工事検査結果通知書 木古内町建設工事執行規則

254 建水 工事監督員任命通知書 木古内町建設工事執行規則

255 建水 工事受渡書 木古内町請負工事検査要領

256 建水 通行制限許可証 -

257 建水 樋門樋管操作委託業務管理人通知書 -

258 建水 都市計画法第35条の2第4項のよる協議書 -



番号 所管課 申請書名・届出書名 根拠条例等

259 建水 河川占用廃止届 -

260 建水 土地所管の確認書 -

261 建水 測量成果承認書 -

262 建水 施工承認書 -

263 建水 木古内町公営住宅入居申込書
木古内町公営住宅の設置及び管理に関する条例施
行規則

264 建水 同意書
木古内町公営住宅の設置及び管理に関する条例施
行規則

266 建水 木古内町公営住宅同居承認申請書
木古内町公営住宅の設置及び管理に関する条例施
行規則

267 建水 木古内町公営住宅入居承継承認申請書
木古内町公営住宅の設置及び管理に関する条例施
行規則

268 建水 木古内町公営住宅収入申告書
木古内町公営住宅の設置及び管理に関する条例施
行規則

269 建水 所得照会に関する同意書（任意様式）

270 建水 木古内町公営住宅収入認定及び家賃決定に対する意見申出書
木古内町公営住宅の設置及び管理に関する条例施
行規則

271 建水 木古内町公営住宅家賃（敷金）減免申請書
木古内町公営住宅の設置及び管理に関する条例施
行規則

272 建水 木古内町公営住宅家賃（敷金）徴収猶予申請書
木古内町公営住宅の設置及び管理に関する条例施
行規則

273 建水 木古内町公営住宅模様替え・増築承認申請書
木古内町公営住宅の設置及び管理に関する条例施
行規則

274 建水 木古内町公営住宅収入超過者・高額所得者の認定に対する意見申出書
木古内町公営住宅の設置及び管理に関する条例施
行規則



番号 所管課 申請書名・届出書名 根拠条例等

275 建水 公営住宅の建替による新たな住宅への入居希望申出書
木古内町公営住宅の設置及び管理に関する条例施
行規則

276 建水 木古内町公営住宅退去届
木古内町公営住宅の設置及び管理に関する条例施
行規則

277 建水 敷金委任状（任意様式）

278 建水 敷金返金請求書（任意様式）

279 建水 木古内町公営住宅駐車場使用申込書
木古内町公営住宅の設置及び管理に関する条例施
行規則

280 建水 木古内町公営住宅駐車場の使用に関する確約書
木古内町公営住宅の設置及び管理に関する条例施
行規則

281 建水 木古内町公営住宅同居者異動届
木古内町公営住宅の設置及び管理に関する条例施
行規則

282 建水 木古内町特公賃住宅入居申込書
木古内町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関す
る条例施行規則

283 建水 同意書
木古内町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関す
る条例施行規則

284 建水 木古内町特公賃住宅入居誓約書
木古内町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関す
る条例施行規則

286 建水 木古内町特公賃住宅同居者異動届
木古内町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関す
る条例施行規則

287 建水 木古内町特公賃住宅一時不使用届
木古内町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関す
る条例施行規則

288 建水 木古内町特公賃住宅継承承認申請書
木古内町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関す
る条例施行規則

289 建水 木古内町特公賃住宅同居承認申請書
木古内町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関す
る条例施行規則

290 建水 木古内町特公賃公営住宅家賃減免申請書
木古内町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関す
る条例施行規則



番号 所管課 申請書名・届出書名 根拠条例等

291 建水 木古内町特公賃住宅退去届
木古内町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関す
る条例施行規則

292 建水 木古内町特公賃住宅退去検査調書
木古内町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関す
る条例施行規則

293 建水 住宅入居申込書

294 建水 木古内町港団地集会室使用許可申請書（任意様式）

314 建水 排水設備計画確認申請書 木古内町下水道条例施行規則

315 建水 排水設備工事完成届書 木古内町下水道条例施行規則

316 建水 除外施設設置計画届書 木古内町下水道条例施行規則

317 建水 公共下水道使用開始（休止・廃止・再開）届書 木古内町下水道条例施行規則

318 建水
悪質下水の排除開始（休止・廃止・再開）
　　　　　排除水量（水質）変更届書

木古内町下水道条例施行規則

320 建水 制限行為（許可事項の変更）許可申請書 木古内町下水道条例施行規則



番号 所管課 申請書名・届出書名 根拠条例等

338 保福
自立支援医療（精神通院申請）同意書
（世帯の課税状況の照会）

木古内町個人情報保護条例

339 保福
自立支援医療（育成・更生医療）支給決定認定申請
書

木古内町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

341 保福 自立支援医療（育成・更生医療）変更届
木古内町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

342 保福
自立支援医療（育成・更生医療）同意書
（世帯の課税状況の照会）

木古内町個人情報保護条例

343 保福 障害者日常生活用具給付申請書 木古内町障害者日常生活用具給付事業実施要網

344 保福 障害者日常生活用具給付券 木古内町障害者日常生活用具給付事業実施要網

345 保福
日常生活用具給付申請同意書
（世帯の課税状況の照会）

木古内町個人情報保護条例

346 保福 補装具費支給申請書
木古内町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

347 保福 補装具費支給券

348 保福
補装具費支給申請同意書
（世帯の課税状況の照会）

木古内町個人情報保護条例

349 保福 代理受領に係る補装具費支払い請求書兼委任状
木古内町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

356 保福
特別障害者手当認定請求同意書
（世帯の課税状況の照会）

木古内町個人情報保護条例

359 保福
NHK放送受信料免除申請同意書
（世帯の課税状況の照会）

木古内町個人情報保護条例

360 保福 養育医療給付申請書 木古内町母子保健法施行細則

361 保福 低体重出生届 木古内町母子保健法施行細則



番号 所管課 申請書名・届出書名 根拠条例等

362 保福 養育医療継続申請書 木古内町母子保健法施行細則

363 保福 徴収金減免申請書 木古内町母子保健法施行細則

364 保福

障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・
免除等変更申請書
障害児通所給付費の支給の決定に係る調査について
の同意（世帯の課税状況の照会）

木古内町児童福祉法施行細則

366 保福 特例障害児童通所給付費支給申請書 木古内町児童福祉法施行細則

367 保福 高額障害児通所・入所給付費支給申請書 木古内町児童福祉法施行細則

368 保福
（障害児）計画相談支援給付費・障害児相談支援給
付費支給申請書

木古内町児童福祉法施行細則

369 保福 計画相談支援・障害児相談支援依頼（変更）届出書 木古内町児童福祉法施行細則

370 保福
（障害者）計画相談支援給付費・障害児相談支援給
付費支給申請書

木古内町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

371 保福
障害福祉サービス等に係る減免申請同意書（世帯の
課税状況の照会）

375 保福 日中一時支援事業利用申請書 木古内町日中一時支援事業実施要綱

376 保福 日中一時支援事業利用変更申請書 木古内町日中一時支援事業実施要綱

378 保福 木古内町地域活動支援センター事業利用申請書 木古内町地域活動支援センター事業実施要綱



番号 所管課 申請書名・届出書名 根拠条例等

379 保福 木古内町地域活動支援センター事業利用辞退届 木古内町地域活動支援センター事業実施要綱

388 保福
風しん予防接種費用助成申請書　　　　　（第1号様
式）

木古内町風しん予防接種費用助成事業実施要項

391 保福 エキノコックス症検査同意書

392 保福 木古内町家族介護慰労金支給申請書 木古内町家族介護慰労金支給要綱

393 保福 介護予防及び生活支援サービス利用申請書 木古内町介護予防及び生活支援サービス実施要領

394 保福 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書
木古内町社会福祉法人等による生計困難者等に対
する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度
事業実施要綱

395 保福
収入等申告書
（社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書）

木古内町社会福祉法人等による生計困難者等に対
する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度
事業実施要綱

396 保福
社会福祉法人等利用者負担軽減対象者住民氏名等変
更届
社会福祉法人等利用者負担軽減資格喪失届

木古内町社会福祉法人等による生計困難者等に対
する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度
事業実施要綱

399 保福 在宅要介護老人福祉サービス申請書 木古内町在宅要介護老人福祉サービス実施要領

400 保福 木古内町小規模多機能型居宅介護施設利用申請書
木古内町小規模多機能型居宅介護施設の設置及び
管理に関する条例施行規則

401 保福 木古内町小規模多機能型居宅介護施設利用中止届
木古内町小規模多機能型居宅介護施設の設置及び
管理に関する条例施行規則

403 保福 家族介護用品給付申請書 木古内町家族介護用品の給付に関する要綱



番号 所管課 申請書名・届出書名 根拠条例等

405 保福 木古内町介護従事者待遇改善事業実績報告書 木古内町介護従事者待遇改善事業助成金交付要綱

406 保福 木古内町介護従事者待遇改善事業費助成金(概算払)請求書 木古内町介護従事者待遇改善事業助成金交付要綱

408 保福 変更届出書
木古内町指定介護予防支援事業所の指定等に関す
る規則

412 保福 変更届出書
木古内町指定地域密着型サービス事業所及び指定
地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関
する規則

415 保福 介護予防・日常生活支援サービス事業利用・終了申請書
木古内町介護予防・日常生活支援総合事業実施要
綱

416 保福 介護予防・日常生活支援サービス計画作成依頼（変更）申請書
木古内町介護予防・日常生活支援総合事業実施要
綱

418 保福 高額介護予防サービス費相当事業支給申請書
木古内町介護予防・日常生活支援総合事業実施要
綱

419 保福 高額医療合算介護予防サービス費相当事業支給申請書
木古内町介護予防・日常生活支援総合事業実施要
綱

420 保福 介護予防・日常生活支援サービス事業利用者負担額変額・免除申請書
木古内町介護予防・日常生活支援総合事業実施要
綱

421 保福 居宅サービス計画作成依頼（変更）届出書 木古内町介護保険条例施行規則

424 保福 介護保険特例サービス費等支給申請書（受領委任用） 木古内町介護保険条例施行規則

425 保福 介護保険福祉用具購入費支給申請書 木古内町介護保険条例施行規則

426 保福 介護保険住宅改修費支給申請書 木古内町介護保険条例施行規則

428 保福 介護保険負担限度額認定申請書 木古内町介護保険条例施行規則

430 保福 介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書 木古内町介護保険条例施行規則



番号 所管課 申請書名・届出書名 根拠条例等

432 保福 介護保険料の決定に関する申告書 木古内町介護保険条例施行規則

433 保福 介護保険給付費等受領委任払いに係る委任状 木古内町介護保険受領委任払制度実施要綱

434 保福 木古内町緊急通報器具貸与申請書 木古内町緊急通報器具貸与事業運営要綱

437 保福 屋根の雪下ろし等助成事業実績報告書
木古内町高齢者等屋根の雪下ろし等助成事業実施
要綱

438 保福 屋根の雪下ろし等助成事業助成金受領委任状
木古内町高齢者等屋根の雪下ろし等助成事業実施
要綱

439 保福 木古内町高齢者交流センター使用申請書
木古内町高齢者交流センター設置及び管理に関す
る条例施行規則

448 保福 移送サービス利用申請書
木古内町寝たきり老人等移送サービス事業実施要
綱

451 保福 介護予防支援サービス計画作成依頼届

455 保福 軽度者に対する福祉用具貸与例外給付確認申請書


