
部局 業務担当課 業務名 押印または署名を求めている書類名

総務部 総務課 ⾏政⼿続 協議書
総務部 総務課 ⾏政⼿続 聴聞調書
総務部 総務課 ⾏政⼿続 弁明の記録
総務部 総務課 個人情報保護 糸島市個人情報開示等請求書
総務部 総務課 固定資産評価審査 固定資産評価審査申出書記載事項変更届
総務部 総務課 固定資産評価審査 固定資産評価審査補正書
総務部 総務課 固定資産評価審査 固定資産評価審査申出取下書
総務部 総務課 固定資産評価審査 固定資産評価審査申出反論書
総務部 総務課 固定資産評価審査 固定資産評価審査指定証人申請書
総務部 総務課 固定資産評価審査 固定資産評価審査閲覧等申請書
総務部 総務課 固定資産評価審査 審査申出書
総務部 総務課 固定資産評価審査 口述書
総務部 総務課 市の境界に関すること ⾏政界⽴会申請書
総務部 総務課 市の境界に関すること ⾏政界⽴会報告書
総務部 総務課 人事 総合健診等受診申込書（任意継続組合員用）
総務部 総務課 人事 総合健診等受診申込書（共済組合被扶養者用）
総務部 総務課 政治倫理 資産等報告書
総務部 総務課 政治倫理 資産等報告書訂正等申出書
総務部 総務課 政治倫理 資産等報告書提出期限猶予願
総務部 総務課 政治倫理 審査請求書
総務部 総務課 政治倫理 説明会開催請求書

- 選挙管理委員会 政治活動 証票交付簿
- 選挙管理委員会 選挙 糸島市選挙選挙公報掲載申請書(様式第2号)
- 選挙管理委員会 選挙 糸島市選挙公報掲載文(撤回、修正)申請書(様式第4号)
- 選挙管理委員会 選挙 政治活動用ポスター証紙交付票(様式第3号の2)
- 選挙管理委員会 選挙 候補者辞退届出書
- 選挙管理委員会 選挙 経歴書

総務部 財政課 補助⾦⼿続き 補助⾦等交付申請書（様式第1号）
総務部 財政課 補助⾦⼿続き 補助⾦等交付申請取下書（様式第3号）
総務部 財政課 補助⾦⼿続き 実績報告書
総務部 財政課 補助⾦⼿続き 実績調査報告書
総務部 管財契約課 寄附 寄附申出書
総務部 管財契約課 公有財産 ⾏政財産使用許可申請書
総務部 管財契約課 公有財産 ⾏政財産使用料減免申請書
総務部 管財契約課 公有財産 普通財産借受申請書
総務部 管財契約課 総合災害⾒舞⾦ 事故報告書
総務部 管財契約課 総合災害⾒舞⾦ ⾒舞⾦等⽀給申請書
総務部 危機管理課 糸島警察署少年補導員連絡会補助⾦ 補助⾦等交付申請書（様式第1号）
総務部 危機管理課 糸島警察署少年補導員連絡会補助⾦ 実績報告書（様式第4号）
総務部 危機管理課 糸島国際化対策・沿岸警備協⼒会補助⾦ 補助⾦等交付申請書（様式第1号）
総務部 危機管理課 糸島国際化対策・沿岸警備協⼒会補助⾦ 実績報告書（様式第4号）
総務部 危機管理課 糸島市安全安⼼まちづくり事業補助⾦ 糸島市安全安⼼まちづくり事業変更・中⽌承認申請書（様式第3号）
総務部 危機管理課 糸島市安全安⼼まちづくり事業補助⾦ 糸島市安全安⼼まちづくり事業補助⾦実績報告書（様式第5号）
総務部 危機管理課 糸島市安全安⼼まちづくり事業補助⾦ 糸島市安全安⼼まちづくり事業補助⾦交付申請書（様式第1号）
総務部 危機管理課 糸島市交通安全協会補助⾦ 補助⾦等交付申請書（様式第1号）
総務部 危機管理課 糸島市交通安全協会補助⾦ 実績報告書（様式第4号）
総務部 危機管理課 糸島市高齢者運転免許証自主返納⽀援事業 糸島市高齢者運転免許証自主返納⽀援事業申請書(様式第1号)
総務部 危機管理課 糸島市消防施設整備事業補助⾦事業 糸島市消防施設整備事業補助⾦交付申請書（様式第１号）
総務部 危機管理課 糸島市消防施設整備事業補助⾦事業 糸島市消防施設整備事業着⼿報告書（様式第３号）
総務部 危機管理課 糸島市消防施設整備事業補助⾦事業 糸島市消防施設整備事業完了報告書（様式第４号）
総務部 危機管理課 糸島市防災⾏政無線局管理事業 防災⾏政無線機器等借用証書（様式第4号）
総務部 危機管理課 糸島市防犯協会補助⾦ 補助⾦等交付申請書（様式第1号）
総務部 危機管理課 糸島市防犯協会補助⾦ 実績報告書（様式第4号）
総務部 危機管理課 糸島市防犯灯電気料補助⾦事業 糸島市防犯灯電気料補助⾦申請書（様式第5号）
総務部 危機管理課 糸島地区救難所連合会事業補助⾦ 補助⾦等交付申請書（様式第1号）
総務部 危機管理課 糸島地区救難所連合会事業補助⾦ 実績報告書（様式第４号）
総務部 危機管理課 防犯灯維持事業 糸島市防犯灯設置申請書(様式第1号)
総務部 危機管理課 防犯灯維持事業 糸島市防犯灯寄附採納願（様式第３号）

企画部 経営戦略課
糸島市運動公園整備・管理運営事業（事業者
選定委員会） 就任承諾書

企画部 経営戦略課
糸島市運動公園整備・管理運営事業（設計〜
管理業務） 経歴書

企画部 経営戦略課 ⾏政改⾰推進委員会 委嘱に係る就任承諾書、推薦書、報酬等辞退届
企画部 経営戦略課 総合計画審議会 委嘱に係る就任承諾書、推薦書
企画部 経営戦略課 総合戦略推進委員会 委嘱に係る就任承諾書、推薦書
企画部 経営戦略課 ⼟地利用計画審議会 委嘱に係る就任承諾書、推薦書
企画部 地域振興課 糸島市航路改善協議会（附属機関） 委嘱承諾書

市⺠へ提出を求める書類

◆押印の⾒直しを⾏った申請書等⼀覧
　以下の申請書等について押印の⾒直しを⾏いました。これにより、令和3年3⽉末までにはこれらの申請書等への押印が不要となります。
　なお、⾒直しの対象は、個人が提出する申請書等のみで、本人が署名をする場合に押印が不要になる申請書等を含んでいます。押印以外の⼿段により、本人の意思を確認する
場合もあります。



部局 業務担当課 業務名 押印または署名を求めている書類名

企画部 地域振興課 糸島市市⺠まつり補助⾦交付業務 糸島市市⺠まつり補助⾦交付申請書
企画部 地域振興課 糸島市市⺠まつり補助⾦交付業務 糸島市市⺠まつり補助⾦実績報告書
企画部 地域振興課 糸島市地域公共交通会議 委嘱承諾書
企画部 地域振興課 糸島市渡船運営委員会（附属機関） 委嘱承諾書

企画部 地域振興課
⾏政区等公⺠館及び児童遊園地施設費等補助
⾦交付業務

糸島市⾏政区等公⺠館及び児童遊園地施設費等補助⾦に係る事業計
画　調査票

企画部 地域振興課
⾏政区等公⺠館及び児童遊園地施設費等補助
⾦交付業務

⾏政区等公⺠館及び児童遊園地施設費等補助⾦交付申請書（様式１
号）

企画部 地域振興課
⾏政区等公⺠館及び児童遊園地施設費等補助
⾦交付業務

⾏政区等公⺠館及び児童遊園地施設費等補助⾦交付決定通知書（様
式２号）

企画部 地域振興課
⾏政区等公⺠館及び児童遊園地施設費等補助
⾦交付業務 事業完了届（様式５号）

企画部 地域振興課 校区まちづくり推進事業補助⾦交付業務 糸島市校区まちづくり推進事業補助⾦交付申請書(様式第1号)
企画部 地域振興課 校区まちづくり推進事業補助⾦交付業務 糸島市校区まちづくり推進事業補助⾦実績報告書(様式第5号)
企画部 地域振興課 ⾏政区まちづくり補助⾦交付業務 ⾏政区まちづくり補助⾦交付申請書
企画部 地域振興課 ⾏政区まちづくり補助⾦交付業務 ⾏政区まちづくり補助⾦実績報告書
企画部 地域振興課 糸島市ＮＰＯ・ボランティアセンター運営委員会 就任承諾書
企画部 地域振興課 糸島市国際交流団体等補助⾦交付業務 糸島市国際交流関係団体等補助⾦交付申請書
企画部 地域振興課 糸島市国際交流団体等補助⾦交付業務 糸島市国際交流関係団体等実績報告書
企画部 地域振興課 糸島市市⺠提案型まちづくり事業 糸島市市⺠提案型まちづくり事業補助⾦交付申請書
企画部 地域振興課 糸島市市⺠提案型まちづくり事業 糸島市市⺠提案型まちづくり事業補助⾦請求書
企画部 地域振興課 糸島市市⺠提案型まちづくり事業 糸島市市⺠提案型まちづくり事業変更・中⽌承認申請書
企画部 地域振興課 糸島市市⺠提案型まちづくり事業 糸島市市⺠提案型まちづくり事業補助⾦実績報告書
企画部 地域振興課 糸島市多文化共生推進計画審議会 就任承諾書

企画部 地域振興課
糸島市野村望東尼遺跡保存等事業補助⾦交
付業務 糸島市野村望東尼遺跡保存等事業補助⾦交付申請書

企画部 地域振興課
糸島市野村望東尼遺跡保存等事業補助⾦交
付業務 糸島市野村望東尼遺跡保存等事業変更・中⽌承認申請書

企画部 地域振興課
糸島市野村望東尼遺跡保存等事業補助⾦交
付業務 糸島市野村望東尼遺跡保存等事業実績報告書

企画部 秘書広報課 表彰事務 自治功労者・文化功労者・スポーツ功労者・善⾏者表彰推薦書
企画部 秘書広報課 表彰事務 地域活動功労者表彰推薦書
企画部 秘書広報課 表彰事務 受賞意思確認書・同意書
企画部 ブランド・学研都市推進課 空き家バンク 糸島市空き家バンク登録申請書
企画部 ブランド・学研都市推進課 いとしまシンボル普及事業 糸島市イメージキャラクターいとゴン使用申請書
企画部 ブランド・学研都市推進課 いとしまシンボル普及事業 糸島市イメージキャラクターいとゴン変更使用申請書
企画部 ブランド・学研都市推進課 協定大学等課題解決型研究事業 糸島市協定大学等課題解決型研究事業研究申請書
企画部 ブランド・学研都市推進課 協定大学等課題解決型研究事業 糸島市協定大学等課題解決型研究事業請求書
企画部 ブランド・学研都市推進課 協定大学等課題解決型研究事業 糸島市協定大学等課題解決型研究事業研究実績報告書
企画部 ブランド・学研都市推進課 マーケティング推進事業 糸島市地域おこし企業人活動補助⾦交付申請書
企画部 ブランド・学研都市推進課 マーケティング推進事業 糸島市地域おこし企業人活動補助⾦変更等申請書
企画部 ブランド・学研都市推進課 マーケティング推進事業 糸島市地域おこし企業人活動補助⾦実績報告書
企画部 ブランド・学研都市推進課 マーケティング推進事業 糸島市地域おこし企業人活動補助⾦請求書
企画部 ブランド・学研都市推進課 マイホーム取得奨励⾦ 糸島市マイホーム取得奨励⾦受給資格認定申請書
企画部 ブランド・学研都市推進課 マイホーム取得奨励⾦ 糸島市マイホーム取得奨励⾦に係る調査承諾書
企画部 ブランド・学研都市推進課 マイホーム取得奨励⾦ 確約書
企画部 ブランド・学研都市推進課 マイホーム取得奨励⾦ 糸島市マイホーム取得奨励⾦交付申請書
企画部 ブランド・学研都市推進課 マイホーム取得奨励⾦ 糸島市マイホーム取得奨励⾦受給資格認定申請内容変更届出書
企画部 ブランド・学研都市推進課 マイホーム取得奨励⾦ 糸島市マイホーム取得奨励⾦（糸島市商⼯会商品券）受領書
企画部 ブランド・学研都市推進課 九州大学連携地域における固定資産税の特例 固定資産税課税免除認定申請書
企画部 ブランド・学研都市推進課 九州大学連携地域における固定資産税の特例 認定申請内容変更申請書
企画部 ブランド・学研都市推進課 九州大学連携地域における固定資産税の特例 適用事業者承継申請書
企画部 ブランド・学研都市推進課 九州大学連携地域における固定資産税の特例 事業廃⽌（休⽌）届出書

企画部 ブランド・学研都市推進課 九州大学連携地域における固定資産税の特例
固定資産税課税免除に係る市税等の納付及び暴⼒団員等情報等に関す
る調査承諾書

市⺠部 市⺠課 印鑑事務 印鑑登録申請書（代理人、受領）
市⺠部 市⺠課 ⼾籍事務 ⼾籍謄抄本等申請書
市⺠部 市⺠課 住⺠基本台帳事務 転出証明書申請書
市⺠部 市⺠課 住⺠基本台帳事務 住⺠基本台帳閲覧者に関する照会書
市⺠部 市⺠課 住⺠基本台帳事務 住⺠票等の委任状
市⺠部 市⺠課 住⺠基本台帳事務 住⺠基本台帳異動届
市⺠部 市⺠課 住⺠基本台帳事務 ⽀援措置申出書
市⺠部 税務課 軽自動⾞税 軽自動⾞税減免申請書
市⺠部 税務課 軽自動⾞税 原動機付自転⾞改造証明・宣誓書
市⺠部 税務課 軽自動⾞税 軽自動⾞税に係る⾞両を所有していない申⽴書
市⺠部 税務課 軽自動⾞税 送付先登録・変更・削除届出書
市⺠部 税務課 軽自動⾞税 糸島市軽自動⾞税（種別割）課税免除申請書
市⺠部 税務課 軽自動⾞税 軽自動⾞税（種別割）減免申請に係る現況届
市⺠部 税務課 軽自動⾞税 相続人代表者指定届出書
市⺠部 税務課 個人住⺠税 市県⺠税減免申請書
市⺠部 税務課 個人住⺠税 給与所得者異動届出書
市⺠部 税務課 個人住⺠税 普通徴収から特別徴収への切替届出書
市⺠部 税務課 個人住⺠税 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書
市⺠部 税務課 個人住⺠税 給与⽀払報告書誤報届出書
市⺠部 税務課 個人住⺠税 給与⽀払報告書総括表
市⺠部 税務課 個人住⺠税 納期の特例に関する申請書



部局 業務担当課 業務名 押印または署名を求めている書類名

市⺠部 税務課 個人住⺠税 収⽀内訳書
市⺠部 税務課 個人住⺠税 相続人代表者指定届出書
市⺠部 税務課 個人住⺠税 送付先登録・変更・削除届出書
市⺠部 税務課 個人住⺠税 扶養親族調査の回答書
市⺠部 税務課 個人住⺠税 従業員の住所照会
市⺠部 税務課 個人住⺠税 給与⽀払報告書の光ディスク等による提出承認申請書
市⺠部 税務課 個人住⺠税 納税管理人申告書
市⺠部 税務課 固定資産税 減免申請書
市⺠部 税務課 固定資産税 納税義務者等の届出書
市⺠部 税務課 固定資産税 納税代表者変更届出書（相続人）
市⺠部 税務課 固定資産税 納税代表者変更届出書（共有物）
市⺠部 税務課 固定資産税 納税管理人申告書
市⺠部 税務課 固定資産税 送付先変更届出書
市⺠部 税務課 固定資産税 送付先中⽌届出書
市⺠部 税務課 固定資産税 非課税申告書
市⺠部 税務課 固定資産税 住宅用地申告書
市⺠部 税務課 固定資産税 被災住宅用地申告書
市⺠部 税務課 固定資産税 企業主導型保育事業特例適用に係る申告書
市⺠部 税務課 固定資産税 家屋補充課税台帳登録事項（所有権）変更申告書
市⺠部 税務課 固定資産税 ⻑期優良住宅認定申告書
市⺠部 税務課 固定資産税 家屋課税台帳登載証明書
市⺠部 税務課 固定資産税 家屋課税台帳滅失証明書
市⺠部 税務課 固定資産税 課税台帳登載事項証明（S58、H14）
市⺠部 税務課 固定資産税 住宅用家屋証明申請書
市⺠部 税務課 固定資産税 申⽴書（住宅用家屋証明未⼊居）

市⺠部 税務課 固定資産税
新型コロナウイルスに係る事業用家屋及び償却資産の課税標準特例申告
書

市⺠部 税務課 固定資産税 所有権移転確認書類（売買契約書等の確認書類がない場合）
市⺠部 税務課 固定資産税 耐震改修住宅に対する固定資産税の減額に係る申告書
市⺠部 税務課 固定資産税 バリアフリー改修住宅に対する固定資産税の減額に係る申告書
市⺠部 税務課 固定資産税 省エネ改修住宅に対する固定資産税の減額に係る申告書
市⺠部 収税課 還付 還付請求書
市⺠部 収税課 還付 還付請求書内の委任欄
市⺠部 収税課 公売 不動産公売⼊札参加申込書・同意書
市⺠部 収税課 公売 不動産公売⼊札書
市⺠部 収税課 公売 ⼊札書封筒
市⺠部 収税課 公売 公売保証⾦提出書兼受⼊書
市⺠部 収税課 公売 公売保証⾦返還請求書
市⺠部 収税課 公売 保管依頼書（買受公売財産）
市⺠部 収税課 公売 送付依頼書（買受公売財産）
市⺠部 収税課 公売 所有権移転登記請求書
市⺠部 収税課 滞納整理 納付誓約書
市⺠部 収税課 滞納整理 天引き承諾書
市⺠部 収税課 滞納整理 延滞⾦減免申請書
市⺠部 収税課 徴収猶予 徴収猶予申請書
市⺠部 収税課 納税証明 委任状
市⺠部 生活環境課 一般廃棄物 一般廃棄物処理⼿数料減免申請書
市⺠部 生活環境課 火葬業務 再火葬許可申請書
市⺠部 生活環境課 火葬業務 糸島市斎場使用料減免申請書兼請求書
市⺠部 生活環境課 環境美化 環境美化に伴うトラック等の⼿配依頼書
市⺠部 生活環境課 ごみ集積所補助 ごみ集積所等設置補助⾦申請書
市⺠部 生活環境課 ごみ集積所補助 ごみ集積所等設置補助⾦請求書
市⺠部 生活環境課 ごみ袋販売 ごみ袋注文書
市⺠部 生活環境課 コンポスト補助 生ごみ減量化器材購⼊等補助⾦申請書
市⺠部 生活環境課 コンポスト補助 生ごみ減量化器材購⼊等補助⾦請求書
市⺠部 生活環境課 指定ごみ袋事業 指定袋等取扱指定店申込書
市⺠部 生活環境課 指定ごみ袋事業 指定袋等取扱指定店変更届
市⺠部 生活環境課 指定ごみ袋事業 指定袋等取扱指定店廃⽌届
市⺠部 生活環境課 創エネルギー補助 創エネルギーのまち・いとしま推進補助⾦交付申請書兼実績報告書
市⺠部 生活環境課 創エネルギー補助 創エネルギーのまち・いとしま推進補助⾦⼿続代⾏選任届
市⺠部 生活環境課 創エネルギー補助 創エネルギーのまち・いとしま推進補助⾦設備設置承諾書
市⺠部 生活環境課 創エネルギー補助 創エネルギーのまち・いとしま推進補助⾦交付請求書
市⺠部 生活環境課 廃棄物の直接搬⼊ 廃棄物搬⼊許可申請書兼許可書
市⺠部 生活環境課 ペット霊園 ペット霊園設置（変更）事前協議書
市⺠部 生活環境課 ペット霊園 標識設置届出書
市⺠部 生活環境課 ペット霊園 ペット霊園設置（変更）関係住⺠説明会報告書
市⺠部 生活環境課 ペット霊園 ペット霊園設置（変更）関係住⺠協議報告書
市⺠部 生活環境課 ペット霊園 ペット霊園設置（変更）に係る意⾒の申出がない旨の報告書
市⺠部 生活環境課 ペット霊園 ペット霊園設置（変更）許可申請書
市⺠部 生活環境課 ペット霊園 ペット霊園設置（変更）⼯事着⼿届出書
市⺠部 生活環境課 ペット霊園 ペット霊園設置（変更）⼯事完了届出書
市⺠部 生活環境課 ペット霊園 ペット霊園設置（変更）⼯事中⽌届出書
市⺠部 生活環境課 ペット霊園 ペット霊園名称等変更届出書
市⺠部 生活環境課 ペット霊園 ペット霊園承継届出書
市⺠部 生活環境課 ペット霊園 ペット霊園廃⽌届出書
市⺠部 生活環境課 墓地等の許可等に係る申請 墓地等経営許可申請書



部局 業務担当課 業務名 押印または署名を求めている書類名

市⺠部 生活環境課 墓地等の許可等に係る申請 墓地等変更許可申請書
市⺠部 生活環境課 墓地等の許可等に係る申請 墓地等廃⽌許可申請書
市⺠部 生活環境課 墓地等の許可等に係る申請 墓地等経営（変更）計画協議書
市⺠部 生活環境課 墓地等の許可等に係る申請 標識設置届出書
市⺠部 生活環境課 墓地等の許可等に係る申請 説明会報告書
市⺠部 生活環境課 墓地等の許可等に係る申請 関係住⺠との協議結果報告書
市⺠部 生活環境課 墓地等の許可等に係る申請 意⾒の申出がない旨の報告書
市⺠部 生活環境課 墓地等の許可等に係る申請 墓地等⼯事着⼿届
市⺠部 生活環境課 墓地等の許可等に係る申請 墓地等⼯事完了届
市⺠部 生活環境課 墓地等の許可等に係る申請 墓地等の名称等の変更届
市⺠部 生活環境課 墓地等の許可等に係る申請 みなし許可届
市⺠部 生活環境課 丸田納骨堂 丸田納骨堂利用許可申請書
市⺠部 生活環境課 丸田納骨堂 丸田納骨堂利用許可証再交付申請書
市⺠部 生活環境課 丸田納骨堂 丸田納骨堂利用者住所等変更届
市⺠部 生活環境課 丸田納骨堂 丸田納骨堂利用承継届
市⺠部 生活環境課 丸田納骨堂 丸田納骨堂利用廃⽌届
市⺠部 生活環境課 有価資源 有価資源回収活動団体届
市⺠部 生活環境課 有価資源 有価資源回収活動団体変更届
市⺠部 生活環境課 有価資源 有価資源回収活動団体廃⽌届
市⺠部 生活環境課 有価資源 有価資源回収活動団体奨励補助⾦申請書
市⺠部 生活環境課 有価資源 有価資源回収活動団体奨励補助⾦請求書

健康増進部 国保年⾦課 高額療養費 糸島市高額貸付用高額療養費⽀給申請書（高額療養費⽀払資⾦貸
付⾦振替明細書）

健康増進部 国保年⾦課 国⺠健康保険関係等書類送付先変更中⽌⼿
続 送付先変更中⽌依頼書

健康増進部 国保年⾦課 国⺠健康保険関係等書類送付先変更⼿続 糸島市国⺠健康保険関係等書類送付先変更届出書
健康増進部 国保年⾦課 国⺠健康保険税減免⼿続 国⺠健康保険税減免申請書
健康増進部 国保年⾦課 国⺠健康保険税納付⽅法変更⼿続 国⺠健康保険税納付⽅法変更申請書

健康増進部 国保年⾦課 国⺠健康保険相続人代表者指定兼口座指定
⼿続 国⺠健康保険相続人代表者指定届兼口座指定届

健康増進部 国保年⾦課 国⺠健康保険被保険者証窓口交付⼿続 国⺠健康保険被保険者窓口受取届出書
健康増進部 国保年⾦課 出産育児一時⾦ 糸島市国⺠健康保険出産育児一時⾦⽀給申請書
健康増進部 国保年⾦課 傷病⼿当⾦ 国⺠健康保険傷病⼿当⾦⽀給申請書（世帯主記⼊用）
健康増進部 国保年⾦課 葬祭費 国⺠健康保険葬祭費⽀給申請書

健康増進部 国保年⾦課 非自発的失業に伴う国⺠健康保険税等の負担
軽減適用申請⼿続 国⺠健康保険特例対象者等に係る申告書

健康増進部 国保年⾦課 保険料還付申請 後期高齢者医療保険料過誤納還付請求書兼口座振込申請書
健康増進部 国保年⾦課 保険料還付請求 還付請求書
健康増進部 国保年⾦課 保険料分納誓約 保険料分納誓約書
健康増進部 国保年⾦課 貸付基⾦ 糸島市高額療養費⽀払資⾦貸付申請書兼代理人届
健康増進部 国保年⾦課 貸付基⾦ 糸島市高額療養費⽀払資⾦借用証書
健康増進部 国保年⾦課 貸付基⾦ 代理人届
健康増進部 健康づくり課 糸島市骨髄移植ドナー助成 糸島市骨髄等移植ドナー助成交付申請書兼請求書

健康増進部 健康づくり課
糸島市⼩児・ＡＹＡ世代がん患者在宅療養生
活⽀援事業 糸島市⼩児・ＡＹＡ世代がん患者在宅療養生活⽀援事業利用申請書

健康増進部 健康づくり課
糸島市⼩児・ＡＹＡ世代がん患者在宅療養生
活⽀援事業

糸島市⼩児・ＡＹＡ世代がん患者在宅療養⽀援事業助成⾦交付申請
書兼請求書

健康増進部 健康づくり課 救急患者搬送船使用助成 口座受取人委任状
健康増進部 健康づくり課 救急患者搬送船使用助成 救急患者搬送船使用助成⾦申請書⾒請求書
健康増進部 健康づくり課 健康診査 総合健診（課税状況、情報管理等）に関する同意
健康増進部 健康づくり課 産後ケア事業 糸島市産後ケア事業利用申請書（様式第１号）
健康増進部 健康づくり課 ⻭周病健診 ⻭周病健診減免申請
健康増進部 健康づくり課 定期予防接種事業 糸島市定期予防接種補助⾦交付申請書（様式第２号）

健康増進部 健康づくり課 定期予防接種事業
高齢者インフルエンザ・高齢者用肺炎球菌予防接種自⼰負担⾦無料申請
書

健康増進部 健康づくり課 定期予防接種事業 予防接種依頼書の交付願
健康増進部 健康づくり課 定期予防接種事業 請求書

健康増進部 健康づくり課 定期予防接種事業
⻑期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期予防接種に関する特別
措置申請書

健康増進部 健康づくり課 定期予防接種事業 予防接種健康被害調査委員会委員承諾書
健康増進部 健康づくり課 乳幼児家庭訪問 乳幼児家庭訪問依頼書の交付願
健康増進部 健康づくり課 乳幼児健診 乳幼児健康診査依頼書の交付願
健康増進部 健康づくり課 乳幼児健診 乳幼児健康診査等証明書の交付願
健康増進部 健康づくり課 妊婦健康診査 糸島市⾥帰り等妊婦健康診査受診費助成⾦交付申請書

健康増進部 健康づくり課 妊婦健康診査
請求書
（糸島市⾥帰り等妊婦健康診査受診費助成⾦）

健康増進部 健康づくり課 風しん予防接種費用助成⾦交付事業 糸島市風しん予防接種費用助成⾦交付申請書⾒請求書
健康増進部 健康づくり課 物品借用 物品借用申請書
健康増進部 健康づくり課 保健事業及び予防接種事業 嘱託医承諾書（様式第１号）
健康増進部 健康づくり課 保健事業及び予防接種事業 嘱託医辞退届（様式第３号）
健康増進部 健康づくり課 ⺟⼦健康⼿帳交付 妊婦健康カード
健康増進部 健康づくり課 ⺟⼦健康⼿帳交付 ⺟⼦健康⼿帳再交付願
健康増進部 健康づくり課 養育医療給付 養育医療給付申請書（様式第１号）
健康増進部 健康づくり課 養育医療給付 移送承認申請書（様式第４号）
健康増進部 健康づくり課 養育医療給付 養育医療給付医療券再交付申請書（様式第９号）
健康増進部 健康づくり課 養育医療給付 医療券記載事項変更届（様式第１０号）



部局 業務担当課 業務名 押印または署名を求めている書類名

健康増進部 健康づくり課 養育医療給付 養育医療継続協議書（様式第１１号）
健康増進部 健康づくり課 養育医療給付 同意書
健康増進部 健康づくり課 養育医療給付 委任状
健康増進部 健康づくり課 健康診査 委任状（健診（検診）結果再交付申請書関係）
健康増進部 健康づくり課 健康診査 総合健診課税状況確認に関する同意（事前）
健康増進部 健康づくり課 健康診査 特定健康診査（課税状況、情報管理等）に関する同意
健康増進部 健康づくり課 健康診査 がん個別検診（課税状況、情報管理等）に関する同意
健康増進部 健康づくり課 健康診査 がん個別検診自⼰負担⾦無料申請書（胃・⼦宮・乳）
健康増進部 健康づくり課 健康診査 健診（検診）結果再交付申請書
健康増進部 健康づくり課 糸島市はり、きゅう費の⽀給事業 糸島市はり、きゅう施術証交付申請書
健康増進部 健康づくり課 糸島市はり、きゅう費の⽀給事業 糸島市はり、きゅう費⽀給申請書
健康増進部 健康づくり課 糸島市はり、きゅう費の⽀給事業 施術証押印
健康増進部 健康づくり課 補助⾦等交付事業 補助⾦交付申請書
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 給付業務 居宅介護（介護予防）住宅改修承認申請書（受領委任払い用）
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 給付業務 居宅介護（介護予防）住宅改修費⽀給申請書（受領委任払い用）
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 給付業務 居宅介護（介護予防）福祉用具購⼊・住宅改修変更承認申請書

健康増進部 介護・高齢者⽀援課 給付業務 居宅介護（介護予防）福祉用具購⼊承認申請書（受領委任払い用）

健康増進部 介護・高齢者⽀援課 給付業務
居宅介護（介護予防）福祉用具購⼊費⽀給申請書（受領委任払い
用）

健康増進部 介護・高齢者⽀援課 給付業務 糸島市高額介護サービス費⽀払資⾦貸付申請書兼代理人届
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 給付業務 高額介護サービス費⽀払資⾦借用証書

健康増進部 介護・高齢者⽀援課 給付業務
糸島市高額貸付用高額介護サービス費⽀給申請書（高額介護サービス
費⽀払資⾦貸付⾦振替明細書）

健康増進部 介護・高齢者⽀援課 給付業務 代理人届
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 給付業務 受領に関する委任状
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 健康福祉センター等管理運営事業 糸島市健康福祉センター利用許可申請書
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 健康福祉センター等管理運営事業 糸島市健康福祉センター利用変更許可申請書
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 健康福祉センター等管理運営事業 糸島市健康福祉センター利用中⽌届
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 健康福祉センター等管理運営事業 糸島市健康福祉センター利用料⾦減免申請書
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 健康福祉センター等管理運営事業 糸島市健康福祉センター損傷・滅失届
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 健康福祉センター等管理運営事業 ⾏政財産使用許可申請書
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 健康福祉センター等管理運営事業 ⾏政財産使用料減免申請書
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 高齢者福祉サービス 糸島市軽度生活援助事業利用申請書
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 高齢者福祉サービス 糸島市軽度生活援助事業利用廃⽌届
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 高齢者福祉サービス 糸島市移送サービス利用登録申請書
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 高齢者福祉サービス 糸島市移送サービス利用申請書
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 高齢者福祉サービス 糸島市移送サービス利用登録廃⽌届
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 高齢者福祉サービス 糸島市介護用品給付サービス事業利用申請書
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 高齢者福祉サービス 糸島市介護用品給付サービス事業変更申請書
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 高齢者福祉サービス 糸島市緊急ショートステイ利用申請書
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 高齢者福祉サービス 糸島市緊急ショートステイ利用期間延⻑申請書
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 高齢者福祉サービス 糸島市緊急通報装置利用申請書
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 高齢者福祉サービス 糸島市緊急通報装置利用廃⽌届
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 高齢者福祉サービス 糸島市軽度生活援助事業利用変更申請書
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 高齢者福祉サービス 住宅改造助成申請書
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 高齢者福祉サービス 住宅改造承諾書
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 高齢者福祉サービス 住宅改造完了届
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 高齢者福祉サービス 糸島市配⾷サービス事業利用申請書
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 高齢者福祉サービス 糸島市配⾷サービス事業利用変更申請書
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 高齢者福祉サービス 糸島市徘徊高齢者等位置検索サービス利用申請書
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 高齢者福祉サービス 糸島市徘徊高齢者等位置検索サービス利用廃⽌届
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 高齢者福祉サービス 糸島市高齢者等ＳＯＳネットワーク事前登録申請書
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 高齢者福祉サービス 特別障害者控除認定書
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 高齢者福祉施設管理運営事業 糸島市高齢者福祉施設利用許可申請書
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 高齢者福祉施設管理運営事業 糸島市高齢者福祉施設き損・滅失届
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 社会福祉法人利用者負担軽減業務 社会福祉法人利用者負担限度額軽減対象確認申請書
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 収納業務 納付誓約書
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 収納業務 介護保険料減免申請書
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 収納業務 還付請求書
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 生活⽀援ハウス運営事業 糸島市生活⽀援ハウス利用申請書
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 生活⽀援ハウス運営事業 収⼊申告書
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 生活⽀援ハウス運営事業 誓約書
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 生活⽀援ハウス運営事業 身元引受書
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 生活⽀援ハウス運営事業 同意書
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 成年後⾒市⻑申⽴て 糸島市成年後⾒制度利用⽀援事業助成⾦⽀給申請書
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 成年後⾒市⻑申⽴て 要請書（成年後⾒制度）
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 成年後⾒市⻑申⽴て 同意書（成年後⾒制度）
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 成年後⾒市⻑申⽴て 成年後⾒申⽴意向確認書
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 総合事業 糸島市地域ささえあい通いの場事業補助⾦交付申請書
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 総合事業 糸島市地域ささえあい通いの場事業補助⾦請求書
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 総合事業 糸島市地域ささえあい通いの場事業変更・中⽌承認申請書
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 総合事業 糸島市地域ささえあい通いの場事業補助⾦実績報告書
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 認知症カフェ事業 認知症カフェ事業助成⾦交付申請書
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 認知症カフェ事業 認知症カフェ事業助成⾦交付⾦請求書
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 認知症カフェ事業 認知症カフェ事業変更・中⽌承認申請書



部局 業務担当課 業務名 押印または署名を求めている書類名

健康増進部 介護・高齢者⽀援課 認知症カフェ事業 認知症カフェ事業助成⾦実績報告書
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 認知症キャラバン・メイトに関する業務 キャラバン・メイト　登録削除届
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 認知症推進事業 物忘れ相談プログラム（認知症タッチパネル）借用申請書
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 認定業務 糸島市要介護認定等情報提供申請書兼本人同意書
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 ⽼人ホーム⼊所措置 ⽼人養護受託申出書
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 ⽼人ホーム⼊所措置 ⽼人ホーム⼊所申請書
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 ⽼人ホーム⼊所措置 同意書
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 ⽼人ホーム⼊所措置 誓約書
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 ⽼人ホーム⼊所措置 身元引受書
健康増進部 介護・高齢者⽀援課 ⽼人ホーム⼊所措置 収⼊申告書
人権福祉部 福祉保護課 災害弔慰⾦の⽀給等 糸島市災害援護資⾦借⼊申込書
人権福祉部 福祉保護課 災害弔慰⾦の⽀給等 糸島市災害援護資⾦借用書
人権福祉部 福祉保護課 災害弔慰⾦の⽀給等 糸島市災害援護資⾦繰上償還申出書
人権福祉部 福祉保護課 災害弔慰⾦の⽀給等 糸島市災害援護資⾦償還⾦⽀払猶予申請書
人権福祉部 福祉保護課 災害弔慰⾦の⽀給等 糸島市災害援護資⾦違約⾦⽀払免除申請書
人権福祉部 福祉保護課 災害弔慰⾦の⽀給等 糸島市災害援護資⾦償還免除申請書
人権福祉部 福祉保護課 災害弔慰⾦の⽀給等 ⽒名等変更届
人権福祉部 福祉保護課 生活保護 ⺠生委員参考意⾒書
人権福祉部 福祉保護課 生活保護 口座振替申請書
人権福祉部 福祉保護課 生活保護 生活保護受給証
人権福祉部 福祉保護課 生活保護 自動⾞保有承認申出書
人権福祉部 福祉保護課 生活保護 自動⾞処分留保申出書
人権福祉部 福祉保護課 生活保護 自動⾞処分誓約書
人権福祉部 福祉保護課 生活保護 保護費受領書
人権福祉部 福祉保護課 生活保護 分納申出書
人権福祉部 福祉保護課 福祉施設サービス苦情解決業務 苦情受付報告書
人権福祉部 福祉⽀援課 糸島市移送サービス事業 糸島市移送サービス利用登録申請書
人権福祉部 福祉⽀援課 糸島市移送サービス事業 糸島市移送サービス利用廃⽌届
人権福祉部 福祉⽀援課 糸島市⽀援調整会議 就任承諾書
人権福祉部 福祉⽀援課 糸島市障害児通学⽀援事業 糸島市障害児通学⽀援事業利用申請書
人権福祉部 福祉⽀援課 糸島市障害者（児）移動⽀援事業 糸島市障害者（児）移動⽀援事業利用申請書
人権福祉部 福祉⽀援課 糸島市障害者（児）住宅改修費給付事業 住宅改修費給付申請書
人権福祉部 福祉⽀援課 糸島市障害者（児）住宅改修費給付事業 住宅改修費給付券
人権福祉部 福祉⽀援課 糸島市障害者（児）日中一時⽀援事業 同意書
人権福祉部 福祉⽀援課 糸島市障害者（児）日中一時⽀援事業 糸島市障害者（児）日中一時⽀援事業利用申請書

人権福祉部 福祉⽀援課
糸島市障害者自動⾞運転免許取得費助成事
業 糸島市障害者自動⾞運転免許取得費助成申請書

人権福祉部 福祉⽀援課 糸島市身体障害者用自動⾞改造費助成事業 糸島市身体障害者用自動⾞改造費助成申請書
人権福祉部 福祉⽀援課 糸島市身体障害者用自動⾞改造費助成事業 糸島市身体障害者用自動⾞改造費助成⾦交付請求書
人権福祉部 福祉⽀援課 糸島市身体障害者用自動⾞改造費助成事業 糸島市身体障害者用自動⾞改造費助成変更申請書
人権福祉部 福祉⽀援課 糸島市地域福祉計画推進委員会 承諾書
人権福祉部 福祉⽀援課 ⾞椅⼦ ⾞椅⼦貸出申請書
人権福祉部 福祉⽀援課 軽度・中等度難聴児補聴器購⼊費等助成事業 糸島市軽度・中等度難聴児補聴器購⼊費等助成⾦交付申請書
人権福祉部 福祉⽀援課 軽度・中等度難聴児補聴器購⼊費等助成事業 糸島市軽度・中等度難聴児補聴器購⼊費等助成⾦⽀給券
人権福祉部 福祉⽀援課 住居確保給付⾦ 生活困窮者住居確保給付⾦⽀給申請書（様式1-1）
人権福祉部 福祉⽀援課 住居確保給付⾦ 住居確保給付⾦申請時確認書（様式1-1A）

人権福祉部 福祉⽀援課 住居確保給付⾦
生活困窮者住居確保給付⾦⽀給申請書（期間（再）延⻑）（様式
1-2）

人権福祉部 福祉⽀援課 住居確保給付⾦
生活困窮者住居確保給付⾦⽀給申請書（期間（再）延⻑）（様式
1-2-2）

人権福祉部 福祉⽀援課 住居確保給付⾦ 住居確保給付⾦変更⽀給申請書（様式1-3）
人権福祉部 福祉⽀援課 住居確保給付⾦ ⼊居予定住宅に関する状況通知書（様式2-1）
人権福祉部 福祉⽀援課 住居確保給付⾦ ⼊居住宅に関する状況通知書（様式2-2）
人権福祉部 福祉⽀援課 住居確保給付⾦ ⼊居に関する証明書
人権福祉部 福祉⽀援課 住居確保給付⾦ 申⽴書（様式2-2追加書類）
人権福祉部 福祉⽀援課 住居確保給付⾦ 住居確保報告書（様式5）
人権福祉部 福祉⽀援課 住居確保給付⾦ 常用就職届（様式6）
人権福祉部 福祉⽀援課 住居確保給付⾦ 住居確保給付⾦⽀給中⽌届
人権福祉部 福祉⽀援課 住居確保給付⾦ 住居確保給付⾦⽀給再開届（様式9-3）
人権福祉部 福祉⽀援課 住居確保給付⾦ 住居確保給付⾦に係る収⽀状況表（個人事業主用）

人権福祉部 福祉⽀援課 住居確保給付⾦
求職申込み・雇用施策利用状況確認票（住居確保給付⾦・総合⽀援資
⾦）（参考様式2（様式住-4））

人権福祉部 福祉⽀援課 住居確保給付⾦ 通帳の写し申告書
人権福祉部 福祉⽀援課 住居確保給付⾦ 離職状況等に関する申⽴書（参考様式5）
人権福祉部 福祉⽀援課 住居確保給付⾦ 就業機会の減少に関する申⽴書（参考様式5-2）

人権福祉部 福祉⽀援課 住居確保給付⾦
住居確保給付⾦　常用就職活動状況報告書（参考様式7（様式住-
7））

人権福祉部 福祉⽀援課 住居確保給付⾦ 住居確保給付⾦⽀給中断届(様式10-1）
人権福祉部 福祉⽀援課 住居確保給付⾦ 住居確保給付⾦⽀給再開届（疾病⼜は負傷）（様式10-3）
人権福祉部 福祉⽀援課 住居確保給付⾦ 住居確保給付⾦について同一世帯申告書
人権福祉部 福祉⽀援課 重度障がい者医療費助成制度 重度障害者医療費⽀給申請書
人権福祉部 福祉⽀援課 重度障がい者医療費助成制度 重度障害者医療費受給資格（認定・更新）申請書
人権福祉部 福祉⽀援課 重度障がい者医療費助成制度 重度障害者医療証再交付申請書
人権福祉部 福祉⽀援課 重度障がい者医療費助成制度 療養費⽀給証明申請書
人権福祉部 福祉⽀援課 重度障がい者医療費助成制度 申⽴書
人権福祉部 福祉⽀援課 重度障がい者医療費助成制度 重度障害者医療費受給資格者死亡に伴う医療費振込先変更届



部局 業務担当課 業務名 押印または署名を求めている書類名

人権福祉部 福祉⽀援課 重度身体障害者訪問⼊浴サービス事業 糸島市重度身体障害者訪問⼊浴サービス事業利用申請書
人権福祉部 福祉⽀援課 ⼿話通訳者等派遣事業 糸島市⼿話通訳者等派遣事業実績報告書
人権福祉部 福祉⽀援課 障害者（児）自⽴⽀援給付 施設利用申込書
人権福祉部 福祉⽀援課 障害者（児）自⽴⽀援給付 利用者負担上限額管理依頼（変更）届出書
人権福祉部 福祉⽀援課 障害者（児）自⽴⽀援給付 サービス利用計画作成依頼（変更）届出書
人権福祉部 福祉⽀援課 障害者（児）自⽴⽀援給付 障害程度区分認定証明交付申請書
人権福祉部 福祉⽀援課 障害者（児）日常生活用具給付事業 日常生活用具給付申請書
人権福祉部 福祉⽀援課 障害者（児）日常生活用具給付事業 日常生活用具給付事業調査書
人権福祉部 福祉⽀援課 障害者（児）日常生活用具給付事業 日常生活用具給付券
人権福祉部 福祉⽀援課 障害者⽀援施設等措置費用徴収 糸島市障害者⽀援施設等措置費用徴収額（減額・免除）申請書
人権福祉部 福祉⽀援課 障害者⽀援施設等措置費用徴収 糸島市障害者⽀援施設等措置費用徴収額納⼊期限延⻑申請書

人権福祉部 福祉⽀援課
障害者自⽴⽀援給付

（介護給付費　訓練等給付費　特定障害者特別給付費　地域相談⽀
援・計画相談⽀援給付費）⽀給申請書兼利用者負担額減額・免除等
申請書

人権福祉部 福祉⽀援課 障害者自⽴⽀援給付 高額障害福祉サービス等給付費⽀給申請書
人権福祉部 福祉⽀援課 ⼩児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業 糸島市⼩児慢性特定疾患児日常生活用具給付申請書
人権福祉部 福祉⽀援課 ⼩児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業 診断書
人権福祉部 福祉⽀援課 ⼩児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業 糸島市⼩児慢性特定疾病児童日常生活用具給付券

人権福祉部 福祉⽀援課 ⼩児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業
糸島市⼩児慢性特定疾病児童日常生活用具費請求書兼代理受領に係
る委任状

人権福祉部 福祉⽀援課 ⼼身障害者扶養共済制度掛⾦補助 ⼼身障害者扶養共済掛⾦補助承認申請書
人権福祉部 福祉⽀援課 ⼼身障害者扶養共済制度掛⾦補助 ⼼身障害者扶養共済掛⾦補助変更届
人権福祉部 福祉⽀援課 ⼼身障害者扶養共済制度掛⾦補助 補助受給者現況届
人権福祉部 福祉⽀援課 生活困窮者就労準備⽀援事業 資産収⼊申告書
人権福祉部 福祉⽀援課 生活困窮者自⽴相談⽀援事業 相談申込・受付票
人権福祉部 福祉⽀援課 成年後⾒制度利用⽀援事業 糸島市成年後⾒制度利用⽀援事業助成⾦⽀給申請書
人権福祉部 福祉⽀援課 地域活動⽀援センター 糸島市地域活動⽀援センター利用許可申請書
人権福祉部 福祉⽀援課 知的障がい者職親 知的障害者職親申込書
人権福祉部 福祉⽀援課 知的障がい者職親 知的障害者職親委託申込書
人権福祉部 福祉⽀援課 特別障害者⼿当等 資格喪失届
人権福祉部 福祉⽀援課 福祉タクシー利用券交付 糸島市福祉タクシー利用券交付申請書兼台帳
人権福祉部 福祉⽀援課 ⺠生委員・児童委員推薦会 ⺠生委員・児童委員候補者内申書
人権福祉部 福祉⽀援課 ⺠生委員・児童委員推薦会 ⺠生委員・児童委員推薦に伴う市議会議員選挙権の調査に係る承諾書
人権福祉部 福祉⽀援課 ⺠生委員・児童委員推薦会 主任児童委員候補者内申書
人権福祉部 福祉⽀援課 ⺠生委員・児童委員推薦会 主任児童委員推薦に伴う市議会議員選挙権の調査に係る承諾書
人権福祉部 福祉⽀援課 ⺠生委員・児童委員推薦会 ⺠生委員・児童委員辞任届
人権福祉部 福祉⽀援課 ⺠生委員・児童委員推薦会 推薦会委員推薦書
人権福祉部 福祉⽀援課 ⺠生委員・児童委員推薦会 推薦会委員就任承諾書
人権福祉部 福祉⽀援課 ⺠生委員・児童委員推薦会 推薦会委員辞任届
人権福祉部 福祉⽀援課 糸島市市⺠後⾒推進検討委員会 就任承諾書
人権福祉部 福祉⽀援課 糸島市市⺠後⾒推進検討委員会 承諾書
人権福祉部 福祉⽀援課 糸島市自殺対策計画推進委員会 推薦書
人権福祉部 福祉⽀援課 糸島市自殺対策計画推進委員会 就任承諾書
人権福祉部 福祉⽀援課 糸島市社会福祉関係団体等補助⾦ 糸島市社会福祉関係団体等補助⾦交付申請書
人権福祉部 福祉⽀援課 糸島市社会福祉関係団体等補助⾦ 糸島市社会福祉関係団体等補助⾦実績報告書
人権福祉部 福祉⽀援課 身体障害者⼿帳 送付先変更・変更中⽌届出書
人権福祉部 ⼦ども課 高等職業訓練促進給付⾦ 申請書
人権福祉部 ⼦ども課 ⼦ども医療 糸島市⼦ども医療費受給資格認定申請書
人権福祉部 ⼦ども課 ⼦ども医療 糸島市⼦ども医療費⽀給申請書
人権福祉部 ⼦ども課 ⼦ども医療 糸島市⼦ども医療証再交付申請書
人権福祉部 ⼦ども課 児童⼿当 児童⼿当養育監護申⽴書
人権福祉部 ⼦ども課 児童⼿当 児童⼿当現況届　個人番号届出書
人権福祉部 ⼦ども課 児童⼿当 年⾦加⼊証明書
人権福祉部 ⼦ども課 児童扶養⼿当 誓約書
人権福祉部 ⼦ども課 児童扶養⼿当 申⽴書
人権福祉部 ⼦ども課 児童扶養⼿当 看護・介護に関する申⽴書
人権福祉部 ⼦ども課 ショートステイ事業 ショートステイ利用（変更）申請書
人権福祉部 ⼦ども課 自⽴⽀援教育訓練給付⾦事業 対象講座指定申請書

人権福祉部 ⼦ども課
ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格
⽀援事業 受講対象講座指定申請書

人権福祉部 ⼦ども課 ひとり親家庭等医療 ひとり親家庭等医療費受給資格（認定・更新）申請書
人権福祉部 ⼦ども課 ひとり親家庭等医療 ひとり親家庭等医療費⽀給申請書
人権福祉部 ⼦ども課 ひとり親家庭等医療 同意書
人権福祉部 ⼦ども課 ひとり親家庭等医療 念書（兼同意書）
人権福祉部 ⼦ども課 ひとり親家庭等日常生活⽀援事業 ⽀援員派遣対象家庭登録申請書

人権福祉部 ⼦ども課
ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格
⽀援事業 受講修了時・合格時給付⾦⽀給申請書

人権福祉部 ⼦ども課
ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格
⽀援事業 合格後の自⽴計画書

人権福祉部 ⼦ども課
ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格
⽀援事業 辞退届

人権福祉部 ⼦ども課 ひとり親家庭等日常生活⽀援事業 ⽀援員登録申請書
人権福祉部 ⼦ども課 ひとり親家庭等日常生活⽀援事業 ⽀援確認書
人権福祉部 ⼦ども課 ひとり親家庭等日常生活⽀援事業 請求書①
人権福祉部 ⼦ども課 ひとり親家庭等日常生活⽀援事業 請求書②
人権福祉部 ⼦ども課 ひとり親家庭等日常生活⽀援事業 寡婦（夫）みなし適用申請書



部局 業務担当課 業務名 押印または署名を求めている書類名

人権福祉部 ⼦ども課 病児・病後児保育 糸島市病児・病後児保育施設指定管理者指定申請書
人権福祉部 ⼦ども課 病児・病後児保育 糸島市病児・病後児保育施設指定管理者事業報告書
人権福祉部 ⼦ども課 病児・病後児保育 糸島市病児・病後児保育施設指定管理者申請事項変更届
人権福祉部 ⼦ども課 ファミリー・サポート・センター 糸島市ファミリー・サポート・センター⼊会申込書（サポート会員登録）
人権福祉部 ⼦ども課 ファミリー・サポート・センター 糸島市ファミリー・サポート・センター⼊会申込書（おねがい会員登録）
人権福祉部 ⼦ども課 ファミリー・サポート・センター 誓約書
人権福祉部 ⼦ども課 ファミリー・サポート・センター 相互援助活動報告書（糸島市ファミリー・サポート・センター）
人権福祉部 ⼦ども課 保育所等⼊所 ⽀給認定申請書 兼 保育所等利用申込書 兼 現況届
人権福祉部 ⼦ども課 保育所等⼊所 保育所退所届
人権福祉部 ⼦ども課 保育所等⼊所 重要事項確認表
人権福祉部 ⼦ども課 保育所等⼊所 ⽀給認定及び保育所等⼊所に関する誓約書
人権福祉部 ⼦ども課 保育所等⼊所 介護・看護に関する申出書
人権福祉部 ⼦ども課 保育所等⼊所 求職活動に関する誓約書
人権福祉部 ⼦ども課 保育所等⼊所 転⼊に関する誓約書
人権福祉部 ⼦ども課 保育所等⼊所 ⻑期⽋席届
人権福祉部 ⼦ども課 保育所利用料 糸島市保育料免除申請書
人権福祉部 ⼦ども課 保育所利用料 糸島市保育料減免申請書
人権福祉部 ⼦ども課 放課後児童クラブ 児童に関する調査書
人権福祉部 ⼦ども課 放課後児童クラブ 同意書
人権福祉部 ⼦ども課 放課後児童クラブ 申⽴書
人権福祉部 ⼦ども課 放課後児童クラブ 糸島市放課後児童クラブ用勤務（勤務内定）証明書
人権福祉部 ⼦ども課 放課後児童クラブ 糸島市放課後児童クラブ用　自営業等申告書
人権福祉部 ⼦ども課 放課後児童クラブ 児童クラブ施設利用団体登録申請書
人権福祉部 ⼦ども課 放課後児童クラブ 児童クラブ施設利用許可申請書
人権福祉部 ⼦ども課 高等職業訓練促進給付⾦ 出席状況報告書
人権福祉部 ⼦ども課 高等職業訓練促進給付⾦ 請求書
人権福祉部 ⼦ども課 高等職業訓練促進給付⾦ 受給資格喪失・変更届
人権福祉部 ⼦ども課 高等職業訓練促進給付⾦ 16歳以上19歳未満の扶養親族に係る調書
人権福祉部 ⼦ども課 糸島市⼦育て短期⽀援事業 糸島市⼦育て短期⽀援事業利用申請書
人権福祉部 ⼦ども課 糸島市⼦育て短期⽀援事業 糸島市⼦育て短期⽀援事業利用期間変更申請書
人権福祉部 ⼦ども課 自⽴⽀援教育訓練給付⾦事業 扶養親族に関する調書
人権福祉部 ⼦ども課 自⽴⽀援教育訓練給付⾦事業 ⽀給申請書
人権福祉部 ⼦ども課 自⽴⽀援教育訓練給付⾦事業 自⽴計画書
人権福祉部 ⼦ども課 自⽴⽀援教育訓練給付⾦事業 辞退届
人権福祉部 ⼦ども課 ⺟⼦福祉事業 助産施設・⺟⼦生活⽀援施設の措置費用に係る徴収額の減免申請書
人権福祉部 人権・男⼥共同参画推進課 糸島市奨学資⾦ 糸島市奨学資⾦⽀給申請書
人権福祉部 人権・男⼥共同参画推進課 糸島市奨学資⾦ 同意書
人権福祉部 人権・男⼥共同参画推進課 糸島市奨学資⾦ 糸島市奨学資⾦⽀給変更届
人権福祉部 人権・男⼥共同参画推進課 糸島市人権センター ⾏政財産使用許可申請書及び減免申請書
人権福祉部 人権・男⼥共同参画推進課 糸島市人権センター 糸島市人権センター施設利用許可申請書
人権福祉部 人権・男⼥共同参画推進課 糸島市人権センター 糸島市人権センター施設使用料減免申請書
人権福祉部 人権・男⼥共同参画推進課 糸島市男⼥共同参画人材育成補助⾦ 糸島市男⼥共同参画人材育成補助⾦交付申請書
人権福祉部 人権・男⼥共同参画推進課 糸島市男⼥共同参画人材育成補助⾦ 糸島市男⼥共同参画人材育成補助⾦実績報告書
人権福祉部 人権・男⼥共同参画推進課 糸島市男⼥共同参画人材育成補助⾦ 糸島市男⼥共同参画人材育成補助⾦請求書
人権福祉部 人権・男⼥共同参画推進課 技能習得資⾦貸付⾦返還業務 糸島市地域改善対策専修学校等技能習得資⾦返還債務免除申請書
人権福祉部 人権・男⼥共同参画推進課 社会福祉事務一般管理事業 糸島市社会福祉関係団体補助⾦交付申請書
人権福祉部 人権・男⼥共同参画推進課 社会福祉事務一般管理事業 糸島市社会福祉関係団体補助⾦実勢報告書
人権福祉部 人権・男⼥共同参画推進課 若年者専修学校等貸付⾦返還事務 糸島市若年者専修学校等技能習得資⾦貸与申請書
人権福祉部 人権・男⼥共同参画推進課 若年者専修学校等貸付⾦返還事務 世帯調書
人権福祉部 人権・男⼥共同参画推進課 若年者専修学校等貸付⾦返還事務 誓約書
人権福祉部 人権・男⼥共同参画推進課 若年者専修学校等貸付⾦返還事務 糸島市若年者専修学校等修学資⾦貸与継続届
人権福祉部 人権・男⼥共同参画推進課 若年者専修学校等貸付⾦返還事務 借用証書
人権福祉部 人権・男⼥共同参画推進課 若年者専修学校等貸付⾦返還事務 技能習得資⾦返還債務免除申請書
人権福祉部 人権・男⼥共同参画推進課 若年者専修学校等貸付⾦返還事務 技能習得資⾦返還債務履⾏猶予申請書
人権福祉部 人権・男⼥共同参画推進課 若年者専修学校等貸付⾦返還事務 変更届
人権福祉部 人権・男⼥共同参画推進課 若年者専修学校等貸付⾦返還事務 死亡届
人権福祉部 人権・男⼥共同参画推進課 住宅新築資⾦等貸付事業 「納付誓約書」、所得調査等の「同意書」等
人権福祉部 人権・男⼥共同参画推進課 人権・同和問題啓発事業 糸島市人権・同和教育推進補助⾦交付申請書
人権福祉部 人権・男⼥共同参画推進課 人権・同和問題啓発事業 糸島市人権・同和教育推進補助⾦実績報告書
建設都市部 都市計画課 開発⾏為等許可申請 開発⾏為に関する協議（法第32条）
建設都市部 都市計画課 開発⾏為等許可申請 誓約書
建設都市部 都市計画課 開発⾏為等に関する指導規程⼿続き 開発⾏為に関する協議（規程第6条）
建設都市部 都市計画課 開発⾏為等に関する指導規程⼿続き 事前協議書
建設都市部 都市計画課 開発⾏為等に関する指導規程⼿続き 協定書
建設都市部 都市計画課 開発⾏為等に関する指導規程⼿続き 着⼯届
建設都市部 都市計画課 開発⾏為等に関する指導規程⼿続き 誓約書
建設都市部 都市計画課 開発⾏為等に関する指導規程⼿続き 変更届出書
建設都市部 都市計画課 開発⾏為等に関する指導規程⼿続き ⼯事完了届
建設都市部 都市計画課 開発⾏為等に関する指導規程⼿続き 中⽌の届出書
建設都市部 都市計画課 開発審査会 開発計画事前説明願
建設都市部 都市計画課 がけ地近接等危険住宅移転事業補助⾦ 糸島市がけ地近接等危険住宅移転事業補助⾦交付申請書
建設都市部 都市計画課 がけ地近接等危険住宅移転事業補助⾦ 糸島市がけ地近接等危険住宅移転事業補助⾦変更・中⽌承認申請書
建設都市部 都市計画課 がけ地近接等危険住宅移転事業補助⾦ 糸島市がけ地近接等危険住宅移転事業補助⾦実績報告書
建設都市部 都市計画課 がけ地近接等危険住宅移転事業補助⾦ 糸島市がけ地近接等危険住宅移転事業補助⾦交付請求書

建設都市部 都市計画課
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・
申出 ⼟地有償譲渡届出書・⼟地買取希望申出書



部局 業務担当課 業務名 押印または署名を求めている書類名

建設都市部 都市計画課 菜園管理（地区計画） ⾏政財産使用許可（変更）申請書
建設都市部 都市計画課 菜園管理（地区計画） 菜園利用報告
建設都市部 都市計画課 菜園管理（地区計画） 普通財産借受申請書
建設都市部 都市計画課 地区計画 意⾒照会に対する回答（農区⻑兼⽔利委員）
建設都市部 都市計画課 地区計画許可申請 糸島市地区計画許可申請書
建設都市部 都市計画課 地区計画届出 地区計画の区域内における⾏為の届出書
建設都市部 都市計画課 地区計画届出 確約書
建設都市部 都市計画課 地形変更の条例に基づく同意申請 糸島市地形変更の規制に関する同意申請書
建設都市部 都市計画課 地形変更の条例に基づく同意申請 糸島市地形変更の規制に関する変更同意申請書
建設都市部 都市計画課 地形変更の条例に基づく同意申請 糸島市地形変更の規制に関する変更届出書
建設都市部 都市計画課 地形変更の条例に基づく同意申請 糸島市地形変更の規制に関する地位承継届出書
建設都市部 都市計画課 地形変更の条例に基づく同意申請 糸島市地形変更の規制に関する事業着⼿届出書
建設都市部 都市計画課 地形変更の条例に基づく同意申請 糸島市地形変更の規制に関する完了報告書
建設都市部 都市計画課 中高層建築物の建築に関する指導規程⼿続き 事前説明報告書
建設都市部 都市計画課 中高層建築物の建築に関する指導規程⼿続き 誓約書
建設都市部 都市計画課 都市計画審議会 委員推薦書
建設都市部 都市計画課 都市計画審議会 委員承諾書
建設都市部 都市計画課 都市計画審議会 書面決議による回答用紙
建設都市部 都市計画課 都市計画提案 事前相談書
建設都市部 都市計画課 都市計画提案 提案書
建設都市部 都市計画課 都市計画提案 計画提案同意書
建設都市部 都市計画課 都市計画提案 誓約書
建設都市部 都市計画課 都市計画提案 説明会報告書
建設都市部 都市計画課 都市計画提案 事前相談の申し⼊れに係る同意書
建設都市部 都市計画課 都市計画提案 事前相談に関する委任状
建設都市部 都市計画課 都市計画法第53条・第65条第1項の許可申請 許可申請書（正・副）
建設都市部 都市計画課 都市計画法第53条・第65条第2項の許可申請 ⼯事完了届
建設都市部 都市計画課 ブロック塀等撤去費補助事業補助⾦ 糸島市ブロック塀等撤去費補助⾦交付申請書
建設都市部 都市計画課 ブロック塀等撤去費補助事業補助⾦ 糸島市ブロック塀等撤去費補助⾦変更・中⽌承認申請書
建設都市部 都市計画課 ブロック塀等撤去費補助事業補助⾦ 糸島市ブロック塀等撤去費補助⾦実績報告書
建設都市部 都市計画課 ブロック塀等撤去費補助事業補助⾦ 糸島市ブロック塀等撤去費補助⾦交付請求書
建設都市部 都市計画課 ⽊造⼾建て住宅耐震改修補助⾦ 糸島市⽊造⼾建て住宅耐震改修補助⾦交付申請書
建設都市部 都市計画課 ⽊造⼾建て住宅耐震改修補助⾦ 糸島市⽊造⼾建て住宅耐震改修補助⾦変更・中⽌承認申請書
建設都市部 都市計画課 ⽊造⼾建て住宅耐震改修補助⾦ 糸島市⽊造⼾建て住宅耐震改修補助⾦実績報告書
建設都市部 都市計画課 ⽊造⼾建て住宅耐震改修補助⾦ 糸島市⽊造⼾建て住宅耐震改修補助⾦交付請求書
建設都市部 都市計画課 優良宅地及び優良住宅の認定に関する事務 優良宅地認定申請書
建設都市部 都市計画課 優良宅地及び優良住宅の認定に関する事務 優良住宅認定申請書
建設都市部 都市計画課 旅館等の建築等の適正化に関する事務 旅館等建築計画（変更）届出書
建設都市部 都市計画課 菜園管理（地区計画） 菜園組合の（規約・役員・構成員）の（当初・変更）届け出
建設都市部 都市計画課 ⼟地区画整理法関連 糸島市⼟地区画整理法による建築等の許可申請書

建設都市部 建設課
糸島市災害関連地域災害防災がけ崩れ対策事
業 糸島市災害関連地域防災がけ崩れ対策事業申請書

建設都市部 建設課
糸島市災害関連地域災害防災がけ崩れ対策事
業 糸島市災害関連地域防災がけ崩れ対策事業分担⾦減免申請書

建設都市部 建設課
糸島市災害関連地域災害防災がけ崩れ対策事
業 同意書

建設都市部 建設課
糸島市災害関連地域災害防災がけ崩れ対策事
業 誓約書

建設都市部 建設課 屋外広告物許可 路上違反広告物追放推進団体認定申請書
建設都市部 建設課 開発⾏為に関する協議 開発⾏為に関する協議書（指導規定）
建設都市部 建設課 河川占用許可 誓約書
建設都市部 建設課 河川占用許可 占用物件の安全確認
建設都市部 建設課 河川占用許可 ⼯事完了届
建設都市部 建設課 河川占用許可 占用廃⽌届
建設都市部 建設課 環境美化に伴うトラック等の⼿配 環境美化に伴うトラック等の⼿配依頼書
建設都市部 建設課 寄附採納 測量費⾒積書
建設都市部 建設課 寄附採納 着⼿届
建設都市部 建設課 寄附採納 調査測量等業務委託依頼書
建設都市部 建設課 寄附採納 業務完了届
建設都市部 建設課 寄附採納 調査測量等業務処理済報告書
建設都市部 建設課 境界協議 字図の原本証明
建設都市部 建設課 境界協議 登記簿の原本証明
建設都市部 建設課 建築⾏為に伴う道路後退用地整備 糸島市建築⾏為に伴う道路後退に関する協議申請書
建設都市部 建設課 建築⾏為に伴う道路後退用地整備 測量費⾒積書
建設都市部 建設課 建築⾏為に伴う道路後退用地整備 着⼿届
建設都市部 建設課 建築⾏為に伴う道路後退用地整備 調査測量等業務委託依頼書
建設都市部 建設課 建築⾏為に伴う道路後退用地整備 業務完了届
建設都市部 建設課 建築⾏為に伴う道路後退用地整備 調査測量等業務処理済報告書
建設都市部 建設課 建築⾏為に伴う道路後退用地整備 舗装しゅん⼯届
建設都市部 建設課 市道証明 市道証明願
建設都市部 建設課 自費⼯事施⼯承認 自費⼯事施⼯承認申請書
建設都市部 建設課 自費⼯事施⼯承認 ⼯事誓約書
建設都市部 建設課 自費⼯事施⼯承認 誓約書
建設都市部 建設課 自費⼯事施⼯承認 隣地所有者の同意書
建設都市部 建設課 ⾞両制限令の接触有無証明 証明願
建設都市部 建設課 道路⼯事施⼯承認 ⼯事誓約書



部局 業務担当課 業務名 押印または署名を求めている書類名

建設都市部 建設課 道路⼯事施⼯承認 誓約書
建設都市部 建設課 道路⼯事施⼯承認 隣地所有者の同意書
建設都市部 建設課 道路⼯事施⼯承認 ⼯事完了届
建設都市部 建設課 道路占用許可 誓約書
建設都市部 建設課 道路占用許可 占用物件の安全確認
建設都市部 建設課 道路占用許可 ⼯事完了届
建設都市部 建設課 道路占用許可 占用廃⽌届
建設都市部 建設課 幅員証明 証明願
建設都市部 建設課 法定外公共物許可 法定外公共物占用許可申請書（新規・更新・変更）
建設都市部 建設課 法定外公共物許可 法定外公共物占用許可申請書（警察協議）
建設都市部 建設課 法定外公共物許可 誓約書
建設都市部 建設課 法定外公共物許可 占用物件の安全確認
建設都市部 建設課 法定外公共物許可 ⼯事完了届
建設都市部 建設課 法定外公共物許可 占用廃⽌届
建設都市部 建設課 法定外公共物証明 証明願
建設都市部 建設課 用地交換 公共用財産の交換申請書
建設都市部 建設課 用地交換 同意書
建設都市部 建設課 用地交換 利害関係人の用途廃⽌に関する同意書
建設都市部 建設課 用途廃⽌ 法定外公共物にかかる機能の有無についての申請書
建設都市部 建設課 用途廃⽌ 公共財産の用途廃⽌申請書
建設都市部 建設課 用途廃⽌ 隣地所有者の同意書
建設都市部 建設課 用途廃⽌ 利害関係人の用途廃⽌に関する同意書
建設都市部 建設課 ロード・リバーボランティア⽀援 実施団体認定申込書
建設都市部 施設管理課 駅管理 筑前前原駅有料広告掲載申請書
建設都市部 施設管理課 公園管理 糸島市公園指定管理者指定申請書
建設都市部 施設管理課 公園管理 糸島市公園指定管理者事業報告書
建設都市部 施設管理課 公園管理 糸島市公園指定管理者申請事項変更届
建設都市部 施設管理課 公園管理 糸島市公園利用許可申請書
建設都市部 施設管理課 公園管理 糸島市公園使用許可変更申請書
建設都市部 施設管理課 公園管理 糸島市公園使用等減免申請書
建設都市部 施設管理課 住宅管理 住宅明渡し承諾書
建設都市部 施設管理課 住宅管理 仮住居借上費補てん申請書
建設都市部 施設管理課 住宅管理 仮住居借上費請求書
建設都市部 施設管理課 住宅管理 仮住居変更願
建設都市部 施設管理課 住宅管理 新住宅⼊居辞退届
建設都市部 施設管理課 住宅管理 新住宅⼊居申出書
建設都市部 施設管理課 住宅管理 住替住宅家賃減額申請書
建設都市部 施設管理課 住宅管理 住宅明渡し届兼請求書
建設都市部 施設管理課 住宅管理 移転料前払申出書
建設都市部 施設管理課 住宅管理 世帯分離認定申請書
建設都市部 施設管理課 住宅管理 市営住宅⼊居申込書
建設都市部 施設管理課 住宅管理 市営住宅同居者異動届（兼収⼊・家賃再認定申請書）
建設都市部 施設管理課 住宅管理 市営住宅収⼊申告書（兼同居者異動届）
建設都市部 施設管理課 住宅管理 市営住宅同居承認申請書（兼収⼊・家賃再認定申請書）
建設都市部 施設管理課 住宅管理 市営住宅⼊居承継承認申請書
建設都市部 施設管理課 住宅管理 市営住宅を⻑期間使用しないことについての届
建設都市部 施設管理課 住宅管理 市営住宅用途併用承認申請書
建設都市部 施設管理課 住宅管理 市営住宅増築・模様替承認申請書
建設都市部 施設管理課 住宅管理 市営住宅増築・模様替しゅん⼯届
建設都市部 施設管理課 住宅管理 市営住宅家賃・敷⾦・駐⾞場使用料・保証⾦減額（免除）申請書
建設都市部 施設管理課 住宅管理 市営住宅家賃・敷⾦・駐⾞場使用料・保証⾦徴収猶予申請書
建設都市部 施設管理課 住宅管理 市営住宅収⼊認定（更正等）家賃通知書に対する意⾒陳述書
建設都市部 施設管理課 住宅管理 市営住宅明渡届
建設都市部 施設管理課 住宅管理 社会福祉事業等市営住宅使用許可（新規・更新）申請書
建設都市部 施設管理課 住宅管理 社会福祉事業等市営住宅使用許可事項変更届
建設都市部 施設管理課 住宅管理 市営住宅駐⾞場使用申込書
建設都市部 施設管理課 住宅管理 糸島市営住宅の用途廃⽌に伴う移転補償契約書
建設都市部 施設管理課 住宅管理 糸島市営住宅の用途廃⽌に伴う移転完了届
建設都市部 施設管理課 住宅管理 糸島市営住宅の用途廃⽌に伴う移転補償料交付請求書
建設都市部 施設管理課 住宅管理 承諾書
建設都市部 施設管理課 住宅管理 勤務証明書
建設都市部 施設管理課 住宅管理 婚姻・離婚に関する誓約書
建設都市部 施設管理課 住宅管理 市営住宅駐⾞場使用⾞両変更届
建設都市部 施設管理課 住宅管理 市営住宅駐⾞場使用中⽌届
建設都市部 施設管理課 住宅管理 市営住宅駐⾞場使用届（駐⾞区画変更）
建設都市部 施設管理課 住宅管理 糸島市営住宅鍵受領書
産業振興部 農業振興課 糸島キッズファーム事業 糸島キッズファーム事業計画承認申請書
産業振興部 農業振興課 糸島キッズファーム事業 糸島キッズファーム事業補助⾦交付申請書
産業振興部 農業振興課 糸島キッズファーム事業 糸島キッズファーム事業補助⾦概算払請求書
産業振興部 農業振興課 糸島キッズファーム事業 糸島キッズファーム事業補助⾦着⼿報告書
産業振興部 農業振興課 糸島キッズファーム事業 糸島キッズファーム事業補助⾦遂⾏状況報告書
産業振興部 農業振興課 糸島キッズファーム事業 糸島キッズファーム事業補助⾦事業完了報告書
産業振興部 農業振興課 糸島キッズファーム事業 糸島キッズファーム事業変更・中⽌承認申請書
産業振興部 農業振興課 糸島キッズファーム事業 糸島キッズファーム事業補助⾦実績報告書
産業振興部 農業振興課 環境保全型直接⽀払交付⾦ 糸島市農業振興事業補助⾦概算払請求書
産業振興部 農業振興課 環境保全型直接⽀払交付⾦ 糸島市農業振興事業補助⾦実績報告書



部局 業務担当課 業務名 押印または署名を求めている書類名

産業振興部 農業振興課 環境保全型直接⽀払交付⾦ 製品内容証明書、堆肥証明書
産業振興部 農業振興課 環境保全型直接⽀払交付⾦ 生産記録、作業日誌
産業振興部 農業振興課 環境保全型直接⽀払交付⾦ 農作業等受委託契約書
産業振興部 農業振興課 環境保全型直接⽀払交付⾦ 収⽀決算書
産業振興部 農業振興課 環境保全型直接⽀払交付⾦ 作業・会議日誌
産業振興部 農業振興課 環境保全型直接⽀払交付⾦ 個人配分領収書
産業振興部 農業振興課 環境保全型直接⽀払交付⾦ 監査報告書
産業振興部 農業振興課 国県事業 実施設計書
産業振興部 農業振興課 国県事業 出来高設計書
産業振興部 農業振興課 県単補助(畜産・園芸) 糸島市農業振興事業補助⾦交付申請書
産業振興部 農業振興課 県単補助(畜産・園芸) 糸島市農業振興補助⾦着⼿報告書
産業振興部 農業振興課 県単補助(畜産・園芸) 糸島市農業振興補助⾦事業完了報告書
産業振興部 農業振興課 県単補助(畜産・園芸) 糸島市農業振興補助⾦変更承認申請書
産業振興部 農業振興課 県単補助(畜産・園芸) 糸島市農業振興補助⾦交付請求書
産業振興部 農業振興課 県単補助(畜産・園芸) 糸島市農業振興事業補助⾦実績報告書

産業振興部 農業振興課
耕作放棄地有効活用事業変更・中⽌承認申請
書 申請書

産業振興部 農業振興課 耕作放棄地有効活用事業補助⾦交付申請書 申請書
産業振興部 農業振興課 耕作放棄地有効活用事業補助⾦交付請求書 請求書
産業振興部 農業振興課 耕作放棄地有効活用事業補助⾦実績報告書 報告書
産業振興部 農業振興課 中⼭間地域等直接⽀払交付⾦事業 糸島市農業振興事業補助⾦交付申請書
産業振興部 農業振興課 中⼭間地域等直接⽀払交付⾦事業 糸島市農業振興事業補助⾦変更承認申請書
産業振興部 農業振興課 中⼭間地域等直接⽀払交付⾦事業 糸島市農業振興事業補助⾦概算払請求書
産業振興部 農業振興課 中⼭間地域等直接⽀払交付⾦事業 糸島市農業振興事業補助⾦実績報告書
産業振興部 農業振興課 中⼭間地域等直接⽀払交付⾦事業 集落監査報告書
産業振興部 農業振興課 中⼭間地域等直接⽀払交付⾦事業 集落作業・会議日誌
産業振興部 農業振興課 中⼭間地域等直接⽀払交付⾦事業 集落活動領収書
産業振興部 農業振興課 ⼆丈交流体験広場管理業務 糸島市交流体験広場利用団体登録申請書
産業振興部 農業振興課 担い⼿農家⽀援事業 糸島市担い⼿農家⽀援事業補助⾦交付申請書
産業振興部 農業振興課 担い⼿農家⽀援事業 糸島市担い⼿農家⽀援事業補助⾦変更・中⽌承認申請書
産業振興部 農業振興課 担い⼿農家⽀援事業 糸島市担い⼿農家⽀援事業補助⾦請求書
産業振興部 農業振興課 担い⼿農家⽀援事業 糸島市担い⼿農家⽀援事業補助⾦実績報告書
産業振興部 農業振興課 担い⼿農家⽀援事業 確認事項チェックシート
産業振興部 農業振興課 担い⼿農家⽀援事業 職員が市税等の閲覧をすることの承諾書
産業振興部 農業振興課 担い⼿農家⽀援事業 暴⼒団員等ではないことの誓約書
産業振興部 農業振興課 農業経営体育成資⾦ 農業経営体育成資⾦利⼦助成交付請求書
産業振興部 農業振興課 農業経営体育成資⾦ 日本政策⾦融公庫資⾦貸付決定
産業振興部 農業振興課 農業次世代人材投資事業 「人・農地プラン」への位置付けについて
産業振興部 農業振興課 農業次世代人材投資事業 個人情報の取扱い
産業振興部 農業振興課 農業振興地域整備計画関係業務 農用地利用計画変更申請書
産業振興部 農業振興課 農業振興地域整備計画関係業務 ⽔利⼟⽊委員の承諾書
産業振興部 農業振興課 農業振興地域整備計画関係業務 地元関係者の意⾒
産業振興部 農業振興課 農業用廃プラスチック回収事業 糸島市農業振興事業補助⾦交付申請書
産業振興部 農業振興課 農業用廃プラスチック回収事業 糸島市農業振興補助⾦交付請求書
産業振興部 農業振興課 農業用廃プラスチック回収事業 糸島市農業振興事業補助⾦実績報告書
産業振興部 農業振興課 農⼒を育む基本計画関係業務 選任同意書（農⼒を育む市⺠推進会議委員）
産業振興部 農業振興課 ファームパーク伊都国指定管理業務 管理に関する基本協定書
産業振興部 農業振興課 ファームパーク伊都国指定管理業務 指定申請書
産業振興部 農業振興課 ファームパーク伊都国指定管理業務 事業報告書
産業振興部 農業振興課 ファームパーク伊都国指定管理業務 申請事項変更届
産業振興部 農業振興課 ファームパーク伊都国指定管理業務 利用許可申請書
産業振興部 農業振興課 ファームパーク伊都国指定管理業務 利用変更申請書
産業振興部 農業振興課 ファームパーク伊都国指定管理業務 利用中⽌届
産業振興部 農業振興課 ファームパーク伊都国指定管理業務 利用料⾦減免申請書
産業振興部 農業振興課 ファームパーク伊都国指定管理業務 管理に関する年度協定書
産業振興部 農業振興課 ファームパーク伊都国指定管理業務 事業計画書
産業振興部 農業振興課 ファームパーク伊都国指定管理業務 主催事業計画書
産業振興部 農業振興課 ファームパーク伊都国指定管理業務 利用促進計画書
産業振興部 農業振興課 ファームパーク伊都国指定管理業務 業務報告書（⽉例）
産業振興部 農業振興課 福ふくの⾥指定管理業務 管理に関する基本協定書
産業振興部 農業振興課 福ふくの⾥指定管理業務 指定申請書
産業振興部 農業振興課 福ふくの⾥指定管理業務 事業報告書
産業振興部 農業振興課 福ふくの⾥指定管理業務 申請事項変更届
産業振興部 農業振興課 福ふくの⾥指定管理業務 利用許可申請書
産業振興部 農業振興課 福ふくの⾥指定管理業務 利用料⾦（変更）承認申請書
産業振興部 農業振興課 福ふくの⾥指定管理業務 き損・滅失届
産業振興部 農業振興課 福ふくの⾥指定管理業務 管理に関する年度協定書
産業振興部 農業振興課 福ふくの⾥指定管理業務 自主事業計画書
産業振興部 農業振興課 農業近代化資⾦ 経営改善計画の認定報告
産業振興部 農林⽔産課 アダプト事業 糸島市アダプト事業団体登録申込書
産業振興部 農林⽔産課 アダプト事業 糸島市アダプト事業活動区域事前草刈申請書
産業振興部 農林⽔産課 アダプト事業 糸島市アダプト事業登録団体活動日申請
産業振興部 農林⽔産課 チップ用材搬出促進事業 糸島市林業振興事業補助⾦交付申請書
産業振興部 農林⽔産課 チップ用材搬出促進事業 糸島市林業振興事業補助⾦実績報告書
産業振興部 農林⽔産課 鳥獣被害防⽌対策業務 糸島市鳥獣被害対策実施隊出動報告書
産業振興部 農林⽔産課 鳥獣被害防⽌対策業務 狩猟税減免措置について要件を備えていることを証する書面について



部局 業務担当課 業務名 押印または署名を求めている書類名

産業振興部 農林⽔産課 鳥獣被害防⽌対策業務 糸島市イノシシ等捕獲報奨⾦交付対象者登録書
産業振興部 農林⽔産課 鳥獣被害防⽌対策業務 請求書
産業振興部 農林⽔産課 農業用施設維持管理業務 ⼟地使用承諾書
産業振興部 農林⽔産課 農業用施設維持管理業務 ⼯事施⼯承諾書
産業振興部 農林⽔産課 農業用施設維持管理業務 要望書
産業振興部 農林⽔産課 農漁業用施設整備業務 糸島市農漁業用施設⼯事申請書
産業振興部 農林⽔産課 漁港管理業務 甲種漁港施設の滅失(損傷)届
産業振興部 農林⽔産課 漁港管理業務 危険物等荷役許可申請書兼許可書
産業振興部 農林⽔産課 漁港管理業務 漁港施設利用届
産業振興部 農林⽔産課 漁港管理業務 漁港施設占用許可申請書兼許可書
産業振興部 農林⽔産課 漁港管理業務 漁港施設占用廃⽌届
産業振興部 農林⽔産課 漁港管理業務 漁港施設利用許可申請書兼許可書
産業振興部 農林⽔産課 漁港管理業務 漁船以外の船舶の停けい泊等の漁港施設利用許可申請書兼許可書
産業振興部 農林⽔産課 漁港管理業務 ⼊出港届
産業振興部 農林⽔産課 荒廃森林整備事業 地域で作ろう⽊⼯品事業申請書
産業振興部 農林⽔産課 荒廃森林整備事業 ⽊育材料⽀給事務
産業振興部 農林⽔産課 荒廃森林整備事業 荒廃森林整備事業の同意について
産業振興部 農林⽔産課 災害復旧業務 糸島市崩落⼟砂等撤去費補助⾦交付申請書
産業振興部 農林⽔産課 災害復旧業務 糸島市崩落⼟砂等撤去費補助⾦変更申請書
産業振興部 農林⽔産課 災害復旧業務 糸島市崩落⼟砂等撤去費補助⾦交付請求書

産業振興部 農林⽔産課
財産区管理事業（一貴⼭財産区、福吉財産
区）

財産区管理委員の選任に係る糸島市議会議員の被選挙権の確認に係る
承諾書

産業振興部 農林⽔産課
糸島市森林公園真名⼦⽊の⾹ランド指定管理業
務 糸島市林間施設指定管理者指定申請書

産業振興部 農林⽔産課
糸島市森林公園真名⼦⽊の⾹ランド指定管理業
務 糸島市林間施設指定管理者事業報告書

産業振興部 農林⽔産課
糸島市森林公園真名⼦⽊の⾹ランド指定管理業
務 糸島市林間施設指定管理者申請事項変更届

産業振興部 農林⽔産課
糸島市森林公園真名⼦⽊の⾹ランド指定管理業
務 糸島市林間施設利用許可申請書

産業振興部 農林⽔産課
糸島市森林公園真名⼦⽊の⾹ランド指定管理業
務 糸島市林間施設利用料⾦（変更）承認申請書

産業振興部 農林⽔産課
糸島市森林公園真名⼦⽊の⾹ランド指定管理業
務 糸島市林間施設利用料⾦減免申請書

産業振興部 農林⽔産課
糸島市森林公園真名⼦⽊の⾹ランド指定管理業
務 糸島市林間施設破損・滅失届

産業振興部 農林⽔産課
糸島市森林公園真名⼦⽊の⾹ランド指定管理業
務 糸島市林間施設指定管理者事業計画書

産業振興部 農林⽔産課 糸島市瑞梅寺⼭の家指定管理業務 糸島市瑞梅寺⼭の家指定管理者指定申請書
産業振興部 農林⽔産課 糸島市瑞梅寺⼭の家指定管理業務 糸島市瑞梅寺⼭の家指定管理者事業報告書
産業振興部 農林⽔産課 糸島市瑞梅寺⼭の家指定管理業務 糸島市瑞梅寺⼭の家指定管理者申請事項変更届
産業振興部 農林⽔産課 糸島市瑞梅寺⼭の家指定管理業務 糸島市瑞梅寺⼭の家利用許可申請書
産業振興部 農林⽔産課 糸島市瑞梅寺⼭の家指定管理業務 糸島市瑞梅寺⼭の家利用料⾦減免申請書
産業振興部 農林⽔産課 糸島市瑞梅寺⼭の家指定管理業務 糸島市瑞梅寺⼭の家指定管理者事業計画書
産業振興部 農林⽔産課 糸島市⽊⼯体験実習館指定管理業務 糸島市⽊⼯体験実習館指定管理者指定申請書
産業振興部 農林⽔産課 糸島市⽊⼯体験実習館指定管理業務 糸島市⽊⼯体験実習館指定管理者事業報告書
産業振興部 農林⽔産課 糸島市⽊⼯体験実習館指定管理業務 糸島市⽊⼯体験実習館指定管理者申請事項変更届
産業振興部 農林⽔産課 糸島市⽊⼯体験実習館指定管理業務 糸島市⽊⼯体験実習館利用許可申請書
産業振興部 農林⽔産課 糸島市⽊⼯体験実習館指定管理業務 糸島市⽊⼯体験実習館利用変更申請書
産業振興部 農林⽔産課 糸島市⽊⼯体験実習館指定管理業務 糸島市⽊⼯体験実習館利用中⽌届
産業振興部 農林⽔産課 糸島市⽊⼯体験実習館指定管理業務 糸島市⽊⼯体験実習館利用料⾦減免申請書
産業振興部 農林⽔産課 糸島市⽊⼯体験実習館指定管理業務 糸島市⽊⼯体験実習館指定管理者事業計画書
産業振興部 農林⽔産課 治⼭事業関連業務 福岡県営治⼭事業計画要望書
産業振興部 農林⽔産課 森林・⼭村多面的機能発揮対策交付⾦ 交付申請書
産業振興部 農林⽔産課 森林・⼭村多面的機能発揮対策交付⾦ 変更承認申請書
産業振興部 農林⽔産課 森林・⼭村多面的機能発揮対策交付⾦ 中⽌（廃⽌）申請書
産業振興部 農林⽔産課 森林・⼭村多面的機能発揮対策交付⾦ 概算払請求書
産業振興部 農林⽔産課 森林・⼭村多面的機能発揮対策交付⾦ 遂⾏状況報告書
産業振興部 農林⽔産課 森林・⼭村多面的機能発揮対策交付⾦ 実績報告書
産業振興部 農林⽔産課 森林整備事業 ボランティアによる森林整備に関する協定書
産業振興部 農林⽔産課 森林整備事業 糸島市火⼊許可申請書
産業振興部 農林⽔産課 森林病害⾍等防除事業 森林病害⾍等防除事業要望書
産業振興部 農林⽔産課 ⽔源林整備促進事業 糸島市⽔源林整備促進事業⽀援⾦交付申請書
産業振興部 農林⽔産課 ⽔源林整備促進事業 糸島市⽔源林整備促進事業実績報告書
産業振興部 農林⽔産課 多面的機能⽀払交付⾦事業 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する活動計画書
産業振興部 農林⽔産課 ⽵林整備促進事業 糸島市⽵粉砕機貸付申請書
産業振興部 農林⽔産課 ⽵林整備促進事業 糸島市林業振興事業補助⾦交付申請書
産業振興部 農林⽔産課 ⽵林整備促進事業 実績報告書
産業振興部 農林⽔産課 特用林産基盤整備事業 糸島市林業振興事業補助⾦交付申請書
産業振興部 農林⽔産課 特用林産基盤整備事業 実績報告書
産業振興部 農林⽔産課 農漁業用施設整備業務 糸島市農漁業用施設⼯事分担⾦減免申請書
産業振興部 農林⽔産課 農業基盤整備業務 糸島市農業基盤整備分担⾦受益者同意書
産業振興部 農林⽔産課 農業基盤整備業務 糸島市農業基盤整備分担⾦受益者変更同意書
産業振興部 農林⽔産課 農業基盤整備業務 糸島市農業基盤整備分担⾦減免申請書
産業振興部 農林⽔産課 林業振興補助⾦ 糸島市林業振興事業補助⾦交付申請書
産業振興部 農林⽔産課 林業振興補助⾦ 実績報告書



部局 業務担当課 業務名 押印または署名を求めている書類名

産業振興部 農林⽔産課 林道維持管理業務 糸島市林道使用届出書
産業振興部 農林⽔産課 林道維持管理業務 糸島市林道使用許可申請書
産業振興部 農林⽔産課 林道維持管理業務 糸島市⼯作物設置等許可申請書
産業振興部 農林⽔産課 林道維持管理業務 ⼟地使用承諾書
産業振興部 農林⽔産課 林道維持管理業務 ⼯事施⼯承諾書
産業振興部 農林⽔産課 林道維持管理業務 物件移転補償契約書
産業振興部 農林⽔産課 林道維持管理業務 ⽴会証明書
産業振興部 農林⽔産課 林道維持管理業務 要望書
産業振興部 農林⽔産課 火⼊れ関連 糸島市火⼊れ許可申請書
産業振興部 商⼯観光課 いとしま応援プラザ運営事業 いとしま応援プラザ指定管理者指定申請書
産業振興部 商⼯観光課 いとしま応援プラザ運営事業 いとしま応援プラザ指定管理者事業報告書
産業振興部 商⼯観光課 いとしま応援プラザ運営事業 いとしま応援プラザ指定管理者申請事項変更届
産業振興部 商⼯観光課 いとしま応援プラザ運営事業 いとしま応援プラザ利用許可申請書
産業振興部 商⼯観光課 いとしま応援プラザ運営事業 いとしま応援プラザ利用中⽌届
産業振興部 商⼯観光課 いとしま応援プラザ運営事業 いとしま応援プラザ利用料⾦減免申請書
産業振興部 商⼯観光課 がんばる中⼩企業者応援補助⾦ がんばる中⼩企業者応援補助⾦申請書
産業振興部 商⼯観光課 企業等⽴地促進条例による奨励措置 奨励措置（雇用奨励⾦）認定申請書
産業振興部 商⼯観光課 ⽩糸の滝ふれあいの⾥管理事業 ⽩糸の滝ふれあいの⾥指定管理者指定申請書
産業振興部 商⼯観光課 ⽩糸の滝ふれあいの⾥管理事業 ⽩糸の滝ふれあいの⾥指定管理者事業報告書
産業振興部 商⼯観光課 ⽩糸の滝ふれあいの⾥管理事業 ⽩糸の滝ふれあいの⾥指定管理者申請事項変更届
産業振興部 商⼯観光課 先端設備導⼊計画認定 先端設備導⼊計画認定申請書
産業振興部 商⼯観光課 企業等⽴地促進条例による奨励措置 奨励措置（課税免除）認定申請書
上下⽔道部 業務課 負（分）担⾦ 公共下⽔道受益者申告書
上下⽔道部 業務課 負（分）担⾦ 公共下⽔道受益者負担⾦徴収猶予申請書
上下⽔道部 業務課 負（分）担⾦ 公共下⽔道受益者負担⾦徴収猶予事由消滅届
上下⽔道部 業務課 負（分）担⾦ 公共下⽔道受益者負担⾦減免申請書
上下⽔道部 業務課 負（分）担⾦ 公共下⽔道受益者負担⾦過誤納⾦還付請求書兼振替依頼書
上下⽔道部 業務課 負（分）担⾦ 公共下⽔道受益者負担⾦納付管理人届
上下⽔道部 業務課 負（分）担⾦ 公共下⽔道受益者変更届
上下⽔道部 業務課 負（分）担⾦ 下⽔道事業（特環・農集・漁集・個別）受益者申告書

上下⽔道部 業務課 負（分）担⾦ 下⽔道事業（特環・農集・漁集・個別）受益者分担⾦徴収猶予申請書

上下⽔道部 業務課 負（分）担⾦
下⽔道事業（特環・農集・漁集・個別）受益者分担⾦徴収猶予事由消
滅届

上下⽔道部 業務課 負（分）担⾦ 下⽔道事業（特環・農集・漁集・個別）受益者分担⾦減免申請書

上下⽔道部 業務課 負（分）担⾦
下⽔道事業（特環・農集・漁集・個別）受益者分担⾦過誤納⾦還付請
求書

上下⽔道部 業務課 負（分）担⾦ 下⽔道事業（特環・農集・漁集・個別）受益者変更届
上下⽔道部 業務課 負（分）担⾦ 下⽔道事業（特環・農集・漁集・個別）受益者分担⾦納付管理人届
上下⽔道部 業務課 料⾦・使用料 合併処理浄化槽施設使用者等代理人（選定・変更）届出書
上下⽔道部 業務課 料⾦・使用料 合併処理浄化槽施設使用料算定基礎事項変更届出書
上下⽔道部 業務課 料⾦・使用料 合併処理浄化槽施設使用料減免申請書
上下⽔道部 業務課 料⾦・使用料 公共下⽔道使用者等代理人（選定・変更）届出書
上下⽔道部 業務課 料⾦・使用料 公共下⽔道一時使用承認申請書
上下⽔道部 業務課 料⾦・使用料 公共下⽔道使用料算定基礎事項変更届出書
上下⽔道部 業務課 料⾦・使用料 公共下⽔道使用料等減免申請書
上下⽔道部 業務課 料⾦・使用料 集落排⽔処理施設使用者等代理人（選定・変更）届出書
上下⽔道部 業務課 料⾦・使用料 集落排⽔処理施設使用料算定基礎事項変更届出書
上下⽔道部 業務課 料⾦・使用料 集落排⽔処理施設使用料減免申請書
上下⽔道部 業務課 料⾦・使用料 使用⽔量（上⽔道・下⽔道）認定申請（決定）書
上下⽔道部 業務課 料⾦・使用料 ⽔洗便所等改造資⾦融資あっせん申請書
上下⽔道部 業務課 料⾦・使用料 ⽔洗便所等改造資⾦融資利⼦補給補助⾦申請書
上下⽔道部 業務課 料⾦・使用料 ⽔道料⾦・下⽔道使用料の承認及び納付誓約書
上下⽔道部 業務課 料⾦・使用料 委任状（市税に関する証明書の請求、受領及び公簿閲覧）
上下⽔道部 業務課 料⾦・使用料 過誤納付還付⾦請求書兼口座振込申込書
上下⽔道部 業務課 料⾦・使用料 下⽔道使用料　井⼾中⽌届

上下⽔道部 業務課 料⾦・使用料
⽔洗便所等改造資⾦融資あっせん及び利⼦補給補助事務に係る個人情
報確認同意書

上下⽔道部 業務課 料⾦・使用料 委任状（⽔洗便所等改造資⾦融資あっせん）
上下⽔道部 業務課 料⾦・使用料 ⽔道開始届
上下⽔道部 業務課 料⾦・使用料 一時用給⽔開始届
上下⽔道部 業務課 料⾦・使用料 一時用給⽔中⽌届
上下⽔道部 ⽔道課 簡易専用⽔道関連 簡易専用⽔道設置届
上下⽔道部 ⽔道課 簡易専用⽔道関連 簡易専用⽔道届出事項変更届
上下⽔道部 ⽔道課 簡易専用⽔道関連 簡易専用⽔道廃⽌(休⽌)届
上下⽔道部 ⽔道課 簡易専用⽔道関連 簡易専用⽔道検査結果書
上下⽔道部 ⽔道課 簡易専用⽔道関連 簡易専用⽔道検査結果通知書
上下⽔道部 ⽔道課 簡易専用⽔道関連 簡易専用⽔道検査報告書
上下⽔道部 ⽔道課 給⽔装置⼯事関連 給⽔装置（新設・改造・修繕・撤去）⼯事申込書
上下⽔道部 ⽔道課 給⽔装置⼯事関連 給⽔装置（新設・改造・修繕・撤去）⼯事申込書
上下⽔道部 ⽔道課 給⽔装置⼯事関連 給⽔装置（新設・改造・修繕・撤去）⼯事申込書
上下⽔道部 ⽔道課 給⽔装置⼯事関連 給⽔装置（新設・改造・修繕・撤去）⼯事申込書
上下⽔道部 ⽔道課 給⽔装置⼯事関連 給⽔装置（新設・改造・修繕・撤去）⼯事申込書
上下⽔道部 ⽔道課 給⽔装置⼯事関連 直結⼯事に関する誓約書
上下⽔道部 ⽔道課 給⽔装置⼯事関連 直結⼯事に関する誓約書
上下⽔道部 ⽔道課 給⽔装置⼯事関連 浄⽔器等設置に関する届出書



部局 業務担当課 業務名 押印または署名を求めている書類名

上下⽔道部 ⽔道課 給⽔装置⼯事関連 ⽔道直結式ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備設置事前協議書
上下⽔道部 ⽔道課 給⽔装置⼯事関連 ⽔道直結式ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備設置条件承諾書
上下⽔道部 ⽔道課 給⽔装置⼯事関連 ⽔道直結式ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備設置条件承諾書
上下⽔道部 ⽔道課 給⽔装置⼯事関連 維持管理誓約書
上下⽔道部 ⽔道課 給⽔装置⼯事関連 維持管理誓約書
上下⽔道部 ⽔道課 給⽔装置⼯事関連 承諾書(掘削・⽀管引用等に関するもの)
上下⽔道部 ⽔道課 給⽔装置⼯事関連 給⽔装置⼯事中間検査願
上下⽔道部 ⽔道課 給⽔装置⼯事関連 給⽔装置⼯事竣⼯届
上下⽔道部 ⽔道課 給⽔装置⼯事関連 給⽔装置⼯事社内検査報告書
上下⽔道部 ⽔道課 給⽔装置⼯事関連 給⽔装置⼯事使用材料確認書
上下⽔道部 ⽔道課 給⽔装置⼯事関連 材料検査願
上下⽔道部 ⽔道課 給⽔装置⼯事関連 自費施⼯承認申請書
上下⽔道部 ⽔道課 給⽔装置⼯事関連 自費施⼯完了届
上下⽔道部 ⽔道課 給⽔装置⼯事関連 一時断⽔願
上下⽔道部 ⽔道課 給⽔装置⼯事関連 寄附採納願
上下⽔道部 ⽔道課 給⽔装置⼯事関連 事前調査結果報告書（更生⼯事）
上下⽔道部 ⽔道課 給⽔装置⼯事関連 給⽔管の更生⼯事に関する覚書
上下⽔道部 ⽔道課 給⽔装置⼯事関連 給⽔管の更生⼯事に関する覚書
上下⽔道部 ⽔道課 給⽔装置⼯事関連 給⽔装置⼯事中⽌届
上下⽔道部 ⽔道課 給⽔装置⼯事関連 給⽔装置⼯事設計書閲覧及び謄写申込書
上下⽔道部 ⽔道課 給⽔装置⼯事関連 給⽔装置⼯事設計書閲覧及び謄写申込書
上下⽔道部 ⽔道課 指定事業者関連 指定給⽔装置⼯事事業者指定事項変更届出書
上下⽔道部 ⽔道課 指定事業者関連 指定給⽔装置⼯事事業者廃⽌・休⽌・再開届出書
上下⽔道部 ⽔道課 指定事業者関連 指定給⽔装置⼯事主任技術者選任・解任届出書
上下⽔道部 ⽔道課 修繕⼯事関連 ⽔道管破損事故報告書
上下⽔道部 ⽔道課 消防⽔利関係 消火栓使用許可申請書
上下⽔道部 ⽔道課 専用⽔道関連 専用⽔道布設⼯事確認申請書
上下⽔道部 ⽔道課 専用⽔道関連 専用⽔道布設⼯事確認申請書記載事項変更届
上下⽔道部 ⽔道課 専用⽔道関連 専用⽔道給⽔開始届
上下⽔道部 ⽔道課 専用⽔道関連 ⽔道技術管理者設置(変更)届
上下⽔道部 ⽔道課 専用⽔道関連 ⽔道管理業務委託(開始・終了)届
上下⽔道部 ⽔道課 専用⽔道関連 ⽔道管理業務委託変更届
上下⽔道部 ⽔道課 専用⽔道関連 専用⽔道廃⽌(休⽌)届
上下⽔道部 下⽔道課 合併処理浄化槽関連 糸島市合併処理浄化槽施設設置申請書
上下⽔道部 下⽔道課 合併処理浄化槽関連 糸島市合併処理浄化槽施設等代理人届出書
上下⽔道部 下⽔道課 合併処理浄化槽関連 糸島市合併処理浄化槽施設排⽔設備等設置延期申請書
上下⽔道部 下⽔道課 合併処理浄化槽関連 糸島市合併処理浄化槽施設排⽔設備計画確認申請書
上下⽔道部 下⽔道課 合併処理浄化槽関連 糸島市合併処理浄化槽施設排⽔設備⼯事完了届出書
上下⽔道部 下⽔道課 合併処理浄化槽関連 糸島市合併処理浄化槽施設（使用・休⽌・廃⽌・再開始）届出書
上下⽔道部 下⽔道課 合併処理浄化槽関連 糸島市合併処理浄化槽施設除害施設設置等届出書
上下⽔道部 下⽔道課 合併処理浄化槽関連 糸島市既存合併処理浄化槽等維持管理申請書
上下⽔道部 下⽔道課 合併処理浄化槽関連 糸島市既存合併処理浄化槽等寄附承諾書
上下⽔道部 下⽔道課 合併処理浄化槽関連 糸島市合併処理浄化槽設置整備事業補助⾦交付申請書
上下⽔道部 下⽔道課 合併処理浄化槽関連 糸島市合併処理浄化槽設置整備事業変更等承認申請書
上下⽔道部 下⽔道課 合併処理浄化槽関連 糸島市合併処理浄化槽設置整備事業実績報告書
上下⽔道部 下⽔道課 合併処理浄化槽関連 糸島市合併処理浄化槽設置整備事業補助⾦交付請求書
上下⽔道部 下⽔道課 下⽔道事業排⽔設備関連 糸島市下⽔道事業排⽔設備等改造補助⾦交付申請書
上下⽔道部 下⽔道課 下⽔道事業排⽔設備関連 糸島市下⽔道排⽔設備⼯事責任技術者（新規・更新）登録申請書

上下⽔道部 下⽔道課 下⽔道事業排⽔設備関連
糸島市下⽔道排⽔設備⼯事責任技術者（住所・⽒名・勤務先）異動
届

上下⽔道部 下⽔道課 下⽔道事業排⽔設備関連 糸島市下⽔道排⽔設備⼯事責任技術者証再交付申請書
上下⽔道部 下⽔道課 公共下⽔道事業排⽔設備関連 糸島市公共下⽔道排⽔設備等計画確認申請書
上下⽔道部 下⽔道課 公共下⽔道事業排⽔設備関連 糸島市公共下⽔道排⽔設備⼯事完了届出書
上下⽔道部 下⽔道課 公共下⽔道除外施設関連 糸島市公共下⽔道除外施設設置等届出書
上下⽔道部 下⽔道課 公共下⽔道除外施設関連 糸島市公共下⽔道除外施設管理責任者選任届出書
上下⽔道部 下⽔道課 公共下⽔道使用関連 糸島市公共下⽔道使用（開始・休⽌・廃⽌・再開始）届出書
上下⽔道部 下⽔道課 公共下⽔道施設関連 糸島市公共下⽔道施設物件設置許可申請書
上下⽔道部 下⽔道課 公共下⽔道敷地関連 糸島市公共下⽔道敷地等占用許可申請書
上下⽔道部 下⽔道課 集落排⽔事業排⽔設備関連 糸島市集落排⽔事業排⽔設備等設置延期申請書
上下⽔道部 下⽔道課 集落排⽔事業排⽔設備関連 糸島市集落排⽔事業排⽔設備計画確認申請書
上下⽔道部 下⽔道課 集落排⽔事業排⽔設備関連 糸島市集落排⽔事業排⽔設備⼯事完了届出書
上下⽔道部 下⽔道課 集落排⽔処理施設関連 糸島市集落排⽔処理施設使用届出書
上下⽔道部 下⽔道課 集落排⽔除外施設関連 糸島市集落排⽔除外施設設置等届出書
上下⽔道部 下⽔道課 浄化槽設置関連 糸島市浄化槽設置申請意⾒書
上下⽔道部 下⽔道課 デｲスポーザ排⽔処理システム関連 デｲスポーザ排⽔処理システム設置等届出書
上下⽔道部 下⽔道課 デｲスポーザ排⽔処理システム関連 誓約書
上下⽔道部 下⽔道課 デｲスポーザ排⽔処理システム関連 デｲスポーザ排⽔処理システム維持管理計画書
上下⽔道部 下⽔道課 デｲスポーザ排⽔処理システム関連 維持管理業務委託契約等確約書
上下⽔道部 下⽔道課 デｲスポーザ排⽔処理システム関連 地位承継確約書
上下⽔道部 下⽔道課 私道への下⽔道施設設置関連 糸島市下⽔道施設（公共・特環・農集・漁集・個別）設置申請書
上下⽔道部 下⽔道課 私道への下⽔道施設設置関連 糸島市下⽔道施設設置申請者名簿
上下⽔道部 下⽔道課 私道への下⽔道施設設置関連 地上権設定契約に関する承諾書
上下⽔道部 下⽔道課 私道への下⽔道施設設置関連 所有権以外の権利を有する者の承諾書
上下⽔道部 下⽔道課 財産管理関連 寄付採納願
上下⽔道部 下⽔道課 公共下⽔道接続関連 公共下⽔道接続（区域外流⼊）申請書
上下⽔道部 下⽔道課 補助⾦関連関連 請求書及び委任状（改造補助⾦）



部局 業務担当課 業務名 押印または署名を求めている書類名

上下⽔道部 下⽔道課 下⽔道⼿続き関連 誓約書（住居移転）
上下⽔道部 下⽔道課 下⽔道⼿続き関連 誓約書（浄化槽設置）
議会事務局 議事課 請願 請願書（請願者）
議会事務局 議事課 請願 請願書（紹介議員）
議会事務局 議事課 請願 趣旨説明申出書
議会事務局 議事課 政務活動費 政務活動費交付申請書
議会事務局 議事課 政務活動費 政務活動費交付請求書
議会事務局 議事課 政務活動費 政務活動報告について
議会事務局 議事課 本会議、委員会等 ⽋席届
議会事務局 議事課 本会議、委員会等 早退届
議会事務局 議事課 本会議、委員会等 遅刻届
議会事務局 議事課 本会議、委員会等 発⾔通告書（質疑、討論）
議会事務局 議事課 本会議、委員会等 一般質問通告書
議会事務局 議事課 本会議、委員会等 予算特別委員会質疑通告（総括、最終）
議会事務局 議事課 本会議、委員会等 決算特別審査委員会質疑通告（総括、最終）
議会事務局 議事課 本会議、委員会等 質疑通告取下申出書
議会事務局 議事課 本会議、委員会等 一般質問取下申出書
議会事務局 議事課 本会議、委員会等 議員提案取下申出書
議会事務局 議事課 本会議、委員会等 議会案取下申出書

- 会計課 源泉徴収業務 給与等に関する証明申請書
- 会計課 ⽀出業務 ⽀出命令書
- 会計課 ⽀出業務 ⽀出負担⾏為兼⽀出命令書（領収部分）
- 会計課 ⽀出業務 還付請求書

教育部 教育総務課 共催・後援 糸島市教育委員会共催申請書
教育部 教育総務課 共催・後援 糸島市教育委員会共催実績報告書
教育部 教育総務課 共催・後援 糸島市教育委員会後援申請書
教育部 教育総務課 共催・後援 糸島市教育委員会後援実績報告書
教育部 教育総務課 ⾏政財産使用 ⾏政財産使用許可（変更）申請書
教育部 教育総務課 ⾏政財産使用 ⾏政財産使用料減免申請書
教育部 教育総務課 財産管理関連 寄附申出書
教育部 学校教育課 学校運営 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
教育部 学校教育課 就学援助 就学援助申請書
教育部 学校教育課 就学援助 委任状
教育部 学校教育課 就学援助 申⽴書兼誓約書
教育部 学校教育課 就学援助 給与証明書
教育部 学校教育課 就学援助 収⽀証明書
教育部 学校教育課 就学事務 国・私⽴学校就学届出書
教育部 学校教育課 就学事務 糸島市⽴⼩中学校就学届出書
教育部 学校教育課 就学事務 下級学年編⼊申請書
教育部 学校教育課 就学事務 学齢児童生徒の就学に関する届出書（⼊国用）
教育部 学校教育課 就学事務 就学義務猶予申請書
教育部 学校教育課 就学事務 外国学校転校届出書
教育部 学校教育課 就学事務 一時就学申請書
教育部 学校教育課 就学事務 区域外許可申請書
教育部 学校教育課 就学事務 区域外就学変更申請書
教育部 学校教育課 適応指導教室事業 糸島市適応指導教室⼊室願
教育部 学校教育課 特別⽀援教育 知能検査等資料提供に関する同意書
教育部 学校教育課 特別⽀援教育 就学相談資料提供に関する同意書
教育部 学校教育課 特別⽀援教育就学奨励費 特別⽀援教育就学奨励費にかかる収⼊額・需要額調書
教育部 学校教育課 補助⾦交付事務 通学費補助⾦請求書
教育部 学校教育課 補助⾦交付事務 通学費補助⾦交付申請書
教育部 学校教育課 補助⾦交付事務 特別⽀援学校就学補助⾦委任状
教育部 学校教育課 補助⾦交付事務 特別⽀援学校就学補助⾦請求書
教育部 学校教育課 補助⾦交付事務 特別⽀援学校就学補助⾦交付申請書
教育部 学校教育課 補助⾦交付事務 通学用ヘルメット補助⾦交付申請書
教育部 学校教育課 補助⾦交付事務 通学用ヘルメット補助⾦請求書
教育部 学校教育課 補助⾦交付事務 中学校体育・文化部大会出場補助⾦交付申請書
教育部 学校教育課 補助⾦交付事務 中学校体育・文化部大会出場補助⾦請求書
教育部 学校教育課 補助⾦交付事務 中学校英語検定推進事業補助⾦交付申請書
教育部 学校教育課 補助⾦交付事務 中学校英語検定推進事業補助⾦請求書
教育部 学校教育課 補助⾦交付事務 へき地給⾷補助⾦交付申請書
教育部 学校教育課 補助⾦交付事務 へき地給⾷補助⾦請求書
教育部 生涯学習課 糸島市社会教育関係団体補助⾦ 糸島市社会教育関係団体補助⾦交付申請書（体協・校区）
教育部 生涯学習課 糸島市スポーツ推進委員 糸島市スポーツ推進委員推薦書
教育部 生涯学習課 糸島市体育施設指定管理者事業 糸島市体育施設指定管理者指定申請書
教育部 生涯学習課 糸島市体育施設指定管理者事業 糸島市体育施設指定管理者事業報告書
教育部 生涯学習課 糸島市体育施設指定管理者事業 糸島市体育施設指定管理者申請事項変更届
教育部 生涯学習課 糸島市文庫活動補助⾦ 糸島市社会教育関係団体補助⾦　交付申請書
教育部 生涯学習課 学校開放事業 糸島市⽴⼩中学校開放施設利用団体登録申請書

教育部 生涯学習課 学校開放事業
糸島市⽴⼩中学校施設開放事業に関する学校施設利用団体登録誓約
書

教育部 生涯学習課 学校開放事業 糸島市⽴⼩中学校施設開放事業利用に関する誓約書（コロナ関係）
教育部 生涯学習課 ⾏政財産使用 ⾏政財産使用許可（変更）申請書
教育部 生涯学習課 ⾏政財産使用 ⾏政財産使用料減免申請書
教育部 生涯学習課 公共物占有 公共物占用許可申請書
教育部 生涯学習課 社会教育委員 糸島市社会教育委員推薦書



部局 業務担当課 業務名 押印または署名を求めている書類名

教育部 生涯学習課 団体利用カード申込み 糸島市図書館団体利用申請書
教育部 生涯学習課 福岡マラソン応援事業補助⾦ 福岡マラソン応援事業補助⾦交付申請書
教育部 生涯学習課 利用カード申込み 糸島市⽴利用カード申込書（⼩学生版）
教育部 生涯学習課 糸島市社会教育関係団体補助⾦ 糸島市社会教育関係団体補助⾦　交付申請書
教育部 生涯学習課 糸島市社会教育関係団体補助⾦ 糸島市社会教育関係団体補助⾦　実績報告書
教育部 生涯学習課 糸島市社会教育関係団体補助⾦ 糸島市社会教育関係団体補助⾦　請求書
教育部 生涯学習課 糸島市⻘少年育成基⾦補助⾦ 糸島市⻘少年育成基⾦補助⾦変更・中⽌承認申請書
教育部 生涯学習課 糸島市⻘少年育成基⾦補助⾦ 糸島市⻘少年育成基⾦補助⾦実績報告書
教育部 生涯学習課 糸島市⻘少年育成基⾦補助⾦ 糸島市⻘少年育成基⾦補助⾦交付申請書
教育部 生涯学習課 糸島市⻘少年育成基⾦補助⾦ 糸島市⻘少年育成基⾦補助⾦　請求書
教育部 生涯学習課 糸島市⻘少年育成市⺠会議補助⾦ 糸島市⻘少年育成市⺠会議補助⾦　請求書
教育部 生涯学習課 糸島市⻘少年育成市⺠会議補助⾦ 糸島市⻘少年育成市⺠会議補助⾦　実績報告書
教育部 生涯学習課 糸島市⻘少年育成市⺠会議補助⾦ 糸島市⻘少年育成市⺠会議補助⾦　交付申請書
教育部 生涯学習課 糸島市文庫活動補助⾦ 糸島市社会教育関係団体補助⾦　実績報告書
教育部 生涯学習課 糸島市⽴図書館雑誌スポンサー制度 糸島市⽴図書館雑誌スポンサー申込書
教育部 生涯学習課 ⻘少年育成指導員 ⻘少年育成指導員　報償費辞退届（様式は任意）
教育部 生涯学習課 特別利用カード申込み 糸島市⽴図書館特別利用カード
教育部 文化課 伊都郷⼟美術館 糸島市⽴伊都郷⼟美術館施設利用許可申請書
教育部 文化課 伊都郷⼟美術館 糸島市⽴伊都郷⼟美術館施設利用変更許可申請書
教育部 文化課 伊都郷⼟美術館 糸島市⽴伊都郷⼟美術館施設利用取りやめ届
教育部 文化課 伊都郷⼟美術館 糸島市⽴伊都郷⼟美術館⼊館料減免申請書
教育部 文化課 伊都郷⼟美術館 伊都郷⼟美術館使用料減免申請書
教育部 文化課 伊都郷⼟美術館 撮影等許可申請書
教育部 文化課 伊都国歴史博物館 ⼊館料等減免申請書
教育部 文化課 伊都文化会館 指定管理者指定申請書
教育部 文化課 伊都文化会館 指定管理者事業報告書
教育部 文化課 伊都文化会館 指定管理者申請事項変更届
教育部 文化課 指定文化財 糸島市文化財保護事業等補助⾦交付申請書
教育部 文化課 指定文化財 糸島市文化財保護事業等補助⾦実績報告書
教育部 文化課 指定文化財 糸島市文化財指定同意書
教育部 文化課 指定文化財 糸島市文化財指定書再交付申請書
教育部 文化課 指定文化財 糸島市指定文化財管理責任者届
教育部 文化課 指定文化財 糸島市指定文化財所有者等変更届
教育部 文化課 指定文化財 糸島市指定文化財所有者等⼜は管理責任者の変更届
教育部 文化課 指定文化財 糸島市指定文化財保持者死亡届
教育部 文化課 指定文化財 糸島市指定文化財き損届
教育部 文化課 指定文化財 糸島市指定文化財所在場所変更届
教育部 文化課 指定文化財 糸島市指定文化財現状変更申請書
教育部 文化課 指定文化財 糸島市指定文化財修理届
教育部 文化課 指定文化財 糸島市指定有形文化財現状変更届
教育部 文化課 指定文化財 糸島市指定文化財損害賠償請求書
教育部 文化課 指定文化財 糸島市指定文化財⼟地所在地等の異動届
教育部 文化課 志摩歴史資料館 観覧料減免申請書
教育部 文化課 志摩歴史資料館 会議室等利用許可申請書
教育部 文化課 志摩歴史資料館 会議室等利用料減免申請書
教育部 文化課 志摩歴史資料館 毀損（滅失）届
教育部 文化課 社会教育関係団体補助⾦ 社会教育団体補助⾦交付申請書
教育部 文化課 社会教育関係団体補助⾦ 社会教育団体補助⾦実績報告書
教育部 文化課 博物館・資料館共通 資料撮影等許可申請書
教育部 文化課 博物館・資料館共通 資料寄贈等申込書

消防本部 消防総務課 訓練等監察 監察結果報告書
消防本部 予防課 違反処理業務 受領書
消防本部 予防課 違反処理業務 保管物件返還請求書
消防本部 予防課 違反処理業務 売却代⾦返還請求書
消防本部 予防課 違反処理業務 違反現認書
消防本部 予防課 火災予防業務 喫煙・裸火使用・危険な物品持込み承認申請書（副）
消防本部 予防課 火災予防業務 喫煙・裸火使用・危険な物品持込み承認申請書（正）
消防本部 予防課 火災予防業務 火災予防上必要な業務に関する計画提出書
消防本部 予防課 火災予防業務 防火対象物使用開始届出書

消防本部 予防課 火災予防業務
炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設
備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生じる設備・放電加⼯機設置届出書

消防本部 予防課 火災予防業務 変電設備・燃料電池発電設備・発電設備・蓄電池設備　設置届出書
消防本部 予防課 火災予防業務 ネオン管灯設備設置届出書
消防本部 予防課 火災予防業務 ⽔素ガスを充てんする気球の設置届出書
消防本部 予防課 火災予防業務 催物開催届出書
消防本部 予防課 火災予防業務 露店等の開設届出書
消防本部 予防課 火災予防業務 指定洞道等届出書
消防本部 予防課 火災予防業務 少量危険物貯蔵・指定可燃物取扱　（廃⽌）届出書
消防本部 予防課 火災予防業務 タンク検査申出書
消防本部 予防課 火災予防業務 受領書
消防本部 予防課 火災予防業務 防火自主点検結果報告書
消防本部 予防課 火災予防業務 防火自主点検票
消防本部 予防課 火災予防業務 修了証（資格証）再交付申請書
消防本部 予防課 火災予防業務 即時通報承認申請書
消防本部 予防課 火災予防業務 即時通報承認内容変更届出書
消防本部 予防課 火災予防業務 即時通報中⽌届出書



部局 業務担当課 業務名 押印または署名を求めている書類名

消防本部 予防課 火災予防業務 登録申請書
消防本部 予防課 火災予防業務 登録内容変更届出書
消防本部 予防課 火災予防業務 登録廃⽌届出書
消防本部 予防課 火災予防業務 登録更新申請書
消防本部 予防課 火災予防業務 即時通報事故等報告書
消防本部 予防課 火災予防業務 第１号様式　⽴⼊検査結果通知書
消防本部 予防課 火災予防業務 第２号様式　⽴⼊検査結果通知書
消防本部 予防課 危険物規制業務 危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請書
消防本部 予防課 危険物規制業務 危険物製造所等特例認定申請書
消防本部 予防課 危険物規制業務 危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請取下届
消防本部 予防課 危険物規制業務 許可等の申請取下届
消防本部 予防課 危険物規制業務 製造所等使用（休⽌・再開）届
消防本部 予防課 危険物規制業務 製造所等災害発生届
消防本部 予防課 危険物規制業務 製造所等変更届
消防本部 予防課 危険物規制業務 製造所等危険作業届
消防本部 予防課 危険物規制業務 製造所等名称等変更届
消防本部 予防課 危険物規制業務 製造所等⼯事変更届
消防本部 予防課 危険物規制業務 地下タンク等圧⼒点検実施結果届
消防本部 予防課 危険物規制業務 地下貯蔵タンク・地下埋設配管在庫管理計画届
消防本部 予防課 危険物規制業務 許可書等再交付申請書
消防本部 予防課 査察業務 受領書
消防本部 予防課 査察業務 資料提出書
消防本部 予防課 査察業務 提出資料処理経過簿
消防本部 予防課 査察業務 徴収報告書
消防本部 予防課 査察業務 改善（結果・計画）報告書（様式第10号・11号）
消防本部 警防課 警防業務 火災とまぎらわしい煙⼜は火炎を発すおそれのある⾏為
消防本部 警防課 警防業務 救命講習受講申込書
消防本部 警防課 警防業務 救命⼊門コース申込書（90分コース・45分コース）
消防本部 警防課 警防業務 救命講習修了証再交付申請書
消防本部 警防課 警防業務 応急⼿当指導員養成講習申込書
消防本部 警防課 警防業務 認定証再交付申請書
消防本部 警防課 警防業務 適任証再交付申請書
消防本部 警防課 警防業務 患者等搬送事業認定（更新）申請書
消防本部 警防課 警防業務 認定マーク受領書
消防本部 警防課 警防業務 患者等搬送事業者・自動⾞認定マーク再交付申請書
消防本部 警防課 警防業務 事業内容変更届
消防本部 警防課 警防業務 特異事案報告書
消防本部 警防課 警防業務 糸島市消防団協⼒事務所表示申請書
消防本部 警防課 警防業務 消防団協⼒事業所認定証明願
消防本部 警防課 警防業務 認証推薦依頼書
消防本部 警防課 警防業務 糸島市消防団員準中型自動⾞免許証等取得補助⾦交付申請書
消防本部 警防課 警防業務 糸島市消防団員準中型自動⾞免許証等取得補助⾦実績報告書
消防本部 警防課 警防業務 糸島市消防団員準中型自動⾞免許証等取得補助⾦請求書
消防本部 警備課 警備業務 消火器提供申出書
消防本部 警備課 警備業務 煙火打ち上げ及び煙火仕掛け届出書
消防本部 警備課 警備業務 ⽔道断・減⽔届出書
消防本部 警備課 警備業務 道路⼯事届出書
消防本部 警備課 警備業務 資料提出書
消防本部 警備課 警防業務 消防本部消防警戒区域⽴⼊許可交付申請書

- 各課（会計課） ⽀出業務 請求書
- 各課（会計課） ⽀出業務 領収証
- 各課（会計課） ⽀出業務 債権者登録兼口座振込申込書
- 各課（会計課） ⽀出業務 委任状

総務部 総務課 ⾏政⼿続 議事録
総務部 総務課 ⾏政⼿続 協議書
総務部 総務課 ⾏政⼿続 理由書
総務部 総務課 ⾏政⼿続 聴聞調書
総務部 総務課 ⾏政⼿続 聴聞調書
総務部 総務課 ⾏政⼿続 報告書
総務部 総務課 ⾏政⼿続 弁明の記録
総務部 総務課 固定資産評価審査 意⾒陳述調書
総務部 総務課 固定資産評価審査 口頭審理調書
総務部 総務課 固定資産評価審査 実地調査調書
総務部 総務課 固定資産評価審査 議事調書
総務部 総務課 庶務 カラーコピー機使用申請書
総務部 総務課 人事 糸島市自主研究グループ助成申請書
総務部 総務課 人事 糸島市自主研究グループ活動報告書
総務部 総務課 人事 糸島市自主研究グループ活動経費報告書
総務部 総務課 人事 管理職員特別勤務実績簿兼整理簿（振替簿）
総務部 総務課 人事 時間外勤務命令簿
総務部 総務課 人事 週休日及び休日における勤務命令簿及び振替簿
総務部 総務課 人事 週休日及び休日における勤務命令簿及び振替簿(60時間超過用)
総務部 総務課 人事 住居届
総務部 総務課 人事 宿日直勤務命令簿

職員へ提出を求める書類



部局 業務担当課 業務名 押印または署名を求めている書類名

総務部 総務課 人事 単身赴任届
総務部 総務課 人事 通勤届
総務部 総務課 人事 扶養親族（異動）認定申請書
総務部 総務課 人事 休日及び夜間勤務命令簿
総務部 総務課 人事 宣誓書
総務部 総務課 人事 出勤簿
総務部 総務課 人事 休暇届
総務部 総務課 人事 自⼰申告書
総務部 総務課 人事 退職願（自⼰都合）
総務部 総務課 人事 職種変更希望調書
総務部 総務課 人事 職務専念義務免除願
総務部 総務課 人事 営利企業許可従事申請書
総務部 総務課 人事 育児休業承認請求書
総務部 総務課 人事 部分休業承認請求書
総務部 総務課 人事 要介護者の状態等申出書
総務部 総務課 人事 介護時間承認取消簿
総務部 総務課 人事 介護休暇承認申請書
総務部 総務課 人事 ゼロ出張命令簿
総務部 総務課 人事 深夜勤務制限請求書時間外勤務制限請求書
総務部 総務課 人事 時間外勤務制限請求書
総務部 総務課 人事 部⻑報告書（年３６０時間超）
総務部 総務課 人事 強制シャットダウン除外ＰＣ申請書
総務部 総務課 人事 時間外勤務代休時間指定簿
総務部 総務課 人事 勤務時間の割振簿
総務部 総務課 人事 【会計年度任用職員】条件付解除評定表
総務部 総務課 人事 【会計年度任用職員用】営利企業等従事届出書
総務部 総務課 人事 糸島市会計年度任用職員履歴書
総務部 総務課 人事 【会計年度任用職員】通勤届
総務部 総務課 人事 【会計年度任用職員】時間外勤務命令簿　様式第１号
総務部 総務課 人事 【会計年度任用職員】時間外勤務命令簿　様式第２号
総務部 総務課 人事 （⽉額払用）糸島市会計年度任用職員任用申請書
総務部 総務課 人事 （日額払用）糸島市会計年度任用職員任用申請書
総務部 総務課 人事 【会計年度任用職員】出勤簿
総務部 総務課 人事 【会計年度任用職員】休暇届
総務部 総務課 人事 給与等に関する証明申請書
総務部 総務課 人事 【会計年度任用職員用】人事評価シート
総務部 総務課 人事 【会計年度任用職員用】健康診断結果受領同意書

総務部 総務課 人事
【会計年度任用職員用】令和２年度健康診断受診しない検査項目等に
ついて

総務部 総務課 人事 保険証受取管理簿
総務部 総務課 人事 （各種研修）推薦書
総務部 総務課 人事 糸島市職員互助会死亡弔慰⾦給付請求書
総務部 総務課 人事 糸島市職員互助会グループ旅⾏補助⾦交付申請書
総務部 総務課 人事 糸島市職員互助会グループ旅⾏補助⾦実績報告書及び精算書
総務部 総務課 人事 糸島市職員互助会会員交流事業助成⾦交付申請書
総務部 総務課 人事 糸島市職員互助会会員交流事業助成⾦実績報告書及び精算書
総務部 総務課 人事 糸島市職員互助会旅費請求書
総務部 総務課 人事 目標改善設定書
総務部 総務課 人事 個人指導記録評価報告書
総務部 総務課 人事 改善レポート
総務部 総務課 人事 弁明書
総務部 総務課 人事 個人目標管理シート
総務部 総務課 人事 能⼒評価シート
総務部 総務課 人事 部下による能⼒評価シート
総務部 総務課 人事 人事評価に関する不服申⽴書
総務部 総務課 人事 評定書
総務部 総務課 人事 退職願
総務部 総務課 人事 先進都市派遣研修申込書
総務部 総務課 人事 被服管理簿
総務部 総務課 文書管理 公印異動届
総務部 総務課 文書管理 復命書
総務部 総務課 文書管理 願い及び届
総務部 総務課 文書管理 特殊文書受付簿
総務部 総務課 文書管理 公印使用簿
総務部 総務課 文書管理 公印事故届
総務部 総務課 文書管理 会計年度任用職員等文書管理システム使用申請
総務部 総務課 文書管理 公印取扱責任者報告書
総務部 財政課 財務会計システム利用申請 財務会計システム利用申請書
総務部 管財契約課 契約関係事務 請求書等の履⾏確認
総務部 管財契約課 公用⾞ 糸島市バス使用許可書申請書
総務部 管財契約課 公用⾞ 私有⾞両公用使用承認簿
総務部 管財契約課 公用⾞ 私有⾞両の公用使用届出書　兼　変更届出書
総務部 管財契約課 公用⾞ 私有⾞両の公用使用廃⽌届出書
総務部 管財契約課 公用⾞ 自動⾞運転日誌
総務部 管財契約課 物品購⼊ 消耗品・備品購⼊注文書



部局 業務担当課 業務名 押印または署名を求めている書類名

総務部 危機管理課 糸島市防災⾏政無線局管理事業 防災⾏政無線放送申込書（様式第1号）

企画部 地域振興課 コミュニティセンター運営業務 センター外事業等実施（参加）届
企画部 地域振興課 コミュニティセンター運営業務 会計年度任用職員　勤務計画及び勤務実績報告書
企画部 秘書広報課 システム管理 パソコン等の故障に係る報告及び修理依頼書
企画部 秘書広報課 システム管理 グループウェアアカウント作成申請書
企画部 秘書広報課 システム管理 システム作業・改修依頼／回答書
企画部 秘書広報課 システム管理 保守-システム作業計画書
企画部 秘書広報課 システム管理 コンピューターウイルス対策報告書
企画部 秘書広報課 事務引継 事務引継書
企画部 秘書広報課 事務引継 事務引継報告書
企画部 秘書広報課 事務引継 事務現況報告書
企画部 ブランド・学研都市推進課 マーケティング推進事業 糸島市地域おこし協⼒隊員活動補助⾦交付申請書
企画部 ブランド・学研都市推進課 マーケティング推進事業 糸島市地域おこし協⼒隊員活動補助⾦概算払申請書
企画部 ブランド・学研都市推進課 マーケティング推進事業 糸島市地域おこし協⼒隊員活動補助⾦変更等申請書
企画部 ブランド・学研都市推進課 マーケティング推進事業 糸島市地域おこし協⼒隊員活動補助⾦実績報告書
企画部 ブランド・学研都市推進課 マーケティング推進事業 糸島市地域おこし協⼒隊員活動補助⾦請求書
市⺠部 市⺠課 住基⼾籍事務 住⺠票⼾籍公用請求書（庁内）
市⺠部 生活環境課 ごみ袋販売 ごみ袋注文書（窓口用）

人権福祉部 福祉保護課 生活保護 生活保護費戻⼊⾦預り証書
人権福祉部 福祉保護課 福祉施設サービス苦情解決業務 苦情解決（改善）結果報告書
建設都市部 建設課 開発⾏為に関する協議 開発⾏為に関する同意書
建設都市部 建設課 開発⾏為に関する協議 開発⾏為等指導規定完了検査報告書
建設都市部 建設課 寄附採納 履⾏確認調書
建設都市部 建設課 建築⾏為に伴う道路後退用地整備 履⾏確認調書
建設都市部 建設課 建築⾏為に伴う道路後退用地整備 完成検査調書
産業振興部 農業振興課 国県事業 実施設計書
産業振興部 農業振興課 国県事業 出来高設計書
農業委員会 農業委員会 農業委員会 議事録
上下⽔道部 業務課 会計 資⾦予算表
上下⽔道部 業務課 会計 合計残高試算表
上下⽔道部 業務課 会計 調定・収納状況一覧表
上下⽔道部 業務課 会計 収納　収納実績表
上下⽔道部 業務課 会計 収⼊予算執⾏状況表
上下⽔道部 業務課 会計 ⽀出予算執⾏状況表
上下⽔道部 業務課 会計 過年度未収⾦調書
上下⽔道部 業務課 会計 ⾦融機関別残高一覧表
上下⽔道部 業務課 会計 公営企業会計収⼊⽀出報告書
上下⽔道部 業務課 負（分）担⾦ 下⽔道事業受益者負（分）担⾦調定額決定決議書
上下⽔道部 業務課 料⾦・使用料 使用開始届出書
上下⽔道部 業務課 料⾦・使用料 転居精算票
上下⽔道部 業務課 料⾦・使用料 調定更正票
議会事務局 議事課 公印使用 公印異動伺
議会事務局 議事課 公印使用 公印事故届

- 公平委員会 職員団体登録 職員団体登録申請書
- 公平委員会 職員団体登録 職員団体規約作成（変更）証明書
- 公平委員会 職員団体登録 職員団体役員選出証明書
- 公平委員会 職員団体登録 職員団体組織証明書
- 公平委員会 職員団体登録 職員団体登録申請書記載事項（規約）変更届出書
- 公平委員会 職員団体登録 職員団体解散届出書
- 公平委員会 職員団体法人格取得⼿続 法人となる旨の申出書
- 公平委員会 職員団体法人格取得⼿続 規約認証申請書
- 公平委員会 職員団体法人格取得⼿続 規約変更届
- 公平委員会 審査請求 措置請求書
- 公平委員会 審査請求 審査請求書
- 公平委員会 審査申⽴
- 公平委員会 審査申⽴ 審査申⽴書
- 公平委員会 審査申⽴ 審査申⽴書記載事項変更届
- 公平委員会 審査申⽴ 代理人選任届
- 公平委員会 審査申⽴ 委任状
- 公平委員会 審査申⽴ 審査申⽴取下書
- 公平委員会 服務の宣誓 宣誓書
- 会計課 ⽀出業務 ⽀出負担⾏為兼⽀出命令書　旅⾏命令簿（請求部分）
- 会計課 ⽀出業務 ⽀出負担⾏為兼⽀出命令書　旅⾏命令簿（領収部分）
- 会計課 ⽀出業務 ⽀払通知書
- 会計課 ⽀出業務 理由書

教育部 教育総務課 学校業務関連 駐⾞場利用届
教育部 教育総務課 学校業務関連 ⾏政財産使用許可申請書
教育部 教育総務課 学校業務関連 教職員健康診断免除届
教育部 教育総務課 学校業務関連 主任等の任命について
教育部 教育総務課 学校業務関連 教職員の出張について
教育部 教育総務課 学校業務関連 教職員の県外出張について
教育部 教育総務課 学校業務関連 苦情申出書
教育部 教育総務課 学校業務関連 過重労働対策としての面接指導の実施依頼書
教育部 教育総務課 学校業務関連 面接指導結果報告書
教育部 教育総務課 学校業務関連 過重労働対策としての改善報告書



部局 業務担当課 業務名 押印または署名を求めている書類名

教育部 生涯学習課 資料貸出し 市の事業等に係る資料等利用申請書
消防本部 消防総務課 公印新調 公印新調（改刻）承認伺
消防本部 消防総務課 公印廃棄 印鑑不用（廃棄）届
消防本部 消防総務課 職員貸与品集計 集計表（男性職員）（⼥性職員）
消防本部 消防総務課 職員貸与品申告 貸与品申告表（男性職員）（⼥性職員）
消防本部 消防総務課 職員貸与品台帳管理 貸与品台帳（男性職員）（⼥性職員）
消防本部 予防課 違反処理業務 実況⾒分調書
消防本部 予防課 違反処理業務 違反調査報告書（様式第３号）
消防本部 予防課 違反処理業務 違反調査報告書（様式第４号）
消防本部 予防課 違反処理業務 写真説明表
消防本部 予防課 違反処理業務 消防法令違反⾏為報告書
消防本部 予防課 違反処理業務 指導書
消防本部 予防課 査察業務 危険物等収去書
消防本部 警備課 警備業務 火災出動時における⾒分調書
消防本部 警備課 警備業務 ⾒分調書
消防本部 警備課 警備業務 質問調書（第　　回）
消防本部 警備課 警備業務 火災原因判定書
消防本部 警備課 警備業務 不動産損害明細書
消防本部 警備課 警備業務 動産損害明細書
消防本部 警備課 警備業務 ⾞両・船舶損害明細書
消防本部 警備課 警備業務 林野・その他損害明細書
消防本部 警備課 警備業務 火災原因調査報告書
消防本部 警備課 警備業務 消毒実施表
消防本部 警備課 警備業務 防ぎょ活動報告書
消防本部 警備課 警備業務 救助活動報告書
消防本部 警備課 警備業務 警戒活動報告書

- 各課（会計課） 収納業務 現⾦受領カード
- 各課（会計課） 収納業務 歳⼊払込内訳書
- 各課（会計課） 収納業務 収納⾦報告書
- 各課（会計課） ⽀出業務 出務明細書
- 各課（会計課） ⽀出業務 ⽀出負担⾏為兼⽀出命令書（資⾦前渡請求部分）


