
押印を廃止する手続一覧 ※令和4年4月1日現在

条例・規則・マニュアル等の名称 押印規定・押印欄がある書面 （新）担当部署

枚方市災害見舞金品等給付条例施行規則 災害見舞金品等受給申請書（別記様式） 危機管理政策課

診断書（様式第1号） 危機管理政策課

繰上償還申出書（様式第4号） 危機管理政策課

償還金支払猶予申請書（様式第5号） 危機管理政策課

違約金支払免除申請書（様式第6号） 危機管理政策課

災害援護資金償還免除申請書（様式第7号） 危機管理政策課

氏名等変更届（様式第8号） 危機管理政策課

枚方市児童福祉施設等条例施行規則 助産施設入所申込書（別記様式） 子ども相談課

児童福祉施設等に係る徴収金等に関する規則 助産施設・母子生活支援施設入所徴収金減免申請書（様式第2号） 子ども相談課

母子・父子・寡婦福祉資金繰上償還申請書（様式第5号） 子ども相談課

母子・父子・寡婦福祉資金貸付金償還期間（償還方法）変更申請書（様式第6号） 子ども相談課

母子・父子・寡婦福祉資金据置期間延⾧申請書（様式第7号） 子ども相談課

氏名等変更届（様式第9号） 子ども相談課

資格変動届（様式第11号） 子ども相談課

母子・父子・寡婦福祉資金貸付金違約金免除申請書（様式第13号） 子ども相談課

母子・父子・寡婦福祉資金貸付金償還金支払猶予申請書（様式第14号） 子ども相談課

母子・父子・寡婦福祉資金貸付金償還免除申請書（様式第15号） 子ども相談課

枚方市⾧の職務に係る倫理に関する条例施行規則 調査請求書（様式第1号） 秘書課

枚方市キャラクターひこぼしくんの着ぐるみの貸出しに関する要綱 ひこぼしくん着ぐるみ使用申込書 広報プロモーション課

― 自治会掲示板交付申請書 市民活動課

― 枚方市ＮＰＯ活動応援基金 団体登録申請書 市民活動課

― 枚方市ＮＰＯ活動応援基金 交付申請書 市民活動課

― 枚方市ＮＰＯ活動応援基金 交付請求書 市民活動課

― 枚方市ＮＰＯ活動応援基金 着手報告書 市民活動課

― 枚方市ＮＰＯ活動応援基金 中間報告書 市民活動課

― 枚方市ＮＰＯ活動応援基金 事業等承認申請書 市民活動課

― 枚方市ＮＰＯ活動応援基金 完了報告書 市民活動課

― 枚方市ＮＰＯ活動応援基金 実績報告書 市民活動課

― 枚方市ＮＰＯ活動応援基金 概算交付請求書 市民活動課

― 枚方市立サプリ村野ＮＰＯセンター⾧期利用室使用（更新）許可申請書 市民活動課

― 還付金受領書※サプリ村野NPOセンター使用料還付申請関係 市民活動課

枚方市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例施

行規則
指定申請書（様式第1号） 行革推進課

― 指定管理者指定申請に関する誓約書 行革推進課

印鑑登録申請書（様式第1号） 市民課

印鑑登録証受領書（様式第6号） 市民課

印鑑登録証再交付申請書（様式第7号） 市民課

印鑑登録廃止届書（様式第8号） 市民課

住居新築届（第1号様式） 市民課

住居表示付番（変更、廃止）申出書（第2号様式） 市民課

― 改葬許可申請書 地域サービス課

― 火葬証明交付申請書 地域サービス課

枚方市国民健康保険一部負担金の減免等の措置に関する規則 国民健康保険一部負担金免除・徴収猶予申請書（様式第1号） 国民健康保険課

― 後期高齢者医療被保険者証受領書 後期高齢者医療課

― 後期高齢者医療保険料減免申請書 後期高齢者医療課

― 後期高齢者医療保険料還付・充当のお知らせ 後期高齢者医療課

― 後期高齢者医療保険料年金引去り中止申請書 後期高齢者医療課

― 後期高齢者医療保険料納付方法変更申請書（撤回届） 後期高齢者医療課

― 後期高齢者医療保険料分納誓約書 後期高齢者医療課

― 国民健康保険療養費支給申請書 国民健康保険課

― 国民健康保険食事療養費（標準負担額）差額支給申請書兼請求書 国民健康保険課

― 国民健康保険移送費支給申請書 国民健康保険課

― 国民健康保険出産育児一時金支給申請書兼請求書 国民健康保険課

― 国民健康保険葬祭費支給申請書兼請求書 国民健康保険課

枚方市印鑑条例施行規則

枚方市住居表示に関する条例施行規則

枚方市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

枚方市母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付規則



― 国民健康保険傷病手当金支給申請書 国民健康保険課

― 国民健康保険特定疾病療受療証交付申請書 国民健康保険課

― 「医療費のお知らせ」再交付申請書 国民健康保険課

― 枚方市国民健康保険料・後期高齢者医療保険料 預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書 国民健康保険課・後期高齢者医療課

― 国民健康保険高額療養費支給申請書 国民健康保険課

― 国民健康保険高額療養費支給申請書（委任払） 国民健康保険課

― 国民健康保険料に関する所得申告書（報告書） 国民健康保険課

― 国民健康保険基準収入額適用申請書 国民健康保険課

― 国民健康保険 被保険者給付資格証明書交付申請書 兼 誓約書 国民健康保険課

― 国民健康保険料過誤納金 口座振込依頼書 国民健康保険課

― 国民健康保険料減免申請書 国民健康保険課

― 分納誓約書 国民健康保険課

― 国民健康保険料延滞金減免申請書 国民健康保険課

― 弁明書 国民健康保険課

― 委任状 国民健康保険課

― 児童手当 認定請求書 年金児童手当課

― 児童手当 額改定請求（増額） 年金児童手当課

― 児童手当 額改定届（減額） 年金児童手当課

― 児童手当 変更届（住所、口座、氏名） 年金児童手当課

― 児童手当 受給事由消滅届 年金児童手当課

― 児童手当 別居監護申立書 年金児童手当課

― 児童手当 養育申立書 年金児童手当課

― 児童手当 現況届 年金児童手当課

― 児童手当 児童手当・特例給付 情報提供申出書 年金児童手当課

― 児童手当 取下書 年金児童手当課

― 児童手当 児童手当等の受給資格に係る申立書（未成年後見人） 年金児童手当課

― 児童手当 児童手当 父母指定者指定届 年金児童手当課

― 児童手当 同意書 年金児童手当課

― 児童手当 同意書 年金児童手当課

― 児童手当 申立書 年金児童手当課

― 児童手当 申立書 年金児童手当課

― 児童手当 児童手当等の受給資格に係る申立書 年金児童手当課

― 児童手当 児童手当過誤払返納金納付・分納誓約書 年金児童手当課

― 児童手当 児童手当過誤払返納金納付・分納誓約書 年金児童手当課

― 児童手当 申立書 年金児童手当課

― 児童手当 児童手当等に係る海外留学に関する申立書 年金児童手当課

― 児童手当 児童手当・特例給付 受給資格に関する証明 交付申請書 年金児童手当課

― 児童手当 未支払児童手当請求書 年金児童手当課

― 児童手当 児童手当 遅延理由書 年金児童手当課

― 児童手当 委任状 年金児童手当課

― 児童手当 住所要件に関する申立書 年金児童手当課

― 児童手当 児童手当・特例給付 個人番号変更等申出書 年金児童手当課

― 児童手当 児童手当・特例給付 個人番号提供の申出書 年金児童手当課

― 児童扶養手当 認定請求書 年金児童手当課

― 児童扶養手当 額改定請求書（増額） 年金児童手当課

― 児童扶養手当 額改定届（減額） 年金児童手当課

― 児童扶養手当 支給停止関係届 年金児童手当課

― 児童扶養手当 公的年金等受給状況届 年金児童手当課

― 児童扶養手当 一部支給停止適用除外事由届 年金児童手当課

― 児童扶養手当 別居監護申立書 年金児童手当課

― 児童扶養手当 現況届 年金児童手当課

― 児童扶養手当 資格喪失届 年金児童手当課

― 児童扶養手当 市外転出届 年金児童手当課

― 児童扶養手当 氏名・住所・支払い金融機関変更届 年金児童手当課

― 児童扶養手当 有期再認定請求書 年金児童手当課

― 児童扶養手当 証書亡失届 兼 再発行請求書 年金児童手当課

― 児童扶養手当 児童扶養手当所得状況届 年金児童手当課



― 児童扶養手当 養育費に関する申告書 年金児童手当課

― 児童扶養手当 養育費に関する申告書 年金児童手当課

― 児童扶養手当 下記のとおり「児童扶養手当 認定請求書」または「児童扶養手当 額改定請求書」「児

童扶養手当 支給停止関係届」に必要な個人番号を提供します。
年金児童手当課

― 児童扶養手当 申立書 年金児童手当課

― 児童扶養手当 申立書 年金児童手当課

― 児童扶養手当 申立書 年金児童手当課

― 児童扶養手当 申立書（現況届用） 年金児童手当課

― 児童扶養手当 下記のとおり、児童扶養手当の認定に必要な個人番号を提供します。 年金児童手当課

― 児童扶養手当 事実婚解消申立書 年金児童手当課

― 児童扶養手当 調書 年金児童手当課

― 児童扶養手当 児童扶養手当過誤払返納金納付・分納誓約書 年金児童手当課

― 児童扶養手当 児童扶養手当受給事由変更届 年金児童手当課

― 児童扶養手当 児童扶養手当受給者死亡届 兼 未支払手当請求書 年金児童手当課

― 児童扶養手当 取下届 年金児童手当課

― 児童扶養手当 第1号申立書 年金児童手当課

― 児童扶養手当 解消申立書 年金児童手当課

― 児童扶養手当 解消申立書 年金児童手当課

― 児童扶養手当 住所要件に関する申立書 年金児童手当課

― 児童扶養手当 監護申立書 年金児童手当課

― 児童扶養手当 同意書 年金児童手当課

― 児童扶養手当 受給要件に関する申立書 年金児童手当課

― 児童扶養手当 養育申立書 年金児童手当課

― 児童扶養手当 同意書 年金児童手当課

― 特別児童扶養手当 認定請求書 年金児童手当課

― 特別児童扶養手当 額改定請求書（増額） 年金児童手当課

― 特別児童扶養手当 有期再認定請求書 年金児童手当課

― 特別児童扶養手当 額改定届（減額） 年金児童手当課

― 特別児童扶養手当 資格喪失届 年金児童手当課

― 特別児童扶養手当 受給者死亡届 年金児童手当課

― 特別児童扶養手当 未支払手当請求書 年金児童手当課

― 特別児童扶養手当 所得状況変更届兼支給停止関係届 年金児童手当課

― 特別児童扶養手当 氏名・住所（・支払金融機関）変更届 年金児童手当課

― 特別児童扶養手当 振込先口座申出書 年金児童手当課

― 特別児童扶養手当 証書亡失届・再交付申請書 年金児童手当課

― 特別児童扶養手当 別居監護申立書 年金児童手当課

― 特別児童扶養手当 住所要件に関する申立書 年金児童手当課

― 特別児童扶養手当 （養育者・別居監護・住所要件）解消申立書 年金児童手当課

― 特別児童扶養手当 所得状況届 年金児童手当課

― 特別児童扶養手当 手当受給証明願 年金児童手当課

― 特別児童扶養手当 同意書 年金児童手当課

― 特別児童扶養手当 不備書類ふせん 年金児童手当課

―  特別児童扶養手当 遅延理由書（療育手帳用） 年金児童手当課

―  特別児童扶養手当 遅延理由書（身体障害者手帳用） 年金児童手当課

―  特別児童扶養手当 遅延理由書（診断書用） 年金児童手当課

―  特別児童扶養手当 理由書（遅延理由書 白紙版） 年金児童手当課

― 特別児童扶養手当 養育申立書 年金児童手当課

―  特別児童扶養手当 申立書（虚偽報告の場合の処罰規定文入り） 年金児童手当課

― 特別児童扶養手当 特別地黄扶養手当における16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書 年金児童手当課

― 特別児童扶養手当 特別児童扶養手当の所得状況届に必要な個人情報を提供します。 年金児童手当課

枚方市養育医療に関する規則 養育医療券再交付申請書（様式第3号） 医療助成課

枚方市心臓病児手術見舞金給付規則 心臓病児手術見舞金給付申請書（様式第1号） 医療助成課

一部自己負担額償還申請書（様式第1号） 医療助成課

医療費助成申請書（様式第2号） 医療助成課

子ども医療証（入・通院）交付申請書（様式第4号） 医療助成課

食事療養標準負担額助成証明書交付申請書（様式第4号の2） 医療助成課

受給資格変更（喪失）届（様式第6号） 医療助成課

枚方市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則



一部自己負担額償還申請書（様式第1号） 医療助成課

ひとり親家庭医療医療証交付（更新）申請書（様式第2号） 医療助成課

受給資格変更（喪失）届（様式第5号） 医療助成課

医療費助成申請書（様式第6号） 医療助成課

一部自己負担額償還申請書（様式第1号） 医療助成課

障害者医療医療証交付（更新）申請書（様式第2号） 医療助成課

医療費助成申請書（様式第5号） 医療助成課

受給資格変更（喪失）届（様式第6号） 医療助成課

― 福祉医療費助成 自動償還依頼書（各医療共通（自動償還）） 医療助成課

相続人代表者指定（変更）届（様式第4号） 市民税課

徴収の猶予申請書（様式第7号その1） 納税課

徴収の猶予期間延⾧申請書（様式第7号その2） 納税課

換価の猶予申請書（様式第7号その3） 納税課

換価の猶予期間延⾧申請書（様式第7号その4） 納税課

延滞金減免申請書（様式第11号） 納税課

納税管理人申告書・承認申請書（様式第15号） 納税課

納税管理人免除申請書（様式第16号） 納税課

市民税・府民税減免申請書（様式第17号その1） 市民税課

法人等の市民税減免申請書（様式第17号その2） 市民税課

固定資産税・都市計画税減免申請書（様式第17号その3） 市民税課

軽自動車税（種別割）減免申請書（様式第17号その4） 市民税課

軽自動車税（種別割）減免事由消滅申告書（様式第17号その5） 市民税課

軽自動車税（種別割）減免事由消滅申告書（様式第17号その6） 市民税課

事業所税減免申請書（様式第17号その7） 市民税課

市民税・府民税納入申告書（退職所得分）（様式第22号その３） 市民税課

市・府民税申告書（様式第２３号その１） 市民税課

市・府民税申告書（上場時株式等の住民税課税方式の選択）（様式第２３号その２） 市民税課

法人設立・設置届書及び異動届（様式第24号その3） 市民税課

市・府民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書（様式第25号） 市民税課

固定資産税非課税適用申告書（様式第32号その1） 資産税課

固定資産税非課税適用申告書（様式第32号その2） 資産税課

固定資産税非課税適用申告書（様式第32号その3） 資産税課

固定資産税課税免除適用申告書（様式第33号） 資産税課

住宅用地申告書（様式第34号） 資産税課

継続住宅用地認定申告書（様式第35号） 資産税課

被災住宅用地申告書（様式第36号） 資産税課

新築軽減適用申告書（様式第37号その1） 資産税課

住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書（様式第37号その2） 資産税課

住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額申告書（様式第37号その3） 資産税課

住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額申告書（様式第37号その4） 資産税課

認定⾧期優良住宅新築軽減適用申告書（様式第37号その5） 資産税課

実演芸術公演施設のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税及び都市計画税の減額申告書（様式第37号の

2）
資産税課

宅地化農地認定申告書（様式第38号その1） 資産税課

宅地化農地に係る計画策定等の期限延⾧申請書（様式第38号その2） 資産税課

宅地化農地確認申請書（様式第38号その3） 資産税課

関西文化学術研究都市建設等に係る特例措置適用申請書（様式第40号） 資産税課

東日本大震災による滅失・損傷家屋に係る代替土地又は代替家屋に対する固定資産税及び都市計画税特例

適用申告書（様式第40号の2）
資産税課

東日本大震災による原子量発電所の事故に係る対象区域内家屋等に係る代替土地又は代替家屋に対する固

定資産税及び都市計画税特例適用申告書（様式第40号の3）
資産税課

原動機付自転車・小型特殊自動車申告済証・廃車申告受付書再交付申請書（様式第48号） 市民税課

原動機付自転車等試乗標識交付・更新申請書（様式第50号） 市民税課

市たばこ税の申告書・修正申告書（様式第52号） 市民税課

鉱産税納付申告書（様式第53号） 市民税課

特別土地保有税申告書（様式第55号その1・その2） 資産税課

枚方市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則

枚方市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則

枚方市税条例施行規則



非課税土地・特例譲渡・免除土地認定申請書（様式第56号その1） 資産税課

非課税土地・特例譲渡・免除土地確認申請書（様式第56号その2） 資産税課

納税義務の免除に係る期間の延⾧申請書（様式第56号その3） 資産税課

免除認定申請書（様式第56号その4） 資産税課

特別土地保有税減免申請書（様式第59号） 資産税課

入湯税納入申告書（様式第60号） 市民税課

入湯税に係る経営申告書（様式第61号） 市民税課

入湯税に係る経営異動申告書（様式第62号） 市民税課

事業所用家屋の貸付状況報告書（様式第66号） 市民税課

家屋評価マニュアル 新築家屋の所有者申出書《新築分》 資産税課

土地再調査申請書 資産税課

課税保留申請書 資産税課

一部課税保留申請書 資産税課

農地分離評価申請書 資産税課

現況農地評価申請書 資産税課

一時利用計画書 資産税課

住宅用家屋証明願 資産税課

居住申立書 資産税課

申立書（同居している親族用） 資産税課

申立書（新しく入居する親族用） 資産税課

誓約書 資産税課

ー 住所（納税通知書送付先）変更届 資産税課

ー 固定資産税・都市計画税（相続人）変更届 資産税課

ー 共有代表者（納付書送付先）変更申出書 資産税課

固定資産課税台帳に登載のない証明（令和） 資産税課

既存宅地証明 資産税課

特定市街化区域農地証明 資産税課

建築年次証明 資産税課

家屋台帳に登載されていない証明 資産税課

家屋の価格等の登録がない照明 資産税課

ー 課税標準の特例適用申請書 資産税課

延滞金及び遅延損害金減免申請書(様式第1号) 債権回収課

債務の承認及び納付誓約書（様式第2号） 債権回収課

資産等報告書（様式第1号） コンプライアンス推進課

資産等補充報告書（様式第2号） コンプライアンス推進課

所得等報告書（様式第3号） コンプライアンス推進課

関連会社等報告書（様式第4号） コンプライアンス推進課

審査請求書（様式第5号） コンプライアンス推進課

市営住宅入居申込書（様式第1号） 財産管理課

請書（様式第2号） 財産管理課

収入超過者・高額所得者認定に対する意見申出書（様式第3号） 財産管理課

収入申告書（様式第4号） 財産管理課

収入の認定に対する意見申出書（様式第5号） 財産管理課

家賃等減免・徴収猶予申請書（様式第6号） 財産管理課

高額所得者明渡し期限延⾧申請書（様式第7号） 財産管理課

一時不在承認申請書（様式第8号） 財産管理課

一時不在に係る帰宅届（様式第9号） 財産管理課

同居承認申請書（様式第10号） 財産管理課

異動届（様式第11号） 財産管理課

入居者・同居者氏名変更届（様式第12号） 財産管理課

入居者の地位の承継承認申請書（様式第13号） 財産管理課

共益費負担困難申出書（様式第14号） 財産管理課

市営住宅併用承認申請書（様式第15号） 財産管理課

模様替え・増築承認申請書（様式第16号） 財産管理課

住宅返還届（様式第17号） 財産管理課

市営住宅使用許可申請書（様式第18号） 財産管理課

使用状況報告書（様式第19号） 財産管理課

税務証明事務取扱要領

枚方市営住宅条例施行規則

政治倫理の確立のための枚方市⾧の資産等の公開に関する条例施行

規則

固定資産評価事務取扱要領(申請書様式集)

住宅用家屋証明マニュアル

枚方市債権管理及び回収に関する条例施行規則



駐車場使用料減免・徴収猶予申請書（様式第21号） 財産管理課

枚方市火入れに関する条例 火入許可申請書（様式第1号） 農業振興課

枚方市土地改良事業分担金・土地改良区徴収金減免申請書（様式第1号） 農業振興課

枚方市土地改良事業延滞金減免申請書（様式第2号） 農業振興課

枚方市土地改良事業等補助金交付要綱 枚方市土地改良事業等補助金交付申請書（様式第1号） 農業振興課

事業着手報告書（様式第4号） 農業振興課

事業完了報告書（様式第5号） 農業振興課

事業実績報告書（様式第6号） 農業振興課

事業計画変更承認申請書（様式第7号） 農業振興課

枚方市公共施設維持管理事業補助金交付要綱 枚方市公共施設維持管理事業補助金交付申請書（様式第1号） 農業振興課

事業完了報告書（様式第4号） 農業振興課

枚方市里山保全活動補助金交付申請書（様式第1号） 農業振興課

枚方市里山保全活動補助金実績報告書（様式第5号） 農業振興課

枚方市里山保全活動補助金交付請求書（様式第７号） 農業振興課

枚方市里山保全活動補助金変更承認申請書（様式第8号） 農業振興課

枚方市里山保全活動補助金（交付申請取下げ、補助事業中止・取り止め）届出書（様式第9号） 農業振興課

枚方市樹木粉砕機貸出事業実施要領 枚方市樹木粉砕機使用申込書（様式第1号） 農業振興課

枚方市樹木粉砕機使用報告書（様式第2号） 農業振興課

認定書・指定書再交付申請書（様式第1号） 文化財課

管理責任者選任・解任届（様式第2号） 文化財課

所有者変更届（様式第3号） 文化財課

所有者・管理責任者氏名等変更届（様式第4号） 文化財課

保持者の氏名・芸名・雅号等・住所変更届（様式第5号） 文化財課

保持者の死亡届（様式第6号） 文化財課

保持者の心身故障届（様式第7号） 文化財課

保持団体・保存団体名称・事務所所在地変更届（様式第8号） 文化財課

保持団体・保存団体代表者・管理人・構成員変更・異動届（様式第9号） 文化財課

保持団体・保存団体解散届（様式第10号） 文化財課

滅失等届（様式第11号） 文化財課

所在場所変更届（様式第12号） 文化財課

土地の所在等異動届（様式第13号） 文化財課

現状変更等許可申請書（様式第14号） 文化財課

現状変更等終了申請書（様式第15号） 文化財課

修理・復旧届（様式第16号） 文化財課

修理・復旧終了報告書（様式第17号） 文化財課

文化財等の取扱い等に関する要綱 文化財等特別利用申込書 文化財課

枚方市文化財保存事業補助金交付申請書 文化財課

枚方市文化財保存事業変更承認申請書 文化財課

枚方市文化財保存事業補助金実績報告書 文化財課

枚方市立旧田中家鋳物民俗資料館条例施行規則 枚方市立旧田中家鋳物民俗資料館体験工房等使用料還付申請書 文化財課

体育団体活動補助金交付申込書 スポーツ振興課

体育団体活動補助金交付請求書 スポーツ振興課

体育団体活動実績報告書 スポーツ振興課

枚方市スポーツ少年団活動事業補助金交付申込書 スポーツ振興課

枚方市スポーツ少年団活動事業補助金交付請求書 スポーツ振興課

枚方市スポーツ少年団活動事業実績報告書 スポーツ振興課

ケース記録票（様式第5号） 生活福祉課

保護開始（変更）申請書（様式第10号） 生活福祉課

資産申告書（様式第11号） 生活福祉課

収入申告書（様式第12号） 生活福祉課

求職活動状況申告書（様式第12号） 生活福祉課

葬祭扶助申請書（様式第13号） 生活福祉課

住宅補修計画書（様式第16号） 生活福祉課

生業計画書（様式第17号） 生活福祉課

就労自立給付金支給申請書（様式第18号） 生活福祉課

住宅確保給付金申請時確認書（様式第1号） 健康福祉総合相談課

住宅確保給付金変更支給申請書（様式第2号） 健康福祉総合相談課

枚方市里山保全活動補助金交付要綱

枚方市里山保全活動補助金交付基準

枚方市文化財保存事業補助金交付要綱

体育団体活動補助金交付要領

枚方市スポーツ少年団活動事業補助金交付要領

枚方市生活保護法施行細則

枚方市生活困窮者住居確保給付金の支給に関する規則

枚方市土地改良事業分担金等条例施行規則

枚方市文化財保護条例施行規則



生活困窮者住宅確保給付金支給申請書（様式第3号） 健康福祉総合相談課

住宅確保給付金支給停止届（様式第4号） 健康福祉総合相談課

住宅確保給付金支給再開申請書（様式第5号） 健康福祉総合相談課

特例障害児通所給付費支給申請書（様式第7号） 障害支援課

障害児通所給付費等特例認定申請書（様式第8号） 障害支援課

計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書（様式第10号） 障害支援課

養護受託申出書（様式第9号） 健康福祉総合相談課

入所受託（不承認）書（様式第10号） 健康福祉総合相談課

養護受託（不承認）書（様式第11号） 健康福祉総合相談課

葬祭受託（不承認）書（様式第12号） 健康福祉総合相談課

措置費請求書（様式第13号） 健康福祉総合相談課

措置費精算書（様式第14号） 健康福祉総合相談課

被措置者状況変更届（様式第15号） 健康福祉総合相談課

老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則 収入申告書（別記様式） 健康福祉総合相談課

介護保険サービスの種類指定変更申請書（様式第8号） ⾧寿・介護保険課

介護保険居宅介護（介護予防）サービス費等支給申請書（様式第13号） ⾧寿・介護保険課

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14号） ⾧寿・介護保険課

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16号） ⾧寿・介護保険課

介護保険高額介護（介護予防）サービス費支給申請書（様式第17号） ⾧寿・介護保険課

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（様式第17号の2） ⾧寿・介護保険課

介護保険特定入所者介護（介護予防）サービス費差額支給申請書（様式第19号） ⾧寿・介護保険課

介護保険減免申請書（様式第25号） ⾧寿・介護保険課

自立支援医療費（更生医療）支給認定申請書（様式第11号） 障害支援課

自立支援医療費（育成医療）支給認定申請書（様式第12号） 障害支援課

自立支援医療費（更生医療）受給者証等記載事項変更届出書（様式第15号） 障害支援課

自立支援医療費（育成医療）受給者証等記載事項変更届出書（様式第16号） 障害支援課

自立支援医療費（更生医療）受給者証再交付申請書（様式第17号） 障害支援課

自立支援医療費（育成医療）受給者証再交付申請書（様式第18号） 障害支援課

身体障害者手帳交付申請書（様式第1号） 障害支援課

変更届（身体障害者手帳）（様式第2号） 障害支援課

身体障害者手帳返還届（様式第3号） 障害支援課

収入申告書（様式第1号） 障害支援課

所得税額等申告書（様式第2号） 障害支援課

措置費徴収金減免申請書（様式第3号） 障害支援課

収入申告書（様式第1号） 障害支援課

所得税額等申告書（様式第2号） 障害支援課

措置費徴収金減免申請書（様式第3号） 障害支援課

精神障害者保健福祉手帳申請書（様式第1号） 障害支援課

精神障害者保健福祉手帳記載事項変更届（様式第2号） 障害支援課

精神障害者保健福祉手帳返還届（様式第4号） 障害支援課

施術所開設届出書（様式第1号） 保健医療課

施術所開設届出事項変更届出書（様式第2号） 保健医療課

施術所休止等届出書（様式第3号） 保健医療課

出張施術業務開始届出書（様式第4号） 保健医療課

出張施術業務休止・廃止・再開届出書（様式第5号） 保健医療課

潜在施術業務開始届出書（様式第6号） 保健医療課

施術所開設届出書（様式第1号） 保健医療課

施術所開設届出事項変更届出書（様式第2号） 保健医療課

施術所休止等届出書（様式第3号） 保健医療課

歯科技工所開設届出書（様式第1号） 保健医療課

歯科技工所開設届出事項変更届出書（様式第2号） 保健医療課

歯科技工所休止等届出書（様式第3号） 保健医療課

浄化槽保守点検業登録申請書（様式第1号） 保健衛生課

誓約書（様式第2号） 保健衛生課

浄化槽保守点検業登録証書換え交付申請書（様式第6号） 保健衛生課

浄化槽保守点検業登録証再交付申請書（様式第7号） 保健衛生課

浄化槽保守点検業変更届出書（様式第8号） 保健衛生課

身体障害者福祉法による措置に係る費用の徴収に関する規則

枚方市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則

知的障害者福祉法による措置に係る費用の徴収に関する規則

枚方市介護保険に関する規則

枚方市身体障害者福祉法施行細則

枚方市老人福祉法施行細則

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よ

る支給に関する規則

枚方市障害児通所給付費、障害児相談支援給付費等の支給決定等に

関する規則

枚方市あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

に規定する施術所及び業務に係る届出に関する規則

枚方市柔道整復師法に規定する施術所の届出に関する規則

枚方市歯科技工士法に規定する歯科技工所の届出に関する規則

枚方市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則



浄化槽保守点検業廃業等届出書（様式第9号） 保健衛生課

温泉利用許可申請書（様式第1号） 保健衛生課

誓約書（様式第2号） 保健衛生課

温泉利用合併承継承認申請書（様式第3号） 保健衛生課

温泉利用分割承継承認申請書（様式第4号） 保健衛生課

温泉利用相続承継承認申請書（様式第5号） 保健衛生課

温泉成分等掲示内容（変更）届出書（様式第6号） 保健衛生課

温泉利用変更届出書（様式第7号） 保健衛生課

温泉利用状況等報告書（様式第8号） 保健衛生課

温泉利用廃止等届出書（様式第9号） 保健衛生課

枚方市狂犬病予防法施行細則 抑留犬返還申請書（様式第4号） 保健衛生課

犬・猫引取申請書（様式第1号） 保健衛生課

犬・猫等返還申請書（様式第2号） 保健衛生課

鑑札及び狂犬病予防注射済票の返納報告書 保健衛生課

預託希望枚数報告書 保健衛生課

受領書 保健衛生課

収納実績報告書 保健衛生課

収納実績報告書（集合注射用） 保健衛生課

動物調査票及び誓約書 保健衛生課

飼育申出書及び誓約書 保健衛生課

ー 捕獲器貸出申込書 保健衛生課

ー 犬・猫所有権放棄届 保健衛生課

枚方市における収容動物譲渡実施要領 動物の譲渡データ登録申請書 保健衛生課

ー 評価書（市職員押印部のため行革に報告不要） 保健衛生課

ー 誓約書（抑留犬返還時等に使用 枚方市⾧宛） 保健衛生課

ー 誓約書（抑留犬返還時等に使用 枚方市保健所⾧宛） 保健衛生課

枚方市猫不妊手術費補助金交付申請書（申請者・届出者のみ押印廃止する） 保健衛生課

枚方市地域猫不妊手術費補助金交付申請書（代表者・届出者のみ押印廃止する） 保健衛生課

ー 誓約書（保護責任者用 代表者職氏名部は押印残す） 保健衛生課

ー 借用書（物件及びデータ貸出時に使用） 保健衛生課

ー 請求書（押印表示を残す） 保健衛生課

厚生労働省（狂犬病予防法施行規則） 狂犬病予防注射済証 保健衛生課

ー 飼い犬咬傷届出書 保健衛生課

ー 指導注意票（枚方市⾧宛） 保健衛生課

ー 指導注意票（枚方市保健所⾧宛） 保健衛生課

ー 命令書 保健衛生課

小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書（様式第1号） 保健予防課

小児慢性特定疾病医療受給者証等記載事項変更届（様式第2号） 保健予防課

小児慢性特定疾病医療受給者証再交付申請書（様式第3号） 保健予防課

小児慢性特定疾病医療費支給認定変更申請書（様式第4号） 保健予防課

小児慢性特定疾病指定医指定申請書（様式第6号） 保健予防課

小児慢性特定疾病指定医更新申請書（様式第7号） 保健予防課

小児慢性特定疾病指定医変更届出書（様式第8号） 保健予防課

辞退届（様式第9号） 保健予防課

指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書（様式第10号・第11号・第12号） 保健予防課

指定小児慢性特定疾病医療機関更新申請書（様式第13号・第14号・第15号） 保健予防課

指定小児慢性特定疾病医療機関変更届出書（様式第16号・第17号・第18号） 保健予防課

指定小児慢性特定疾病医療機関休止等届（様式第19号） 保健予防課

指定小児慢性特定疾病医療機関辞退申出書（様式第20号） 保健予防課

感染症患者(入院勧告による入院)医療費公費負担申請書（様式第1号） 保健予防課

感染症患者(結核・通院)医療費公費負担申請書（様式第2号） 保健予防課

枚方市療育の給付に関する規則 誓約書（様式第4号）※申請者のみ 保健予防課

枚方市幼稚園等の利用者負担額等に関する規則 枚方市立幼稚園預かり保育料減免申請書（別記様式） 公立保育幼稚園課

― 公立保育所給食費 還付・減額申請書 公立保育幼稚園課

― 公立保育所給食費 納付誓約書 公立保育幼稚園課

― 独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度への加入について(同意書)(幼稚園) 公立保育幼稚園課

― 枚方市立幼稚園預かり保育料還付請求書 公立保育幼稚園課

枚方市温泉法に規定する許可、届出等に関する規則

枚方市動物の愛護及び管理に関する規則

犬の登録及び狂犬病予防注射済票交付事務取扱要領

枚方市犬猫飼い主探し掲示板に関する要領

枚方市猫不妊手術費補助金交付要領

枚方市感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第

37条第1項又は第37条の2第1項に規定する医療に要する費用の負担

枚方市小児慢性特定疾病医療費の支給等に関する規則



― 指定児童発達支援事業所「市立ひらかた子ども発達支援センター」利用契約書 ひらかた子ども発達支援センター

― 指定児童発達支援事業所「市立ひらかた子ども発達支援センター」重要事項説明書 ひらかた子ども発達支援センター

― 同意書（個人情報の取り扱いに関するもの）(児童発達支援にかかる書類) ひらかた子ども発達支援センター

― 児童発達支援センター使用料減額（免除）申請書兼課税状況調査の同意書 ひらかた子ども発達支援センター

― 指定障害児相談支援事業所｢市立ひらかた子ども発達支援センター｣利用契約書 ひらかた子ども発達支援センター

― 指定障害児相談支援事業所「市立ひらかた子ども発達支援センター」重要事項説明書 ひらかた子ども発達支援センター

― 利用契約における個人情報使用同意書(障害児相談支援にかかる書類) ひらかた子ども発達支援センター

― 指定保育所等訪問支援事業所「市立ひらかた子ども発達支援センター」利用契約書 ひらかた子ども発達支援センター

― 指定保育所等訪問支援事業所「市立ひらかた子ども発達支援センター」重要事項説明書 ひらかた子ども発達支援センター

― 同意書（個人情報の取り扱いに関するもの）(保育所等訪問支援にかかる書類) ひらかた子ども発達支援センター

― 指定居宅訪問型児童発達支援事業所「市立ひらかた子ども発達支援センター」利用契約書 ひらかた子ども発達支援センター

― 指定居宅訪問型児童発達支援事業所「市立ひらかた子ども発達支援センター」重要事項説明書 ひらかた子ども発達支援センター

― 同意書（個人情報の取り扱いに関するもの）(居宅訪問型児童発達支援にかかる書類) ひらかた子ども発達支援センター

保育所等徴収金減免申請書（様式第1号） 保育幼稚園入園課

保育所等徴収金階層区分変更申請書（様式第3号） 保育幼稚園入園課

― 保育所（園）入所申込書・認定こども園及び小規模保育事業利用調整申込書兼保育児童台帳 保育幼稚園入園課

― （子ども・子育て支援法）教育・保育給付認定申請書（1号用） 保育幼稚園入園課

― （子ども・子育て支援法）教育・保育給付認定申請書（２・３号用） 保育幼稚園入園課

― 確認票 保育幼稚園入園課

― 産前産後休業および育児休業取得申告書 保育幼稚園入園課

― 個人番号（マイナンバー）提供の届出書 保育幼稚園入園課

― 就労に関する申立書 保育幼稚園入園課

― 転入に関する申立書 保育幼稚園入園課

― 求職活動申立書 保育幼稚園入園課

― （障害児保育制度の利用に関する）同意書 保育幼稚園入園課

― 教育・保育給付認定 施設等利用給付認定 変更申請書 保育幼稚園入園課

― 施設等利用給付認定申請書（新1号） 保育幼稚園入園課

― 施設等利用給付認定申請書（新２号・新3号） 保育幼稚園入園課

― 副食費に係る補足給付事業補助金交付申請書（代理受領用） 保育幼稚園入園課

― 施設等利用費請求書（償還払い用） 保育幼稚園入園課

― 口座登録依頼書（預かり保育利用料償還払い） 保育幼稚園入園課

枚方市証紙売りさばき人指定申請書（様式第1号） 循環型社会推進課

枚方市証紙買受申請書（様式第4号） 循環型社会推進課

枚方市証紙還付（交換）請求書（様式第5号） 循環型社会推進課

風俗営業同意申請書（様式第5号） 環境政策課

自然保護地区指定同意書（様式第11号） 環境政策課

自然保護地区指定解除同意書（様式第12号） 環境政策課

自然保護地区指定区域変更同意書（様式第13号） 環境政策課

自然保護地区所有者等変更届（様式第17号） 環境政策課

自然保護地区内行為許可申請書（様式第18号） 環境政策課

枚方市立火葬場使用許可申請書（様式第1号） 環境政策課

枚方市立火葬場使用中止届出書（様式第3号） 環境政策課

枚方市立火葬場使用料還付申請書（様式第4号） 環境政策課

枚方市立火葬場使用料減免申請書（様式第5号） 環境政策課

不法屋外広告物追放推進団体認定申請書(新規・更新) 環境政策課

不法屋外広告物追放推進員認定申請書（新規・変更） 環境政策課

不法屋外広告物追放推進団体変更届 環境政策課

亡失（破損）届 環境政策課

事故発生報告書 環境政策課

手動式噴霧器⾧期貸出し申込書（校区コミュニティ用） 環境政策課

手動式噴霧器一時貸出し申込書（校区コミュニティ用） 環境政策課

手動式噴霧器一時貸出し申込書（個人・法人用） 環境政策課

枚方市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱 補助設備損傷・滅失・処分届出書 環境政策課

鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書 環境政策課

申請者名簿兼従事者名簿 環境政策課

有害鳥獣捕獲依頼書 環境政策課

被害状況調査書 環境政策課

枚方市住み良い環境に関する条例施行規則

枚方市不法屋外広告物の追放の推進に関する要綱

枚方市手動式噴霧器貸出し要綱

枚方市有害鳥獣捕獲許可事務取扱要領

枚方市証紙条例施行規則

児童福祉施設等に係る徴収金等に関する規則

枚方市立火葬場条例施行規則



飼養登録申請書 環境政策課

再交付・住変・亡失届 環境政策課

登録変更届 環境政策課

枚方市アダプトプログラムについての合意書 環境政策課

アダプトプログラム（変更 解除）届 環境政策課

ー 枚方市立火葬場使用料還付請求書 環境政策課

 様式第1号（第5条関係）再生資源集団回収登録申込書 ごみ減量推進課

 様式第2号（第10条関係）再生資源集団回収登録変更届 ごみ減量推進課

 様式第3号（第10条関係）再生資源集団回収団体登録 廃止届 ごみ減量推進課

 様式第4号（第6条第1項関係）再生資源集団回収報償金交付申込書 ごみ減量推進課

 様式第5号（第6条第1項関係）再生資源集団回収実施明細書 ごみ減量推進課

 様式第6号（第7条2号関係）再生資源集団回収報償金口座振込依頼書 ごみ減量推進課

枚方市再生資源集団回収仕切伝票 ごみ減量推進課

一般旅館及びラブホテル建築届出書（様式第1号） 環境指導課

一般旅館及びラブホテル建築同意申請書（様式第3号） 環境指導課

枚方市ぱちんこ遊技場の建築規制に関する条例施行規則 ぱちんこ遊技場建築同意申請書（様式第1号） 環境指導課

ペット霊園設置等事前協議書（様式第1号） 環境指導課

標識設置届（様式第3号） 環境指導課

説明会等実施報告書（様式第4号） 環境指導課

ペット霊園設置等許可申請書（様式第6号） 環境指導課

ペット霊園工事完了届出書（様式第7号） 環境指導課

ペット霊園承継届出書（様式第8号） 環境指導課

ペット霊園変更届出書（様式第9号） 環境指導課

ペット霊園廃止届出書（様式第10号） 環境指導課

移動火葬業開始届出書（様式第11号） 環境指導課

移動火葬業廃止届出書（様式第12号） 環境指導課

移動火葬業変更届出書（様式第13号） 環境指導課

土砂埋立て等事前協議書（様式第1号） 環境指導課

土砂埋立て等変更事前協議書（様式第4号） 環境指導課

土砂埋立て等に係る土地使用同意書（様式第5号） 環境指導課

土砂埋立て等変更届（様式第11号） 環境指導課

土砂埋立て等着手届（様式第12号） 環境指導課

土砂発生元証明書（様式第13号） 環境指導課

土地売渡・譲渡証明書（様式第14号） 環境指導課

土砂搬入報告書（様式第15号） 環境指導課

土砂使用量報告書（様式第17号） 環境指導課

土砂搬入量及び排出量報告書（様式第18号） 環境指導課

水質検査報告書（様式第19号） 環境指導課

土砂埋立て等完了届（様式第20号） 環境指導課

土砂埋立て等廃止（休止）届（様式第21号） 環境指導課

土砂埋立て等再開届（様式第22号） 環境指導課

事前協議書（様式第1号） 環境指導課

指定事業所設置届出書（様式第2号） 環境指導課

指定事業所変更（事前）届出書（様式第3号） 環境指導課

操業開始届出書（様式第4号） 環境指導課

氏名等変更届出書（様式第5号） 環境指導課

指定事業所変更（事後）届出書（様式第6号） 環境指導課

指定事業所廃止届出書（様式第7号） 環境指導課

指定事業所承継届出書（様式第8号） 環境指導課

揚水施設設置届出書（様式第9号） 環境指導課

揚水施設変更（事前）届出書（様式第10号） 環境指導課

地下水計画採取量変更届出書（様式第11号） 環境指導課

地下水採取開始届出書（様式第12号） 環境指導課

氏名等変更届出書（様式第13号） 環境指導課

揚水施設変更（事後）届出書（様式第14号） 環境指導課

揚水施設使用廃止届出書（様式第15号） 環境指導課

揚水施設承継届出書（様式第16号） 環境指導課

枚方市飼養登録要領

飼養登録事務取扱基準

枚方市アダプトプログラム実施要領

再生資源集団回収報償金交付要綱

再生資源集団回収報償金交付制度手引書

枚方市土砂埋立て等の規制に関する条例施行規則

枚方市公害防止条例施行規則

枚方市ペット霊園の設置等に関する条例施行規則

枚方市一般旅館及びラブホテルの建築規制に関する条例施行規則



地下水採取量等報告書（様式第18号） 環境指導課

事故状況等報告書（様式第19号） 環境指導課

有害物質使用状況報告書（様式第20号） 環境指導課

現況報告書（様式第21号） 環境指導課

事故再発防止計画書（様式第22号） 環境指導課

医療費支給申請書（様式第2号） 環境指導課

住所氏名変更届（様式第3号） 環境指導課

環境影響評価方法書等届出書（様式第1号） 環境指導課

環境影響評価準備書等届出書（様式第2号） 環境指導課

説明会開催計画書（様式第3号） 環境指導課

説明会開催結果報告書（様式第4号） 環境指導課

見解書届出書（様式第5号） 環境指導課

公述申出書（様式第6号） 環境指導課

環境影響評価書等届出書（様式第7号） 環境指導課

工事着手届出書（様式第8号） 環境指導課

工事完了届出書（様式第9号） 環境指導課

氏名等変更届出書（様式第10号） 環境指導課

対象事業変更届出書（様式第11号） 環境指導課

対象事業廃止等届出書（様式第12号） 環境指導課

事後調査計画書届出書（様式第13号） 環境指導課

事後調査報告書届出書（様式第14号） 環境指導課

手続併合承認申請書（様式第15号） 環境指導課

一般廃棄物収集・運搬・処分業許可申請書（新規・更新）（様式第3号） 環境指導課

浄化槽清掃業許可申請書（新規・更新）（様式第4号） 環境指導課

許可申請事項変更許可申請書（様式第6号） 環境指導課

許可申請事項変更届出書（様式第7号） 環境指導課

一般廃棄物処理施設設置許可申請書（様式第8号） 環境指導課

一般廃棄物処理施設変更許可申請書（様式第9号） 環境指導課

一般廃棄物処理施設使用前検査申請書（様式第11号） 環境指導課

一般廃棄物処理施設定期検査申請書（様式第12号） 環境指導課

特定一般廃棄物最終処分場状況等報告書（様式第13号） 環境指導課

一般廃棄物処理施設の軽微な変更等届出書（様式第14号） 環境指導課

一般廃棄物最終処分場埋立処分終了届出書（様式第15号） 環境指導課

一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書（様式第16号） 環境指導課

欠格要件該当届出書（様式第17号） 環境指導課

一般廃棄物処理施設に係る熱回収施設設置者認定申請書（様式第18号） 環境指導課

一般廃棄物処理施設に係る熱回収施設休廃止等届出書（様式第20号） 環境指導課

一般廃棄物処理施設に係る熱回収報告書（様式第21号） 環境指導課

一般廃棄物処理施設設置届出書（様式第22号） 環境指導課

一般廃棄物処理施設変更届出書（様式第23号） 環境指導課

一般廃棄物処理施設譲受け・借受け許可申請書（様式第24号） 環境指導課

一般廃棄物処理施設の設置法人の合併・分割許可申請書（様式第25号） 環境指導課

一般廃棄物処理施設相続届出書（様式第26号） 環境指導課

産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例に係る届出書（様式第27

号）
環境指導課

産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例に係る変更等届出書（様式

第28号）
環境指導課

誓約書（様式第31号） 環境指導課

一般廃棄物再生利用業指定申請書（新規・更新）（様式第1号） 環境指導課

一般廃棄物再生利用業指定変更承認申請書（様式第3号） 環境指導課

一般廃棄物再生利用業指定変更・廃止届出書（様式第4号） 環境指導課

一般廃棄物再生利用業指定証再交付申請書（様式第5号） 環境指導課

産業廃棄物保管施設届出書（様式第1号） 環境指導課

産業廃棄物保管施設（変更・廃止）届出書（様式第2号） 環境指導課

事業計画書（様式第3号） 環境指導課

説明会等計画書（様式第4号） 環境指導課

説明会不開催届出書（様式第5号） 環境指導課

枚方市光化学スモツグ被害者救済に関する条例施行規則

枚方市環境影響評価条例施行規則

枚方市一般廃棄物の減量及び適正処理の促進等に関する規則

枚方市一般廃棄物再生利用業の指定に関する規則

枚方市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する規則



見解書（様式第6号） 環境指導課

説明会等報告書（様式第7号） 環境指導課

修正事業計画書（様式第8号） 環境指導課

事業計画書変更届出書（様式第9号） 環境指導課

説明会等計画書変更届出書（様式第10号） 環境指導課

事業計画廃止届出書（様式第11号） 環境指導課

指定申請書（様式第15号） 環境指導課

指定に係る事業又は施設等の変更又は全部（一部）廃止届出書（様式第17号） 環境指導課

許可証等再交付申請書（様式第18号） 環境指導課

ポリ塩化ビフェニル廃棄物譲渡し及び譲受け承認申請書（様式第19号） 環境指導課

理由書（様式第20号） 環境指導課

誓約書（様式第21号） 環境指導課

合意書（様式第22号） 環境指導課

分析担当者の経歴書（様式第30号） 環境指導課

引取業廃止届出書（様式第1号） 環境指導課

フロン類回収業廃止届出書（様式第2号） 環境指導課

解体業廃止届出書（様式第3号） 環境指導課

破砕業廃止届出書（様式第4号） 環境指導課

許可証再交付申請書（様式第5号） 環境指導課

誓約書（様式第6号） 環境指導課

誓約書（様式第7号） 環境指導課

誓約書（様式第8号） 環境指導課

建築協定認可申請書（様式第1号） 住宅まちづくり課

建築協定変更認可申請書（様式第2号） 住宅まちづくり課

借地権消滅等届出書（様式第3号） 住宅まちづくり課

建築協定加入通知書（様式第4号） 住宅まちづくり課

建築協定廃止認可申請書（様式第5号） 住宅まちづくり課

枚方市建築協定に関する条例施行規則第7条の規定による取下げ届（様式第6号） 住宅まちづくり課

一人建築協定効力発生通知書（様式第7号） 住宅まちづくり課

景観計画変更提案書（様式第1号） 住宅まちづくり課

事前協議書（様式第2号） 住宅まちづくり課

景観計画区域行為届出書（様式第3号） 住宅まちづくり課

景観計画区域行為変更届出書（様式第4号） 住宅まちづくり課

氏名等変更届出書（様式第5号） 住宅まちづくり課

景観計画区域行為中止・完了届出書（様式第6号） 住宅まちづくり課

景観計画区域行為通知書（様式第7号） 住宅まちづくり課

景観重要構造物等指定提案書（様式第9号） 住宅まちづくり課

景観重要構造物等現状変更許可・協議申請書（様式第10号） 住宅まちづくり課

景観重要構造物等現状変更完了・中止届出書（様式第11号） 住宅まちづくり課

景観重要構造物等所有者変更届出書（様式第12号） 住宅まちづくり課

歴史的景観構造物指定提案書（様式第13号） 住宅まちづくり課

歴史的景観構造物現状変更届出書（様式第14号） 住宅まちづくり課

歴史的景観構造物現状変更完了・中止届出書（様式第15号） 住宅まちづくり課

良好な景観の形成のための助言依頼書（様式第16号） 住宅まちづくり課

景観協定認可申請書（様式第17号） 住宅まちづくり課

景観協定変更認可申請書（様式第18号） 住宅まちづくり課

借地権消滅等届出書（様式第19号） 住宅まちづくり課

景観協定加入通知書（様式第20号） 住宅まちづくり課

景観協定廃止認可申請書（様式第21号） 住宅まちづくり課

景観協定認可等申請取下げ届出書（様式第22号） 住宅まちづくり課

一人景観協定効力発生通知書（様式第23号） 住宅まちづくり課

景観づくり協定認定申請書（様式第24号） 住宅まちづくり課

景観づくり協定認定事項変更届出書（様式第25号） 住宅まちづくり課

景観づくり協定廃止届出書（様式第26号） 住宅まちづくり課

景観推進準備会認定申請書（様式第27号） 住宅まちづくり課

景観推進準備会認定事項変更届出書（様式第28号） 住宅まちづくり課

景観推進準備会解散届出書（様式第29号） 住宅まちづくり課

枚方市建築協定に関する条例施行規則

枚方市景観規則

枚方市使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則



景観づくり協定等認定申請取下げ届出書（様式第30号） 住宅まちづくり課

屋外広告物事前協議書（様式第1号） 住宅まちづくり課

屋外広告物許可申請書（新規・継続）（様式第2号） 住宅まちづくり課

屋外広告物自主点検結果報告書（様式第3号） 住宅まちづくり課

屋外広告物変更許可申請書（様式第4号） 住宅まちづくり課

屋外広告物変更届出書（様式第5号） 住宅まちづくり課

屋外広告物届出書（様式第6号） 住宅まちづくり課

屋外広告物是正措置計画書（様式第7号） 住宅まちづくり課

屋外広告物工事の完了等届出書（様式第8号） 住宅まちづくり課

受領書（様式第10号） 住宅まちづくり課

屋外広告業登録申請書（様式第11号） 住宅まちづくり課

誓約書（様式第12号） 住宅まちづくり課

略歴書（様式第13号） 住宅まちづくり課

屋外広告業登録事項変更届出書（様式第15号） 住宅まちづくり課

屋外広告業廃業等届出書（様式第16号） 住宅まちづくり課

屋外広告物講習会受講申込書（様式第17号） 住宅まちづくり課

特例屋外広告業届出書（様式第20号） 住宅まちづくり課

特例屋外広告業届出事項変更届出書（様式第21号） 住宅まちづくり課

耐震診断補助金交付申込書（様式第１号） 住宅まちづくり課

耐震診断補助金交付申込取下届（様式第３号） 住宅まちづくり課

耐震診断補助金交付申込事項変更・中止承諾申込書（様式第４号） 住宅まちづくり課

耐震診断着手届（様式第６号） 住宅まちづくり課

耐震診断完了報告書（様式第７号） 住宅まちづくり課

耐震診断補助金交付請求書（様式第９号） 住宅まちづくり課

耐震改修事業補助金交付申込書（様式第１号） 住宅まちづくり課

誓約書（様式第２号） 住宅まちづくり課

耐震改修事業補助金交付申込取下届（様式第４号） 住宅まちづくり課

耐震改修事業補助金交付申込事項変更・中止承諾申込書（様式第５号） 住宅まちづくり課

耐震改修事業着手報告書（様式第７号） 住宅まちづくり課

耐震改修設計内容報告書（様式第８号） 住宅まちづくり課

耐震改修事業完了報告書（様式第10号） 住宅まちづくり課

耐震改修事業補助金交付請求書（様式第12号） 住宅まちづくり課

危険ブロック塀等除却補助金交付申込書（様式第１号） 住宅まちづくり課

危険ブロック塀等除却補助金交付申込取下届（様式第３号） 住宅まちづくり課

危険ブロック塀等除却補助金交付申込事項変更・中止承諾申込書（様式第４号） 住宅まちづくり課

危険ブロック塀等除却工事着手届（様式第６号） 住宅まちづくり課

危険ブロック塀等除却工事完了報告書（様式第7号） 住宅まちづくり課

危険ブロック塀等除却工事補助金交付請求書（様式第９号） 住宅まちづくり課

住宅除却工事補助金交付申込書（様式第１号） 住宅まちづくり課

住宅除却工事補助金交付申込取下届（様式第３号） 住宅まちづくり課

住宅除却工事補助金交付申込事項変更・中止承諾申込書（様式第４号） 住宅まちづくり課

住宅除却工事着手届（様式第６号） 住宅まちづくり課

住宅除却工事完了報告書（様式第7号） 住宅まちづくり課

住宅除却工事補助金交付請求書（様式第９号） 住宅まちづくり課

枚方市若者世代空き家活用補助金事前協議書（様式第１号） 住宅まちづくり課

枚方市若者世代空き家活用補助金交付申込書（様式第２号） 住宅まちづくり課

枚方市若者世代空き家活用補助金変更承認申込書（様式第２号の４） 住宅まちづくり課

枚方市若者世代空き家活用補助金交付申込取下届（様式第２号の７） 住宅まちづくり課

枚方市若者世代空き家活用補助金工事完了報告書（様式第３号） 住宅まちづくり課

枚方市若者世代空き家活用補助金交付請求書（様式第４号） 住宅まちづくり課

開発事業に伴う事前協議書（様式第1号） 開発調整課

取下届（様式第2号） 開発調整課

標識設置届出書（様式第4号） 開発調整課

説明結果届出書（様式第5号） 開発調整課

公共・公益施設整備協議書（様式第6号） 開発調整課

承継承認申請書（様式第7号） 開発調整課

建築行為等に伴う事前協議書（様式第8号） 開発調整課

枚方市開発事業等の手続等に関する条例施行規則

枚方市屋外広告物条例施行規則

枚方市住宅除却工事補助金交付要綱事務要領

枚方市若者世代空き家活用補助金要綱事務要領

枚方市危険ブロック塀等除却補助金交付要綱事務要領

枚方市既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱事務要領

枚方市木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱事務要領



共同住宅等の建築に伴う協議書（様式第9号） 開発調整課

中高層建築物建築協議書（様式第10号） 開発調整課

テレビジョン受信障害を防止するための計画概要届出書（様式第11号） 開発調整課

中高層建築物の建築に係る標識設置届出書（様式第12号） 開発調整課

完了検査届出書（様式第14号） 開発調整課

中間検査届出書（様式第15号） 開発調整課

優良宅地認定申請書（様式第1号） 審査指導課

優良宅地証明申請書（様式第3号） 審査指導課

宅地造成工事廃止届出書（様式第5号） 審査指導課

地位承継届出書（様式第6号） 審査指導課

優良宅地認定申請書（様式第8号） 審査指導課

租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務に関する規則 優良住宅認定申請書（様式第1号） 審査指導課

宅地造成に関する工事の協議申出書（様式第4号） 審査指導課

宅地造成に関する工事の変更協議申出書（様式第7号） 審査指導課

道路の位置の指定・私道の変更又は廃止の承認申請書（様式第1号） 審査指導課

確認事項変更届（様式第7号） 審査指導課

取下げ・取りやめ届（様式第9号） 審査指導課

昇降機等廃止・休止・復活届（様式第14号） 審査指導課

建築基準法第3条第1項の規定による指定等申請書（様式第15号） 審査指導課

大規模木造建築物等認定申請書（様式第16号） 審査指導課

大阪府建築基準法施行条例第9条の2・第24条の規定による認定申請書（様式第17号） 審査指導課

大阪府建築基準法施行条例第5条第2項・第66条ただし書・第67条第2項・第68条第2項の規定による認定

申請書（様式第18号）
審査指導課

工事監理者選任届書（様式第19号） 審査指導課

工事監理者変更届書（様式第20号） 審査指導課

確認申請手数料等減免申請書（様式第22号） 審査指導課

取下げ届（様式第1号） 審査指導課

工事取りやめ届（様式第2号） 審査指導課

建築物エネルギー消費性能確保計画（提出・通知）取下届（様式第1号） 審査指導課

建築物のエネルギー消費性能の向上に関しる法律施行規則第11条の規定による軽微変更該当証明申請書

（様式第2号）
審査指導課

特定建築物の非住宅部分に係る状況報告書（様式第4号） 審査指導課

設計内容説明書に添える書面（様式第5号） 審査指導課

建築物エネルギー消費性能向上計画認定等申請取下届（様式第6号） 審査指導課

建築物のエネルギー消費性能の向上に関しる法律施行規則第29条の規定による軽微変更該当証明申請書

（様式第8号）
審査指導課

建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の状況報告書（様式第10号） 審査指導課

建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等完了報告書（様式第11号） 審査指導課

建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の状況定期報告書（様式第12号） 審査指導課

建築物エネルギー消費性能向上計画認定等証明申請書（様式第14号） 審査指導課

建築物エネルギー消費性能基準に適合する旨の認定申請取下届（様式第15号） 審査指導課

基準適合認定建築物の状況報告書（様式第18号） 審査指導課

建築物エネルギー消費性能基準に適合する旨の認定証明申請書（様式第19号） 審査指導課

設計内容説明書に添える書面（様式第2号） 審査指導課

低炭素建築物新築等計画認定申請取下届（様式第3号） 審査指導課

都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第46条の2の軽微変更該当証明申請書（様式第5号） 審査指導課

認定低炭素建築物新築等計画に係る建築物の状況報告書（様式第7号） 審査指導課

認定低炭素建築物新築等計画に係る建築物の新築等完了報告書（様式第8号） 審査指導課

認定低炭素建築物新築等計画に係る建築物の状況定期報告書（様式第9号） 審査指導課

低炭素建築物新築等計画認定証明申請書（様式第11号） 審査指導課

枚方市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認

定の申請に関する規則

枚方市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定申請書（別記様式）
審査指導課

⾧期優良住宅建築等計画の認定申請取下げ届（様式第1号） 審査指導課

軽微な変更届（様式第2号） 審査指導課

認定⾧期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書（様式第3号） 審査指導課

認定⾧期優良住宅建築等計画に関する状況報告書（様式第4号） 審査指導課

認定⾧期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出書（様式第5号） 審査指導課

枚方市宅地造成等規制法施行細則

枚方市建築基準法施行細則

枚方市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則

租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務に関する規則

枚方市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則

枚方市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

枚方市⾧期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則



様式第１号 土木政策課

様式第３号 土木政策課

様式第４号 土木政策課

様式第６号 土木政策課

様式第７号 土木政策課

様式第９号 土木政策課

参考様式１（代理者氏名） 土木政策課

様式第1のP1・P17 土木政策課

様式第２ 土木政策課

様式第２の２ 土木政策課

様式第３ 土木政策課

様式第４ 土木政策課

道路占用廃止届（様式第2号） 道路公園管理課

道路占用に関する権利義務移転許可申請書（様式第3号） 道路公園管理課

枚方市道路占用料条例施行規則 道路占用料免除申請書（別記様式） 道路公園管理課

河川工事施行承認申請書（様式第1号） 道路公園管理課

権利譲渡承認申請書（様式第2号） 道路公園管理課

枚方市準用河川占用料条例施行規則 占用料減免申請書（別記様式） 道路公園管理課

法定外公共物使用許可等申請書（様式第1号） 道路公園管理課

法定外公共物使用許可等更新申請書（様式第2号） 道路公園管理課

法定外公共物使用許可等変更許可申請書（様式第3号） 道路公園管理課

法定外公共物使用料免除申請書（様式第5号） 道路公園管理課

法定外公共物使用等廃止届出書（様式第6号） 道路公園管理課

枚方市都市公園条例施行規則 受領書（様式第12号） 道路公園管理課

保存樹等指定解除申請書（様式第1号） 道路公園管理課

保存樹等の所有者変更届（様式第2号） 道路公園管理課

保存樹等滅失・枯死届（様式第3号） 道路公園管理課

枚方市自動車駐車場条例施行規則 岡東町自動車駐車場定期使用料還付申請書（様式第8号） 交通対策課

枚方市開発事業等の手続等に関する条例に基づく土地の利用に係る

基準（駐車場）の運用の変更について
誓約書 交通対策課

香里ケ丘図書館・香里ケ丘中央公園みどりの広場施設利用の手引き 使用料還付金受領書 中央図書館

教育文化センター窓口マニュアル 使用料還付金受領書 教育研修課

住民監査請求事務処理マニュアル 枚方市職員措置請求書 監査委員事務局

都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律施行細則

枚方市法定外公共物の管理に関する条例施行規則

枚方市準用河川の管理に関する規則

枚方市道路占用規則

枚方市土砂災害特別警戒区域既存不適格住宅移転補強事業補助金交

付要綱事務要領に基づく様式

砂利採取法（砂利の採取計画等に関する規則）に基づく砂利採取計

画認可申請等


