
押印の義務付けを廃止する手続一覧(令和3年4月1日)

例規名 手続の名称 様式番号 課名

キラリかさま優良企業認定制度実施要綱 女性活躍推進に関する取組状況報告書 様式第3号 秘書課

キラリかさま優良企業認定制度実施要綱 キラリかさま優良企業申請事項等変更届 様式第5号 秘書課

笠間市一般職非常勤職員任用管理規程 一般職非常勤職員任用内申書(新規・更新) 様式第1号 秘書課

笠間市一般職非常勤職員任用管理規程 身体検査書 様式第5号 秘書課

笠間市嘱託職員任用管理規程 嘱託職員任用計画書 様式第1号 秘書課

笠間市嘱託職員任用管理規程 嘱託職員任用申請書 様式第2号 秘書課

笠間市嘱託職員任用管理規程 身体検査書 様式第3号 秘書課

笠間市職員の育児休業等に関する規則 育児休業等計画書 様式第1号 秘書課

笠間市職員の育児休業等に関する規則 育児休業承認請求書 様式第2号 秘書課

笠間市職員の育児休業等に関する規則 養育状況変更届 様式第3号 秘書課

笠間市職員の育児休業等に関する規則 育児短時間勤務承認請求書 様式第4号 秘書課

笠間市職員の育児休業等に関する規則 部分休業承認請求書 様式第5号 秘書課

笠間市職員の給与に関する規則 扶養親族届 様式第1号 秘書課

笠間市職員の給与に関する規則 扶養手当認定簿 様式第2号 秘書課

笠間市職員の給与に関する規則 住居届 様式第3号 秘書課

笠間市職員の給与に関する規則 住居手当認定簿 様式第4号 秘書課

笠間市職員の給与に関する規則 通勤届 様式第5号 秘書課

笠間市職員の給与に関する規則 通勤手当認定簿 様式第6号 秘書課

笠間市職員の給与に関する規則 時間外勤務・休日勤務及び夜間勤務命令簿 様式第7号 秘書課

笠間市職員の給与に関する規則 管理職員特別勤務実績簿 様式第8号 秘書課

笠間市職員の給与に関する規則 管理職員特別勤務手当整理簿 様式第9号 秘書課

笠間市職員の勤務時間の弾力的運用に関する規程 時差勤務指定簿 別記様式 秘書課

笠間市職員の選考及び試験並びに任用，採用に関す
る規則

採用に伴う身元保証書の提出 別記様式 秘書課

笠間市職員の退職管理に関する規則 再就職者による依頼等の承認申請書 別記様式 秘書課

笠間市職員の定年等に関する規則 勤務延長についての同意書 様式第2号 秘書課

笠間市職員の定年等に関する規則 勤務延長の期限の延長についての同意書 様式第3号 秘書課



例規名 手続の名称 様式番号 課名

笠間市職員の定年等に関する規則 勤務延長の期限の繰上げについての同意書 様式第4号 秘書課

笠間市職員の特殊勤務手当に関する規則 作業に従事する職員の特殊勤務実績簿 別記様式 秘書課

笠間市職員の旅費に関する規則 旅行命令簿 様式第1号 秘書課

笠間市職員安全衛生管理規則 出勤承認申請書 別記様式 秘書課

笠間市職員研修規程 欠席届 様式第1号 秘書課

笠間市職員研修規程 研修報告書 様式第2号 秘書課

笠間市職員宿舎貸与要綱 職員宿舎利用届 様式第1号 秘書課

笠間市職員宿舎貸与要綱 宿舎返還届 様式第3号 秘書課

笠間市職員表彰実施要綱 職員表彰推薦書(職員用) 様式第1号 秘書課

笠間市職員表彰実施要綱 職員表彰推薦書(組織等用) 様式第2号 秘書課

笠間市職員表彰実施要綱 職員表彰推薦書(永年勤続者用) 様式第3号 秘書課

笠間市職員表彰実施要綱 職員表彰選考調書(職員用) 様式第4号 秘書課

笠間市職員服務規程 時間外勤務証明手続 第13条第2項 秘書課

笠間市職員服務規程 出勤承認願 様式第10号 秘書課

笠間市職員服務規程 療養休暇承認願・特別休暇承認報告書 様式第11号 秘書課

笠間市職員服務規程 出張復命書 様式第13号 秘書課

笠間市職員服務規程 私事旅行(転地療養)届 様式第14号 秘書課

笠間市職員服務規程 事務引継書 様式第15号 秘書課

笠間市職員服務規程 職務専念義務免除願 様式第16号 秘書課

笠間市職員服務規程
職務専念義務免除願
（人間ドック）

様式第16号の2 秘書課

笠間市職員服務規程 営利企業等従事許可願(離職届)団体等兼(離)職届 様式第17号 秘書課

笠間市職員服務規程 専従許可(期間更新)願 様式第18号 秘書課

笠間市職員服務規程 専従復職願 様式第19号 秘書課

笠間市職員服務規程 職員死亡報告書 様式第20号 秘書課

笠間市職員服務規程 非違行為事実調査書 様式第21号の1 秘書課

笠間市職員服務規程 てん末書 様式第21号の2 秘書課

笠間市職員服務規程 交通事故等報告書 様式第22号 秘書課



例規名 手続の名称 様式番号 課名

笠間市職員服務規程 事故処理完了報告書 様式第23号 秘書課

笠間市職員服務規程 事故処理状況経過報告書 様式第24号 秘書課

笠間市職員服務規程 当直命令簿 様式第25号 秘書課

笠間市職員服務規程 当直日誌 様式第26号 秘書課

笠間市職員服務規程 履歴事項追加変更届(願) 様式第3号 秘書課

笠間市職員服務規程 身分証明書交付台帳 様式第5号 秘書課

笠間市職員服務規程 休暇カード 様式第8号 秘書課

笠間市職員服務規程 欠勤届 様式第9号 秘書課

笠間市陳情及び請願等取扱要綱 処理簿の受付印 第3項 秘書課

笠間市陳情及び請願等取扱要綱 陳情請願等処理簿 様式第1号 秘書課

笠間市陳情及び請願等取扱要綱 陳情請願等処理票 様式第2号 秘書課

笠間市表彰条例施行規則
表彰の内申について
（個人用）

様式第1号 秘書課

笠間市表彰条例施行規則
表彰の内申について
（団体用）

様式第2号 秘書課

笠間市不当要求行為等対策要綱 不当要求行為等発生連絡票 別記様式 秘書課

笠間市臨時職員等雇用管理規程 臨時職員（雇用・雇用更新）内申書 様式第2号 秘書課

笠間市臨時職員等雇用管理規程 身体検査書 様式第6号 秘書課

笠間市企業立地促進事業補助金交付要綱 笠間市企業立地促進事業補助金交付申請書 様式第1号 企画政策課

笠間市における国土利用計画法第23条第1項の規定
による届出に関する事務処理要領

届出書受理時の事務処理 第2号第1項イ 企画政策課

笠間市における国土利用計画法第23条第1項の規定
による届出に関する事務処理要領

届出書受理時の事務処理2 別表第1 企画政策課

笠間市における国土利用計画法第23条第1項の規定
による届出に関する事務処理要領

土地売買等届出書 様式第1号 企画政策課

笠間市わくわく茨城生活実現事業における移住支援
金交付要綱

就業証明書（移住支援金の申請用） 様式第2号 企画政策課

笠間市移住体験等事業実施要綱 笠間市移住体験施設利用申込 様式第1号 企画政策課

笠間市企業立地促進事業補助金交付要綱 操業開始報告書 様式第10号 企画政策課

笠間市企業立地促進事業補助金交付要綱 事業休止(廃止)届 様式第11号 企画政策課

笠間市企業立地促進事業補助金交付要綱 笠間市企業立地促進事業承継承認申請書 様式第12号 企画政策課

笠間市企業立地促進事業補助金交付要綱 笠間市企業立地促進事業変更(中止，廃止)申請書 様式第4号 企画政策課

笠間市企業立地促進事業補助金交付要綱 笠間市企業立地促進事業補助金実績報告書 様式第7号 企画政策課



例規名 手続の名称 様式番号 課名

笠間市企業立地促進事業補助金交付要綱 笠間市企業立地促進事業補助金交付請求書 様式第9号 企画政策課

笠間市無届土地取引等事務処理要領 是正措置完了報告書 様式第11号 企画政策課

笠間市無届土地取引等事務処理要領 回答書・報告書（国土利用計画法） 様式第3号 企画政策課

笠間市情報公開事務取扱規程 審査請求書 第5条第1項第2号 総務課

笠間市の公印に関する規程 公印の調製(改刻)(廃棄)伺 様式第1号 総務課

笠間市の公印に関する規程 公印事故届 様式第3号 総務課

笠間市の公印に関する規程 公印刷込み承認願 様式第4号 総務課

笠間市の選挙における選挙運動等に関する規程 表示板等の再交付申請書 様式第2号 総務課

笠間市の選挙における選挙運動等に関する規程 選挙運動用ビラ届出書 様式第5号の2 総務課

笠間市の選挙における選挙運動等に関する規程 選挙運動用ビラ証紙交付票様式 様式第5号の4 総務課

笠間市の選挙における選挙運動等に関する規程 証票交付申請書(公職の候補者等分) 様式第7号 総務課

笠間市の選挙における選挙運動等に関する規程 証票交付申請書(後援団体分) 様式第8号 総務課

笠間市議会議員及び笠間市長の選挙における選挙
公報の発行に関する規程

選挙公報掲載申請書 様式第1号 総務課

笠間市議会議員及び笠間市長の選挙における選挙
公報の発行に関する規程

選挙公報掲載申請撤回申請書 様式第3号 総務課

笠間市議会議員及び笠間市長の選挙における選挙
公報の発行に関する規程

選挙公報掲載文修正(写真取替え)申請書 様式第4号 総務課

笠間市区長設置に関する規則 区長交代届 様式第1号 総務課

笠間市区長設置に関する規則 区登録変更届 様式第2号 総務課

笠間市個人演説会等規程
施設の設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する事項及び施設
(設備を含む。)の使用のために必要な費用の額の公表

様式第10号 総務課

笠間市個人演説会等規程
施設の設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する事項及び施設
(設備を含む。)の使用のために必要な費用の額の公表

様式第11号 総務課

笠間市個人演説会等規程
選挙個人演説会(政党演説会)(政党等演説会)(政党等演説会)(施設使用)(設
備公営)不能通知

様式第12号 総務課

笠間市個人演説会等規程
選挙個人演説会(政党演説会)(政党等演説会)(政党等演説会)(施設使用)(設
備公営)不能通知

様式第13号 総務課

笠間市個人演説会等規程 引渡書 様式第14号 総務課

笠間市個人演説会等規程 選挙個人演説会(政党演説会)(政党等演説会)開催不能通知 様式第4号 総務課

笠間市個人演説会等規程 選挙個人演説会(政党演説会)(政党等演説会)開催可能通知 様式第5号 総務課

笠間市個人演説会等規程 選挙個人演説会(政党演説会)(政党等演説会)開催不能通知 様式第6号 総務課

笠間市個人演説会等規程 選挙個人演説会(政党演説会)(政党等演説会)開催可能通知 様式第7号 総務課

笠間市個人演説会等規程 選挙個人演説会等開催施設の使用可能日時予定表 様式第8号 総務課



例規名 手続の名称 様式番号 課名

笠間市個人演説会等規程
演説会開催のために必要な施設の設備の程度及び費用額承認(変更承認)
申請書

様式第9号 総務課

笠間市個人情報保護事務取扱規程 審査請求書受付 第39条第3号イ 総務課

笠間市個人情報保護事務取扱規程 審査請求書受付 第39条第3号ウ 総務課

笠間市公の施設における指定管理者の指定手続等
に関する条例施行規則

指定管理者指定申請書 様式第1号 総務課

笠間市公の施設における指定管理者の指定手続等
に関する条例施行規則

指定管理者事業報告書 様式第3号 総務課

笠間市公共物等有料広告掲載取扱要綱 笠間市広告掲載申込書 様式第1号 総務課

笠間市行政事務連絡交付金交付要綱 行政区に準ずる班結成届 様式第1号 総務課

笠間市行政事務連絡交付金交付要綱 行政事務連絡交付金申請書 様式第2号 総務課

笠間市自主防災組織活動事業費補助金交付要綱 笠間市自主防災組織活動事業費補助金交付申請書 様式第1号 総務課

笠間市自主防災組織活動事業費補助金交付要綱 笠間市自主防災組織活動事業費補助事業実績報告書 様式第3号 総務課

笠間市自主防災組織活動事業費補助金交付要綱 笠間市自主防災組織活動事業費補助金交付請求書 様式第5号 総務課

笠間市長が管理する個人情報の保護に関する規則 個人情報目的外利用申請書 様式第3号 総務課

笠間市長が管理する個人情報の保護に関する規則 個人情報外部提供協議書 様式第4号 総務課

笠間市長が管理する個人情報の保護に関する規則
第三者情報に関する意見書
（個人情報開示請求書）

様式第9号 総務課

笠間市長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

政談演説会開催届出書 様式第2号 総務課

笠間市長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

政治活動用ビラの届出書 様式第3号 総務課

笠間市長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

政治活動用検印票様式 様式第5号 総務課

笠間市長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

機関紙(誌)届出様式 様式第8号 総務課

笠間市文書事務規程 笠間市文書事務規程 第19条第2項 総務課

笠間市文書事務規程 特殊郵便受付簿 様式第1号 総務課

笠間市文書事務規程 報告書 様式第8号 総務課

笠間市防災行政用無線局戸別受信機設置細則 戸別受信機貸与申請書 別記様式 総務課

笠間市防災士育成事業補助金交付要綱 防災士育成事業参加申請書 様式第1号 総務課

笠間市防災士育成事業補助金交付要綱 防災士登録完了報告書 様式第2号 総務課

笠間市財務規則 歳出予算配当申請書及び配当決定通知書 10号 財政課

笠間市財務規則 物品返納書 131号 財政課

笠間市財務規則 物品所管換調書 132号 財政課



例規名 手続の名称 様式番号 課名

笠間市財務規則 物品所管換通知書 133号 財政課

笠間市財務規則 事故届出書 159号 財政課

笠間市財務規則 事故報告書 160号 財政課

笠間市財務規則 弾力条項適用申請書及び適用決定通知書 17号 財政課

笠間市財務規則 契約事務起案用紙(起工伺) 49号 財政課

笠間市財務規則 競争入札資格審査申請書 87号その1 財政課

笠間市財務規則 入札(契約)保証金納付書 88号 財政課

笠間市財務規則 入札(見積)書(建設工事) 90号その1 財政課

笠間市財務規則 入札(見積)書(業務委託) 90号その2 財政課

笠間市財務規則 入札(見積)書(物品) 90号その3 財政課

笠間市財務規則 請書(建設工事) 91号その1 財政課

笠間市財務規則 請書(業務委託) 91号その2 財政課

笠間市財務規則 請書(その他委託) 91号その3 財政課

笠間市財務規則 請書(物品) 91号その4 財政課

笠間市財務規則 履行延期申請書 92号 財政課

笠間市財務規則 竣工検査調書 95号その1 財政課

笠間市財務規則 出来高検査調書 95号その2 財政課

笠間市財務規則 物品等検収調書 96号 財政課

笠間市財務規則 中間前金払認定申請書 96号の2 財政課

笠間市財務規則 工事履行報告書 96号の3 財政課

笠間市財務規則 第125条（条文に押印） 財政課

笠間市一般競争入札実施要領 入札参加申請書 様式第1号 財政課

笠間市一般競争入札実施要領 競争参加資格確認資料 様式第2号 財政課

笠間市建設コンサルタント業務執行規則 業務工程表 別表第1号 財政課

笠間市建設コンサルタント業務執行規則 業務の一部委任者・下請負人通知書 別表第2号 財政課

笠間市建設コンサルタント業務執行規則 監理技術者及び照査技術者選（改）任通知書 別表第3号 財政課

笠間市建設コンサルタント業務執行規則 条件変更等通知書 別表第4号 財政課



例規名 手続の名称 様式番号 課名

笠間市建設コンサルタント業務執行規則 不可抗力による損害通知書 別表第5号 財政課

笠間市建設コンサルタント業務執行規則 業務完了通知書 別表第6号 財政課

笠間市建設コンサルタント業務執行規則 請求書 別表第7号 財政課

笠間市建設コンサルタント業務執行規則 前払金使途（計画・実績）書 別表第8号 財政課

笠間市建設工事執行規則 工程表 別表第1号 財政課

笠間市建設工事執行規則 下請負人通知書 別表第2号 財政課

笠間市建設工事執行規則 現場代理人及び主任・監理技術者等選（改）任通知書 別表第3号 財政課

笠間市建設工事執行規則 条件変更等通知書 別表第4号 財政課

笠間市建設工事執行規則 天災その他の不可抗力による損害通知書 別表第5号 財政課

笠間市建設工事執行規則 工事完成通知書 別表第6号 財政課

笠間市建設工事執行規則 請求書 別表第7号 財政課

笠間市建設工事執行規則 前払金使途（計画・実績）書 別表第8号 財政課

笠間市建設工事等入札参加資格審査規程 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事) 様式第1号 財政課

笠間市建設工事等入札参加資格審査規程 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等) 様式第2号 財政課

笠間市建設工事等入札参加資格審査規程 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(物品製造等) 様式第3号 財政課

笠間市補助金等交付規則
補助事業等実績調査確認書
（内部事務手続）

様式第10号 財政課

笠間市補助金等交付規則 補助金等交付申請書 様式第1号 財政課

笠間市補助金等交付規則 補助事業等変更、中止、廃止申請書 様式第4号 財政課

笠間市補助金等交付規則 補助金等交付申請取下書 様式第7号 財政課

笠間市補助金等交付規則 補助事業等実績報告 様式第9号 財政課

笠間市建設工事等入札参加業者選考規程 指名業者推薦書 様式第1号 財政課

笠間市土地開発基金管理規則 土地需要計画書 様式第1号 財政課

笠間市土地開発基金管理規則 土地取得決定通知書 様式第2号 財政課

笠間市土地開発基金管理規則 土地引渡申込書 様式第3号 財政課

笠間市土地開発基金管理規則 土地引渡通知書 様式第4号 財政課

笠間市建設工事監督規程 工事材料検査調書 様式第4号 財政課

笠間市建設工事監督規程 支給材料・貸与品事故報告書 様式第5号 財政課



例規名 手続の名称 様式番号 課名

笠間市建設工事監督規程 現場発生材報告書 様式第7号 財政課

笠間市建設工事検査規程 検査命令書 様式第1号 財政課

笠間市建設工事検査規程 工事完了報告書 様式第3号 財政課

笠間市建設工事成績評定規程 建設工事成績表 別記様式 財政課

笠間市建設工事請負業者指名停止等規程 事故報告書 様式第1号 財政課

笠間市小規模事業者登録手続要綱 小規模事業者登録申請書 別記様式 財政課

笠間市財務規則 寄附申込書 115号 資産経営課

笠間市財務規則 公有財産使用許可(貸付)申請書 117号 資産経営課

笠間市財務規則 行政財産使用料減免許可申請書 118号その3 資産経営課

笠間市財務規則 公有財産地上権設定申請書 119号 資産経営課

笠間市財務規則 公有財産引継書 122号 資産経営課

笠間市財務規則 公有財産払下(交換)申請書 123号 資産経営課

笠間市財務規則 公有財産異動報告書 126号 資産経営課

笠間市財務規則 公有財産異動通知書 127号 資産経営課

笠間市財務規則 公有財産災害報告書 129号 資産経営課

笠間市財務規則 不動産借受決議書 155号 資産経営課

笠間市財務規則 借受不動産契約変更決議書 156号 資産経営課

笠間市バス運行管理規程 笠間市バス使用申込書 様式第1号 資産経営課

笠間市バス運行管理規程 笠間市バス使用承認書 様式第2号 資産経営課

笠間市バス運行管理規程 バス運転作業日誌 様式第4号 資産経営課

市有地売却の媒介に関する実施要綱 市有地売却の媒介申請書 様式第6号 資産経営課

市有地売却の媒介に関する実施要綱 誓約書 様式第7号 資産経営課

市有地売却の媒介に関する実施要綱 市有地売却の媒介申請取下書 様式第8号 資産経営課

市有地売却の媒介に関する実施要綱 市有地売却の媒介報酬請求書 様式第9号 資産経営課

笠間市軽自動車税の課税保留等取扱要領 軽自動車等使用不能申告書 様式第1号 税務課

笠間市固定資産税等過誤納返還金取扱要綱 笠間市固定資産税等過誤納返還金返還申請書 様式第1号 税務課

笠間市まちづくり市民活動助成金交付要綱 笠間市まちづくり市民活動助成事業希望調書 様式第1号 市民活動課



例規名 手続の名称 様式番号 課名

笠間市まちづくり市民活動助成金交付要綱 笠間市まちづくり市民活動助成金概算払請求書 様式第3号 市民活動課

笠間市まちづくり市民活動助成金交付要綱 笠間市まちづくり市民活動助成事業実績報告書 様式第4号 市民活動課

笠間市まちづくり市民活動助成金交付要綱 笠間市まちづくり市民活動助成金交付請求書 様式第5号 市民活動課

笠間市高齢者運転免許自主返納支援事業実施要綱
高齢者運転免許自主返納
笠間市高齢者運転免許自主返納支援事業申請書

様式第1号 市民活動課

笠間市市民活動支援のための備品等の貸出しに関
する規則

笠間市貸出公用車使用許可申請書兼誓約書 様式第1号 市民活動課

笠間市市民活動支援のための備品等の貸出しに関
する規則

笠間市貸出備品使用許可申請書兼誓約書 様式第1号の2 市民活動課

笠間市市民活動支援のための備品等の貸出しに関
する規則

貸出公用車事故届出書 様式第3号 市民活動課

笠間市市民活動支援のための備品等の貸出しに関
する規則

貸出公用車き損等届出書 様式第4号 市民活動課

笠間市市民活動支援のための備品等の貸出しに関
する規則

貸出備品き損等届出書 様式第5号 市民活動課

笠間市市民活動支援のための備品等の貸出しに関
する規則

貸出備品事故届出書 様式第6号 市民活動課

笠間市青色防犯パトロール実施団体への委嘱に関す
る規程

笠間市青色防犯パトロール実施申出書 様式第1号 市民活動課

笠間市地域交流センターの設置及び管理に関する条
例施行規則

笠間市地域交流センター使用許可申請書 様式第1号 市民活動課

笠間市地域交流センターの設置及び管理に関する条
例施行規則

笠間市地域交流センター使用許可事項変更・取下げ申請書 様式第3号 市民活動課

笠間市地域交流センターの設置及び管理に関する条
例施行規則

笠間市地域交流センター使用料減免申請書 様式第6号 市民活動課

笠間市地域交流センターの設置及び管理に関する条
例施行規則

笠間市地域交流センター使用料返還申請書 様式第8号 市民活動課

笠間市防犯カメラ設置事業補助金交付要綱 笠間市防犯カメラ設置事業補助金交付申請書 様式第1号 市民活動課

笠間市防犯カメラ設置事業補助金交付要綱 笠間市防犯カメラ設置事業補助金交付変更申請書 様式第5号 市民活動課

笠間市防犯カメラ設置事業補助金交付要綱 笠間市防犯カメラ設置事業実績報告書 様式第7号 市民活動課

笠間市防犯カメラ設置事業補助金交付要綱 笠間市防犯カメラ設置事業補助金交付請求書 様式第9号 市民活動課

笠間市防犯灯設置助成金交付要綱
防犯灯設置助成金
笠間市防犯灯設置助成金交付申請書

様式第1号 市民活動課

笠間市防犯灯設置助成金交付要綱 防犯灯設置確認書 様式第3号 市民活動課

笠間市無料自転車駐車場の設置及び管理に関する
条例施行規則

保管自転車等返還通知書兼受領書 様式第2号 市民活動課

笠間市立自動車臨時運行に関する要綱 自動車臨時運行許可申請書 様式第1号 市民活動課

笠間市立自動車臨時運行に関する要綱 自動車臨時運行許可証(番号標)亡失(き損)届 様式第3号 市民活動課

笠間市エコ・ショップ制度実施要綱 エコ・ショップ認定申請書 様式第1号 環境保全課

笠間市エコ・ショップ制度実施要綱 エコ・ショップ変更届出書 様式第3号 環境保全課

笠間市エコ・ショップ制度実施要綱 エコ・ショップ認定更新申請 様式第4号 環境保全課



例規名 手続の名称 様式番号 課名

笠間市エコ・ショップ制度実施要綱 エコ・ショップ辞退届出書 様式第5号 環境保全課

笠間市ごみ集積ボックス設置費助成金交付要綱 ごみ集積ボックス設置費助成金交付申請書 様式第1号 環境保全課

笠間市ごみ集積ボックス設置費助成金交付要綱 ごみ集積ボックス設置費助成金交付請求書 様式第3号 環境保全課

笠間市すみよい環境条例施行規則 雑草等の除去完了報告書 様式第2号 環境保全課

笠間市すみよい環境条例施行規則 自動販売機届出書 様式第5号 環境保全課

笠間市すみよい環境条例施行規則 自動販売機（変更・廃止）届出書 様式第6号 環境保全課

笠間市ゆかいふれあいセンターの設置及び管理に関
する条例施行規則

ゆかいふれあいセンター使用料還付申請書 様式第12号 環境保全課

笠間市ゆかいふれあいセンターの設置及び管理に関
する条例施行規則

ゆかいふれあいセンター団体使用（変更）許可申請書 様式第1号 環境保全課

笠間市ゆかいふれあいセンターの設置及び管理に関
する条例施行規則

ゆかいふれあいセンター会員券交付申請書 様式第6号 環境保全課

笠間市ゆかいふれあいセンターの設置及び管理に関
する条例施行規則

ゆかいふれあいセンター使用料減免申請書 様式第9号 環境保全課

笠間市一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関す
る条例施行規則

一般廃棄物処理施設使用許可申請書 様式第1号 環境保全課

笠間市一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関す
る条例施行規則

一般廃棄物処理手数料減免申請書 様式第3号 環境保全課

笠間市一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関す
る条例施行規則

一般廃棄物処理手数料還付申請書 様式第5号 環境保全課

笠間市一般廃棄物処理手数料過徴収返還金取扱要
綱

笠間市一般廃棄物処理手数料返還請求書（事業所用） 様式第2号 環境保全課

笠間市一般廃棄物処理手数料収納事務委託実施要
綱

笠間市一般廃棄物処理手数料収納事務委託実績報告書兼委託料請求書 様式第1号 環境保全課

笠間市一般廃棄物処理手数料収納事務委託実施要
綱

指定ごみ袋取扱店申込書 様式第2号 環境保全課

笠間市一般廃棄物処理手数料収納事務委託実施要
綱

指定ごみ袋取扱店申込内容変更届 様式第4号 環境保全課

笠間市狂犬病予防法施行細則 犬の登録（予防注射済交付）申請書 様式第1号 環境保全課

笠間市狂犬病予防法施行細則 鑑札（予防注射済）再交付申請書 様式第2号 環境保全課

笠間市狂犬病予防法施行細則 犬の所有者住所等変更届 様式第3号 環境保全課

笠間市狂犬病予防法施行細則 登録犬死亡届 様式第4号 環境保全課

笠間市犬及び猫の不妊去勢手術補助金交付要綱
犬及び猫の不妊去勢手術補助金交付書

様式第1号 環境保全課

笠間市犬及び猫の不妊去勢手術補助金交付要綱 犬及び猫の不妊去勢手術中止届 様式第3号 環境保全課

笠間市犬及び猫の不妊去勢手術補助金交付要綱
犬及び猫の不妊去勢手術補助金請求書

様式第5号 環境保全課

笠間市犬及び猫の不妊去勢手術補助金交付要綱 犬及び猫の不妊去勢手術補助金実績報告書 様式第6号 環境保全課

笠間市資源物分別回収奨励金交付要綱 資源物分別回収団体届 様式第1号 環境保全課

笠間市資源物分別回収奨励金交付要綱 資源物分別回収奨励金交付申請書 様式第2号 環境保全課



例規名 手続の名称 様式番号 課名

笠間市資源物分別回収奨励金交付要綱 資源物分別回収奨励金交付請求書 様式第5号 環境保全課

笠間市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に
関する法律施行細則

鳥獣捕獲等許可申請書 様式第1号 環境保全課

笠間市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に
関する法律施行細則

従事者証交付申請書 様式第2号 環境保全課

笠間市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に
関する法律施行細則

許可証等再交付申請書 様式第3号 環境保全課

笠間市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に
関する法律施行細則

住所又は氏名変更届出書 様式第4号 環境保全課

笠間市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に
関する法律施行細則

許可証等亡失届出書 様式第5号 環境保全課

笠間市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に
関する法律施行細則

鳥獣飼養登録申請書 様式第6号 環境保全課

笠間市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に
関する法律施行細則

鳥獣飼養登録更新申請書 様式第7号 環境保全課

笠間市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に
関する法律施行細則

登録鳥獣譲受等届出書 様式第8号 環境保全課

笠間市鳥獣飼養登録事務実施要綱 適法捕獲通知書 様式第1号 環境保全課

笠間市鳥獣飼養登録事務実施要綱 鳥類に係る鳥獣飼養登録票 様式第5号 環境保全課

笠間市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する
条例施行規則

変更届出書 様式第10号 環境保全課

笠間市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する
条例施行規則

地位継承届出書 様式第11号 環境保全課

笠間市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する
条例施行規則

開始届出書 様式第12号 環境保全課

笠間市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する
条例施行規則

土砂等による土地の埋立て等事業許可（不許可）決定通知書 様式第13号 環境保全課

笠間市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する
条例施行規則

完了届出書 様式第14号 環境保全課

笠間市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する
条例施行規則

事業中止（廃止）届出書 様式第15号 環境保全課

笠間市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する
条例施行規則

土地の埋立て等施工管理台帳 様式第15号の2 環境保全課

笠間市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する
条例施行規則

土砂等による土地の埋立て，盛土及びたい積の規制に関する事前協議書 様式第1号 環境保全課

笠間市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する
条例施行規則

土砂等発生元証明書 様式第4号 環境保全課

笠間市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する
条例施行規則

関係法令手続報告書 様式第5号 環境保全課

笠間市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する
条例施行規則

土壌汚染又は災害防止に関し地方公共団体と同等以上の能力を有する者
の認定申請書

様式第6号 環境保全課

笠間市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する
条例施行規則

土砂等による土地の埋立て（盛土・たい積）事業許可申請書 様式第7号 環境保全課

笠間市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する
条例施行規則

土壌調査試料採取報告書 様式第8号 環境保全課

笠間市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する
条例施行規則

欠格要件非該当に関する誓約書 様式第8号の2 環境保全課

笠間市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する
条例施行規則

事業変更許可申請書 様式第9号 環境保全課

笠間市土採取事業規制条例施行規則 土採取事業災害等発生時土採取届出書 様式第10号 環境保全課



例規名 手続の名称 様式番号 課名

笠間市土採取事業規制条例施行規則 土採取事業変更許可申請書 様式第11号 環境保全課

笠間市土採取事業規制条例施行規則 土採取事業開始届 様式第14号 環境保全課

笠間市土採取事業規制条例施行規則 土採取事業事前協議書 様式第1号 環境保全課

笠間市土採取事業規制条例施行規則 土採取事業完了届出書 様式第21号 環境保全課

笠間市土採取事業規制条例施行規則 土採取事業廃止（停止）届出書 様式第23号 環境保全課

笠間市土採取事業規制条例施行規則 土採取事業承継届出書 様式第25号 環境保全課

笠間市土採取事業規制条例施行規則 土採取事業許可申請書 様式第3号 環境保全課

笠間市土採取事業規制条例施行規則 欠格要件非該当に関する誓約書 様式第4号 環境保全課

笠間市土採取事業規制条例施行規則 土採取事業事前説明会実施報告書 様式第7号 環境保全課

笠間市廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規
則

誓約書 様式第10号 環境保全課

笠間市廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規
則

一般廃棄物処理事業範囲変更許可申請書 様式第14号 環境保全課

笠間市廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規
則

一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業許可証再交付申請書 様式第17号 環境保全課

笠間市廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規
則

一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業事業（廃止・廃業・変更）届出書 様式第18号 環境保全課

笠間市廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規
則

一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業事業休止届出書 様式第19号 環境保全課

笠間市廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規
則

一般廃棄物処理業務実績報告書 様式第22号 環境保全課

笠間市廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規
則

一般廃棄物処理業務実績報告書 様式第23号 環境保全課

笠間市廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規
則

浄化槽清掃業務実績報告書 様式第24号 環境保全課

笠間市廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規
則

不燃ごみ及び資源物収集袋の交付申請書
様式第6号の4 環境保全課

笠間市廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規
則

一般廃棄物処理手数料減免申請書
様式第7号 環境保全課

笠間市廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規
則

一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業許可(許可更新)申請書
様式第9号 環境保全課

笠間市墓地，埋葬等に関する規則 墓地・納骨堂・火葬場　経営許可申請書 様式第1号 環境保全課

笠間市墓地，埋葬等に関する規則 墓地・納骨堂・火葬場　変更許可申請書 様式第2号 環境保全課

笠間市墓地，埋葬等に関する規則 墓地・納骨堂・火葬場　廃止許可申請書 様式第3号 環境保全課

笠間市墓地，埋葬等に関する規則 みなし許可に係る届出書 様式第4号 環境保全課

笠間市墓地，埋葬等に関する規則 墓地・納骨堂・火葬場　工事完了届出書 様式第5号 環境保全課

笠間市墓地等経営許可事務処理要領 許可事項変更届 様式第4号 環境保全課

笠間市墓地等経営許可事務処理要領 意見交付願　(農地転用許可の場合) 様式第5号 環境保全課



例規名 手続の名称 様式番号 課名

笠間市墓地等経営許可事務処理要領 意見交付願　(建築確認の場合) 様式第6号 環境保全課

笠間市有害鳥獣捕獲等許可事務実施要綱 有害鳥獣捕獲依頼書 様式第2号 環境保全課

笠間市有害鳥獣捕獲等許可事務実施要綱 被害発生状況 様式第3号 環境保全課

笠間市有害鳥獣捕獲等許可事務実施要綱 有害鳥獣捕獲申請に係る調査書 様式第4号 環境保全課

笠間市有害鳥獣捕獲等許可事務実施要綱 鳥獣捕獲事業指示書 様式第8号 環境保全課

笠間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

補装具業者登録申請書 様式第1号 社会福祉課

笠間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

補装具業者登録変更届出書 様式第4号 社会福祉課

笠間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

補装具業者事業廃止（休止・再開）届出書 様式第5号 社会福祉課

笠間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

代理受領に係る
補装具費支払請求書兼委任状

様式第7号 社会福祉課

笠間市身体障害者自動車改造費助成要綱 身体障害者自動車改造費助成金交付申請書 様式第1号 社会福祉課

笠間市身体障害者自動車改造費助成要綱 身体障害者自動車改造費助成金交付請求書 様式第3号 社会福祉課

笠間市いこいの家の設置及び管理に関する条例施行
規則

笠間市いこいの家はなさか使用許可申請書 様式第1号 社会福祉課

笠間市児童福祉法施行細則 高額障害児（通所・入所）給付費支給申請書 様式第16号 社会福祉課

笠間市児童福祉法施行細則 行政措置負担額減免申請書 様式第27号 社会福祉課

笠間市外国人高齢者及び重度障害者福祉手当支給
条例施行規則

外国人福祉手当未払分請求書 様式第6号 社会福祉課

笠間市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業助成
金交付要綱

軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金交付申請書 様式第1号 社会福祉課

笠間市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業助成
金交付要綱

笠間市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業助成金交付医師意見書
（助成事業専用）

様式第2号 社会福祉課

笠間市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業助成
金交付要綱

笠間市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業助成金請求書 様式第5号 社会福祉課

笠間市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業助成
金交付要綱

笠間市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業　支給券 様式第6号 社会福祉課

笠間市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業助成
金交付要綱

笠間市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業助成金の代理受領に係る
請求書兼委任状

様式第7号 社会福祉課

笠間市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則 違約金支払免除申請書 様式第10号 社会福祉課

笠間市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則 災害援護資金償還免除申請書 様式第13号 社会福祉課

笠間市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則 氏名等変更届 様式第16号 社会福祉課

笠間市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則
災害給付金支給事務
診断書

様式第1号 社会福祉課

笠間市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則 災害援護資金借入申込書 様式第2号 社会福祉課

笠間市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則 災害援護資金借用書 様式第5号 社会福祉課

笠間市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則 繰上償還申出書 様式第6号 社会福祉課



例規名 手続の名称 様式番号 課名

笠間市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則 償還金支払猶予申請書 様式第7号 社会福祉課

笠間市在宅重度身体障害者訪問入浴サービス事業
実施要綱

笠間市在宅重度身体障害者訪問入浴サービス事業利用申請書 様式第1号 社会福祉課

笠間市在宅重度身体障害者訪問入浴サービス事業
実施要綱

笠間市在宅重度身体障害者訪問入浴サービス事業利用申請書 様式第2号 社会福祉課

笠間市在宅心身障害児福祉手当支給条例施行規則 在宅心身障害児福祉手当認定申請書 様式第1号 社会福祉課

笠間市在宅心身障害児福祉手当支給条例施行規則 在宅心身障害児福祉手当受給資格喪失届 様式第3号 社会福祉課

笠間市在宅心身障害児福祉手当支給条例施行規則 在宅心身障害児福祉手当住所氏名変更届 様式第4号 社会福祉課

笠間市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相
談支援事業者の指定等に関する規則

指定（更新）申請書 様式第1号 社会福祉課

笠間市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相
談支援事業者の指定等に関する規則

変更届出書 様式第4号 社会福祉課

笠間市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相
談支援事業者の指定等に関する規則

再開・廃止・休止届出書 様式第5号 社会福祉課

笠間市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相
談支援事業者の指定等に関する規則

業務管理体制の整備及び区分の変更に関する事項の届出書 様式第8号 社会福祉課

笠間市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相
談支援事業者の指定等に関する規則

業務管理体制の整備に関する事項の届出書（届出事項の変更）
様式第9号 社会福祉課

笠間市自立支援医療費（育成医療）支給認定実施要
綱

自立支援医療(育成)支給認定申請書(新規・再認定・変更) 様式第1号 社会福祉課

笠間市自立支援医療費（育成医療）支給認定実施要
綱

自立支援医療（育成医療）意見書 様式第2号 社会福祉課

笠間市自立支援医療費（育成医療）支給認定実施要
綱

自己負担上限額管理表 様式第4号 社会福祉課

笠間市自立支援医療費（育成医療）支給認定実施要
綱

自立支援医療(育成医療)に要する補装具代請求書 様式第6号 社会福祉課

笠間市自立支援医療費（育成医療）支給認定実施要
綱

自立支援医療(育成医療)に要する移送費請求書代請求書 様式第7号 社会福祉課

笠間市自立支援医療費（育成医療）支給認定実施要
綱

自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療) 様式第9号 社会福祉課

笠間市社会福祉法施行細則 社会福祉法人設立認可申請書 様式第1号 社会福祉課

笠間市社会福祉法施行細則 社会福祉法人定款変更認可申請書 様式第2号 社会福祉課

笠間市社会福祉法施行細則 社会福祉法人定款変更届 様式第3号 社会福祉課

笠間市社会福祉法施行細則 社会福祉法人解散（認可・認定）申請書 様式第4号 社会福祉課

笠間市社会福祉法施行細則 社会福祉法人解散届 様式第5号 社会福祉課

笠間市社会福祉法施行細則 社会福祉法人合併認可申請書(吸収合併用) 様式第6号（その1） 社会福祉課

笠間市社会福祉法施行細則 社会福祉法人合併認可申請書(新設合併用) 様式第6号（その2） 社会福祉課

笠間市手話奉仕員養成研修事業実施要綱 手話奉仕員養成研修事業実績報告書 様式第1号 社会福祉課

笠間市手話奉仕員養成研修事業実施要綱 手話奉仕員登録申請書 様式第3号 社会福祉課

笠間市重度障害者（児）住宅リフォーム助成事業要綱 重度障害者（児）住宅リフォーム助成申請書 様式第1号 社会福祉課



例規名 手続の名称 様式番号 課名

笠間市重度障害者（児）住宅リフォーム助成事業要綱 重度障害者（児）住宅リフォーム完了報告書兼請求書 様式第3号 社会福祉課

笠間市重度心身障害者タクシー利用料金助成要綱 重度心身障害者通院通所交通費助成金受給申請書 様式第1号 社会福祉課

笠間市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務
取扱要領

障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当受給資格者住所氏名変更届 様式第11号 社会福祉課

笠間市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務
取扱要領

障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当資格喪失届 様式第12号 社会福祉課

笠間市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務
取扱要領

障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当受給資格者死亡届・未支給手
当支給請求書

様式第13号 社会福祉課

笠間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

自立支援医療（育成医療）意見書 様式24号 社会福祉課

笠間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

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) 様式第24号 社会福祉課

笠間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

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) 様式第29号 社会福祉課

笠間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

身体障害者・児補装具給付購入／修理申請 様式第32号 社会福祉課

笠間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

補装具費支給券 様式第34号 社会福祉課

笠間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

第四十三条の五第一項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申
請書

様式第36号 社会福祉課

笠間市障害者等意思疎通支援事業実施要綱 手話通訳者等派遣申請 様式第1号 社会福祉課

笠間市心身障害児（者）レスパイト事業実施要綱 レスパイト事業実施報告書 様式第4号 社会福祉課

笠間市心身障害者福祉ワークス運営事業実施要綱 心身障害者福祉ワークス運営事業実施申請書 様式第1号 社会福祉課

笠間市心身障害者福祉ワークス運営事業実施要綱 心身障害者福祉ワークス運営事業停止届書 様式第3号 社会福祉課

笠間市身体障害者更生訓練費支給要綱 更生訓練費支給申請書 様式第2号 社会福祉課

笠間市身体障害者自動車運転免許取得費助成要綱 身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要望書 様式第1号 社会福祉課

笠間市身体障害者自動車運転免許取得費助成要綱 身体障害者自動車運転免許取得費助成金交付申請書 様式第3号 社会福祉課

笠間市身体障害者手帳の交付等に関する規則
身体障害者手帳再交付申請書
（紛失・棄損・程度変更・障害追加・再認定）

様式13号 社会福祉課

笠間市身体障害者手帳の交付等に関する規則
身体障害者手帳交付申請
（新規・）

様式1号 社会福祉課

笠間市身体障害者手帳の交付等に関する規則 身体障害者診断書・意見書（肢体不自由用） 様式2号 社会福祉課

笠間市身体障害者手帳の交付等に関する規則 身体障害者診断書・意見書（脳原性運動機能障害用） 様式第2号の10 社会福祉課

笠間市身体障害者手帳の交付等に関する規則 身体障害者診断書・意見書（ヒト免疫不全ウイルス・・用） 様式第2号の11 社会福祉課

笠間市身体障害者手帳の交付等に関する規則 身体障害者診断書・意見書（ヒト免疫不全ウイルス・・・13歳未満用） 様式第2号の12 社会福祉課

笠間市身体障害者手帳の交付等に関する規則 身体障害者診断書・意見書（肝臓機能障害用） 様式第2号の13 社会福祉課

笠間市身体障害者手帳の交付等に関する規則 身体障害者診断書・意見書（視覚障害用） 様式第2号の2 社会福祉課

笠間市身体障害者手帳の交付等に関する規則 身体障害者診断書・意見書 様式第2号の3 社会福祉課



例規名 手続の名称 様式番号 課名

笠間市身体障害者手帳の交付等に関する規則 身体障害者診断書・意見書（心臓機能障害の18歳以上用） 様式第2号の4 社会福祉課

笠間市身体障害者手帳の交付等に関する規則 身体障害者診断書・意見書（心臓機能障害の18歳未満用） 様式第2号の5 社会福祉課

笠間市身体障害者手帳の交付等に関する規則 身体障害者診断書・意見書（呼吸器機能障害用） 様式第2号の6 社会福祉課

笠間市身体障害者手帳の交付等に関する規則 身体障害者診断書・意見書（じん臓機能障害用） 様式第2号の7 社会福祉課

笠間市身体障害者手帳の交付等に関する規則 身体障害者診断書・意見書（ぼうこう機能・直腸機能障害用） 様式第2号の8 社会福祉課

笠間市身体障害者手帳の交付等に関する規則 身体障害者診断書・意見書（小腸機能障害用） 様式第2号の9 社会福祉課

笠間市身体障害者相談員設置要綱 業務受託書 様式第3号 社会福祉課

笠間市身体障害者相談員設置要綱 身体障害者相談員活動状況報告書 様式第5号 社会福祉課

笠間市身体障害者相談員設置要綱 業務委託解除申出書 様式第6号 社会福祉課

笠間市身体障害者福祉法施行細則 費用徴収額変更申立書 様式第13号 社会福祉課

笠間市進行性筋萎縮症者療養等給付事業事務取扱
要領

進行性筋萎縮症者療養等給付申請書 様式第1号 社会福祉課

笠間市進行性筋萎縮症者療養等給付事業事務取扱
要領

進行性筋萎縮症者療養等給付要否意見書 様式第2号 社会福祉課

笠間市進行性筋萎縮症者療養等給付事業事務取扱
要領

進行性筋萎縮症者療養等給付費支払請求書 様式第5号 社会福祉課

笠間市知的障害者相談員設置要綱 業務受託書 様式第3号 社会福祉課

笠間市知的障害者相談員設置要綱 知的障害者相談員月別報告書 様式第6号 社会福祉課

笠間市知的障害者相談員設置要綱 業務委託解除申出書 様式第7号 社会福祉課

笠間市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶
者支援金事務取扱細則

医療券交付処理簿 様式第10号 社会福祉課

笠間市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶
者支援金事務取扱細則

介護券交付処理簿 様式第11号 社会福祉課

笠間市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶
者支援金事務取扱細則

支援給付申請書 様式第12号 社会福祉課

笠間市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶
者支援金事務取扱細則

葬祭支援給付申請書 様式第13号 社会福祉課

笠間市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶
者支援金事務取扱細則

給与証明書 様式第14号 社会福祉課

笠間市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶
者支援金事務取扱細則

住宅補修計画書 様式第15号 社会福祉課

笠間市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶
者支援金事務取扱細則

検診命令書 様式第20号 社会福祉課

笠間市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶
者支援金事務取扱細則

生活保護法第29条の規定に基づく調査について 様式第21号 社会福祉課

笠間市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶
者支援金事務取扱細則

生活保護法第29条の規定に基づく調査について 様式第21号の2 社会福祉課

笠間市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶
者支援金事務取扱細則

支援給付の決定に伴う扶養義務について 様式第22号 社会福祉課

笠間市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶
者支援金事務取扱細則

入所等依頼書 様式第25号 社会福祉課



例規名 手続の名称 様式番号 課名

笠間市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶
者支援金事務取扱細則

支援給付金品を徴収金の納入に充てる旨の申出書 様式第26号 社会福祉課

笠間市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶
者支援金事務取扱細則

被支援者番号登載簿 様式第8号 社会福祉課

笠間市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶
者支援金事務取扱細則

支援給付申請書受理簿 様式第9号 社会福祉課

笠間市被災者生活再建支援金支給要綱 笠間市被災者生活再建支援金支給申請書 様式第1号 社会福祉課

笠間市民間賃貸住宅の借上げによる応急仮設住宅
供与実施要項

応急仮設住宅一時使用許可申請書〈茨城県民用〉 様式第1号 社会福祉課

笠間市民間賃貸住宅の借上げによる応急仮設住宅
供与実施要項

応急仮設住宅一時使用許可申請書〈茨城県民以外〉 様式第1号の2 社会福祉課

笠間市民間賃貸住宅の借上げによる応急仮設住宅
供与実施要項

誓約書 様式第3号 社会福祉課

笠間市民間賃貸住宅の借上げによる応急仮設住宅
供与実施要項

応急仮設住宅一時使用期間延長申請書 様式第5号 社会福祉課

笠間市こども育成支援事業実施要項 笠間市こども育成支援事業利用申請書 様式第1号
こども育成支援セン
ター

笠間市こども育成支援事業実施要項 笠間市こども育成支援事業利用許可取消し申請書 様式第5号
こども育成支援セン
ター

笠間市認定こども園施設整備補助金交付要綱 笠間市認定こども園施設整備補助金概算払請求書 様式第10号 子ども福祉課

笠間市認定こども園施設整備補助金交付要綱 笠間市認定こども園施設整備補助金実績報告書 様式第11号 子ども福祉課

笠間市認定こども園施設整備補助金交付要綱 笠間市認定こども園施設整備補助金交付請求書 様式第15号 子ども福祉課

笠間市認定こども園施設整備補助金交付要綱 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 様式第16号 子ども福祉課

笠間市認定こども園施設整備補助金交付要綱 笠間市認定こども園施設整備補助金交付申請書 様式第1号 子ども福祉課

笠間市認定こども園施設整備補助金交付要綱 笠間市認定こども園施設整備補助金変更申請書 様式第5号 子ども福祉課

笠間市認定こども園施設整備補助金交付要綱 笠間市認定こども園施設整備補助金中止(廃止)申請書 様式第7号 子ども福祉課

笠間市認定こども園施設整備補助金交付要綱 笠間市認定こども園施設整備補助金事業遅延報告書 様式第9号 子ども福祉課

笠間市ファミリーサポートセンター事業実施要綱 笠間市ファミリーサポートセンター入会申込 様式第1号 子ども福祉課

笠間市ファミリーサポートセンター事業実施要綱 援助活動実績報告 様式第4号 子ども福祉課

笠間市ファミリーサポートセンター事業実施要綱 退会申出 様式第5号 子ども福祉課

笠間市児童手当法施行細則 児童手当・特例給付寄附変更申出書・寄附撤回申出書 様式第16号 子ども福祉課

笠間市児童手当法施行細則
児童手当・特例給付からの学校給食費等徴収(支払)変更申出書・徴収(支
払)撤回申出書

様式第18号 子ども福祉課

笠間市児童手当法施行細則 児童手当・特例給付受給資格調査員証交付簿 様式第3号 子ども福祉課

笠間市実費徴収に係る補足給付事業補助金交付要
綱

実費徴収に係る補足給付事業補助金交付申請書 様式第1号 子ども福祉課

笠間市実費徴収に係る補足給付事業補助金交付要
綱

実費徴収に係る補足給付事業補助金交付請求書 様式第3号 子ども福祉課

笠間市小規模保育事業整備費補助金交付要綱 笠間市小規模保育事業整備費補助金交付請求書 様式第12号 子ども福祉課



例規名 手続の名称 様式番号 課名

笠間市小規模保育事業整備費補助金交付要綱 笠間市小規模保育事業整備費補助金交付申請書 様式第1号 子ども福祉課

笠間市小規模保育事業整備費補助金交付要綱 笠間市小規模保育事業整備費補助金変更交付申請書 様式第4号 子ども福祉課

笠間市小規模保育事業整備費補助金交付要綱 笠間市小規模保育事業整備費補助金中止（廃止）申請書 様式第6号 子ども福祉課

笠間市小規模保育事業整備費補助金交付要綱 笠間市小規模保育事業整備費補助金概算払請求書 様式第8号 子ども福祉課

笠間市小規模保育事業整備費補助金交付要綱 笠間市小規模保育事業整備費補助金実績報告書 様式第9号 子ども福祉課

笠間市多子世帯保育料軽減事業実施要綱 笠間市多子世帯保育料軽減申請書 様式第1号 子ども福祉課

笠間市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業
者指導監査実施要綱

改善状況報告書（実地指導） 様式第4号 子ども福祉課

笠間市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業
者指導監査実施要綱

改善状況報告書（監査） 様式第7号 子ども福祉課

笠間市認定こども園整備事業費補助金交付要綱 笠間市認定こども園整備事業費補助金に係る年度終了実績報告書 様式第11号 子ども福祉課

笠間市認定こども園整備事業費補助金交付要綱 笠間市認定こども園整備事業費補助金交付請求書 様式第13号 子ども福祉課

笠間市認定こども園整備事業費補助金交付要綱 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 様式第14号 子ども福祉課

笠間市認定こども園整備事業費補助金交付要綱 笠間市認定こども園整備事業費補助金交付申請書 様式第1号 子ども福祉課

笠間市認定こども園整備事業費補助金交付要綱 笠間市認定こども園整備事業費補助金変更申請書 様式第4号 子ども福祉課

笠間市認定こども園整備事業費補助金交付要綱 笠間市認定こども園整備事業費補助金中止（廃止）申請書 様式第6号 子ども福祉課

笠間市認定こども園整備事業費補助金交付要綱 笠間市認定こども園整備事業費補助金概算払請求書 様式第8号 子ども福祉課

笠間市認定こども園整備事業費補助金交付要綱 笠間市認定こども園整備事業費補助金実績報告書 様式第9号 子ども福祉課

笠間市病児保育事業実施要綱 病児保育登録申請 様式第1号 子ども福祉課

笠間市病児保育事業実施要綱 病児保育利用申請 様式第2号 子ども福祉課

笠間市保育士就労支援補助金交付要綱 笠間市保育士就労支援補助金交付申請書 様式第1号 子ども福祉課

笠間市保育士就労支援補助金交付要綱 笠間市保育士就労支援補助金交付請求書 様式第3号 子ども福祉課

笠間市保育士就労支援補助金交付要綱 笠間市保育士就労支援補助金実績報告書 様式第4号 子ども福祉課

笠間市保育所感染症対策実施要綱 意見書 様式第3号 子ども福祉課

笠間市保育所感染症対策実施要綱 登所届 様式第4号 子ども福祉課

笠間市保育所副食費取扱規則 笠間市保育所副食費欠食届 様式第1号 子ども福祉課

笠間市母子・父子家庭高等職業訓練促進費等交付要
綱

母子・父子家庭高等職業訓練促進費等支給申請 様式第1号 子ども福祉課

笠間市母子・父子家庭高等職業訓練促進費等交付要
綱

母子・父子家庭高等職業訓練促進費等請求 様式第3号 子ども福祉課

笠間市母子・父子家庭高等職業訓練促進費等交付要
綱

母子・父子家庭高等職業訓練促進費等受給資格異動届 様式第4号 子ども福祉課



例規名 手続の名称 様式番号 課名

笠間市放課後児童クラブ障害児受入れ実施に関する
要綱

障害の状況に関する調査 別記様式 子ども福祉課

笠間市放課後児童健全育成事業の届出に関する要
綱

放課後児童健全育成事業開始届 様式第1号 子ども福祉課

笠間市放課後児童健全育成事業の届出に関する要
綱

放課後児童健全育成事業変更届 様式第2号 子ども福祉課

笠間市放課後児童健全育成事業の届出に関する要
綱

放課後児童健全育成事業廃止（休止）届 様式第3号 子ども福祉課

笠間市民間保育所設置認可等要綱 保育所設置認可事前協議書 様式第1号 子ども福祉課

笠間市養育支援訪問事業実施要綱 笠間市養育支援訪問事業利用申込 様式第1号 子ども福祉課

笠間市病児保育事業実施要綱 与薬依頼書 様式第5号 子ども福祉課

笠間市ケアプラン点検事業実施要綱 ケアプラン点検に係る改善状況報告書 様式第3号 高齢福祉課

笠間市介護サービス事業者の業務管理体制の整備
の届出に関する規則

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)に基づく業務
管理体制に係る届出書

様式第1号 高齢福祉課

笠間市介護サービス事業者の業務管理体制の整備
の届出に関する規則

介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事
項の変更)

様式第2号 高齢福祉課

笠間市介護サービス事業者等監査要綱 改善状況報告(計画)書 様式第2号 高齢福祉課

笠間市介護サービス事業者等監査要綱 勧告事項改善報告書 様式第4号 高齢福祉課

笠間市介護サービス事業者等監査要綱 命令事項改善報告書 様式第6号 高齢福祉課

笠間市介護サービス事業者等指導要綱 改善状況報告(計画)書 様式第2号 高齢福祉課

笠間市介護ロボット導入促進事業補助金交付要綱 介護ロボット使用状況報告書 様式第10号 高齢福祉課

笠間市介護ロボット導入促進事業補助金交付要綱 補助金に係る消費税等仕入控除税額報告書 様式第11号 高齢福祉課

笠間市介護ロボット導入促進事業補助金交付要綱 補助金交付申請書 様式第1号 高齢福祉課

笠間市介護ロボット導入促進事業補助金交付要綱 計画変更承認申請書 様式第4号 高齢福祉課

笠間市介護ロボット導入促進事業補助金交付要綱 中止・廃止承認申請書 様式第5号 高齢福祉課

笠間市介護ロボット導入促進事業補助金交付要綱 実績報告書 様式第7号 高齢福祉課

笠間市介護ロボット導入促進事業補助金交付要綱 補助金交付請求書 様式第9号 高齢福祉課

笠間市介護健診ネットワークシステム運用管理規程 笠間市介護健診ネットワークシステム利用申請書・誓約書 様式第1号 高齢福祉課

笠間市介護健診ネットワークシステム運用管理規程 笠間市介護健診ネットワークシステム業務利用申請書 様式第2号 高齢福祉課

笠間市介護健診ネットワークシステム運用管理規程 笠間市介護健診ネットワークシステム市民利用申請書 様式第3号 高齢福祉課

笠間市介護健診ネットワークシステム運用管理規程 笠間市介護健診ネットワークシステム利用停止報告書 様式第7号 高齢福祉課

笠間市介護健診ネットワークシステム運用管理規程 笠間市介護健診ネットワークシステム業務利用停止報告書 様式第8号 高齢福祉課

笠間市介護健診ネットワークシステム運用管理規程 笠間市介護健診ネットワークシステム市民利用停止報告書 様式第9号 高齢福祉課



例規名 手続の名称 様式番号 課名

笠間市介護保険条例施行規則 介護保険住所地特例適用・変更・終了届 様式第2号 高齢福祉課

笠間市介護保険条例施行規則 介護保険居宅介護（支援）福祉用具購入費支給申請書 様式第30号 高齢福祉課

笠間市介護保険条例施行規則 介護保険居宅介護（支援）住宅改修費支給申請書 様式第31号 高齢福祉課

笠間市介護保険条例施行規則 介護保険高額介護（予防）サービス費支給申請書 様式第32号 高齢福祉課

笠間市介護保険条例施行規則 介護保険負担限度額認定申請書 様式第33号 高齢福祉課

笠間市介護保険条例施行規則 介護保険被保険者証等再交付申請書 様式第4号 高齢福祉課

笠間市介護予防・日常生活支援総合事業における指
定事業者の指定等に関する要綱

指定申請書 様式第1号 高齢福祉課

笠間市介護予防・日常生活支援総合事業における指
定事業者の指定等に関する要綱

更新申請書 様式第4号 高齢福祉課

笠間市介護予防・日常生活支援総合事業における指
定事業者の指定等に関する要綱

変更届出書 様式第7号 高齢福祉課

笠間市介護予防・日常生活支援総合事業における指
定事業者の指定等に関する要綱

廃止・休止・再開届出書 様式第8号 高齢福祉課

笠間市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 笠間市介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書 様式第1号 高齢福祉課

笠間市敬老事業交付金交付要綱 敬老事業交付金交付申請書 様式第1号 高齢福祉課

笠間市敬老事業交付金交付要綱 敬老事業実績報告書 様式第3号 高齢福祉課

笠間市高額介護サービス費等貸付規則 高額介護サービス費等貸付申請 様式第1号 高齢福祉課

笠間市高額介護サービス費等貸付規則 高額介護サービス費等貸付金借用書 様式第3号 高齢福祉課

笠間市高額介護サービス費等貸付規則 委任状 様式第4号 高齢福祉課

笠間市高齢者スポーツ活動補助金交付要綱 笠間市高齢者スポーツ活動補助金交付申請書 様式第1号 高齢福祉課

笠間市高齢者スポーツ活動補助金交付要綱 事業計画書 様式第2号 高齢福祉課

笠間市高齢者スポーツ活動補助金交付要綱 収入予算書 様式第3号 高齢福祉課

笠間市高齢者スポーツ活動補助金交付要綱 笠間市高齢者スポーツ活動補助金変更（中止・廃止）承認申請書 様式第5号 高齢福祉課

笠間市高齢者スポーツ活動補助金交付要綱 笠間市高齢者スポーツ活動補助金実績報告書 様式第6号 高齢福祉課

笠間市高齢者スポーツ活動補助金交付要綱 事業報告書 様式第7号 高齢福祉課

笠間市高齢者スポーツ活動補助金交付要綱 決算報告書 様式第8号 高齢福祉課

笠間市高齢者見守りあんしんシステム事業実施要綱 近隣協力員選定・同意届 様式第2号 高齢福祉課

笠間市高齢者住宅整備資金貸付条例施行規則 高齢者住宅整備資金貸付申請書 様式第1号 高齢福祉課

笠間市高齢者住宅整備資金貸付条例施行規則 高齢者住宅整備計画書 様式第1号の2 高齢福祉課

笠間市高齢者住宅整備資金貸付条例施行規則 工事完成届 様式第5号 高齢福祉課



例規名 手続の名称 様式番号 課名

笠間市指定居宅サービス事業者，指定居宅介護支援
事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定等
に関する規則

事業者指定申請書 様式第1号 高齢福祉課

笠間市指定居宅サービス事業者，指定居宅介護支援
事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定等
に関する規則

指定更新申請書 様式第2号 高齢福祉課

笠間市指定居宅サービス事業者，指定居宅介護支援
事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定等
に関する規則

指定を不要とする旨の申出書 様式第3号 高齢福祉課

笠間市指定居宅サービス事業者，指定居宅介護支援
事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定等
に関する規則

変更届出書 様式第4号 高齢福祉課

笠間市指定居宅サービス事業者，指定居宅介護支援
事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定等
に関する規則

廃止・休止・再開届出書 様式第5号 高齢福祉課

笠間市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

指定申請書 様式第1号 高齢福祉課

笠間市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

指定更新申請書 様式第1号の2 高齢福祉課

笠間市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

変更届出書 様式第2号 高齢福祉課

笠間市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

再開届出書 様式第3号 高齢福祉課

笠間市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

廃止・休止届出書 様式第3号の2 高齢福祉課

笠間市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

指定辞退届出書 様式第4号 高齢福祉課

笠間市社会福祉法人等による利用者負担軽減に対
する助成事業実施要綱

社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成金交付請求書 様式第11号 高齢福祉課

笠間市社会福祉法人等による利用者負担軽減に対
する助成事業実施要綱

社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(新規・更新) 様式第1号 高齢福祉課

笠間市社会福祉法人等による利用者負担軽減に対
する助成事業実施要綱

社会福祉法人等利用者負担軽減確認証再交付申請書 様式第4号 高齢福祉課

笠間市社会福祉法人等による利用者負担軽減に対
する助成事業実施要綱

社会福祉法人等利用者負担軽減確認証記載事項変更届 様式第5号 高齢福祉課

笠間市社会福祉法人等による利用者負担軽減に対
する助成事業実施要綱

社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書 様式第6号 高齢福祉課

笠間市社会福祉法人等による利用者負担軽減に対
する助成事業実施要綱

社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成金交付申請書 様式第7号 高齢福祉課

笠間市社会福祉法人等による利用者負担軽減に対
する助成事業実施要綱

社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成金実績報告書 様式第9号 高齢福祉課

笠間市成年後見制度利用支援事業要綱 笠間市成年後見制度利用支援事業変更届 様式第5号 高齢福祉課

笠間市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱 生活管理指導短期宿泊利用料請求書 様式第4号 高齢福祉課

笠間市訪問介護等利用者負担軽減対策事業実施要
綱

訪問介護等利用者負担額減額認定証記載事項変更届 様式第5号 高齢福祉課

笠間市有料老人ホーム設置運営指導要綱 有料老人ホーム設置計画事前申出書 様式第1号 高齢福祉課

笠間市有料老人ホーム設置運営指導要綱 有料老人ホーム設置計画事前協議書 様式第2号 高齢福祉課

笠間市有料老人ホーム設置運営指導要綱 有料老人ホーム設置計画事前（申出・協議）取下書 様式第4号 高齢福祉課

笠間市有料老人ホーム設置運営指導要綱 有料老人ホーム建設工事着工届 様式第6号 高齢福祉課

笠間市有料老人ホーム設置運営指導要綱 有料老人ホーム事業開始届 様式第7号 高齢福祉課

笠間市老人ホーム入所判定実施要綱 入所判定委員会判定結果報告書 様式第1号 高齢福祉課



例規名 手続の名称 様式番号 課名

笠間市老人福祉法施行細則 養護受託者申出書 様式第12号 高齢福祉課

笠間市老人福祉法施行細則 入所（養護）受託（不承諾）通知書 様式第17号 高齢福祉課

笠間市老人福祉法施行細則 葬祭受託（不受諾）通知書 様式第21号 高齢福祉課

笠間市老人福祉法施行細則 措置費請求書 様式第22号 高齢福祉課

笠間市老人福祉法施行細則 措置費清算書 様式第23号 高齢福祉課

笠間市老人福祉法施行細則 被措置者状況変更届 様式第24号 高齢福祉課

笠間市老人福祉法施行細則 費用徴収額変更申請書 様式第26号 高齢福祉課

笠間市老人福祉法施行細則 老人居宅生活支援事業開始届 様式第28号 高齢福祉課

笠間市老人福祉法施行細則 老人居宅生活支援事業変更届 様式第29号 高齢福祉課

笠間市老人福祉法施行細則 老人居宅生活支援事業廃止（休止）届 様式第30号 高齢福祉課

笠間市老人福祉法施行細則 老人デイサービスセンター等設置届 様式第31号 高齢福祉課

笠間市老人福祉法施行細則 老人デイサービスセンター等変更届 様式第32号 高齢福祉課

笠間市老人福祉法施行細則 老人デイサービスセンター等廃止（休止）届 様式第33号 高齢福祉課

笠間市老人福祉法施行細則 養護老人ホーム・特別養護老人ホーム設置許可申請書 様式第34号 高齢福祉課

笠間市老人福祉法施行細則 養護老人ホーム・特別養護老人ホーム事業開始届 様式第35号 高齢福祉課

笠間市老人福祉法施行細則 養護老人ホーム・特別養護老人ホーム変更届 様式第36号 高齢福祉課

笠間市老人福祉法施行細則
養護老人ホーム・特別養護老人ホーム廃止（休止・入所定員減少・入所定員
増加）許可申請書

様式第37号 高齢福祉課

笠間市老人福祉法施行細則 措置結果報告書 様式第38号 高齢福祉課

笠間市老人福祉法施行細則 有料老人ホーム設置届 様式第39号 高齢福祉課

笠間市老人福祉法施行細則 有料老人ホーム変更届 様式第40号 高齢福祉課

笠間市老人福祉法施行細則 有料老人ホーム廃止（休止）届 様式第41号 高齢福祉課

笠間市老人福祉法施行細則 養護受託者調査書 様式第7号の2 高齢福祉課

笠間市老人福祉法施行細則 老人福祉法による措置申出書 様式第8号 高齢福祉課

笠間市老人福祉法施行細則 収入申告書 様式第8号の4 高齢福祉課

笠間市老人福祉法施行細則 扶養義務者状況申告書 様式第8号の5 高齢福祉課

笠間市徘徊高齢者等ＳＯＳネットワーク事業実施要綱 笠間市ＳＯＳネットワーク事前登録届 様式第1号 高齢福祉課

笠間市介護保険条例施行規則
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）申
請書

様式第15号 高齢福祉課



例規名 手続の名称 様式番号 課名

笠間市介護保険条例施行規則 介護保険　要介護認定・要支援認定区分変更申請書 様式第16号 高齢福祉課

笠間市介護保険条例施行規則 介護保険資格異動届出書 様式第1号 高齢福祉課

笠間市介護保険条例施行規則
介護保険居宅介護（支援）サービス費，特例居宅介護（支援）サービス費，居
宅介護（支援）サービス計画費，特例居宅介護（支援）サービス計画費，施設
介護サービス費，特例施設介護サービス費）支給申請書

様式第27号 高齢福祉課

笠間市介護保険条例施行規則
介護保険特例居宅介護（支援）サービス費，特例居宅介護（支援）サービス
計画費支給申請書（受領委任用）

様式第29号 高齢福祉課

笠間市介護保険条例施行規則 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32号の2 高齢福祉課

笠間市介護保険条例施行規則 介護保険基準収入額適用申請書 様式第32号の4 高齢福祉課

笠間市介護保険条例施行規則
高額介護（予防）サービス費（年間上限）支給申請書兼自己負担額証明書交
付申請書

様式第32号の5 高齢福祉課

笠間市介護保険条例施行規則 介護保険負担限度額・・特定負担限度額差額支給申請書 様式第37号 高齢福祉課

笠間市介護保険条例施行規則 介護保険被保険者証交付申請書 様式第3号 高齢福祉課

笠間市介護保険条例施行規則 第三者行為による被害届 様式第42号 高齢福祉課

笠間市介護保険条例施行規則 介護保険料申告書 様式第43号 高齢福祉課

笠間市介護保険条例施行規則 介護保険料減免・徴収猶予申請書 様式第46号 高齢福祉課

笠間市介護保険条例施行規則 介護保険届出期間経過理由書 様式第5号 高齢福祉課

笠間市成年後見制度利用支援事業要綱 笠間市成年後見制度利用支援事業支給金交付申請書 様式第3号 高齢福祉課

笠間市後期高齢者医療保険料の徴収方法の変更に
関する要綱

保険料の口座振替による徴収方法変更申請書 様式第1号 保険年金課

笠間市後期高齢者人間ドック等健診補助金交付に関
する要綱

後期高齢者人間ドック等健診補助金及び受診券交付申請書 様式第1号 保険年金課

笠間市後期高齢者人間ドック等健診補助金交付に関
する要綱

後期高齢者人間ドック等健診補助金決定通知書 様式第2号 保険年金課

笠間市後期高齢者人間ドック等健診補助金交付に関
する要綱

後期高齢者人間ドック等健診受診券・補助金受領委任状 様式第3号 保険年金課

笠間市後期高齢者人間ドック等健診補助金交付に関
する要綱

笠間市後期高齢者人間ドック等健診料請求書 様式第5号 保険年金課

笠間市後期高齢者人間ドック等健診補助金交付に関
する要綱

笠間市後期高齢者人間ドック等健診実績報告書 様式第6号 保険年金課

笠間市高額療養費貸付規則 高額療養費貸付申請書 様式第1号 保険年金課

笠間市高額療養費貸付規則 高額療養費貸付金借用書 様式第2号 保険年金課

笠間市高額療養費貸付規則 高額療養費貸付金借受者住所氏名変更届 様式第6号 保険年金課

笠間市高額療養費貸付規則 高額療養費貸付金借受者死亡届 様式第7号 保険年金課

笠間市国民健康保険出産費資金貸付規則 出産費資金貸付申請書 様式第1号 保険年金課

笠間市国民健康保険出産費資金貸付規則 出産費資金貸付借用書 様式第4号 保険年金課

笠間市国民健康保険生活習慣病予防検診費補助金
交付要綱

笠間市国民健康保険生活習慣病予防検診費補助金交付申請書 様式第1号 保険年金課



例規名 手続の名称 様式番号 課名

笠間市国民健康保険生活習慣病予防検診費補助金
交付要綱

笠間市国民健康保険生活習慣病予防検診費補助金交付決定通知書 様式第2号 保険年金課

笠間市国民健康保険生活習慣病予防検診費補助金
交付要綱

笠間市国民健康保険生活習慣病予防検診料請求書 様式第4号 保険年金課

笠間市国民健康保険生活習慣病予防検診費補助金
交付要綱

笠間市国民健康保険生活習慣病予防検診実績報告書 様式第5号 保険年金課

笠間市国民健康保険税の減免取扱要綱 国民健康保険税　減免申請書 様式第1号 保険年金課

笠間市国民健康保険税の減免取扱要綱 災害等による居宅又は家財等の財産の被害に関する申立書 様式第2号 保険年金課

笠間市国民健康保険税の減免取扱要綱 事業収入申告書 様式第4号 保険年金課

笠間市国民健康保険税の減免取扱要綱 収入(無収入)申告書 様式第5号 保険年金課

笠間市国民健康保険税の減免取扱要綱 国民健康保険税減免申請取下書 様式第6号 保険年金課

新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税減
免取扱要綱

国民健康保険税　減免申請書 様式第1号 保険年金課

新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税減
免取扱要綱

事業収入申告書 様式第2号 保険年金課

新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税減
免取扱要綱

国民健康保険税減免申請取下書 様式第4号 保険年金課

東日本大震災の被災者に対する国民健康保険一部
負担金等免除取扱要綱

国民健康保険一部負担金等免除申請書 様式第1号 保険年金課

東日本大震災の被災者に対する国民健康保険一部
負担金等免除取扱要綱

国民健康保険一部負担金等還付申請書 様式第3号 保険年金課

東日本大震災の被災者に対する国民健康保険税減
免取扱要綱

国民健康保険税　減免申請書 様式第1号 保険年金課

笠間市骨髄移植ドナー助成費交付要綱 笠間市骨髄移植ドナー助成費交付申請書兼請求書 様式第1号 健康増進課

笠間市特別の理由による任意予防接種費用助成金
交付要綱

笠間市特別の理由による任意予防接種費用助成申請書 様式第1号 健康増進課

笠間市特別の理由による任意予防接種費用助成金
交付要綱

笠間市特別の理由による任意予防接種費用助成変更・中止申請書 様式第5号 健康増進課

笠間市特別の理由による任意予防接種費用助成金
交付要綱

笠間市特別の理由による任意予防接種費用助成における実施報告書兼請
求書

様式第7号 健康増進課

笠間市成人風しん予防接種費用の助成に関する要綱 成人風しん予防接種費用助成金交付申請 様式第1号 健康増進課

笠間市定期予防接種費用の助成に関する要綱 定期予防接種費助成申請 様式第1号 健康増進課

笠間市定期予防接種費用の助成に関する要綱 笠間市定期予防接種請求書 様式第4号 健康増進課

笠間市任意予防接種費用の助成に関する要綱 小児任意予防接種費用助成金交付申請 様式第1号 健康増進課

笠間市不妊治療費補助金交付要綱 不妊治療費補助金交付申請書 様式第1号 健康増進課

笠間市不妊治療費補助金交付要綱 不妊治療費補助金交付請求書 様式第3号 健康増進課

「ＫＫＴ6一家」使用取扱規程 「ＫＫＴ6一家」使用承認申請書 様式第1号 農政課

「ＫＫＴ6一家」使用取扱規程 「ＫＫＴ6一家」使用承認変更申請書 様式第3号 農政課

笠間クラインガルテンの設置及び管理に関する条例
施行規則

笠間クラインガルテン施設利用中止届出書 様式第14号 農政課



例規名 手続の名称 様式番号 課名

笠間クラインガルテンの設置及び管理に関する条例
施行規則

笠間クラインガルテン施設利用料金減免申請書 様式第15号 農政課

笠間クラインガルテンの設置及び管理に関する条例
施行規則

宿泊施設付き市民農園利用申請書 様式第1号 農政課

笠間クラインガルテンの設置及び管理に関する条例
施行規則

市民農園利用申請書 様式第2号 農政課

笠間クラインガルテンの設置及び管理に関する条例
施行規則

農産物加工施設利用申請書 様式第3号 農政課

笠間クラインガルテンの設置及び管理に関する条例
施行規則

炭焼き施設利用申請書 様式第4号 農政課

笠間市経営所得安定対策直接支払推進事業費補助
金交付要綱

笠間市経営所得安定対策直接支払推進事業交付決定前着手届 様式第1号 農政課

笠間市多面的機能支払交付金交付要綱 笠間市多面的機能支払交付金変更承認申請書 様式第3号 農政課

笠間市多面的機能支払交付金交付要綱 笠間市多面的機能支払交付金概算払請求書 様式第4号 農政課

笠間市多面的機能支払交付金交付要綱 笠間市多面的機能支払交付金実績報告書 様式第5号 農政課

笠間市土地改良区等の代表者の印鑑の証明等に関
する事務取扱要綱

土地改良区等証明事項登録申請書 様式第2号 農政課

笠間市土地改良区等の代表者の印鑑の証明等に関
する事務取扱要綱

土地改良区等証明事項変更登録申請書 様式第3号 農政課

笠間市土地改良区等の代表者の印鑑の証明等に関
する事務取扱要綱

土地改良区等証明書交付申請書 様式第4号 農政課

笠間市林地開発許可制度実施規則 林地開発行為完了届出書 様式第10号 農政課

笠間市林地開発許可制度実施規則 林地開発許可申請取下願 様式第11号 農政課

笠間市林地開発許可制度実施規則 土地の権利等変更届出書 様式第12号 農政課

笠間市林地開発許可制度実施規則 林地開発行為地位承継届出書 様式第13号 農政課

笠間市林地開発許可制度実施規則 林地開発行為着手届出書 様式第1号 農政課

笠間市林地開発許可制度実施規則 林地開発行為施行状況報告書 様式第3号 農政課

笠間市林地開発許可制度実施規則 林地開発行為計画変更許可申請書 様式第4号 農政課

笠間市林地開発許可制度実施規則 林地開発行為事業名称等変更届出書 様式第5号 農政課

笠間市林地開発許可制度実施規則 林地開発行為氏名等変更届出書 様式第6号 農政課

笠間市林地開発許可制度実施規則 林地開発行為工事施工者変更届出書 様式第7号 農政課

笠間市林地開発許可制度実施規則 林地開発行為災害発生届出書 様式第8号 農政課

笠間市林地開発許可制度実施規則 林地開発行為中止（廃止）届出書 様式第9号 農政課

「笠間のいな吉」着ぐるみ貸出要綱 笠間のいな吉着ぐるみ貸出申請 様式1号 商工課

稲田石材商工業協同組合補助金交付要綱 稲田石材商工業協同組合補助金交付申請書 様式第1号 商工課

稲田石材商工業協同組合補助金交付要綱 稲田石材商工業協同組合補助金(概算)請求書 様式第3号 商工課



例規名 手続の名称 様式番号 課名

稲田石材商工業協同組合補助金交付要綱 稲田石材商工業協同組合補助金変更承認申請書 様式第4号 商工課

稲田石材商工業協同組合補助金交付要綱 稲田石材商工業協同組合補助金実績報告書 様式第6号 商工課

茨城県災害対策融資(令和元年台風15号・19号災害
特例)における笠間市利子補給金交付要綱

災害対策融資利子補給補助金申請等 様式第1号 商工課

笠間のいな吉使用取扱規程 笠間のいな吉使用承認申請書 様式第1号 商工課

笠間のいな吉使用取扱規程 笠間のいな吉使用承認変更申請書 様式第3号 商工課

笠間市街路灯撤去事業補助金交付要綱 笠間市街路灯撤去事業補助金交付申請書 様式第1号 商工課

笠間市街路灯撤去事業補助金交付要綱 笠間市街路灯撤去事業補助金変更，中止，廃止承認申請書 様式第3号 商工課

笠間市街路灯撤去事業補助金交付要綱 笠間市街路灯撤去事業補助金実績報告書 様式第5号 商工課

笠間市街路灯撤去事業補助金交付要綱 笠間市街路灯撤去事業補助金交付請求書 様式第7号 商工課

笠間市商工会補助金交付要綱 笠間市商工会補助金申請等 別記様式 商工課

笠間市中小企業事業資金融資保証料補給金交付規
程

自治金融・振興金融保証料補給補助金申請等 様式第1号 商工課

笠間焼協同組合補助金交付要綱 笠間焼協同組合補助金交付申請書 様式第1号 商工課

笠間焼協同組合補助金交付要綱 笠間焼協同組合補助金(概算)請求書 様式第3号 商工課

笠間焼協同組合補助金交付要綱 笠間焼協同組合補助金変更承認申請書 様式第4号 商工課

笠間焼協同組合補助金交付要綱 笠間焼協同組合補助金実績報告書 様式第6号 商工課

笠間焼産地後継者育成補助金交付要綱 笠間焼産地後継者育成補助金交付申請書（生活支援事業） 様式第1号 商工課

笠間焼産地後継者育成補助金交付要綱 笠間焼産地後継者育成補助金交付申請書（創作活動支援事業） 様式第1号の2 商工課

笠間焼産地後継者育成補助金交付要綱 笠間焼産地後継者育成補助金交付申請書（創業支援事業） 様式第1号の3 商工課

笠間焼産地後継者育成補助金交付要綱 同意書 様式第1号の4 商工課

笠間焼産地後継者育成補助金交付要綱 笠間焼産地後継者育成補助金変更，中止，廃止承認申請書 様式第3号 商工課

笠間焼産地後継者育成補助金交付要綱 笠間焼産地後継者育成補助金実績報告書 様式第5号 商工課

笠間焼産地後継者育成補助金交付要綱 笠間焼産地後継者育成補助金交付請求書 様式第7号 商工課

石の百年館の設置及び管理に関する条例施行規則 石の百年館使用許可申請書 様式第1号 商工課

あたごフォレストハウスの設置及び管理に関する条例
施行規則

あたごﾌｫﾚｽﾄﾊｳｽ使用料還付申請 別記様式 観光課

笠間市観光協会補助金交付要綱 笠間市観光協会補助金交付申請書 様式第1号 観光課

笠間市観光協会補助金交付要綱 笠間市観光協会補助金（概算）請求書 様式第3号 観光課

笠間市観光協会補助金交付要綱 笠間市観光協会補助金変更承認申請書 様式第4号 観光課



例規名 手続の名称 様式番号 課名

笠間市観光協会補助金交付要綱 笠間市観光協会補助事業実績報告書 様式第6号 観光課

笠間市野外ステージの設置及び管理に関する条例施
行規則

笠間市野外ｽﾃｰｼﾞ使用許可申請書 様式第1号 観光課

笠間市野外ステージの設置及び管理に関する条例施
行規則

笠間市野外ｽﾃｰｼﾞ使用許可変更（取消）申請書 様式第3号 観光課

笠間市野外ステージの設置及び管理に関する条例施
行規則

笠間市野外ｽﾃｰｼﾞ使用料返還申請書 様式第5号 観光課

笠間市優良観光土産品推奨規則 推奨マーク使用申請書 様式第2号 観光課

笠間市立公園の設置及び管理に関する条例施行規
則

笠間市立公園使用（変更）許可申請書 様式第1号 観光課

笠間市立公園の設置及び管理に関する条例施行規
則

笠間市立公園記念碑等設置（変更）許可申請書 様式第2号 観光課

笠間市立公園の設置及び管理に関する条例施行規
則

笠間市立公園記念碑等設置完了届 様式第7号 観光課

北山公園の設置及び管理に関する条例施行規則 北山公園有料施設使用申請書 様式第1号 観光課

北山公園の設置及び管理に関する条例施行規則 北山公園有料施設使用許可書兼領収書 様式第2号 観光課

北山公園の設置及び管理に関する条例施行規則 北山公園有料施設使用料減免申請書 様式第4号 観光課

北山公園の設置及び管理に関する条例施行規則 北山公園有料施設使用料減免決定通知書 様式第5号 観光課

北山公園の設置及び管理に関する条例施行規則 北山公園有料施設使用料返還請求書 様式第6号 観光課

笠間市公共用地取得に伴う代替地の登録制度実施
要綱

代替地登録申出書・代替地カード 様式第1号 建設課

笠間市公共用地取得に伴う代替地の登録制度実施
要綱

登録土地取得申請書 様式第2号 建設課

笠間市公共用地取得に伴う代替地の登録制度実施
要綱

登録土地取消(変更)届 様式第3号 建設課

笠間芸術の森公園有料公園施設管理規則 有料公園施設使用許可申請書 様式第1号 管理課

笠間芸術の森公園有料公園施設管理規則 使用料減免申請書 様式第3号 管理課

笠間芸術の森公園有料公園施設管理規則 使用料返還申請書 様式第4号 管理課

笠間芸術の森公園有料公園施設管理規則 使用取消申請書 様式第5号 管理課

笠間市営住宅管理条例施行規則 市営住宅同居者異動届 様式第11号 管理課

笠間市営住宅管理条例施行規則 市営住宅連帯保証人変更願 様式第12号 管理課

笠間市営住宅管理条例施行規則 市営住宅連帯保証人届出事項変更届 様式第13号 管理課

笠間市営住宅管理条例施行規則 市営住宅用途一部変更申請書 様式第14号 管理課

笠間市営住宅管理条例施行規則 市営住宅模様替,増築,住宅敷地内工作物設置願 様式第16号 管理課

笠間市営住宅管理条例施行規則 市営住宅交換願 様式第18号 管理課

笠間市営住宅管理条例施行規則 市営住宅入居申込書 様式第1号 管理課



例規名 手続の名称 様式番号 課名

笠間市営住宅管理条例施行規則 市営住宅明渡届 様式第20号 管理課

笠間市営住宅管理条例施行規則 請書 様式第3号 管理課

笠間市営住宅管理条例施行規則 市営住宅使用期間更新申込書 様式第3号の2 管理課

笠間市営住宅管理条例施行規則 収入所得証明願 様式第4号 管理課

笠間市営住宅管理条例施行規則 収入額等変更認定願 様式第5号 管理課

笠間市営住宅管理条例施行規則 市営住宅家賃減免申請書（甲） 様式第6号 管理課

笠間市営住宅管理条例施行規則 市営住宅家賃減免申請書（乙） 様式第7号 管理課

笠間市営住宅管理条例施行規則 市営住宅同居承認願 様式第9号 管理課

笠間市営住宅建替事業実施要綱 住宅移転承諾書 様式第2号 管理課

笠間市営住宅建替事業実施要綱 仮住居使用申込書 様式第4号 管理課

笠間市営住宅建替事業実施要綱 市営住宅建替事業移転料請求書 様式第6号 管理課

笠間市営住宅用途廃止実施要綱 住宅退去承諾書 様式第1号 管理課

笠間市営住宅用途廃止実施要綱 市営住宅用途廃止移転料請求書 様式第2号 管理課

笠間市営友部駅前及び岩間駅前広場駐車場の設置
及び管理に関する条例施行規則

駐車場使用料等減免申請書 様式第2号 管理課

笠間市駅前広場の設置及び管理に関する条例施行
規則

駅前広場使用許可申請書 様式第1号 管理課

笠間市駅前広場の設置及び管理に関する条例施行
規則

駅前広場乗降場占用許可（変更）申請書 様式第3号 管理課

笠間市公営住宅子育て世帯支援助成金交付要綱 笠間市公営住宅子育て世帯支援助成金交付申請書 様式第1号 管理課

笠間市公営住宅子育て世帯支援助成金交付要綱 笠間市公営住宅子育て世帯支援助成金内容変更届出書 様式第4号 管理課

笠間市公営住宅子育て世帯支援助成金交付要綱 笠間市公営住宅子育て世帯支援助成金交付申請書 様式第5号 管理課

笠間市国土調査事業における標識等の保全管理に
関する規則

標識等（一時撤去・移転）許可申請書 様式第1号 管理課

笠間市国土調査事業における標識等の保全管理に
関する規則

標識等（一時撤去・移転）作業完了届 様式第3号 管理課

笠間市自由通路の設置及び管理に関する条例施行
規則

自由通路使用許可申請書 様式第1号 管理課

笠間市準用河川監理員設置規則 河川巡視状況報告書 様式第2号 管理課

笠間市準用河川管理規則 準用河川占用等許可申請 様式第1号 管理課

笠間市都市公園グリーンパートナー制度要綱 維持管理活動予定書 様式第1号 管理課

笠間市都市公園グリーンパートナー制度要綱 維持管理活動実績報告書 様式第2号 管理課

笠間市都市公園条例管理規則 行為許可申請書 様式第1号 管理課



例規名 手続の名称 様式番号 課名

笠間市都市公園条例管理規則 行為許可変更申請書 様式第2号 管理課

笠間市都市公園条例管理規則 使用料返還申請書 様式第4号 管理課

笠間市都市公園条例管理規則 使用料減額（免除）申請書 様式第5号 管理課

笠間市都市公園条例管理規則 受領書 様式第7号 管理課

笠間市都市公園条例管理規則 利用料金承認申請書 様式第8号 管理課

笠間市道路占用料徴収条例施行規則 道路占用許可申請（協議）書 様式第1号 管理課

笠間市道路占用料徴収条例施行規則 道路占用料減免申請書 様式第3号 管理課

笠間市道路占用料徴収条例施行規則 道路占用譲渡等許可申請書 様式第4号 管理課

笠間市道路占用料徴収条例施行規則 道路占用権利義務承継届 様式第6号 管理課

笠間市道路占用料徴収条例施行規則 完成届 様式第7号 管理課

笠間市道路占用料徴収条例施行規則 道路占用廃止（原状回復）届 様式第8号 管理課

笠間市法定外公共物管理条例施行規則 法定外公共物占用等許可申請 様式第1号 管理課

笠間市法定外公共物管理条例施行規則 変更許可申請書 様式第2号 管理課

笠間市法定外公共物管理条例施行規則 期間更新許可申請書 様式第3号 管理課

笠間市法定外公共物管理条例施行規則 占用等廃止（原状回復）届 様式第4号 管理課

笠間市法定外公共物管理条例施行規則 権利義務承継届 様式第5号 管理課

笠間市法定外公共物管理条例施行規則 権利義務譲渡等許可申請書 様式第6号 管理課

笠間市法定外公共物管理条例施行規則 使用料減免申請書 様式第7号 管理課

笠間市法定外公共物管理条例施行規則 完成届 様式第8号 管理課

茨城県屋外広告物条例等の施行に関する規則 受領書 様式第11号 都市計画課

茨城県屋外広告物条例等の施行に関する規則 屋外広告物管理者等設置（変更）届出書 様式第13号 都市計画課

茨城県屋外広告物条例等の施行に関する規則 屋外広告物滅失届出書 様式第14号 都市計画課

茨城県屋外広告物条例等の施行に関する規則 屋外広告物設置者名称等変更届出書 様式第15号 都市計画課

茨城県屋外広告物条例等の施行に関する規則 屋外広告物許可申請書 様式第1号 都市計画課

茨城県屋外広告物条例等の施行に関する規則 屋外広告物更新許可申請書 様式第3号 都市計画課

茨城県屋外広告物条例等の施行に関する規則 屋外広告物自己点検書 様式第5号 都市計画課

茨城県屋外広告物条例等の施行に関する規則 屋外広告物変更（改造）許可申請書 様式第6号 都市計画課



例規名 手続の名称 様式番号 課名

茨城県屋外広告物条例等の施行に関する規則 屋外広告物除却届出書 様式第8号 都市計画課

笠間市開発事業指導要綱 開発事業事前協議取下書 様式第10号 都市計画課

笠間市開発事業指導要綱 開発事業計画取下届出書 様式第11号 都市計画課

笠間市開発事業指導要綱 工事着手届出書 様式第12号 都市計画課

笠間市開発事業指導要綱 開発事業計画変更届出書 様式第13号 都市計画課

笠間市開発事業指導要綱 開発事業廃止届出書 様式第14号 都市計画課

笠間市開発事業指導要綱 工事検査（中間・完了）依頼書 様式第15号 都市計画課

笠間市開発事業指導要綱 地位承継届出書 様式第17号 都市計画課

笠間市開発事業指導要綱 地位継承同意申出書 様式第18号 都市計画課

笠間市開発事業指導要綱 開発事業事前協議申出書 様式第1号 都市計画課

笠間市開発事業指導要綱 近隣住民説明会報告書 様式第6号 都市計画課

笠間市開発登録簿閲覧規則 開発登録簿閲覧申請書 様式第1号 都市計画課

笠間市開発登録簿閲覧規則 開発登録簿の写しの交付申請書 様式第2号 都市計画課

笠間市空家等対策の推進及び空家等の利活用の促
進に関する規則

意見聴取請求書 様式第10号 都市計画課

笠間市空家等対策の推進及び空家等の利活用の促
進に関する規則

意見書 様式第9号 都市計画課

笠間市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施
行規則

地位承継届出書 様式第10号 都市計画課

笠間市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施
行規則

優良宅地認定申請書 様式第1号 都市計画課

笠間市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施
行規則

設計変更等届出書 様式第5号 都市計画課

笠間市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施
行規則

優良宅地証明申請書 様式第6号 都市計画課

笠間市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施
行規則

工事廃止等届出書 様式第9号 都市計画課

笠間市都市計画法開発行為等の規制に関する施行
細則

設計者の資格に関する申立書 様式第10号 都市計画課

笠間市都市計画法開発行為等の規制に関する施行
細則

開発行為変更許可申請書 様式第13号 都市計画課

笠間市都市計画法開発行為等の規制に関する施行
細則

開発行為変更届出書 様式第14号 都市計画課

笠間市都市計画法開発行為等の規制に関する施行
細則

開発行為変更協議書 様式第15号 都市計画課

笠間市都市計画法開発行為等の規制に関する施行
細則

工事着手届出書 様式第16号 都市計画課

笠間市都市計画法開発行為等の規制に関する施行
細則

工程表 様式第17号 都市計画課

笠間市都市計画法開発行為等の規制に関する施行
細則

開発行為特例協議書 様式第1号 都市計画課



例規名 手続の名称 様式番号 課名

笠間市都市計画法開発行為等の規制に関する施行
細則

特例協議工事完了届出書 様式第20号 都市計画課

笠間市都市計画法開発行為等の規制に関する施行
細則

建築制限等解除申請書 様式第22号 都市計画課

笠間市都市計画法開発行為等の規制に関する施行
細則

特例協議建築制限等解除申請書 様式第23号 都市計画課

笠間市都市計画法開発行為等の規制に関する施行
細則

建築物の特例許可申請書 様式第24号 都市計画課

笠間市都市計画法開発行為等の規制に関する施行
細則

予定建築物等以外の建築等の許可申請書 様式第25号 都市計画課

笠間市都市計画法開発行為等の規制に関する施行
細則

建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設に係
る協議書

様式第26号 都市計画課

笠間市都市計画法開発行為等の規制に関する施行
細則

建築等不許可通知書 様式第27号 都市計画課

笠間市都市計画法開発行為等の規制に関する施行
細則

開発行為（建築等）許可継承届出書 様式第28号 都市計画課

笠間市都市計画法開発行為等の規制に関する施行
細則

地位継承承認申請書 様式第29号 都市計画課

笠間市都市計画法開発行為等の規制に関する施行
細則

法第34条第13号に規定する既存の権利者であることの届出書 様式第30号 都市計画課

笠間市都市計画法開発行為等の規制に関する施行
細則

開発行為（建築等）に関する証明申請書 様式第35号 都市計画課

笠間市都市計画法開発行為等の規制に関する施行
細則

公共施設の管理者の同意書 様式第8号 都市計画課

笠間市土地区画整理区域内の建築行為等の制限に
関する規則

建築物等許可申請書 様式第1号 都市計画課

笠間市土地区画整理区域内の建築行為等の制限に
関する規則

工事完了届 様式第3号 都市計画課

笠間市土地譲渡益重課制度に係る笠間市優良住宅
新築認定事務施行規則

優良住宅新築認定申請書 様式第1号 都市計画課

笠間市特定用途制限地域における建築物の制限に
関する条例施行規則

特例許可申請書 様式第1号 都市計画課

笠間市内における太陽光発電設備設置事業と住環境
との調和に関する条例施行規則

協議記録簿 様式第10号 都市計画課

笠間市内における太陽光発電設備設置事業と住環境
との調和に関する条例施行規則

好評に関する弁明書 様式第13号 都市計画課

笠間市内における太陽光発電設備設置事業と住環境
との調和に関する条例施行規則

事前協議書 様式第1号 都市計画課

笠間市内における太陽光発電設備設置事業と住環境
との調和に関する条例施行規則

行政区等説明会報告書 様式第2号 都市計画課

笠間市内における太陽光発電設備設置事業と住環境
との調和に関する条例施行規則

事業実施協議書 様式第3号 都市計画課

笠間市内における太陽光発電設備設置事業と住環境
との調和に関する条例施行規則

工事届出書（着手・完了・中止・再開・廃止） 様式第5号 都市計画課

笠間市内における太陽光発電設備設置事業と住環境
との調和に関する条例施行規則

事業計画取下書 様式第6号 都市計画課

笠間市内における太陽光発電設備設置事業と住環境
との調和に関する条例施行規則

変更協議書 様式第7号 都市計画課

笠間市被災住宅復興支援利子補給補助金交付要綱 利子補給補助金交付申請書 様式第1号 都市計画課

笠間市被災住宅復興支援利子補給補助金交付要綱 個人情報確認同意書 様式第2号 都市計画課

笠間市被災住宅復興支援利子補給補助金交付要綱 申請内容変更届出書 様式第3号 都市計画課



例規名 手続の名称 様式番号 課名

笠間市被災住宅復興支援利子補給補助金交付要綱 利子補給補助金請求書 様式第5号 都市計画課

笠間市木造住宅耐震診断事業実施要綱 笠間市木造住宅耐震診断申込書 様式第1号 都市計画課

笠間市木造住宅耐震診断事業実施要綱 笠間市木造住宅耐震診断士派遣辞退届 様式第4号 都市計画課

笠間市安全な飲料水の確保に関する条例施行規則 小簡易専用水道(簡易専用水道)届出事項変更届 様式第10号 水道課

笠間市安全な飲料水の確保に関する条例施行規則 小簡易専用水道(簡易専用水道)定期水質検査成績書 様式第11号 水道課

笠間市安全な飲料水の確保に関する条例施行規則 小規模水道布設工事確認申請書 様式第1号 水道課

笠間市安全な飲料水の確保に関する条例施行規則 小規模水道施設変更等工事届 様式第2号 水道課

笠間市安全な飲料水の確保に関する条例施行規則 小規模水道給水開始前届 様式第3号 水道課

笠間市安全な飲料水の確保に関する条例施行規則 小簡易専用水道(簡易専用水道)定期水質検査成績書 様式第4号 水道課

笠間市安全な飲料水の確保に関する条例施行規則 小規模水道(小簡易専用水道，簡易専用水道)管理責任者設置届 様式第5号 水道課

笠間市安全な飲料水の確保に関する条例施行規則
小規模水道(小簡易専用水道，簡易専用水道)設置者(管理責任者)住所(氏
名)変更届

様式第6号 水道課

笠間市安全な飲料水の確保に関する条例施行規則 小規模水道(小簡易専用水道，簡易専用水道)設置者地位承継届 様式第7号 水道課

笠間市安全な飲料水の確保に関する条例施行規則 小規模水道(小簡易専用水道，簡易専用水道)廃止届 様式第8号 水道課

笠間市安全な飲料水の確保に関する条例施行規則 小簡易専用水道(簡易専用水道)布設工事届 様式第9号 水道課

笠間市給水装置台帳及び配水管網図の閲覧等に関
する取扱規程

給水装置台帳閲覧等申請書 様式第1号 水道課

笠間市給水装置台帳及び配水管網図の閲覧等に関
する取扱規程

配管図閲覧申請
配水管網図閲覧等申請書

様式第2号 水道課

笠間市工業用水道事業条例施行規程 使用者の地位承継届 様式第11号 水道課

笠間市工業用水道事業条例施行規程 基本使用水量申込書 様式第1号 水道課

笠間市工業用水道事業条例施行規程 特定使用水量申込書 様式第3号 水道課

笠間市工業用水道事業条例施行規程 基本(特定)使用水量変更申込書 様式第5号 水道課

笠間市工業用水道事業条例施行規程 給水施設使用開始(停止・廃止)届 様式第7号 水道課

笠間市工業用水道事業条例施行規程 給水施設所有権移転届 様式第8号 水道課

笠間市工業用水道事業条例施行規程 住所等変更届 様式第9号 水道課

笠間市水道施設の設置,管理及び負担区分を定める
規程

水道施設寄付願い 様式第1号 水道課

笠間市水道施設の設置,管理及び負担区分を定める
規程

配水管布設申請書 様式第3号 水道課

笠間市水道事業会計規程 たな卸表 様式第14号 水道課

笠間市水道事業会計規程 中間前金払認定申請書 様式第17号 水道課



例規名 手続の名称 様式番号 課名

笠間市水道事業会計規程 工事履行報告書 様式第18号 水道課

笠間市水道事業会計規程 請求書(兼納品書) 様式第8号 水道課

笠間市水道事業会計規程 支払命令書 様式第9号 水道課

笠間市水道事業給水条例施行規程 管理人(住所・氏名)変更届 様式第11号 水道課

笠間市水道事業給水条例施行規程 メーター亡失(き損)届 様式第12号 水道課

笠間市水道事業給水条例施行規程 給水装置・水質の検査請求書 様式第13号 水道課

笠間市水道事業給水条例施行規程 水道事業納付金減免申請書 様式第15号 水道課

笠間市水道事業給水条例施行規程 水道事業納付金分納・延納申請書 様式第16号 水道課

笠間市水道事業給水条例施行規程
給水申請
給水装置工事申込書(給水装置台帳)

様式第1号 水道課

笠間市水道事業給水条例施行規程 給水装置工事費分納申請書 様式第2号 水道課

笠間市水道事業給水条例施行規程 水道使用開始申込書 様式第3号 水道課

笠間市水道事業給水条例施行規程 基本使用水量給水(変更)承認書 様式第4号 水道課

笠間市水道事業給水条例施行規程 代理人選定届 様式第5号 水道課

笠間市水道事業給水条例施行規程 管理人選定届 様式第6号 水道課

笠間市水道事業給水条例施行規程 水道使用休止廃止届 様式第7号 水道課

笠間市水道事業給水条例施行規程 給水装置口径(用途)変更届 様式第8号 水道課

笠間市水道事業給水条例施行規程 消火栓使用届 様式第9号 水道課

笠間市霞ヶ浦流域公共下水道接続支援事業補助金
交付要綱

公共下水道接続支援事業補助金交付申請書 様式第1号 下水道課

笠間市霞ヶ浦流域公共下水道接続支援事業補助金
交付要綱

変更承認申請書 様式第3号 下水道課

笠間市霞ヶ浦流域公共下水道接続支援事業補助金
交付要綱

実績報告書 様式第4号 下水道課

笠間市霞ヶ浦流域公共下水道接続支援事業補助金
交付要綱

出来高報告書 様式第5号 下水道課

笠間市霞ヶ浦流域公共下水道接続支援事業補助金
交付要綱

補助金交付請求書 様式第7号 下水道課

笠間市霞ヶ浦流域農業集落排水施設接続支援事業
補助金交付要綱

農業集落排水施設接続支援事業補助金交付申請書 様式第1号 下水道課

笠間市霞ヶ浦流域農業集落排水施設接続支援事業
補助金交付要綱

変更承認申請書 様式第3号 下水道課

笠間市霞ヶ浦流域農業集落排水施設接続支援事業
補助金交付要綱

農業集落排水施設接続支援事業補助金実績報告書 様式第4号 下水道課

笠間市霞ヶ浦流域農業集落排水施設接続支援事業
補助金交付要綱

出来高報告書 様式第5号 下水道課

笠間市霞ヶ浦流域農業集落排水施設接続支援事業
補助金交付要綱

補助金交付請求書 様式第7号 下水道課



例規名 手続の名称 様式番号 課名

笠間市公共下水道ディスポーザ排水処理システム取
扱要綱

ディスポーザ排水処理システム設置届 様式第1号 下水道課

笠間市公共下水道ディスポーザ排水処理システム取
扱要綱

ディスポーザ排水処理システム設置及び維持管理誓約書 様式第2号 下水道課

笠間市公共下水道ディスポーザ排水処理システム取
扱要綱

使用者変更届書 様式第3号 下水道課

笠間市公共下水道事業会計規程 たな卸表 様式第13号 下水道課

笠間市公共下水道事業会計規程 中間前金払認定申請書 様式第16号 下水道課

笠間市公共下水道事業会計規程 工事履行報告書 様式第17号 下水道課

笠間市公共下水道事業会計規程 請求書（兼納品書） 様式第8号 下水道課

笠間市公共下水道事業会計規程 支出命令書 様式第9号 下水道課

笠間市公共下水道事業受益者負担に関する条例施
行規程

下水道事業受益者負担金減免申請書 様式第10号 下水道課

笠間市公共下水道事業受益者負担に関する条例施
行規程

下水道事業受益者変更届 様式第12号 下水道課

笠間市公共下水道事業受益者負担に関する条例施
行規程

下水道事業受益者負担金納付管理人（指定・変更・廃止）届 様式第13号 下水道課

笠間市公共下水道事業受益者負担に関する条例施
行規程

下水道事業受益者申告書 様式第1号 下水道課

笠間市公共下水道事業受益者負担に関する条例施
行規程

下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書 様式第6号 下水道課

笠間市公共下水道事業受益者負担に関する条例施
行規程

下水道事業受益者負担金(徴収猶予・減免)取消届 様式第8号 下水道課

笠間市公共下水道条例施行規程 除害施設使用開始（休止・廃止・再開）届 様式第10号 下水道課

笠間市公共下水道条例施行規程 公共下水道使用開始（休止・廃止・再開）届 様式第11号 下水道課

笠間市公共下水道条例施行規程 公共下水道使用者等変更届 様式第12号 下水道課

笠間市公共下水道条例施行規程 公共下水道区域外使用確認申請書 様式第13号 下水道課

笠間市公共下水道条例施行規程 下水排除量申告書 様式第15号 下水道課

笠間市公共下水道条例施行規程 制限行為（変更）許可申請書 様式第16号 下水道課

笠間市公共下水道条例施行規程 公共下水道占用（変更）許可申請書 様式第18号 下水道課

笠間市公共下水道条例施行規程 排水設備計画（変更）確認申請書 様式第1号 下水道課

笠間市公共下水道条例施行規程 公共下水道使用料等減免申請書 様式第20号 下水道課

笠間市公共下水道条例施行規程 排水設備工事完成届 様式第3号 下水道課

笠間市公共下水道条例施行規程 水質管理責任者選任（変更）届 様式第6号 下水道課

笠間市公共下水道条例施行規程 除害施設計画（変更）確認申請書 様式第7号 下水道課

笠間市公共下水道条例施行規程 除害施設工事完成届 様式第9号 下水道課



例規名 手続の名称 様式番号 課名

笠間市公共下水道水洗便所等改造資金融資あっせ
ん規程

水洗便所等改造資金融資あっせん申請書 様式第1号 下水道課

笠間市公共下水道水洗便所等改造資金融資あっせ
ん規程

水洗便所等改造資金融資状況報告書 様式第4号 下水道課

笠間市浄化槽設置事業費補助金交付要綱 補助金交付申請書 様式第1号 下水道課

笠間市浄化槽設置事業費補助金交付要綱 変更承認申請書 様式第3号 下水道課

笠間市浄化槽設置事業費補助金交付要綱 実績報告書 様式第4号 下水道課

笠間市浄化槽設置事業費補助金交付要綱 補助金交付請求書 様式第6号 下水道課

笠間市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則 農業集落排水事業受益者申告書 様式第1号 下水道課

笠間市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則 農業集落排水事業分担金徴収猶予(減免)申請書 様式第4号 下水道課

笠間市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則 農業集落排水事業受益者住所変更届 様式第7号 下水道課

笠間市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則 農業集落排水事業受益者変更届 様式第8号 下水道課

笠間市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則 農業集落排水事業受益者分担金納付管理人(指定・変更・廃止)届 様式第9号 下水道課

笠間市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関
する条例施行規則

農業集落排水施設使用開始等届 様式第10号 下水道課

笠間市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関
する条例施行規則

農業集落排水処理施設使用世帯員数変更届 様式第11号 下水道課

笠間市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関
する条例施行規則

汚水排除量計画(変更)申告書 様式第12号 下水道課

笠間市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関
する条例施行規則

農業集落排水施設使用料減免申請書 様式第13号 下水道課

笠間市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関
する条例施行規則

農業集落排水施設公共ます移設・増設申請書 様式第15号 下水道課

笠間市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関
する条例施行規則

農業集落排水設備計画(変更)確認申請書 様式第1号 下水道課

笠間市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関
する条例施行規則

農業集落排水設備工事完了届 様式第3号 下水道課

笠間市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関
する条例施行規則

農業集落排水設備改善指示履行報告書 様式第7号 下水道課

笠間市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関
する条例施行規則

農業集落排水設備営業等排水排除許可申請書 様式第8号 下水道課

笠間市農業集落排水設備改造資金融資あっせん規
則

水洗便所等改造資金融資あっせん申請書 様式第1号 下水道課

笠間市排水設備指定工事店規程 排水設備指定工事店(指定・更新)登録申請書 様式第1号 下水道課

笠間市排水設備指定工事店規程 排水設備指定工事店指定証再交付申請書 様式第3号 下水道課

笠間市排水設備指定工事店規程 排水設備指定工事店変更届 様式第4号 下水道課

笠間市涸沼流域公共下水道接続支援事業補助金交
付要綱

公共下水道接続支援事業補助金交付申請書 様式第1号 下水道課

笠間市涸沼流域公共下水道接続支援事業補助金交
付要綱

変更承認申請書 様式第3号 下水道課

笠間市涸沼流域公共下水道接続支援事業補助金交
付要綱

補助金交付請求書 様式第4号 下水道課



例規名 手続の名称 様式番号 課名

笠間市涸沼流域農業集落排水施設接続支援事業補
助金交付要綱

農業集落排水施設接続支援事業補助金交付申請書 様式第1号 下水道課

笠間市涸沼流域農業集落排水施設接続支援事業補
助金交付要綱

変更承認申請書 様式第3号 下水道課

笠間市涸沼流域農業集落排水施設接続支援事業補
助金交付要綱

補助金交付請求書 様式第4号 下水道課

笠間市公共下水道区域外使用等に関する取扱要綱 下水道本管等設置工事承認申請書 様式第1号 下水道課

笠間市公共下水道区域外使用等に関する取扱要綱 下水道本管等設置工事工事着手届 様式第3号 下水道課

笠間市公共下水道区域外使用等に関する取扱要綱 下水道本管等設置工事完了届・検査願 様式第4号 下水道課

笠間市公共下水道区域外使用等に関する取扱要綱 下水道本館等設置工事検査結果通知書 様式第5号 下水道課

笠間市公共下水道区域外使用等に関する取扱要綱 下水道本管等譲渡証 様式第6号 下水道課

笠間市公共下水道公共汚水ます設置要綱 公共汚水ます設置申請書 様式第1号 下水道課

笠間市公共下水道公共汚水ます設置要綱 汚水ます等設置確認申請書 様式第2号 下水道課

笠間市公共下水道公共汚水ます設置要綱 汚水ます等設置工事検査願 様式第4号 下水道課

笠間市公共下水道公共汚水ます設置要綱 汚水ます等譲渡証 様式第6号 下水道課

笠間市私道内公共下水道設置要綱 私道内公共下水道設置申請書 様式第1号 下水道課

笠間市都市下水路管理条例施行規程 都市下水路使用許可申請書 様式第1号 下水道課

笠間市都市下水路管理条例施行規程 都市下水路使用変更許可申請書 様式第2号 下水道課

笠間市都市下水路管理条例施行規程 都市下水路使用許可期間更新申請書 様式第3号 下水道課

笠間市都市下水路管理条例施行規程 権利義務継承届 様式第4号 下水道課

笠間市都市下水路管理条例施行規程 工作物竣工（都市下水路原状回復）届 様式第5号 下水道課

笠間市財務規則 保管有価証券納付書(還付請求書) 111号 会計課

笠間市財務規則 保管有価証券領収書 112号 会計課

笠間市財務規則 過誤納金還付(充当)通知書 32号 会計課

笠間市財務規則 歳入不納欠損通知書 37号 会計課

笠間市財務規則 支出負担行為兼支出命令票(負担行為) 48号 会計課

笠間市財務規則 支出命令票 54号その1 会計課

笠間市財務規則 請求書 55号その1 会計課

笠間市財務規則 報酬手当支給明細書(　　月分) 55号その2 会計課

笠間市財務規則 口座振替払依頼書 59号 会計課



例規名 手続の名称 様式番号 課名

笠間市財務規則 支払決議書 64号 会計課

笠間市財務規則 支払証明書 65号 会計課

笠間市財務規則 精算票(負担行為) 67号その1 会計課

笠間市財務規則 公金委託支払通知書 70号 会計課

笠間市財務規則 小切手控 72号（その2） 会計課

笠間市財務規則
小切手償還　隔地払通知書再交付　 請求書

73号 会計課

笠間市財務規則 小切手帳請求書 75号 会計課

笠間市財務規則 支出証拠書保管書 83号 会計課

笠間市財務規則 小切手不渡通知書 98号 会計課

笠間市財務規則 第202条（条文に押印） 会計課

笠間市財務規則 第285条（条文に押印） 会計課

笠間市財務規則 第66条（条文に押印） 会計課

笠間市収入印紙等取扱規程 印紙等購入台帳 様式第1号 会計課

笠間市収入印紙等取扱規程 印紙等受払簿（収入印紙） 様式第2号 会計課

笠間市収入印紙等取扱規程 印紙等受払簿（茨城県収入印紙） 様式第3号 会計課

笠間市財務規則 物品保管書 134号
財政課・資産経営
課・会計課

笠間市財務規則 消耗品出納簿 137号（その4）
財政課・資産経営
課・会計課

笠間市財務規則 原材料出納簿 137号（その5）
財政課・資産経営
課・会計課

笠間市財務規則 郵便切手類出納簿 137号（その7）
財政課・資産経営
課・会計課

笠間市財務規則 備品使用管理簿 137号（その8）
財政課・資産経営
課・会計課

笠間市財務規則 物品受払簿 137号（その9）
財政課・資産経営
課・会計課

笠間市財務規則 基金運用決議書 148号
財政課・資産経営
課・会計課

笠間市財務規則 基金繰替運用決議書 149号
財政課・資産経営
課・会計課

笠間市財務規則 基金処分決議書 150号
財政課・資産経営
課・会計課

笠間市財務規則 基金異動通知書 152号
財政課・資産経営
課・会計課

笠間市教育委員会後援等に関する事務取扱要綱 笠間市教育委員会共催・後援申請書 様式第1号 学務課

笠間市教育委員会後援等に関する事務取扱要綱 笠間市教育委員会共催・後援事業実施報告書 様式第5号 学務課



例規名 手続の名称 様式番号 課名

笠間市教育委員会公印規則 公印調製（改刻，廃棄）申請書 様式第2号 学務課

笠間市教育委員会公印規則 公印刷込み承認願 様式第4号 学務課

笠間市教育支援室管理及び運営要領 笠間市教育支援室入室申込書 様式第1号 学務課

笠間市教育支援室管理及び運営要領 笠間市適応指導教室出席状況報告書 様式第5号 学務課

笠間市自家用車の公務利用に関する取扱要綱 自家用車による公務出張承認申請書 様式第1号 学務課

笠間市部活動指導員配置要綱 部活動指導員勤務実績報告書（指導員用） 様式第3号 学務課

笠間市立学校処務規程 文書受理簿 様式第1号 学務課

笠間市立学校処務規程 金券等収受配布簿 様式第3号 学務課

笠間市立学校処務規程 起案用紙 様式第4号 学務課

笠間市立学校処務規程 文書発送簿 様式第5号 学務課

笠間市立学校職員服務規程 営利企業従事等許可願 様式第11号 学務課

笠間市立学校職員服務規程 兼職（兼務）承認願 様式第12号 学務課

笠間市立学校職員服務規程 営利企業兼職（兼務）離職届 様式第13号 学務課

笠間市立学校職員服務規程 団体等兼（離）職届 様式第14号 学務課

笠間市立学校職員服務規程 事務引継書 様式第17号 学務課

笠間市立学校職員服務規程 着任届 様式第1号 学務課

笠間市立学校職員服務規程 履歴書記載事項報告書 様式第2号 学務課

笠間市立学校職員服務規程 履歴事項追加（訂正）届 様式第3号 学務課

笠間市立学校職員服務規程 欠勤届 様式第5号 学務課

笠間市立学校職員服務規程 職務専念義務免除願 様式第6号 学務課

笠間市立学校職員服務規程 研修承認願 様式第7号 学務課

笠間市立学校職員服務規程 出張復命書 様式第9号 学務課

笠間市立小中学校スクールバス運行に関する条例施
行規則

笠間市スクールバス利用申請書 様式第1号 学務課

笠間市立小中学校スクールバス運行に関する条例施
行規則

笠間市スクールバス利用変更・停止・休止届 様式第4号 学務課

笠間市立小中学校スクールバス運行に関する条例施
行規則

笠間市スクールバス利用料減免申請書 様式第6号 学務課

笠間市立小中学校スクールバス運行規程 笠間市スクールバスの運行に携わる者の名簿 様式第3号 学務課

笠間市立小中学校スクールバス運行規程 笠間市スクールバス運行業務完了報告書 様式第7号 学務課



例規名 手続の名称 様式番号 課名

笠間市立小中学校の就学指定校の変更等に関する
事務取扱要綱

指定校変更、区域外就学申請 様式第1号 学務課

笠間市立小中学校児童生徒各種大会参加補助金交
付要綱

笠間市立小中学校児童生徒各種大会参加補助金交付申請書 様式第1号 学務課

笠間市立小中学校児童生徒各種大会参加補助金交
付要綱

笠間市立小中学校児童生徒各種大会参加補助金実績報告書 様式第3号 学務課

笠間市立小中学校統合に係る学用品等購入費補助
金交付要綱

笠間市立小中学校統合に係る学用品等購入費補助金交付申請書 様式第1号 学務課

笠間市立小中学校統合に係る学用品等購入費補助
金交付要綱

笠間市立小中学校統合に係る学用品等購入費補助金交付請求書 様式第3号 学務課

笠間市立小中学校閉校記念事業費補助金交付要綱 笠間市立小中学校閉校記念事業費補助金交付申請書 様式第1号 学務課

笠間市立小中学校閉校記念事業費補助金交付要綱 笠間市立小中学校閉校記念事業費補助金交付変更申請書 様式第3号 学務課

笠間市立小中学校閉校記念事業費補助金交付要綱 笠間市立小中学校閉校記念事業費補助金実績報告書 様式第5号 学務課

笠間市立小中学校閉校記念事業費補助金交付要綱 笠間市立小中学校閉校記念事業費補助金交付請求書 様式第7号 学務課

笠間市立小中学校閉校記念事業費補助金交付要綱 笠間市立小中学校閉校記念事業費補助金前払請求書 様式第8号 学務課

笠間市学校給食費取扱規則 学校給食申込書 様式第1号 おいしい給食推進室

笠間市学校給食費取扱規則 学校給食申込書（教職員用） 様式第2号 おいしい給食推進室

笠間市学校給食費取扱規則 学校給食費減免申請書 様式第6号 おいしい給食推進室

笠間市茨城県青少年の健全育成等に関する条例施
行規則

自動販売機等設置届出書 様式第2号 生涯学習課

笠間市茨城県青少年の健全育成等に関する条例施
行規則

自動販売機等届出事項変更届出書 様式第3号 生涯学習課

笠間市茨城県青少年の健全育成等に関する条例施
行規則

自動販売機等廃止届出書 様式第4号 生涯学習課

笠間市岩間体験学習館「分校」の設置及び管理に関
する条例施行規則

岩間体験学習館「分校」使用申込書 様式第1号 生涯学習課

笠間市指定文化財災害修復支援補助金交付要綱 笠間市指定文化財災害修復支援補助金交付申請書 様式第1号 生涯学習課

笠間市指定文化財災害修復支援補助金交付要綱 笠間市指定文化財災害修復支援事業遂行状況報告書 様式第3号 生涯学習課

笠間市指定文化財災害修復支援補助金交付要綱 笠間市文化財災害修復支援事業内容等変更承認申請書 様式第4号 生涯学習課

笠間市指定文化財災害修復支援補助金交付要綱 笠間市指定文化財災害修復支援補助金実績報告書 様式第5号 生涯学習課

笠間市指定文化財災害修復支援補助金交付要綱 笠間市指定文化財災害修復支援補助金交付請求書 様式第7号 生涯学習課

笠間市指定文化財災害修復支援補助金交付要綱 笠間市指定文化財災害修復支援補助金概算払請求書 様式第8号 生涯学習課

笠間市資料館の設置及び管理に関する条例施行規
則

借用資料返還手続 第16条第2項 生涯学習課

笠間市資料館の設置及び管理に関する条例施行規
則

入館料減免申請書 様式第1号 生涯学習課

笠間市資料館の設置及び管理に関する条例施行規
則

資料館外貸出許可申請書 様式第3号 生涯学習課

笠間市資料館の設置及び管理に関する条例施行規
則

資料寄贈申請書 様式第5号 生涯学習課



例規名 手続の名称 様式番号 課名

笠間市資料館の設置及び管理に関する条例施行規
則

資料寄託申請書 様式第7号 生涯学習課

笠間市資料館の設置及び管理に関する条例施行規
則

資料借用書 様式第9号 生涯学習課

笠間市社会教育推進事業補助金交付要綱 社会教育推進事業補助金交付申請書 様式第1号 生涯学習課

笠間市社会教育推進事業補助金交付要綱 補助事業等変更、中止、廃止承認申請書 様式第3号 生涯学習課

笠間市社会教育推進事業補助金交付要綱 事業実績報告書 様式第6号 生涯学習課

笠間市社会教育推進事業補助金交付要綱 事業補助金請求書 様式第8号 生涯学習課

笠間市青少年育成支援事業実績要綱 青少年育成支援事業助成金交付申請書 様式第1号 生涯学習課

笠間市青少年育成支援事業実績要綱 助成金請求書 様式第3号 生涯学習課

笠間市文化財保護条例施行規則 管理責任者解任届 様式第10号 生涯学習課

笠間市文化財保護条例施行規則 所有者変更届 様式第11号 生涯学習課

笠間市文化財保護条例施行規則 管理責任者変更届 様式第12号 生涯学習課

笠間市文化財保護条例施行規則 所有者・管理責任者氏名（名称）及び住所変更届 様式第13号 生涯学習課

笠間市文化財保護条例施行規則 指定文化財滅失（き損，亡失，盗難）届 様式第14号 生涯学習課

笠間市文化財保護条例施行規則 所在の場所変更届 様式第15号 生涯学習課

笠間市文化財保護条例施行規則 指定文化財管理費・修理費補助申請書 様式第16号 生涯学習課

笠間市文化財保護条例施行規則 現状変更許可申請書 様式第17号 生涯学習課

笠間市文化財保護条例施行規則 現状変更届 様式第18号 生涯学習課

笠間市文化財保護条例施行規則 指定文化財修理届 様式第19号 生涯学習課

笠間市文化財保護条例施行規則 指定有形（民俗）文化財指定申請書 様式第1号 生涯学習課

笠間市文化財保護条例施行規則 保持者死亡・氏名（名称）住所変更届 様式第20号 生涯学習課

笠間市文化財保護条例施行規則 史跡名勝天然記念物所在地等の異動届 様式第21号 生涯学習課

笠間市文化財保護条例施行規則 指定無形文化財指定申請書 様式第2号 生涯学習課

笠間市文化財保護条例施行規則 指定無形民俗文化財指定申請書 様式第3号 生涯学習課

笠間市文化財保護条例施行規則 指定史跡名称天然記念物指定申請書 様式第4号 生涯学習課

笠間市文化財保護条例施行規則 指定書再交付申請書 様式第8号 生涯学習課

笠間市文化財保護条例施行規則 管理責任者選任届 様式第9号 生涯学習課

笠間市文化財保存事業補助金交付要綱 文化財保存事業補助金交付申請書 様式第1号 生涯学習課



例規名 手続の名称 様式番号 課名

笠間市文化財保存事業補助金交付要綱 文化財保存事業遂行状況報告書 様式第3号 生涯学習課

笠間市文化財保存事業補助金交付要綱 文化財保存事業内容等変更承認申請書 様式第4号 生涯学習課

笠間市文化財保存事業補助金交付要綱 文化財保存事業実績報告書 様式第5号 生涯学習課

笠間市文化財保存事業補助金交付要綱 文化財保存事業補助金交付請求書 様式第7号 生涯学習課

笠間市文化財保存事業補助金交付要綱 文化財保存事業補助金概算払請求書 様式第8号 生涯学習課

社会教育主事の資格認定要項 社会教育主事の資格認定申請書 様式第1号 生涯学習課

社会教育主事の資格認定要項 履歴書 様式第2号 生涯学習課

社会教育主事の資格認定要項 人物調査書 様式第3号 生涯学習課

筑波海軍航空隊記念館の設置及び管理に関する条
例施行規則

筑波海軍航空隊記念館入館料減免申請書 様式第1号 生涯学習課

筑波海軍航空隊記念館の設置及び管理に関する条
例施行規則

筑波海軍航空隊記念館入館料還付申請 様式第3号 生涯学習課

笠間市スポーツ奨励金交付要綱 笠間市スポーツ奨励金交付申請 様式第1号 スポーツ振興課

笠間市スポーツ奨励金交付要綱 笠間市スポーツ奨励金実績報告書 様式第3号 スポーツ振興課

笠間市友部社会体育施設の設置及び管理に関する
条例施行規則

笠間市友部社会体育施設使用料減免申請書 様式第4号 スポーツ振興課

笠間市農業委員会会議規則 議事録 第15条第2項 農業委員会

笠間市監査委員記章規程 記章交付名簿 第3条第2項 監査委員事務局

再就職者による依頼等の届出に関する規則 再就職者から依頼等を受けた場合の届出書 別記様式 公平委員会

笠間市消防本部消防職員委員会に関する規程 消防職員委員会処置結果書 様式第11号 消防本部総務課

笠間市消防衛生管理規程 衛生教育実施記録 様式第1号 消防本部総務課

笠間市消防衛生管理規程 衛生関係者会議記録 様式第2号 消防本部総務課

笠間市消防衛生管理規程 衛生巡視結果記録 様式第3号 消防本部総務課

笠間市消防署に関する規程 私事旅行承認簿 様式第10号 消防本部総務課

笠間市消防署に関する規程 特殊郵便物受付簿 様式第2号 消防本部総務課

笠間市消防署に関する規程 起案用紙 様式第3号 消防本部総務課

笠間市消防職員の昇任試験に関する規程 昇任試験受験申込書 様式第3号 消防本部総務課

笠間市消防職員手帳取扱規程 消防手帳貸与替えについて(申請) 様式第2号 消防本部総務課

笠間市消防職員手帳取扱規程 消防手帳亡失について(報告) 様式第3号 消防本部総務課

笠間市消防職員手帳取扱規程 消防手帳再貸与について(申請) 様式第4号 消防本部総務課



例規名 手続の名称 様式番号 課名

笠間市消防職員被服貸与規程 貸与品要望集計表 様式第2号 消防本部総務課

笠間市消防団の組織等に関する規則 宣誓書 別記様式 消防本部総務課

笠間市消防団応援の店実施要綱 笠間市消防団応援の店登録申請書 様式第1号 消防本部総務課

笠間市消防団応援の店実施要綱 笠間市消防団応援の店利用者証再交付申請書 様式第5号 消防本部総務課

笠間市消防団応援の店実施要綱 笠間市消防団応援の店登録変更・廃止届 様式第6号 消防本部総務課

笠間市消防本部多目的ホール使用要綱 笠間市消防本部多目的ホール使用許可申請書 様式第1号 消防本部総務課

笠間市火災予防違反処理規程 火災予防措置命令書 様式第11号 消防本部予防課

笠間市火災予防違反処理規程 即時措置報告書 様式第13号 消防本部予防課

笠間市火災予防違反処理規程 違反調査報告書 様式第1号 消防本部予防課

笠間市火災予防違反処理規程 保管物件返還請求書 様式第30号 消防本部予防課

笠間市火災予防違反処理規程 売却代金返還請求書 様式第31号 消防本部予防課

笠間市火災予防違反処理規程 改善計画書 様式第6号 消防本部予防課

笠間市火災予防違反処理規程 違反処理完結報告書 様式第8号 消防本部予防課

笠間市火災予防違反処理規程 違反調査復命書 様式第9号 消防本部予防課

笠間市火災予防査察規程
立入検査結果通知書
（移動タンク貯蔵所）

様式第10号 消防本部予防課

笠間市火災予防査察規程
立入検査結果通知書
（危険物運搬車両）

様式第12号 消防本部予防課

笠間市火災予防査察規程
立入検査結果通知書
（少量危険物移動タンク）

様式第13号 消防本部予防課

笠間市火災予防査察規程 改修（計画）報告書 様式第19号 消防本部予防課

笠間市火災予防査察規程 追跡調査結果報告書 様式第20号 消防本部予防課

笠間市火災予防査察規程 資料提出命令等受領書 様式第27号 消防本部予防課

笠間市火災予防査察規程 資料提出報告書 様式第28号 消防本部予防課

笠間市火災予防査察規程 提出資料保管書 様式第29号 消防本部予防課

笠間市火災予防査察規程
立入検査結果通知書
（消防対象物）

様式第5号 消防本部予防課

笠間市火災予防事務処理規程 消防用水利施設協議申出書 様式第12号 消防本部予防課

笠間市火災予防事務処理規程 危険物製造所等（設置・変更）許可審査結果書 様式第17号 消防本部予防課

笠間市火災予防事務処理規程 危険物基準の特例等適用申請書 様式第18号 消防本部予防課

笠間市火災予防事務処理規程 危険物製造所等（設置・変更）完成検査結果書 様式第22号 消防本部予防課



例規名 手続の名称 様式番号 課名

笠間市火災予防事務処理規程 危険物施設保安員選任届出書 様式第26号 消防本部予防課

笠間市火災予防事務処理規程 危険物製造所等設置・変更取下げ願書 様式第27号 消防本部予防課

笠間市火災予防事務処理規程 意見書交付申請書 様式第28号 消防本部予防課

笠間市火災予防事務処理規程 液化石油ガス貯蔵施設許可意見申請審査書 様式第29号 消防本部予防課

笠間市火災予防事務処理規程 消防用設備等検査結果書 様式第32号 消防本部予防課

笠間市火災予防事務処理規程 防火改善届出書 様式第34号 消防本部予防課

笠間市火災予防事務処理規程 消防用設備等の特例適用申請書 様式第35号 消防本部予防課

笠間市火災予防事務処理規程 火災通報装置設置届出書 様式第37号 消防本部予防課

笠間市火災予防事務処理規程 防火管理講習受講申込書 様式第39号 消防本部予防課

笠間市火災予防事務処理規程 防火管理講習修了証再交付申請書 様式第41号 消防本部予防課

笠間市火災予防事務処理規程 火災予防運動実施結果状況 様式第42号 消防本部予防課

笠間市火災予防事務処理規程 消防法令適合通知書交付申請書 様式第45号 消防本部予防課

笠間市火災予防事務処理規程 消防法令適合通知書交付申請書 様式第45号の2 消防本部予防課

笠間市火災予防事務処理規程 消防用設備等設置済証明申請書 様式第46号 消防本部予防課

笠間市火災予防事務処理規程 自衛消防訓練通知書 様式第4号 消防本部予防課

笠間市火災予防事務処理規程 自衛消防訓練指導記録書 様式第4号の2 消防本部予防課

笠間市火災予防事務処理規程 防炎物品等資料提出書 様式第6号 消防本部予防課

笠間市火災予防事務処理規程 建築確認同意審査書 様式第8号 消防本部予防課

笠間市危険物規制規則 設置者の氏名又は名称・法人の代表者・設置地名の変更資料提出書 様式第10号 消防本部予防課

笠間市危険物規制規則 予防規程の軽微な変更届出書 様式第11号 消防本部予防課

笠間市危険物規制規則 危険物製造所等の休止・再開届出書 様式第12号 消防本部予防課

笠間市危険物規制規則 危険物仮貯蔵仮取扱承認申請書 様式第1号 消防本部予防課

笠間市危険物規制規則 許可証等再交付申請書 様式第5号 消防本部予防課

笠間市危険物規制規則 危険物災害事故報告書 様式第8号 消防本部予防課

笠間市危険物規制規則 危険物製造所・貯蔵所・取扱所の軽微な変更届出書 様式第9号 消防本部予防課

笠間市消防本部防火対象物及び防火管理点検報告
制度事務処理要領

防火対象物特例認定報告書 様式第12号 消防本部予防課

笠間市消防本部防火対象物及び防火管理点検報告
制度事務処理要領

防災管理対象物特例認定報告書 様式第12号の2 消防本部予防課


