
令和５年４月１日時点

局区名 課名

審査の申出 審査申出書 17総務企画局 行政情報課

履行手続 工事完成届 23財政局 契約課

履行手続 工事着手届 23財政局 契約課

履行手続 工事引渡書 23財政局 契約課

履行手続 現場代理人・主任技術者等設置（変更）届 23財政局 契約課

履行手続 軽易工事完成届 23財政局 契約課

災害等による期限の延長 市税納期限延長申請書 23財政局 税制課

災害等による期限の延長 市税申告、申請、請求、期限延長申請書 23財政局 税制課

軽自動車税（種別割）の減免の申請
軽自動車税（種別割）免除申請書

23財政局 市民税管理課

軽自動車税（種別割）の申告 軽自動車税（種別割）申告書（報告書） 23財政局 市民税管理課

商品原動機付自転車の標識交付申請 商品原動機付自転車標識交付申請書 23財政局 市民税管理課

所有権留保付軽自動車等の報告 所有権留保付軽自動車等の報告書 23財政局 市民税管理課

原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の返納
軽自動車税（種別割）廃車申告書兼標識返納書（原動機付自
転車・小型特殊自動車）

23財政局 市民税管理課

原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付
軽自動車税（種別割）申告（報告）書兼標識交付申請書（原動
機付自転車・小型特殊自動車）

23財政局 市民税管理課

市民税・県民税申告 市民税・県民税申告書（事務所・事業所・家屋敷用） 23財政局 市民税管理課

市民税・県民税申告
市民税・県民税給与所得者・公的年金等受給者用雑損控除・
医療費控除申告書

23財政局 市民税管理課

市民税・県民税申告 市民税・県民税寄附金税額控除申告書 23財政局 市民税管理課

市民税・県民税申告
市民税・県民税寄附金税額控除申告書（２）（特定非営利活動
法人に対する寄付金用）

23財政局 市民税管理課

市民税・県民税申告
市民税・県民税給与所得者・公的年金等受給者用繰越控除
申告書

23財政局 市民税管理課

市民税・県民税申告 市民税・県民税配偶者控除・扶養控除申請書 23財政局 市民税管理課

代表相続人届の届出 代表相続人届 23財政局 市民税管理課

寄附金指定に関する申出書 寄附金指定申出書 23財政局 市民税管理課
「関与税理士署名
押印」欄について
は署名が必要

寄附金指定に関する変更の申出書 寄附金指定変更申出書 23財政局 市民税管理課
「関与税理士署名
押印」欄について
は署名が必要

給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 23財政局 市民税管理課

個人市民税・県民税の減免の申請 市民税・県民税減免申請書 23財政局 市民税管理課

個人市民税・県民税の納税管理人に関する手続き 納税管理人申告書 23財政局 市民税管理課

個人市民税・県民税の納税管理人に関する手続き 納税管理人承認申請書 23財政局 市民税管理課

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の規則・訓令・規程で定めている様式）

所管課
手続名 様式名 備考



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の規則・訓令・規程で定めている様式）

所管課
手続名 様式名 備考

個人市民税・県民税の納税管理人に関する手続き 納税管理人に関する認定申請書 23財政局 市民税管理課

個人市民税・県民税の申告 市民税・県民税申告書 23財政局 市民税管理課

納入申告書（個人事業主用） 納入申告書（個人事業主用） 23財政局 市民税管理課

納入申告書（個人事業主用） 納入申告書（個人事業主用） 23財政局 市民税管理課

公的年金等支払報告書 公的年金等支払報告書 23財政局 市民税管理課

事業所税の減免申請 事業所税減免申請書 23財政局 市民税管理課

事業所税の申告 事業所税申告書 23財政局 市民税管理課

事業所等の貸付に関する申告 事業所用家屋の貸付申告書 23財政局 市民税管理課

事業所等の新設又は廃止に関する申告 事務所・事業所 新設 廃止 申告書 23財政局 市民税管理課

市たばこ税の申告 市たばこ税申告書 23財政局 市民税管理課

市たばこ税の申告 市たばこ税申告書 23財政局 市民税管理課

市たばこ税の申告 市たばこ税申告書 23財政局 市民税管理課

市たばこ税の申告 市たばこ税申告書 23財政局 市民税管理課

入湯税の経営申告 鉱泉浴場経営申告書 23財政局 市民税管理課

入湯税の納入申告 入湯税納入申告書 23財政局 市民税管理課

納税貯蓄組合設立の届出 納税貯蓄組合設立届 23財政局 市民税管理課

法人市民税減免申請 法人市民税減免申請書 23財政局 市民税管理課

法人設立、解散、休業、閉鎖、事業所開設、所在地移転申告
法人設立、解散、休業、閉鎖、事業所開設、所在地移転申告
書

23財政局 市民税管理課
「関与税理士署名
押印」欄について
は署名が必要

法人設立、開設届出 法人設立、開設届出書 23財政局 市民税管理課
「関与税理士署名
押印」欄について
は署名が必要

法人の事業年度、納税地、その他の変更・異動届出 法人の事業年度、納税地、その他の変更・異動届出書 23財政局 市民税管理課
「関与税理士署名
押印」欄について
は署名が必要

共用土地分割課税申出
共用土地分割課税申出書（川崎市市税条例施行規則別表第
52号様式の2）

23財政局 資産税管理課

固定資産税・都市計画税減免申請
国民健康保険医療施設に対する固定資産税・都市計画税減
免申請書（川崎市市税条例施行規則別表第53号の２様式）

23財政局 資産税管理課

固定資産税・都市計画税減免申請
固定資産税・都市計画税減免申請書（川崎市市税条例施行
規則別表第53号様式）

23財政局 資産税管理課

固定資産税の減額措置に係る申告
耐震基準適合住宅申告書（川崎市市税条例施行規則別表第
５５号様式の９）

23財政局 資産税管理課

固定資産税の減額措置に係る申告
耐震基準適合家屋に係る固定資産税減額申告書（川崎市市
税条例施行規則別表第５５号様式の９の２）

23財政局 資産税管理課

固定資産税・都市計画税の減額措置に係る申告
改修実演芸術公園施設に係る固定資産税都市計画税減額申
告書（川崎市市税条例施行規則別表第５５号様式の９の３）

23財政局 資産税管理課



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の規則・訓令・規程で定めている様式）

所管課
手続名 様式名 備考

固定資産税の減額措置に係る申告
認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書（川崎市市
税条例施行規則別表第５５号様式の１０）

23財政局 資産税管理課

固定資産税の減額措置に係る申告
高齢者等居住改修住宅等に係る固定資産税減額申告書（川
崎市市税条例施行規則別表第５５号様式の１１）

23財政局 資産税管理課

固定資産税の減額措置に係る申告
熱損失防止改修住宅等に係る固定資産税減額申告書（川崎
市市税条例施行規則別表第５５号様式の１２）

23財政局 資産税管理課

固定資産税の減額措置に係る申告
特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書（川崎
市市税条例施行規則別表第５５号様式の１３）

23財政局 資産税管理課

固定資産税の減額措置に係る申告
特定熱損失防止改修住宅等に係る固定資産税減額申告書
（川崎市市税条例施行規則別表第５５号様式の１４）

23財政局 資産税管理課

区分所有家屋専有床面積割合補正に係る申告
区分所有家屋専有床面積割合補正申告書（川崎市市税条例
施行規則別表第52号様式）

23財政局 資産税管理課

固定資産の現所有者申告 固定資産現所有者申告書 23財政局 資産税管理課

固定資産税に係る住宅用地であることの申告 固定資産税住宅用地申告書（規則別表第54号様式） 23財政局 資産税管理課

固定資産税に係る被災住宅用地であることの申告 固定資産税被災住宅用地申告書（規則別表第54号様式の2） 23財政局 資産税管理課

宅地化農地の認定
宅地化農地確認申請書（川崎市市税条例施行規則別表第55
号様式の4）

23財政局 資産税管理課

宅地化農地の認定
宅地化農地認定申告書（川崎市市税条例施行規則別表第55
号様式の7）

23財政局 資産税管理課

宅地化農地の認定
宅地化農地に係る計画策定等の期限延長申請書（川崎市市
税条例施行規則別表第55号様式の8）

23財政局 資産税管理課

特定被災共用土地等分割課税申出
特定被災共用土地等分割課税申出書（川崎市市税条例施行
規則別表第52号様式の3）

23財政局 資産税管理課

特別土地保有税の徴収猶予の申告 徴収猶予申告書（川崎市市税条例施行規則別表第78号様式 23財政局 資産税管理課

特別土地保有税の非課税、特例、免除土地確認申請
非課税土地、特例譲渡、免除土地確認申請書（川崎市市税条
例施行規則別表第76号様式）

23財政局 資産税管理課

特別土地保有税の非課税、特例、免除土地認定申請
非課税土地、特例譲渡、免除土地認定申請書（川崎市市税条
例施行規則別表第75号様式）

23財政局 資産税管理課

特別土地保有税の納税義務の免除に係る期間の延長申請
納税義務の免除に係る期間の延長申請書（川崎市市税条例
施行規則別表第77号様式

23財政局 資産税管理課

特別土地保有税の免除認定申請
免除認定申請書（川崎市市税条例施行規則別表第78号様式
の2（1））

23財政局 資産税管理課

特別土地保有税の免除認定申請
免除認定申請書（川崎市市税条例施行規則別表第78号様式
の2（2））

23財政局 資産税管理課

納税管理人の申告 納税管理人承認申請書（規則別表第49号様式(2)） 23財政局 資産税管理課

納税管理人の申告 納税管理人に関する認定申請書（規則別表第49号様式(3)） 23財政局 資産税管理課

納税管理人の申告 納税管理人申告書（規則別表第49号様式(1)） 23財政局 資産税管理課

特別土地保有税の減免申請
特別土地保有税減税申請書（川崎市市税条例施行規則別表
第74号様式の2）

23財政局 資産税管理課

特別土地保有税の納税義務者の申告
特別土地保有税申告書（川崎市市税条例施行規則別表第74
号様式（1））

23財政局 資産税管理課

遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者の申
告

特別土地保有税申告書（遊休土地）（川崎市市税条例施行規
則別表第74号様式（2））

23財政局 資産税管理課

納税の猶予の申請 徴収猶予申請書（徴収猶予の特例） 23財政局 収納対策課

納税の猶予の申請 徴収猶予申請書 23財政局 収納対策課
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所管課
手続名 様式名 備考

納税の猶予の申請 換価の猶予申請書 23財政局 収納対策課

納税の猶予の申請 徴収猶予期間延長申請書 23財政局 収納対策課

納税の猶予の申請 換価の猶予期間延長申請書 23財政局 収納対策課

市税過誤納金還付請求 口座振込依頼書 23財政局 債権管理課

住民投票実施請求 住民投票実施請求書 25市民文化局 協働・連携推進課

住民投票実施請求（本請求） 住民投票実施請求署名収集証明書 25市民文化局 協働・連携推進課

住民投票実施請求者署名収集 住民投票実施請求者署名簿 25市民文化局 協働・連携推進課

住民投票実施請求代表者証明書交付申請 住民投票実施請求代表者証明書交付申請書 25市民文化局 協働・連携推進課

住民投票署名簿委任 住民投票実施請求署名収集委任状 25市民文化局 協働・連携推進課

特定非営利活動法人の解散認定申請
解散認定申請書

25市民文化局 市民活動推進課

特定非営利活動法人の合併認証申請
合併認証申請書

25市民文化局 市民活動推進課

特定非営利活動法人の残余財産譲渡認証申請
残余財産譲渡認証申請書

25市民文化局 市民活動推進課

特定非営利活動法人の清算結了届出
清算結了届出書

25市民文化局 市民活動推進課

特定非営利活動法人の設立認証申請 特定非営利活動法人設立認証申請書 25市民文化局 市民活動推進課

特定非営利活動法人の設立認証申請の補正 補正書 25市民文化局 市民活動推進課

特定非営利活動法人の解散届出
解散届出書

25市民文化局 市民活動推進課

特定非営利活動法人の清算人就任届出
清算人就任届出書

25市民文化局 市民活動推進課

特定非営利活動法人の設立（合併）登記完了届出
設立（合併）登記完了届出書

25市民文化局 市民活動推進課

特定非営利活動法人の定款変更届出書 定款変更届出書 25市民文化局 市民活動推進課

特定非営利活動法人の定款変更認証申請 定款変更認証申請書 25市民文化局 市民活動推進課

特定非営利活動法人の役員の変更等届出 役員変更等届出書 25市民文化局 市民活動推進課

指定特定非営利活動法人の変更届出 変更届出書 25市民文化局 市民活動推進課

特定非営利活動法人の条例指定申出 指定特定非営利活動法人申出書 25市民文化局 市民活動推進課

特定非営利活動法人の特例認定申請
特定非営利活動法人特例認定申請書

25市民文化局 市民活動推進課

特定非営利活動法人の認定申請
特定非営利活動法人認定申請書

25市民文化局 市民活動推進課

認定（特例認定）特定非営利活動法人の合併認定申請
認定特定非営利活動法人等合併認定申請書

25市民文化局 市民活動推進課

認定（特例認定）特定非営利活動法人の取消 特定非営利活動法人認定（特例認定）取消申請書 25市民文化局 市民活動推進課
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所管課
手続名 様式名 備考

認定（特例認定）特定非営利活動法人の代表者変更届出
代表者変更届出書

25市民文化局 市民活動推進課

認定（特例認定）特定非営利活動法人の認定有効期間更新申
請

認定有効期間更新申請書
25市民文化局 市民活動推進課

消費者訴訟に要する費用の援助（申請） 川崎市消費者訴訟費用貸付資金借受申込書 28経済労働局
消費者行政センター(企
画係)

消費者訴訟に要する費用の援助（申請） 申込者及び被害の状況 28経済労働局
消費者行政センター(企
画係)

消費者訴訟に要する費用の援助（貸付資金の償還免除） 川崎市消費者訴訟費用貸付資金償還免除申請書 28経済労働局
消費者行政センター(企
画係)

かわさき新産業創造センター利用許可申請
・かわさき新産業創造センター利用期間延長申請

かわさき新産業創造センター新事業事務室等利用許可申請
書

28経済労働局 イノベーション推進部

競輪場内の施設を売店として使用する申請 川崎市競輪場内売店使用許可申請書 28経済労働局 公営事業部総務課

競輪場内の施設を売店として使用する申請 川崎市競輪場内売店使用料減額・免除申請書 28経済労働局 公営事業部総務課

競輪場内の施設を売店として使用する申請 川崎市競輪場内売店施設変更許可申請書 28経済労働局 公営事業部総務課

競輪場内の施設を売店として使用する申請 川崎市競輪場内売店休業届出書 28経済労働局 公営事業部総務課

競輪場内の施設を売店として使用する申請 川崎市競輪場内売店使用終了届出書 28経済労働局 公営事業部総務課

卸売業務の許可申請 卸売業務許可申請書 28経済労働局 北部市場業務課

卸売業務の許可外物品の取扱承認申請 許可外部類物品取扱承認申請書 28経済労働局 北部市場業務課

卸売業者の財務状況の定期報告 純資産額調書 28経済労働局 北部市場業務課

卸売業者の財務状況の随時報告 残高試算表 28経済労働局 北部市場業務課

卸売業者の事業の譲渡し及び譲受けの認可申請 卸売業者の事業の譲渡し及び譲受け認可申請書 28経済労働局 北部市場業務課

卸売業者の合併の認可申請 卸売業者の合併認可申請書 28経済労働局 北部市場業務課

卸売業者の分割の認可申請 卸売業者の分割認可申請書 28経済労働局 北部市場業務課

卸売業者名称変更等の届出 卸売業者名称変更等届出書 28経済労働局 北部市場業務課

せり人名簿の届出 せり人の名簿 28経済労働局 北部市場業務課

卸売の代行の承認申請 卸売の代行承認申請書 28経済労働局 北部市場業務課

仲卸業務の許可申請 仲卸業務許可申請書 28経済労働局 北部市場業務課

仲卸業者（関連事業者）の事業の譲渡し及び譲受けの認可申
請

仲卸業者（関連事業者）の営業の譲渡し及び譲受け認可申請
書

28経済労働局 北部市場業務課

仲卸業者（関連事業者）の合併認可申請書 仲卸業者（関連事業者）の合併認可申請書 28経済労働局 北部市場業務課

仲卸業者（関連事業者）の分割の認可申請 仲卸業者（関連事業者）の分割認可申請書 28経済労働局 北部市場業務課

仲卸業者（関連事業者）相続の認可申請 仲卸業者（関連事業者）相続認可申請書 28経済労働局 北部市場業務課

仲卸業者（関連事業者）名称変更等の届出 仲卸業者（関連事業者）の名称変更等の届出書 28経済労働局 北部市場業務課



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の規則・訓令・規程で定めている様式）

所管課
手続名 様式名 備考

仲卸業者（関連事業者）死亡（解散）の届出 仲卸業者（関連事業者）死亡（解散）届出書 28経済労働局 北部市場業務課

仲卸業者の営業報告（法人） 仲卸業者営業報告書（法人用） 28経済労働局 北部市場業務課

仲卸業者の営業報告（個人） 仲卸業者営業報告書（個人用） 28経済労働局 北部市場業務課

売買参加者の届出 売買参加者届出書 28経済労働局 北部市場業務課

売買参加者の届出記載事項変更等の届出 売買参加者記載事項変更等届出書 28経済労働局 北部市場業務課

関連事業者の業務許可の申請 関連事業者業務許可申請書 28経済労働局 北部市場業務課

卸売業者の受託契約約款の届出 受託契約約款（変更）届出書 28経済労働局 北部市場業務課

買受代金の支払猶予特約の届出 買受代金の支払猶予特約届出（変更届出）書 28経済労働局 北部市場業務課

販売後の受託物品の事故等確認請求と確認証明書の交付 販売後の受託物品確認証明請求書兼証明書 28経済労働局 北部市場業務課

施設使用の指定（許可）及び返還 市場施設使用許可申請書 28経済労働局 北部市場管理課

市場施設の用途変更の承認 市場施設用途変更承認申請書 28経済労働局 北部市場管理課

市場施設の原状変更の許可 市場施設原状変更等許可申請書 28経済労働局 北部市場管理課

施設使用料減免の決定
市場施設減免決定通知書
（※但し、使用施設指定の年次更新の際は指定書をもって通
知）

28経済労働局 北部市場管理課

卸売業務の許可申請 卸売業務許可申請書 28経済労働局 北部市場業務課

卸売業務の許可外物品の取扱承認申請 許可外部類物品取扱承認申請書 28経済労働局 北部市場業務課

卸売業者の事業の譲渡し及び譲受けの認可申請 卸売業者の事業の譲渡し及び譲受け認可申請書 28経済労働局 北部市場業務課

卸売業者の合併の認可申請 卸売業者の合併認可申請書 28経済労働局 北部市場業務課

卸売業者の分割の認可申請 卸売業者の分割認可申請書 28経済労働局 北部市場業務課

卸売業者名称変更等の届出 卸売業者名称変更等届出書 28経済労働局 北部市場業務課

せり人名簿の届出 せり人名簿 28経済労働局 北部市場業務課

卸売の代行の承認申請 卸売の代行承認申請書 28経済労働局 北部市場業務課

仲卸業務の許可申請 仲卸業務許可申請書 28経済労働局 北部市場業務課

仲卸業者（関連事業者）の事業の譲渡し及び譲受けの認可申
請

仲卸業者（関連事業者）の事業の譲渡し及び譲受け認可申請
書

28経済労働局 北部市場業務課

仲卸業者（関連事業者）の合併認可申請書 仲卸業者（関連事業者）の合併認可申請書 28経済労働局 北部市場業務課

仲卸業者（関連事業者）の分割の認可申請 仲卸業者（関連事業者）の分割認可申請書 28経済労働局 北部市場業務課

仲卸業者（関連事業者）相続の認可申請 仲卸業者（関連事業者）相続認可申請書 28経済労働局 北部市場業務課

仲卸業者（関連事業者）名称変更等の届出 仲卸業者（関連事業者）名称変更等届出書 28経済労働局 北部市場業務課
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押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の規則・訓令・規程で定めている様式）

所管課
手続名 様式名 備考

仲卸業者（関連事業者）死亡（解散）の届出 仲卸業者（関連事業者）死亡（解散）届出書 28経済労働局 北部市場業務課

仲卸業者（関連事業者）の営業実績の報告 仲卸業者（関連事業者）営業報告書 28経済労働局 北部市場業務課

売買参加者の届出 売買参加者届出書 28経済労働局 北部市場業務課

売買参加者の届出記載事項変更等の届出 売買参加者記載事項変更等届出書 28経済労働局 北部市場業務課

関連事業者の業務許可の申請 関連事業者業務許可申請書 28経済労働局 北部市場業務課

卸売業者の受託契約約款の届出 受託契約約款（変更）届出書 28経済労働局 北部市場業務課

販売後の受託物品の事故等確認請求と確認証明書の交付 販売後の受託物品確認証明請求書兼証明書 28経済労働局 北部市場業務課

事業活動地球温暖化対策計画書の提出 事業活動地球温暖化対策計画書 30環境局 脱炭素戦略推進室

事業活動地球温暖化対策計画書変更等届出書の提出 事業活動地球温暖化対策計画書変更等届出書 30環境局 脱炭素戦略推進室

事業活動地球温暖化対策結果報告書の提出 事業活動地球温暖化対策結果報告書 30環境局 脱炭素戦略推進室

開発事業完了届出書の提出 開発事業完了届出書 30環境局 脱炭素戦略推進室

開発事業中止届出書の提出 開発事業中止届出書 30環境局 脱炭素戦略推進室

開発事業地球温暖化対策計画書の提出 開発事業地球温暖化対策計画書 30環境局 脱炭素戦略推進室

開発事業地球温暖化対策計画書変更届出書の提出 開発事業地球温暖化対策計画書変更届出書 30環境局 脱炭素戦略推進室

市条例に基づく申請・届出 指定事業所設置許可申請書 30環境局 環境対策推進課

市条例に基づく申請・届出 指定事業所事業開始届出書 30環境局 環境対策推進課

市条例に基づく申請・届出 指定事業所に係る変更許可申請書 30環境局 環境対策推進課

市条例に基づく申請・届出 指定事業所に係る変更完了届出書 30環境局 環境対策推進課

市条例に基づく申請・届出 指定事業所に係る変更計画中止届 30環境局 環境対策推進課

市条例に基づく申請・届出 指定事業所に係る変更計画届出書 30環境局 環境対策推進課

市条例に基づく申請・届出 指定事業所に係る変更届出書 30環境局 環境対策推進課

市条例に基づく申請・届出 指定事業所に係る地位承継届出書 30環境局 環境対策推進課

市条例に基づく申請・届出 指定事業所廃止等届出書 30環境局 環境対策推進課

市条例に基づく申請・届出 指定事業所現況届出書 30環境局 環境対策推進課

市条例に基づく申請・届出 指定事業所に係る環境配慮書 30環境局 環境対策推進課

市条例に基づく申請・届出 環境行動事業所認定申請書 30環境局 環境対策推進課

市条例に基づく申請・届出 環境行動事業所に係る変更届出書 30環境局 環境対策推進課
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所管課
手続名 様式名 備考

市条例に基づく申請・届出 事故時応急措置等完了報告書 30環境局 環境対策推進課

市条例に基づく申請・届出 不飽和ポリエステル樹脂塗布作業開始届出書 30環境局 環境対策推進課

市条例に基づく申請・届出 不飽和ポリエステル樹脂塗布作業に係る変更届出書 30環境局 環境対策推進課

市条例に基づく申請・届出 不飽和ポリエステル樹脂塗布作業に係る中止届出書 30環境局 環境対策推進課

アスベスト 石綿排出等作業実施届出書 30環境局 環境対策推進課

アスベスト 石綿濃度測定計画届出書 30環境局 環境対策推進課

アスベスト 石綿濃度測定結果報告書 30環境局 環境対策推進課

アスベスト 作業完了報告書 30環境局 環境対策推進課

市条例に基づく申請・届出 環境負荷低減行動計画書 30環境局 環境対策推進課

大型小売店の夜間小売業開始 大型小売店における夜間小売業開始届出書 30環境局 環境保全課

大型小売店の夜間小売業の変更計画 大型小売店における夜間小売業に係る変更計画届出書 30環境局 環境保全課

大型小売店の夜間小売業の変更 大型小売店における夜間小売業に係る変更届出書 30環境局 環境保全課

大型小売店の夜間小売業の廃止等 大型小売店における夜間小売業に係る廃止等届出書 30環境局 環境保全課

大型小売店の夜間小売業の地位継承 大型小売店における夜間小売業に係る地位承継届出書 30環境局 環境保全課

貨物等の運搬に係る環境配慮行動項目要請状況報告 貨物等の運搬に係る環境配慮行動項目要請状況報告書 30環境局 地域環境共創課

市条例に基づく申請・届出 開発行為等に関する工事調書 30環境局 環境保全課

資料等調査結果報告 資料等調査結果報告書 30環境局 環境保全課

詳細調査結果報告 土壌調査等(詳細調査)結果報告書 30環境局 環境保全課

搬出土壌調査結果報告 土壌調査等(搬出土壌調査)結果報告書 30環境局 環境保全課

汚染土壌処理対策実施計画の報告 汚染土壌等処理対策実施計画書 30環境局 環境保全課

汚染土壌等管理実施計画の報告 汚染土壌等管理実施計画書 30環境局 環境保全課

汚染土壌等処理対策実施結果の報告 汚染土壌等処理対策実施報告書 30環境局 環境保全課

市条例に基づく申請・届出 地下水揚水許可申請書 30環境局 環境保全課

市条例に基づく申請・届出 許可揚水者の揚水開始届出書 30環境局 環境保全課

市条例に基づく申請・届出 地下水揚水変更許可申請書 30環境局 環境保全課

市条例に基づく申請・届出 許可揚水者の変更完了届出書 30環境局 環境保全課

市条例に基づく申請・届出 許可揚水者の変更中止届出書 30環境局 環境保全課
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市条例に基づく申請・届出 許可揚水者の変更届出書 30環境局 環境保全課

市条例に基づく申請・届出 許可揚水者から届出揚水者への変更届出書 30環境局 環境保全課

市条例に基づく申請・届出 地下水揚水に係る地位承継届出書 30環境局 環境保全課

市条例に基づく申請・届出 地下水取りやめ届出書 30環境局 環境保全課

市条例に基づく申請・届出 地下水揚水届出書 30環境局 環境保全課

市条例に基づく申請・届出 届出揚水者の変更届出書 30環境局 環境保全課

市条例に基づく申請・届出 揚水した地下水の量等測定報告書 30環境局 環境保全課

環境配慮計画策定者変更の届出 環境配慮計画策定者変更届 30環境局 環境評価課

環境配慮計画書の説明会の開催結果報告の届出 環境配慮計画書の説明会の開催結果報告書届 30環境局 環境評価課

環境配慮計画書の説明会の開催の届出 環境配慮計画書の説明会の開催届 30環境局 環境評価課

事業計画廃止の届出 事業計画廃止届 30環境局 環境評価課

事後調査実施代行の申出 事後調査実施代行申出書 30環境局 環境評価課

自主的環境影響評価実施の申出 自主的環境影響評価実施申出書 30環境局 環境評価課

指定開発行為・条例方法書等・事後調査実施計画変更の届出 指定開発行為・条例方法書等・事後調査実施計画変更届 30環境局 環境評価課

指定開発行為完了の届出 指定開発行為完了届 30環境局 環境評価課

指定開発行為実施の届出 指定開発行為実施届 30環境局 環境評価課

指定開発行為者変更の届出 指定開発行為者変更届 30環境局 環境評価課

指定開発行為着手の届出 指定開発行為着手届 30環境局 環境評価課

指定開発行為の併合の届出 指定開発行為の併合届 30環境局 環境評価課

指定開発行為廃止の届出 指定開発行為廃止届 30環境局 環境評価課

条例準備書の説明会の開催結果報告の届出 条例準備書の説明会の開催結果報告書 30環境局 環境評価課

条例準備書の説明会の開催の届出 条例準備書の説明会の開催届 30環境局 環境評価課

条例方法書周知の届出 条例方法書周知届 30環境局 環境評価課

法対象事業・法対象条例方法書等・法対象事後調査実施計画
変更の届出

法対象事業・法対象条例方法書等・法対象事後調査実施計
画変更届

30環境局 環境評価課

法対象事業完了の届出 法対象事業完了届 30環境局 環境評価課

法対象事業実施の届出 法対象事業実施届 30環境局 環境評価課

法対象事業者変更の届出 法対象事業者変更届 30環境局 環境評価課
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法対象事業着手の届出 法対象事業着手届 30環境局 環境評価課

法対象事後調査実施代行の申出 法対象事後調査実施代行申出書 30環境局 環境評価課

法対象条例準備書の説明会の開催の届出 法対象条例準備書の説明会の開催届 30環境局 環境評価課

法対象条例準備書の説明会の開催結果報告の届出 法対象条例準備書の説明会の開催結果報告書 30環境局 環境評価課

法対象条例方法書の説明会の開催結果報告の届出 法対象条例方法書の説明会の開催結果報告書 30環境局 環境評価課

法対象条例方法書の説明会の開催の届出 法対象条例方法書の説明会の開催届 30環境局 環境評価課

事業系一般廃棄物減量等計画書（事業系一般廃棄物準多量
排出事業者用）

事業系一般廃棄物減量等計画書（事業系一般廃棄物準多量
排出事業者用）

30環境局 減量推進課

事業系一般廃棄物減量等計画書（事業系一般廃棄物多量排
出事業者用）

事業系一般廃棄物減量等計画書（事業系一般廃棄物多量排
出事業者用）

30環境局 減量推進課

廃棄物管理票 廃棄物管理票(A) 30環境局 減量推進課

廃棄物管理票 廃棄物管理票(B) 30環境局 減量推進課

廃棄物管理票 廃棄物管理票 30環境局 減量推進課

廃棄物管理票 廃棄物管理票(D) 30環境局 減量推進課

一般廃棄物保管施設設置等事前評価・協議書の提出 一般廃棄物保管施設設置等事前評価・協議書 30環境局 収集計画課

一般廃棄物保管施設設置等に係る協議 一般廃棄物保管施設設置等協議書 30環境局 収集計画課

浄化槽設置資金の助成 し尿浄化槽設置資金助成交付申請書 30環境局 収集計画課

浄化槽等の清掃の申込み 浄化槽等清掃申込書 30環境局 収集計画課

浄化槽保守点検業者の登録 浄化槽保守点検業者登録申請書 30環境局 収集計画課

浄化槽保守点検業者の登録事項の変更 浄化槽保守点検業者登録事項変更届 30環境局 収集計画課

浄化槽保守点検業廃業等の届出 浄化槽保守点検業廃業等届 30環境局 収集計画課

粗大ごみ収集申し込み（手数料の免除申請） 一般廃棄物処理手数料等減免申請書 30環境局 収集計画課

解体業廃業等届出 解体業廃業等届出書 30環境局 廃棄物指導課

許可証等再交付申請 許可証等再交付申請書 30環境局 廃棄物指導課

破砕業廃業等届出 破砕業廃業等届出書 30環境局 廃棄物指導課

引取業廃業等届出 引取業廃業等届出書 30環境局 廃棄物指導課

フロン類回収業廃業等届出 フロン類回収業廃業等届出書 30環境局 廃棄物指導課

一般廃棄物処理業許可申請 一般廃棄物収集運搬業許可申請書 30環境局 廃棄物指導課

一般廃棄物処理業許可申請 一般廃棄物処分業許可申請書 30環境局 廃棄物指導課
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一般廃棄物処理業廃止/変更届 一般廃棄物処理業廃止/変更届書 30環境局 廃棄物指導課

一般廃棄物処理業変更許可申請 一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書 30環境局 廃棄物指導課

一般廃棄物処理業者の欠格要件に係る届出 一般廃棄物処理業者の欠格要件に係る届出書 30環境局 廃棄物指導課

産業廃棄物処理業者の欠格要件に係る届出 産業廃棄物処理業者の欠格要件に係る届出書 30環境局 廃棄物指導課

一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書 一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書 30環境局 廃棄物指導課

一般廃棄物処理施設設置法人合併・分割認可申請書 一般廃棄物処理施設設置法人合併・分割認可申請書 30環境局 廃棄物指導課

一般廃棄物処理施設相続届出書 一般廃棄物処理施設相続届出書 30環境局 廃棄物指導課

一般廃棄物処理施設熱回収施設休廃止等届出書 一般廃棄物処理施設熱回収施設休廃止等届出書 30環境局 廃棄物指導課

一般廃棄物処理施設熱回収施設設置者認定申請書 一般廃棄物処理施設熱回収施設設置者認定申請書 30環境局 廃棄物指導課

一般廃棄物処理施設熱回収報告書 一般廃棄物処理施設熱回収報告書 30環境局 廃棄物指導課

一般廃棄物処理施設の設置者の欠格要件に係る届出書 一般廃棄物処理施設の設置者の欠格要件に係る届出書 30環境局 廃棄物指導課

産業廃棄物処理施設の設置者の欠格要件に係る届出書 産業廃棄物処理施設の設置者の欠格要件に係る届出書 30環境局 廃棄物指導課

廃棄物再生利用指定業者事業範囲変更指定申請書 廃棄物再生利用指定業者事業範囲変更指定申請書 30環境局 廃棄物指導課

廃棄物再生利用指定業者指定申請書 廃棄物再生利用指定業者指定申請書 30環境局 廃棄物指導課

廃棄物処理施設熱回収施設設置者認定証再交付申請書 廃棄物処理施設熱回収施設設置者認定証再交付申請書 30環境局 廃棄物指導課

一般廃棄物処理施設使用前検査申請書 一般廃棄物処理施設使用前検査申請書 30環境局 廃棄物指導課

一般廃棄物処理施設設置許可申請書 一般廃棄物処理施設設置許可申請書 30環境局 廃棄物指導課

一般廃棄物処理施設定期検査申請書 一般廃棄物処理施設定期検査申請書 30環境局 廃棄物指導課

一般廃棄物処理施設変更許可申請書 一般廃棄物処理施設変更許可申請書 30環境局 廃棄物指導課

一般廃棄物処理施設譲受け・借受け許可申請書 一般廃棄物処理施設譲受け・借受け許可申請書 30環境局 廃棄物指導課

受託者調査書縦覧実施届出書 受託者調査書縦覧実施届出書 30環境局 廃棄物指導課

一時多量ごみ搬入申請受付 一時多量ごみ搬入申請書 30環境局 処理計画課

事業系一般廃棄物搬入申請受付 事業系一般廃棄物搬入申請書 30環境局 処理計画課

事業系一般廃棄物搬入申請受付 事業系一般廃棄物臨時搬入申請書 30環境局 処理計画課

事業系一般廃棄物搬入変更申請受付 事業系一般廃棄物搬入変更申請書 30環境局 処理計画課

処理手数料等減免申請受付 一般廃棄物処理手数料等減免申請書 30環境局 処理計画課

処理手数料等減免申請受付 産業廃棄物処理費用減免申請書 30環境局 処理計画課
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借入れの申込み 川崎市生活資金借入申込書 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

川崎市生活資金償還（変更、減免）申請 川崎市生活資金償還（変更、減免）申請書 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

生活保護法指定医療機関指定・指定更新申請 生活保護法指定医療機関指定・指定更新申請書 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

生活保護法指定介護機関の指定申請 生活保護法指定介護機関の指定申請書 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

生活保護法における出産扶助 助産券 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

生活保護法指定医療機関等休止（廃止）届出 生活保護法指定医療機関等休止（廃止）届書 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

生活保護法指定医療機関等再開届出 生活保護法指定医療機関等再開届書 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

生活保護法指定医療機関等辞退届出 生活保護法指定医療機関等辞退届書 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

生活保護法指定医療機関等処分届出 生活保護法指定医療機関等処分届書 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

生活保護法指定医療機関等変更届出 生活保護法指定医療機関等変更届書 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

生活保護法指定助産機関・施術機関指定申請 生活保護法指定助産機関・施術機関指定申請書 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

改善命令を受けた保護施設の措置報告 措置結果報告書 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

認可を受けた保護施設の事業開始 保護施設事業開始届 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

保護施設事務費の精算 保護施設事務費精算書 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

保護施設利用者の保護の状況変動届 入所者状況変動届 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実に
ついての審査又はその申請に対する応答

就労自立給付金支給申請書 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実に
ついての審査又はその申請に対する応答

進学準備給付金支給申請書 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

生活保護の実施 家賃地代等証明書 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

生活保護の実施 生活保護開始申請書 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

生活保護の実施 生活保護変更申請書 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

生活保護の実施 葬祭扶助申請書 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

生活保護の実施 収入無収入申告書 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

生活保護の実施 資産申告書 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

生活保護の実施 同意書 40健康福祉局 生活保護・自立支援室 署名は必要

生活保護の実施 給与証明書 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

生活保護の実施 住宅補修計画書 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

生活保護の実施 扶養照会書（別紙） 40健康福祉局 生活保護・自立支援室
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徴収金の徴収
徴収金納入申出書（法第77条の２第１項の規定に基づく徴収
金用）

40健康福祉局 生活保護・自立支援室

徴収金の徴収
徴収金納入申出書（法第78条第１項の規定に基づく徴収金
用）

40健康福祉局 生活保護・自立支援室

保護施設の休止又は廃止 保護施設廃止（休止）認可申請書 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

保護施設の認可事項の変更 保護施設変更申請書 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

医療扶助における施術 施術券及び施術報酬請求書明細書（柔道整復） 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

医療扶助における施術 施術券及び施術報酬請求書明細書（あん摩・マッサージ） 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

医療扶助における施術 施術券及び施術報酬請求書明細書（はり・きゅう） 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

医療要否意見書 医療要否意見書 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

給付要否意見書 給付要否意見書（所要経費概算見積書） 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

給付要否意見書 給付要否意見書（柔道整復） 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

給付要否意見書 給付要否意見書（あん摩・マッサージ、はり・きゅう） 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

初検料請求書 初検料請求書 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

診察料、検査料請求書 診察料、検査料請求書 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

精神疾患入院要否意見書 精神疾患入院要否意見書 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

治療材料券 治療材料券 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

訪問看護要否意見書 訪問看護要否意見書 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

保護変更申請書（傷病届） 保護変更申請書（傷病届） 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

福祉の措置 措置開始申出書 40健康福祉局 高齢者事業推進課

介護サービス事業者の新規指定申請 介護サービス事業者指定（許可）申請書等 40健康福祉局 高齢者事業推進課

介護サービス事業者の指定更新申請 介護サービス事業者指定（許可）更新申請書等 40健康福祉局 高齢者事業推進課

医療みなし指定の不要申請 指定を不要とする旨の届出書 40健康福祉局 高齢者事業推進課

介護サービス事業者の変更届 介護サービス事業者変更届出書等 40健康福祉局 高齢者事業推進課

介護サービス事業者の廃止・休止・再開届 廃止（休止・再開）届出書 40健康福祉局 高齢者事業推進課

介護サービス事業者の指定辞退 介護サービス事業者の指定辞退 40健康福祉局 高齢者事業推進課

介護老人保健施設・介護医療院の開設許可事項の変更 開設許可事項変更許可申請書 40健康福祉局 高齢者事業推進課

介護老人保健施設・介護医療院の管理者の申請 管理者承認申請書 40健康福祉局 高齢者事業推進課

介護老人保健施設・介護医療院の広告事項の許可 広告事項許可申請書 40健康福祉局 高齢者事業推進課
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所管課
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介護医療院のエックス線装置の設置 介護医療院エックス線装置設置届出書 40健康福祉局 高齢者事業推進課

介護医療院のエックス線装置の設置届出事項の変更 介護医療院エックス線装置設置届出事項変更届出書 40健康福祉局 高齢者事業推進課

介護医療院のエックス線装置の廃止 介護医療院エックス線装置廃止届出書 40健康福祉局 高齢者事業推進課

介護療養型医療施設指定事項変更 指定介護療養型医療施設指定変更申請書 40健康福祉局 高齢者事業推進課

有料老人ホーム設置届 有料老人ホーム設置届 40健康福祉局 高齢者事業推進課

老人居宅生活支援事業開始 老人居宅生活支援事業開始届 40健康福祉局 高齢者事業推進課

老人居宅生活支援事業変更 老人居宅生活支援事業変更届 40健康福祉局 高齢者事業推進課

老人居宅生活支援事業廃止（休止） 老人居宅生活支援事業廃止（休止）届 40健康福祉局 高齢者事業推進課

老人デイサービスセンター等設置 老人デイサービスセンター等設置届 40健康福祉局 高齢者事業推進課

老人デイサービスセンター等事業変更 老人デイサービスセンター等事業変更届 40健康福祉局 高齢者事業推進課

老人デイサービスセンター等廃止（休止） 老人デイサービスセンター等廃止（休止）届 40健康福祉局 高齢者事業推進課

老人ホーム設置認可申請 老人ホーム設置認可申請書 40健康福祉局 高齢者事業推進課

老人ホーム事業開始 老人ホーム事業開始届 40健康福祉局 高齢者事業推進課

老人ホーム事業変更 老人ホーム事業変更届 40健康福祉局 高齢者事業推進課

老人ホーム（廃止・休止・入所定員減少・入所定員増加）認可
申請

老人ホーム（廃止・休止・入所定員減少・入所定員増加）認可
申請書

40健康福祉局 高齢者事業推進課

有料老人ホーム事業変更 有料老人ホーム事業変更届 40健康福祉局 高齢者事業推進課

有料老人ホーム廃止（休止） 有料老人ホーム廃止（休止）届 40健康福祉局 高齢者事業推進課

施術所開設届 施術所開設届 40健康福祉局 医事・薬事担当

施術所休止（廃止・再開）届 施術所休止（廃止・再開）届 40健康福祉局 医事・薬事担当

施術所届出事項変更届 施術所届出事項変更届 40健康福祉局 医事・薬事担当

医療法人（吸収・新設）合併認可申請 医療法人（吸収・新設）合併認可申請書 40健康福祉局 医事・薬事担当

医療法人（吸収・新設）分割認可申請 医療法人（吸収・新設）分割認可申請書 40健康福祉局 医事・薬事担当

医療法人解散届 医療法人解散届 40健康福祉局 医事・薬事担当

医療法人解散認可申請 医療法人解散認可申請書 40健康福祉局 医事・薬事担当

医療法人決算届 医療法人決算届 40健康福祉局 医事・薬事担当

医療法人決算届 医療法人決算届 40健康福祉局 医事・薬事担当

医療法人設立認可申請 医療法人設立認可申請書 40健康福祉局 医事・薬事担当
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医療法人登記事項届 医療法人登記事項届 40健康福祉局 医事・薬事担当

医療法人役員変更届 医療法人役員変更届 40健康福祉局 医事・薬事担当

管理者特例認可申請 管理者特例認可申請書 40健康福祉局 医事・薬事担当

残余財産処分（帰属）認可申請 残余財産処分（帰属）認可申請書 40健康福祉局 医事・薬事担当

定款（寄付行為）変更届 定款（寄付行為）変更届 40健康福祉局 医事・薬事担当

定款（寄付行為）変更認可申請 定款（寄付行為）変更許可申請書 40健康福祉局 医事・薬事担当

理事数特例許可申請 理事数特例許可申請書 40健康福祉局 医事・薬事担当

理事長選出特例認可申請 理事長選出特例認可申請書 40健康福祉局 医事・薬事担当

２以上の病院（診療所、助産所）の管理許可申請 ２以上の病院（診療所、助産所）の管理許可申請書 40健康福祉局 医事・薬事担当

医師宿直免除許可申請 医師宿直免除許可申請書 40健康福祉局 医事・薬事担当

開設者自身による管理免除許可申請 開設者自身による管理免除許可申請書 40健康福祉局 医事・薬事担当

構造設備使用許可申請 構造設備使用許可申請書 40健康福祉局 医事・薬事担当

助産所開設許可申請 助産所開設許可申請書 40健康福祉局 医事・薬事担当

診療所開設許可申請 診療所開設許可申請書 40健康福祉局 医事・薬事担当

診療所病床設置許可事項変更許可申請 診療所病床設置許可事項変更許可申請書 40健康福祉局 医事・薬事担当

診療所病床設置許可申請 診療所病床設置許可申請書 40健康福祉局 医事・薬事担当

診療所病床設置届 診療所病床設置届 40健康福祉局 医事・薬事担当

診療所病床届出事項変更届 診療所病床届出事項変更届 40健康福祉局 医事・薬事担当

専属薬剤師設置免除許可申請 専属薬剤師設置免除許可申請書 40健康福祉局 医事・薬事担当

地域医療支援病院業務報告書 地域医療支援病院業務報告書 40健康福祉局 医事・薬事担当

地域医療支援病院名称承認申請 地域医療支援病院名称承認申請書 40健康福祉局 医事・薬事担当

病院（診療所、助産所）開設許可（届出）事項変更届 病院（診療所、助産所）開設許可（届出）事項変更届 40健康福祉局 医事・薬事担当

病院（診療所、助産所)開設許可事項変更許可申請 病院（診療所、助産所)開設許可事項変更許可申請書 40健康福祉局 医事・薬事担当

病院（診療所、助産所）開設者死亡（失そう）届 病院（診療所、助産所）開設者死亡（失そう）届 40健康福祉局 医事・薬事担当

病院（診療所、助産所)開設届 病院（診療所、助産所)開設届 40健康福祉局 医事・薬事担当

病院（診療所、助産所）休止（再開、廃止）届 病院（診療所、助産所）休止（再開、廃止）届 40健康福祉局 医事・薬事担当

病院開設許可申請 病院開設許可申請書 40健康福祉局 医事・薬事担当
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薬局の管理者（薬局製造販売医薬品製造管理者・店舗管理
者・医薬品営業所管理者・高度管理医療機器等営業所管理
者・再生医療等製品営業所管理者）の管理業務の廃止の届出

管理業務廃止届 40健康福祉局 医事・薬事担当

薬局の管理者（薬局製造販売医薬品製造管理者・店舗管理
者・医薬品営業所管理者・高度管理医療機器等営業所管理
者・再生医療等製品営業所管理者）兼務許可の申請

薬局の管理者（薬局製造販売医薬品製造管理者・店舗管理
者・医薬品営業所管理者・高度管理医療機器等営業所管理
者・再生医療等製品営業所管理者）兼務許可申請書

40健康福祉局 医事・薬事担当

薬局の管理者（薬局製造販売医薬品製造管理者・店舗管理
者・医薬品営業所管理者・高度管理医療機器等営業所管理
者・再生医療等製品営業所管理者）管理業務の廃止

薬局の管理者（薬局製造販売医薬品製造管理者・店舗管理
者・医薬品営業所管理者・高度管理医療機器等営業所管理
者・再生医療等製品営業所管理者）兼務廃止届

40健康福祉局 医事・薬事担当

歯科技工所開設届 歯科技工所開設届 40健康福祉局 医事・薬事担当

歯科技工所休止（廃止・再開）届 歯科技工所休止（廃止・再開）届 40健康福祉局 医事・薬事担当

歯科技工所等広告事項許可申請 歯科技工所等広告事項許可申請書 40健康福祉局 医事・薬事担当

歯科技工所届出事項変更届 歯科技工所届出事項変更届 40健康福祉局 医事・薬事担当

特定毒物使用者業務の廃止 特定毒物使用者業務廃止届 40健康福祉局 医事・薬事担当

特定毒物使用者指定証の書換交付 特定毒物使用者指定証書換交付申請書 40健康福祉局 医事・薬事担当

特定毒物使用者指定証の再交付 特定毒物使用者指定証再交付申請書 40健康福祉局 医事・薬事担当

特定毒物使用者指定申請事項の変更の届出 特定毒物使用者指定事項変更届 40健康福祉局 医事・薬事担当

特定毒物使用者の指定の申請 特定毒物使用者指定申請書 40健康福祉局 医事・薬事担当

特定毒物使用者の指定の申請
（農業者の組織する団体用）

特定毒物使用者指定申請書
（農業者の組織する団体用）

40健康福祉局 医事・薬事担当

薬局製造販売医薬品の承認整理 承認整理届書 40健康福祉局 医事・薬事担当

死体解剖の場所の許可申請 死体解剖の場所の許可申請書 40健康福祉局 医事・薬事担当

死体解剖許可申請 死体解剖許可申請書 40健康福祉局 医事・薬事担当

死体保存許可申請 死体保存許可申請書 40健康福祉局 医事・薬事担当

施術所開設届 施術所開設届 40健康福祉局 医事・薬事担当

施術所休止（廃止・再開）届 施術所休止（廃止・再開）届 40健康福祉局 医事・薬事担当

施術所届出事項変更届 施術所届出事項変更届 40健康福祉局 医事・薬事担当

検体検査用放射性同位元素設置届 検体検査用放射性同位元素設置届 40健康福祉局 医事・薬事担当

所得の申立て 国民健康保険所得（無所得）申立書 40健康福祉局 医療保険課

遺族補償金の請求 遺族補償金請求書 40健康福祉局 環境保健担当

医療手当の請求 医療手当請求書 40健康福祉局 環境保健担当

療養補償金の請求 療養補償金請求書 40健康福祉局 環境保健担当

医療費助成更新申請 成人ぜん息患者医療費助成主治医診断報告書（更新） 40健康福祉局 環境保健担当
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医療費助成認定申請 成人ぜん息患者医療費助成主治医診断報告書（新規） 40健康福祉局 環境保健担当

医療費助成認定申請 誓約書 40健康福祉局 環境保健担当

成人ぜん息患者医療費助成申請 保険医療患者負担点数証明書 40健康福祉局 環境保健担当

奨学金貸付申請 奨学金貸付申請書 40健康福祉局
看護短期大学総務学
生課

奨学金償還猶予（免除）申請 奨学金償還猶予（免除）申請書 40健康福祉局
看護短期大学総務学
生課

奨学生異動手続き 異動届書 40健康福祉局
看護短期大学総務学
生課

奨学生辞退手続き 奨学生辞退届 40健康福祉局
看護短期大学総務学
生課

奨学生状況報告手続き 奨学生状況報告書 40健康福祉局
看護短期大学総務学
生課

支給認定（新規・変更）申請
自立支援医療費（精神通院医療）支給認定（新規・変更）申請
書

40健康福祉局 国民年金・福祉医療課

支給認定申請
自立支援医療費（更生医療）支給認定（新規・再認定・変更）
申請書

40健康福祉局 国民年金・福祉医療課

指定自立支援医療機関（休止・廃止・再開）届出 指定自立支援医療機関（休止・廃止・再開）届出書 40健康福祉局 国民年金・福祉医療課

指定自立支援医療機関の（休止・廃止・再開）届出 指定自立支援医療機関（休止・廃止・再開）届出書 40健康福祉局 国民年金・福祉医療課

指定自立支援医療機関の変更届出（育成医療・更生医療） 指定自立支援医療機関（育成医療・更生医療）変更届出書 40健康福祉局 国民年金・福祉医療課

指定自立支援医療機関の変更届出（精神通院医療） 指定自立支援医療機関（精神通院医療）変更届出書 40健康福祉局 国民年金・福祉医療課

指定自立支援医療機関の新規申請（育成医療・更生医療） 指定自立支援医療機関（育成医療・更生医療）指定申請書 40健康福祉局 国民年金・福祉医療課

指定自立支援医療機関の新規申請（精神通院医療） 指定自立支援医療機関（精神通院医療）指定申請書 40健康福祉局 国民年金・福祉医療課

医療証交付申請 重度障害者医療医療証交付申請書（第1号様式(1)） 40健康福祉局 国民年金・福祉医療課

国民健康保険料徴収猶予申請 国民健康保険料徴収猶予申請書 40健康福祉局 収納管理課

心身障害者扶養共済制度掛金の減免 川崎市心身障害者扶養共済制度掛金減免申請書 40健康福祉局
障害者社会参加・就労
支援課

心身障害者扶養共済制度掛金の減免理由消滅届 川崎市心身障害者扶養共済制度掛金減免理由消滅届 40健康福祉局
障害者社会参加・就労
支援課

心身障害者扶養共済制度加入者の変更申請 川崎市心身障害者扶養共済制度変更届 40健康福祉局
障害者社会参加・就労
支援課

心身障害者扶養共済制度加入等の申込み 川崎市心身障害者扶養共済制度加入等申込書 40健康福祉局
障害者社会参加・就労
支援課

心身障害者扶養共済制度年金受給者の現況届 川崎市心身障害者扶養共済制度年金受給者現況届 40健康福祉局
障害者社会参加・就労
支援課

心身障害者扶養共済制度受給権者死亡届 川崎市心身障害者扶養共済制度年金受給権者死亡届 40健康福祉局
障害者社会参加・就労
支援課

心身障害者扶養共済制度の脱退 川崎市心身障害者扶養共済制度脱退等届 40健康福祉局
障害者社会参加・就労
支援課

心身障害者扶養共済制度脱退一時金給付保険金の請求 川崎市心身障害者扶養共済制度脱退一時金支給申請書 40健康福祉局
障害者社会参加・就労
支援課

心身障害者扶養共済制度弔慰金給付保険金の請求 川崎市心身障害者扶養共済制度弔慰金支給申請書 40健康福祉局
障害者社会参加・就労
支援課
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心身障害者扶養共済年金給付保険金の請求 川崎市心身障害者扶養共済制度年金支給申請書 40健康福祉局
障害者社会参加・就労
支援課

心身障害者扶養共済年金支給停止事由発生（消滅）届
川崎市心身障害者扶養共済制度年金受給権者年金支給停
止事由発生（消滅）届

40健康福祉局
障害者社会参加・就労
支援課

心身障害者扶養共済年金受給権者死亡届 川崎市心身障害者扶養共済制度年金受給権者死亡届 40健康福祉局
障害者社会参加・就労
支援課

心身障害者扶養共済加入証書・口数追加証書・年金証書再交
付申請

川崎市心身障害者扶養共済制度加入証書・口数追加証書・
年金証書再交付申請書

40健康福祉局
障害者社会参加・就労
支援課

心身障害者扶養共済年金管理者指定届の提出等 川崎市心身障害者扶養共済制度年金管理者指定届 40健康福祉局
障害者社会参加・就労
支援課

心身障害者扶養共済年金管理者指定届の提出等 川崎市心身障害者扶養共済制度年金管理者変更届 40健康福祉局
障害者社会参加・就労
支援課

事業の許可申請 食鳥処理事業許可申請書 40健康福祉局 食品安全課

温泉利用の承継承認の申請 温泉利用相続同意書 40健康福祉局 生活衛生担当

標識の設置 標識設置届 40健康福祉局 生活衛生担当

墓地（火葬場）新設（変更・廃止）届 墓地（火葬場）新設（変更・廃止）届 40健康福祉局 生活衛生担当

墓地（火葬場）新設（変更・廃止）の届け出 墓地（火葬場）新設（変更・廃止）届（旧細則） 40健康福祉局 生活衛生担当

墓地等管理者設置（変更）届 墓地等管理者設置（変更）届 40健康福祉局 生活衛生担当

墓地等管理者設置（変更）届（旧細則） 墓地等管理者設置（変更）届 40健康福祉局 生活衛生担当

墓地等許可申請書記載事項変更届 墓地等許可申請書記載事項変更届 40健康福祉局 生活衛生担当

墓地等許可申請書記載事項変更届（旧細則） 墓地等許可申請書記載事項変更届 40健康福祉局 生活衛生担当

墓地等経営（変更）計画の協議書 墓地等経営（変更）計画協議書 40健康福祉局 生活衛生担当

墓地等経営許可の申請 墓地等経営許可申請書 40健康福祉局 生活衛生担当

墓地等工事完了届（旧細則） 墓地等工事完了届 40健康福祉局 生活衛生担当

墓地等工事完了の届出 墓地等工事完了届 40健康福祉局 生活衛生担当

墓地等工事着手の届出 墓地等工事着手届 40健康福祉局 生活衛生担当

墓地等の工事完了の届出 墓地等工事完了届 40健康福祉局 生活衛生担当

墓地等変更（廃止）許可申請 墓地等変更（廃止）許可申請書 40健康福祉局 生活衛生担当

墓地等変更（廃止）許可申請書（旧細則） 墓地等変更（廃止）許可申請書 40健康福祉局 生活衛生担当

墓地等変更（廃止）許可の申請 墓地等変更（廃止）許可申請書 40健康福祉局 生活衛生担当

墓地等変更届 墓地等変更届 40健康福祉局 生活衛生担当

旅館業の営業許可の承継承認の申請 旅館業営業者相続同意書 40健康福祉局 生活衛生担当

化製場等の設置許可の申請 化製場等設置許可申請書 40健康福祉局 生活衛生担当
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動物の飼養又は収容の許可の申請 動物飼養（収容）許可申請書 40健康福祉局 生活衛生担当

動物の飼養又は収容の許可の申請 動物飼養（収容）許可申請書 40健康福祉局 生活衛生担当

特定建築物の届出 特定建築物使用開始（該当）届 40健康福祉局 生活衛生担当

犬の鑑札再交付申請 犬の鑑札再交付申請書 40健康福祉局 生活衛生担当

犬の登録申請 犬の登録申請書 40健康福祉局 生活衛生担当

損害補償申請 損害補償申請書 40健康福祉局 生活衛生担当

注射済票再交付申請 注射済票再交付申請書 40健康福祉局 生活衛生担当

簡易専用水道検査状況報告 簡易専用水道検査状況報告書 40健康福祉局 生活衛生担当

簡易専用水道設置届 簡易専用水道設置届 40健康福祉局 生活衛生担当

小規模受水槽水道給水開始届 小規模受水槽水道給水開始届 40健康福祉局 生活衛生担当

小規模水道布設工事の確認 小規模水道布設工事確認申請書 40健康福祉局 生活衛生担当

専用水道布設工事確認申請 専用水道布設工事確認申請書 40健康福祉局 生活衛生担当

医療保護入院者の定期病状報告 医療保護入院者の定期病状報告書 40健康福祉局 精神保健課
医師氏名欄の署名
は必要

医療保護入院退院届出 医療保護入院者の退院届 40健康福祉局 精神保健課

医療保護入院届出 医療保護入院者の入院届 40健康福祉局 精神保健課
医師氏名欄の署名
は必要

医療保護入院届出 特定医師による医療保護入院者の入院届及び記録 40健康福祉局 精神保健課
医師氏名欄の署名
は必要

応急入院届出 応急入院届 40健康福祉局 精神保健課
医師氏名欄の署名
は必要

応急入院届出 特定医師による応急入院届及び記録 40健康福祉局 精神保健課
医師氏名欄の署名
は必要

精神障害者等診察及び保護の申請 精神障害者等診察及び保護申請書 40健康福祉局 精神保健課

精神障害者保健福祉手帳記載事項変更届・再交付申請 障害者手帳記載事項変更届・再交付申請書 40健康福祉局 精神保健課

精神障害者保健福祉手帳申請 精神障害者保健福祉手帳申請書 40健康福祉局 精神保健課

措置入院者仮退院許可申請 措置入院者仮退院許可申請書 40健康福祉局 精神保健課

措置入院者仮退院停止届出 措置入院者仮退院停止届 40健康福祉局 精神保健課

措置入院者の症状消退届出 措置入院者の症状消退届 40健康福祉局 精神保健課
医師氏名欄の署名
は必要

措置入院者の退院届出 措置症状のある入院中のものの退院届 40健康福祉局 精神保健課

措置入院者の定期病状報告 措置入院者の定期病状報告書 40健康福祉局 精神保健課
医師氏名欄の署名
は必要

入院費用減免申請 入院費用減免申請書 40健康福祉局 精神保健課
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退院又は処遇の改善請求 退院又は処遇改善請求書 40健康福祉局 精神保健課

精神障害者保健福祉手帳申請 診断書（精神障害者保健福祉手帳用） 40健康福祉局 精神保健課
医師氏名欄の署名
は必要

帰院届出 帰院届 40健康福祉局 精神保健課

無断退去届出 無断退去届 40健康福祉局 精神保健課

看護師等修学資金貸与申請 看護師等修学資金貸与申請書 40健康福祉局 保健医療政策部

看護師等修学資金返還債務免除申請 看護師等修学資金返還債務免除申請書 40健康福祉局 保健医療政策部

看護師等修学資金返還猶予申請 看護師等修学資金返還猶予申請書 40健康福祉局 保健医療政策部

犬、猫等の動物の引取り依頼(所有者からの引取り） 犬、猫等の動物引取り依頼書（第１号様式） 40健康福祉局
保健所動物愛護セン
ター

犬、猫等等の動物返還 犬、猫等の動物返還申請書（第２号様式） 40健康福祉局
保健所動物愛護セン
ター

保険料の還付請求申請 後期高齢者医療保険料過誤納金還付請求書 40健康福祉局 医療保険課

保険料の還付請求申請 国民健康保険料過誤納金還付請求書 40健康福祉局 医療保険課

非自発的失業者に係る保険料の軽減の届出
国民健康保険特例対象被保険者等該当届出書

40健康福祉局 医療保険課

保険料の減免 国民健康保険料／減免／徴収猶予／申請書 40健康福祉局 医療保険課

（介護予防）住宅改修費の申請 介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費支給申請書 40健康福祉局
介護保険課
給付係

（介護予防）福祉用具購入費の申請 介護保険居宅介護（介護予防）福祉用具購入費支給申請書 40健康福祉局
介護保険課
給付係

居宅介護(介護予防)サービス費の償還申請 介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書 40健康福祉局
介護保険課
給付係

高額介護（予防）サービス費（年間上限）の支給申請
介護保険高額介護（介護予防）サービス費（年間上限）基準収
入額適用申請書

40健康福祉局
介護保険課
給付係

高額介護（予防）サービス費（年間上限）の支給申請
介護保険高額介護（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

40健康福祉局
介護保険課
給付係

高額介護（予防）サービス費の支給申請 介護保険高額介護（介護予防）サービス費支給申請書 40健康福祉局
介護保険課
給付係

特定入所者介護サービス費等の支給申請 介護保険負担限度額認定申請書 40健康福祉局
介護保険課
給付係

特定入所者介護サービス費等の支給申請 同意書 40健康福祉局
介護保険課
給付係

負担割合証の交付申請 介護保険被保険者証等再交付申請書 40健康福祉局
介護保険課
給付係

負担限度額及び特定負担限度額の差額支給申請 介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書 40健康福祉局
介護保険課
給付係

介護給付費等対象サービスの種類の指定の変更の申請 介護保険サービスの種類指定変更申請書 40健康福祉局
介護保険課
認定係

署名は必要

住所移転後の要介護・要支援認定引継ぎ 介護保険（要介護認定・要支援認定）申請書 40健康福祉局
介護保険課
認定係

署名は必要

要介護・要支援認定申請（区分変更） 介護保険（要介護認定・要支援認定）申請書 40健康福祉局
介護保険課
認定係

署名は必要

要介護・要支援認定申請（更新） 介護保険（要介護認定・要支援認定）申請書 40健康福祉局
介護保険課
認定係

署名は必要
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要介護・要支援認定申請（新規） 介護保険（要介護認定・要支援認定）申請書 40健康福祉局
介護保険課
認定係

署名は必要

住所地特例の届 介護保険住所地特例（適用・変更・終了）届 40健康福祉局
介護保険課
保険料係

第２号被保険者の被保険者証交付申請 介護保険被保険者証交付申請書 40健康福祉局
介護保険課
保険料係

被保険者の資格喪失届 介護保険資格異動届 40健康福祉局
介護保険課
保険料係

被保険者証の再交付申請 介護保険被保険者証等再交付申請書 40健康福祉局
介護保険課
保険料係

保険料の還付請求申請 介護保険過誤納金還付請求書 40健康福祉局 介護保険課保険料係 署名は必要

入院患者の医療に要する費用の負担の申請の受理、審査 感染症入院患者医療費公費負担申請書 40健康福祉局 感染症対策課

入院患者の医療に要する費用の負担の申請の受理、審査 結核患者医療費公費負担申請書 40健康福祉局 感染症対策課

療養費の支給の申請の受理、審査、支給 感染症療養費支給申請書 40健康福祉局 感染症対策課

指定医辞退申出 指定医辞退申出書 40健康福祉局 国民年金・福祉医療課

指定医指定更新申請 指定医指定申請書（更新用） 40健康福祉局 国民年金・福祉医療課

指定医変更届出 指定医変更届出書 40健康福祉局 国民年金・福祉医療課

指定医療機関休止等届出 指定医療機関休止等届出書 40健康福祉局 国民年金・福祉医療課

指定医療機関辞退申出 指定医療機関辞退申出書 40健康福祉局 国民年金・福祉医療課

特定医療費支給認定更新申請 特定医療費支給認定申請書（更新用） 40健康福祉局 国民年金・福祉医療課

特定医療費支給認定新規申請 特定医療費支給認定申請書 40健康福祉局 国民年金・福祉医療課

特定医療費償還払申請 特定医療費請求書（医療） 40健康福祉局 国民年金・福祉医療課

特定医療費償還払申請 特定医療費請求書（介護） 40健康福祉局 国民年金・福祉医療課

指定医指定申請 指定医指定申請書兼経歴書 40健康福祉局 国民年金・福祉医療課

指定医療機関変更届出 指定医療機関変更届出書 40健康福祉局 国民年金・福祉医療課

指定医療機関指定更新申請 指定医療機関指定申請書（更新用） 40健康福祉局 国民年金・福祉医療課

指定医療機関指定申請 指定医療機関指定申請書 40健康福祉局 国民年金・福祉医療課

特定医療費受給者証再交付申請 特定医療費（指定難病）受給者証再交付申請書 40健康福祉局 国民年金・福祉医療課

特定医療費支給認定変更届出 特定医療費（指定難病）受給者証等記載事項変更届 40健康福祉局 国民年金・福祉医療課

特定医療費支給認定変更申請 特定医療費支給認定変更申請書 40健康福祉局 国民年金・福祉医療課

身体障害者手帳の再交付 身体障害者手帳再交付申請書 40健康福祉局 障害福祉課
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所管課
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障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費の給付
障害児通所給付費等支給申請書兼利用者負担額減額・免除
等申請書

40健康福祉局 障害福祉課

公衆浴場営業許可申請書の添付書類

公衆浴場を中心として半径300メートル以内の見取図（縮尺、
方位及び主要道路を記入したもの。一般公衆浴場にあって
は、これに条例第3条第2項に規定する最短の距離を記入し、
図面作成者の住所及び氏名を記載したもの）

40健康福祉局 生活衛生担当

旅館業営業許可申請書の添付書類

営業施設の中心から半径200メートル以内の見取図（縮尺、方
位、主要道路及び法第3条第3項に規定する施設の敷地との
直線距離を記入し、図面作成者の住所及び氏名を記載したも
の）

40健康福祉局 生活衛生担当

小児ぜん息医療費受給証交付申請 医療費受給証交付申請書 45こども未来局 こども家庭課
医師氏名欄の署名
は必要

ひとり親家庭等医療現況届 ひとり親家庭等医療証交付申請書・現況届 45こども未来局 こども家庭課

ひとり親家庭等医療証交付申請 ひとり親家庭等医療証交付申請書・現況届 45こども未来局 こども家庭課

小児（乳幼児等）医療証交付申請 小児（乳幼児等）医療証交付申請書 45こども未来局 こども家庭課

小児（乳幼児等）医療費助成変更（消滅）届 小児（乳幼児等）医療費助成変更（消滅）届 45こども未来局 こども家庭課

小児医療費助成申請 小児入院医療費助成申請書 45こども未来局 こども家庭課

母子及び父子並びに寡婦福祉法による寡婦に対する資金の償
還に係る事項の変更申請

母子・父子・寡婦福祉資金据置期間延長申請書（第16号様
式）

45こども未来局 こども家庭課

母子及び父子並びに寡婦福祉法による寡婦に対する資金の償
還の免除申請

母子・父子・寡婦福祉資金延滞利息徴収免除申請書（第20号
様式）

45こども未来局 こども家庭課

母子及び父子並びに寡婦福祉法による寡婦に対する資金の償
還の免除申請

母子・父子・寡婦福祉資金償還免除申請書（第24号様式） 45こども未来局 こども家庭課

母子及び父子並びに寡婦福祉法による寡婦に対する資金の償
還の猶予申請

母子・父子・寡婦福祉資金償還金支払猶予申請書（第22号様
式）

45こども未来局 こども家庭課

母子及び父子並びに寡婦福祉法による寡婦に対する資金の貸
付に係る現況変更の手続き

母子・父子・寡婦福祉資金停止事由発生届（第28号様式） 45こども未来局 こども家庭課

母子及び父子並びに寡婦福祉法による寡婦に対する資金の貸
付に係る現況変更の報告手続き

母子・父子・寡婦福祉資金氏名変更届（第26号様式） 45こども未来局 こども家庭課

母子及び父子並びに寡婦福祉法による寡婦に対する資金の貸
付に係る現況変更の報告手続き

母子・父子・寡婦福祉資金住所変更届（第27号様式） 45こども未来局 こども家庭課

母子及び父子並びに寡婦福祉法による寡婦に対する資金の貸
付に係る現況変更の報告手続き

母子・父子・寡婦福祉資金休学・復学・停学届（第29号様式） 45こども未来局 こども家庭課

母子及び父子並びに寡婦福祉法による寡婦に対する資金の貸
付に係る現況変更の報告手続き

母子・父子・寡婦福祉資金母子・父子福祉団体事業廃止届
（第30号様式）

45こども未来局 こども家庭課

母子及び父子並びに寡婦福祉法による寡婦に対する資金の貸
付に係る現況変更の報告手続き

母子・父子・寡婦福祉資金母子・父子福祉団体名称等変更届
（第31号様式）

45こども未来局 こども家庭課

母子及び父子並びに寡婦福祉法による寡婦に対する資金の貸
付に係る現況変更の報告手続き

母子・父子・寡婦福祉資金母子・父子福祉団体理事・被使用
者変更届（第32号様式）

45こども未来局 こども家庭課

母子及び父子並びに寡婦福祉法による寡婦に対する資金の貸
付に係る現況変更の報告手続き

母子・父子・寡婦福祉資金借受人死亡・解散届（第32号様式） 45こども未来局 こども家庭課

母子及び父子並びに寡婦福祉法による寡婦に対する資金の貸
付申請に係る事実についての手続き

母子・父子・寡婦福祉資金繰上償還申出書（第15号様式） 45こども未来局 こども家庭課

母子及び父子並びに寡婦福祉法による寡婦に対する資金の貸
付申請の内容変更の申請

母子・父子・寡婦福祉資金貸付辞退（減額）申出書（第13号様
式）

45こども未来局 こども家庭課

川崎市里親名簿へ登録するための申請書 里親登録申請書（第３０号様式） 45こども未来局 こども保健福祉課

児童自立生活援助事業を行う者等への入居決定通知等 自立援助ホーム入居（変更・延長）申込書 45こども未来局 こども保健福祉課

自立支援医療（育成医療）受給者証記載事項の変更 自立支援医療受給者証等記載事項変更届 45こども未来局 こども保健福祉課
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自立支援医療（育成医療）受給者証再交付 自立支援医慮受給者証再交付申請書 45こども未来局 こども保健福祉課

自立支援医療（育成医療）費支給認定の変更の認定 自立支援医療費支給認定申請書 45こども未来局 こども保健福祉課

自立支援医療（育成医療）費の支給の認定 自立支援医療費支給認定申請書 45こども未来局 こども保健福祉課

児童を同居させた者の居住地変更に伴う届出 居住地変更届 45こども未来局 こども保健福祉課

養子縁組承諾許可申請及び決定通知 養子縁組承諾許可申請書 45こども未来局 こども保健福祉課

妊娠届の受理・母子健康手帳の交付 妊娠届 45こども未来局 こども保健福祉課

児童自立生活援助事業・小規模住居型児童養育事業廃止届
等

児童自立生活援助事業・小規模住居型児童養育事業廃止届 45こども未来局 こども保健福祉課

児童自立生活援助事業・小規模住居型児童養育事業変更届
等

児童自立生活援助事業・小規模住居型児童養育事業変更届 45こども未来局 こども保健福祉課

児童自立生活援助事業・小規模住居型児童養育事業開始届
等

児童自立生活援助事業・小規模住居型児童養育事業開始届 45こども未来局 こども保健福祉課

指定医療機関の辞退 指定養育医療機関指定辞退通知書 45こども未来局 こども保健福祉課

指定医療機関の指定 養育医療機関指定申請書 45こども未来局 こども保健福祉課

指定医療機関の変更
指定養育医療機関指定申請書記載事項変更（業務休止・業
務再開・処分）届

45こども未来局 こども保健福祉課

費用の支給申請 養育医療費支給申請書 45こども未来局 こども保健福祉課

里親として当該児童を養育することの請書 里親請書（第３４号様式） 45こども未来局 こども保健福祉課

里親の認定等の申請に係る事実についての審査 養育里親登録等申請書 45こども未来局 こども保健福祉課

指導（委託）措置 指導（委託）措置同意書 45こども未来局
児童家庭支援・虐待対
策室

居住地変更届 居住地変更届 45こども未来局
児童家庭支援・虐待対
策室

措置児童についての照会報告 照会報告書 45こども未来局
児童家庭支援・虐待対
策室

児童福祉施設休止手続 児童福祉施設休止承認申請書 45こども未来局
こども保健福祉課
（児童家庭支援・虐待
対策室）

児童福祉施設設置認可 児童福祉施設設置認可申請書 45こども未来局
こども保健福祉課
（児童家庭支援・虐待
対策室）

児童福祉施設廃止手続 児童福祉施設廃止承認申請書 45こども未来局
こども保健福祉課
（児童家庭支援・虐待
対策室）

児童福祉施設変更手続 児童福祉施設変更届 45こども未来局
こども保健福祉課
（児童家庭支援・虐待
対策室）

措置受託者の障害福祉サービスの開始にかかる手続 児童入退所等通知書 45こども未来局
児童家庭支援・虐待対
策室

確認申請 特定教育・保育施設確認申請書 45こども未来局 保育所整備課

認可申請 児童福祉施設認可申請書 45こども未来局 保育所整備課

子ども・子育て支援法に基づく確認変更届出 特定教育・保育施設確認（変更）申請書 45こども未来局 保育第１課

児童福祉法に基づく休止承認の申請 児童福祉施設休止承認申請書 45こども未来局 保育第１課
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児童福祉法に基づく認可・確認変更届出 児童福祉施設変更届 45こども未来局 保育第１課

児童福祉法に基づく廃止承認の申請 児童福祉施設廃止承認申請書 45こども未来局 保育第１課

児童福祉法に基づく変更の届出 児童福祉施設変更届 45こども未来局 保育第１課

子ども・子育て支援法に基づく確認変更届出 特定地域型保育事業者確認（ 変更）申請書 45こども未来局 保育第2課

児童福祉法に基づく認可・確認変更届出 家庭的保育事業等認可申請書 45こども未来局 保育第2課

児童福祉法に基づく認可・確認変更届出 家庭的保育等変更届 45こども未来局 保育第2課

児童福祉法に基づく認可・確認変更届出 家庭的保育事業等廃止承認申請書 45こども未来局 保育第2課

児童福祉法に基づく認可・確認変更届出 家庭的保育等休止承認申請書 45こども未来局 保育第2課

特定子ども・子育て支援施設等確認申請 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書 45こども未来局 保育第2課

子育てのための施設等利用給付認定 施設等利用給付認定（変更）申請書 45こども未来局 幼児教育担当

子育てのための施設等利用給付変更認定 施設等利用給付認定（変更）申請書 45こども未来局 幼児教育担当

幼稚園、認定こども園、保育所の利用等に必要な認定（利用者
負担区分の決定等）を保護者がうけるために、居住市区町村
が行う手続（変更）

教育・保育給付認定(変更）申請書 45こども未来局 幼児教育担当

幼稚園、認定こども園、保育所の利用等に必要な認定（利用者
負担区分の決定等）を保護者が居住市区町村から受けるため
の手続（新規）

教育・保育給付認定(変更）申請書 45こども未来局 幼児教育担当

特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の確認の変更 特定教育・保育施設確認（変更）申請書 45こども未来局 幼児教育担当

特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請等 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書 45こども未来局 幼児教育担当

子育てのための施設等利用給付認定 施設等利用給付認定（変更）申請書 45こども未来局 保育対策課

子育てのための施設等利用給付変更認定 施設等利用給付認定（変更）申請書 45こども未来局 保育対策課

施設型給付費及び地域型保育給付費支給対象施設の確認申
請

特定教育・保育施設確認（変更）申請書 45こども未来局
幼児教育担当
保育第２課

施設型給付費及び地域型保育給付費支給対象施設の確認申
請

特定子ども・子育て支援施設等確認通知書 45こども未来局
幼児教育担当
保育第2課

地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費支給対象施設
の確認申請

特定地域型保育事業者確認（変更）申請書 45こども未来局 保育第2課

教育・保育給付認定変更申請 教育・保育給付認定(変更）申請書 45こども未来局 保育対策課

教育・保育給付認定申請 教育・保育給付認定(変更）申請書 45こども未来局 保育対策課

景観形成協議会の認定申請 景観形成協議会の認定申請書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

景観形成協議会変更届 景観形成協議会変更届 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

景観協定の認可の申請等 景観協定認可申請書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

景観協定の変更又は廃止の申請等 景観協定変更（廃止）認可申請書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

景観重要建造物の現状変更の許可 景観重要建造物現状変更許可申請書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当
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景観重要建造物の指定の提案 景観重要建造物指定提案書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

景観重要建造物又は景観重要樹木の管理協定の締結等 管理協定認可申請書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

景観重要建造物又は景観重要樹木の管理協定の変更の認可
申請等

管理協定変更認可申請書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者変更等の届出 所有者変更届出書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

景観重要樹木の現状変更の許可 景観重要樹木現状変更許可申請書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

景観重要樹木の指定の提案 景観重要樹木指定提案書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

景観整備機構の指定の申請 景観整備機構指定申請書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

景観計画区域内における行為の届出 景観計画区域内における行為の届出書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

景観計画区域内における行為の届出 着手届 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

景観計画区域内における行為の届出 完了（中止）届 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

景観計画に定める行為の制限の適用除外についての協議 景観形成事前協議書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

地区まちづくりグループ登録 地区まちづくりグループ登録申請書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

地区まちづくりグループ登録の軽微な変更 地区まちづくりグループ登録変更届出書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

地区まちづくりグループ登録の更新 地区まちづくりグループ登録更新申請書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

地区まちづくりグループ登録の取消 地区まちづくりグループ登録取消申請書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

地区まちづくりグループ登録の変更 地区まちづくりグループ登録変更申請書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

地区まちづくり構想協議対象行為 協議対象行為協議書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

地区まちづくり構想協議対象行為 協議対象行為届出書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

地区まちづくり構想認定 地区まちづくり構想認定申請書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

地区まちづくり構想認定の更新 地区まちづくり構想認定更新申請書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

地区まちづくり構想認定の取消 地区まちづくり構想認定取消申請書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

地区まちづくり構想認定の変更 地区まちづくり構想認定変更申請書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

地区まちづくり構想認定の軽微な変更 地区まちづくり構想認定変更届出書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

地区まちづくり専門家派遣申請書 地区まちづくり専門家派遣申請書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

地区まちづくり専門家派遣報告書 地区まちづくり専門家派遣報告書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

地区まちづくり組織認定 地区まちづくり組織認定申請書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

地区まちづくり組織の更新 地区まちづくり組織認定更新申請書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当
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地区まちづくり組織の取消 地区まちづくり組織認定取消申請書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

地区まちづくり組織の変更 地区まちづくり組織認定変更申請書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

地区まちづくり組織の軽微な変更 地区まちづくり組織認定変更届出書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

地区まちづくり方針登録の更新 地区まちづくり方針登録更新申請書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

地区まちづくり方針登録の取消 地区まちづくり方針登録取消申請書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

地区まちづくり方針登録の変更 地区まちづくり方針登録変更申請書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

地区まちづくり方針登録の軽微な変更 地区まちづくり方針登録変更届出書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

地区まちづくり方針の登録 地区まちづくり方針登録申請書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

都市景観形成地区内行為の届出書 都市景観形成地区内行為（変更）届出書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

景観整備機構の変更の届出業務 景観整備機構変更届出書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

建築物等の形態意匠制限の適用除外についての協議 建築物等の形態意匠制限の適用除外に関する協議書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

川崎市地区計画の区域内における建築物等の形態意匠の制
限に関する条例に係る認定申請

認定申請書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

事前協議 指定施設新築等（変更）事前協議書 50まちづくり局 建築管理課

条例に基づく既存指定施設の適合状況の報告 指定施設適合状況報告書 50まちづくり局 建築管理課

条例に基づく許可申請 許可申請書 50まちづくり局 建築管理課

条例に基づく工事の完了届 指定施設工事完了届 50まちづくり局 建築管理課

条例に基づく整備基準適合証の交付請求
整備基準適合証交付請求書（道路及び公園以外の公共的施
設用）

50まちづくり局 建築管理課

条例に基づく整備基準適合証の交付請求 整備基準適合証交付請求書（道路用） 50まちづくり局 建築管理課

条例に基づく整備基準適合証の交付請求 整備基準適合証交付請求書（公園用） 50まちづくり局 建築管理課

環境性能表示の表示の届出 分譲共同住宅環境性能表示届出書 50まちづくり局 建築管理課

計画書提出 特定外建築物環境計画書 50まちづくり局 建築管理課

計画書提出 特定建築物環境計画書 50まちづくり局 建築管理課

計画書変更届出 特定建築物環境計画書変更届出書 50まちづくり局 建築管理課

工事完了の届出 完了届出書 50まちづくり局 建築管理課

取りやめの届出 取りやめ届出書 50まちづくり局 建築管理課

建築基準法に基づく確認済証交付後の計画の取りやめ 建築計画（一部・全部）取りやめ届 50まちづくり局 建築管理課

建築基準法に基づく建築協定区域から除かれたことを証する
届出

借地権消滅届 50まちづくり局 建築管理課
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建築基準法に基づく建築協定に加わる意思を表示する届出 建築協定加入届 50まちづくり局 建築管理課

建築基準法に基づく建築協定の認可 建築協定認可申請書 50まちづくり局 建築管理課

建築基準法に基づく建築協定の変更又は廃止の認可 建築協定変更（廃止）申請書 50まちづくり局 建築管理課

建築基準法に基づく工事監理者の選任又は名義等の変更 工事監理者選任（名義等変更）届 50まちづくり局 建築管理課

建築基準法に基づく申請書提出後の申請の取下 取下届 50まちづくり局 建築管理課

建築基準法に基づく道路の位置の指定 道路の位置の指定申請書 50まちづくり局 建築管理課

建築基準法に基づく道路の変更又は廃止 道路の変更（廃止）申請書 50まちづくり局 建築管理課

建築基準法に基づく一人建築協定が効力を有することとなった
場合の届出

一人協定が効力を有することとなった旨の届 50まちづくり局 建築管理課

都市計画法に基づく開発区域等の私道の変更又は廃止 道路の変更（廃止）申請書 50まちづくり局 建築管理課

条例に基づく許可の申請 許可申請書 50まちづくり局 建築管理課

条例に基づく認定の申請 認定申請書 50まちづくり局 建築管理課

開発区域内等の私道の変更、廃止届の申請 道路の変更（廃止）届 50まちづくり局 建築指導課

興行場等の制限の緩和に係る認定申請（市条例48条） 認定申請書 50まちづくり局 建築指導課

教室等の設置に係る許可申請（市条例18条） 許可申請書 50まちづくり局 建築指導課

興行場等の接道に係る許可申請（市条例40条第3項） 許可申請書 50まちづくり局 建築指導課

校舎と隣地境界線との距離に係る許可申請（市条例20条） 許可申請書 50まちづくり局 建築指導課

自動車車庫等の接道、出入口に係る許可申請（市条例53条第
1号）

許可申請書 50まちづくり局 建築指導課

自動車車庫等の出入口前面空地に係る許可申請（市条例54条
第3項）

許可申請書 50まちづくり局 建築指導課

地盤面に係る許可申請（市条例6条の2第5項） 許可申請書 50まちづくり局 建築指導課

接道に係る許可申請（市条例6条第3項） 許可申請書 50まちづくり局 建築指導課

接道に係る許可申請（市条例8条） 許可申請書 50まちづくり局 建築指導課

百貨店等の接道に係る許可申請（市条例34条第3項） 許可申請書 50まちづくり局 建築指導課

取りやめ届 第3号様式　建築計画取りやめ届 50まちづくり局 建築指導課

道路の位置の指定申請 道路の位置の指定申請書 50まちづくり局 建築指導課

道路の位置の指定に係る取下届 取下届 50まちづくり局 建築指導課

建築基準法に基づく道路の変更、廃止申請書の申請 道路の変更（廃止）申請書 50まちづくり局 建築指導課

階数制限の許可申請（斜面地条例3条第2項第2号） 許可申請書 50まちづくり局 建築指導課
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斜面地条例に基づく確認申請書 斜面地対象行為の計画確認申請書 50まちづくり局 建築指導課

斜面地条例に基づく確認申請に係る変更届 変更届出書 50まちづくり局 建築指導課

斜面地条例に基づく計画変更確認申請書 斜面地対象行為の計画変更確認申請書 50まちづくり局 建築指導課

斜面地条例に基づく完了検査申請書 斜面地対象行為の工事完了検査申請書 50まちづくり局 建築指導課

建築面積の最低限度に係る許可申請（地区計画条例8条第2
号）

許可申請書 50まちづくり局 建築指導課

建ぺい率の最高限度に係る許可申請（地区計画条例7条第2
号）

許可申請書 50まちづくり局 建築指導課

公益上必要な建築物の特例に係る許可申請（地区計画条例17
条）

許可申請書 50まちづくり局 建築指導課

敷地面積の最低限度に係る許可申請（地区計画条例9条第1項
第2号）

許可申請書 50まちづくり局 建築指導課

高さ制限の特例に係る許可申請（地区計画条例15条） 許可申請書 50まちづくり局 建築指導課

壁面の位置の制限に係る許可申請（地区計画条例10条第2号） 許可申請書 50まちづくり局 建築指導課

容積率特例に係る許可申請（地区計画条例14条） 許可申請書 50まちづくり局 建築指導課

容積率の最高限度に係る許可申請（地区計画条例5条第5項） 許可申請書 50まちづくり局 建築指導課

容積率の最低限度に係る許可申請（地区計画条例6条第1項第
2号）

許可申請書 50まちづくり局 建築指導課

用途制限に係る許可申請（地区計画条例4条第1項） 許可申請書 50まちづくり局 建築指導課

特別工業地区内の建築制限に係る許可申請（特工条例5条第1
項）

許可申請書 50まちづくり局 建築指導課

特別工業地区内の建築制限に係る許可申請（特工条例5条第2
項）

許可申請書 50まちづくり局 建築指導課

建築基準条例第6条第2項ただし書き許可申請
建築基準条例第6条第2項ただし書き許可申請

許可申請書 50まちづくり局 建築審査課

工事完了の届出 指定施設工事完了届 50まちづくり局 交通政策室

事前協議 指定施設新築等（変更）事前協議書 50まちづくり局 交通政策室

工事完了届 工事完了届 50まちづくり局 交通政策室

駐車施設附置（変更）特例承認申請 駐車施設附置（変更）特例承認申請書 50まちづくり局 交通政策室

駐車施設附置（変更）届出 駐車施設附置（変更）届出書 50まちづくり局 交通政策室

収入申告関係 収入更正申立書 50まちづくり局 市営住宅管理課

使用料減免申請 市営住宅使用料減免申請書 50まちづくり局 市営住宅管理課

緊急連絡人変更 緊急連絡人変更届 50まちづくり局 市営住宅管理課

使用権承継許可申請 市営住宅使用承継申請書 50まちづくり局 市営住宅管理課

使用廃止届 市営住宅使用廃止届 50まちづくり局 市営住宅管理課



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の規則・訓令・規程で定めている様式）

所管課
手続名 様式名 備考

建替等に係る入居申出 市営住宅入居申出書 50まちづくり局 市営住宅管理課

駐車場使用許可申請 市営住宅駐車場使用許可申請書 50まちづくり局 市営住宅管理課

同居申請等
市営住宅同居申請書
市営住宅入居世帯員異動届

50まちづくり局 市営住宅管理課

特定入居申請 市営住宅特定入居申請書 50まちづくり局 市営住宅管理課

不在届出 市営住宅不在届 50まちづくり局 市営住宅管理課

特定公共賃貸住宅使用料関係申請 減額申請書 50まちづくり局 市営住宅管理課

特定公共賃貸住宅使用料関係申請 所得再認定申請書 50まちづくり局 市営住宅管理課

特定公共賃貸住宅使用料関係申請 使用料減免・徴収猶予申請書 50まちづくり局 市営住宅管理課

緊急連絡人変更
緊急連絡人変更承認申請書
緊急連絡人住所・氏名変更届

50まちづくり局 市営住宅管理課

使用権承継許可申請 特定公共賃貸住宅使用権承継許可申請書 50まちづくり局 市営住宅管理課

使用者氏名変更届出 特定公共賃貸住宅使用者氏名変更届 50まちづくり局 市営住宅管理課

同居申請等
特定公共賃貸住宅同居許可申請書
特定公共賃貸住宅同居親族異動届

50まちづくり局 市営住宅管理課

返還届出 特定公共賃貸住宅返還届 50まちづくり局 市営住宅管理課

模様替申請 特定公共賃貸住宅模様替許可申請書 50まちづくり局 市営住宅管理課

用途一部変更 特定公共賃貸住宅用途一部変更許可申請書 50まちづくり局 市営住宅管理課

開発許可に基づく地位の承継の承認 開発許可に基づく地位の承継の承認申請書 50まちづくり局 宅地審査課

開発許可の申請の取下げの届出 開発許可の申請の取下げの届出 50まちづくり局 宅地審査課

開発行為許可申請 設計者の資格に関する申告書 50まちづくり局 宅地審査課

開発行為許可申請 申請者の資力及び信用に関する申告書 50まちづくり局 宅地審査課

開発行為許可申請 工事施行者の能力に関する申告書 50まちづくり局 宅地審査課

開発行為事前審査申請 開発行為事前審査申請書 50まちづくり局 宅地審査課

開発行為変更許可申請 開発行為変更許可申請書 50まちづくり局 宅地審査課

開発行為変更届 開発行為変更届 50まちづくり局 宅地審査課

開発行為又は建築等に関する証明書の交付申請 開発行為又は建築等に関する証明書の交付申請書 50まちづくり局 宅地審査課

許可に基づく地位の一般承継届 許可に基づく地位の一般承継届 50まちづくり局 宅地審査課

工事完了公告前の建築等の承認 工事完了公告前の建築等の承認申請書 50まちづくり局 宅地審査課

工事完了公告前の建築等の承認 概要説明書 50まちづくり局 宅地審査課



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の規則・訓令・規程で定めている様式）

所管課
手続名 様式名 備考

工事着手届 工事着手届 50まちづくり局 宅地審査課

開発行為又は建築等に関する証明書の交付申請 開発行為又は建築等に関する証明書の交付申請書 50まちづくり局 宅地審査課

建築物の新築等の許可申請等取下届 建築物の新築等の許可申請等取下届 50まちづくり局 宅地審査課

建築又は建設計画変更届 建築又は建設計画変更届 50まちづくり局 宅地審査課

工事着手届 工事着手届 50まちづくり局 宅地審査課

宅地造成に関する工事計画変更届 宅地造成に関する工事の変更届 50まちづくり局 宅地審査課

宅地造成に関する工事の廃止届 宅地造成に関する工事の廃止届 50まちづくり局 宅地審査課

宅地造成に関する工事の変更許可申請 宅地造成に関する工事の変更許可申請書 50まちづくり局 宅地審査課

適合証明交付申請
宅地造成等規制法第8条第1項又は第12条第1項の規定に適
合していることを証する書面の交付申請書

50まちづくり局 宅地審査課

宅地造成に関する工事の許可申請取下届 宅地造成に関する工事の許可申請取下届 50まちづくり局 宅地審査課

都市計画決定等のための土地の試掘等の許可申請 土地の試掘等許可申請書 50まちづくり局 都市計画課

都市計画事業予定地内の土地の買取申出の相手方指定申出 事業予定地買取り申出の相手方指定申出書 50まちづくり局
都市計画課（各事業担
当部署）

都市計画事業の事業予定地の指定の申出 事業予定地指定申出書 50まちづくり局
都市計画課（各事業担
当部署）

都市計画事業予定地内と土地の有償譲渡届出の相手方指定
申出

有償譲渡届出の相手方指定申出書 50まちづくり局
都市計画課（各事業担
当部署）

都市計画事業地内における建築等許可 都市計画事業地内建築等許可申請書 50まちづくり局
都市計画課（各事業担
当部署）

都市計画事業予定地内の土地の買取り申出 土地買取り申出書 50まちづくり局
都市計画課（各事業担
当部署）

紛争調整（あっせん）及び調停申出書 紛争調整（あっせん）申出書 50まちづくり局 まちづくり調整課

紛争調整（あっせん）及び調停申出書 あっせん出席等勧告回答書 50まちづくり局 まちづくり調整課

紛争調整（あっせん）及び調停申出書 代表者選定届 50まちづくり局 まちづくり調整課

紛争調整（あっせん）及び調停申出書 調停申出書 50まちづくり局 まちづくり調整課

紛争調整（あっせん）及び調停申出書 調停受諾勧告回答書 50まちづくり局 まちづくり調整課

紛争調整（あっせん）及び調停申出書 調停案受諾勧告に対する回答書 50まちづくり局 まちづくり調整課

条例に基づく各種届出・申請 掲示板設置届 50まちづくり局 まちづくり調整課

条例に基づく各種届出・申請 事業概要書 50まちづくり局 まちづくり調整課

条例に基づく各種届出・申請 標識設置届 50まちづくり局 まちづくり調整課

条例に基づく各種届出・申請 説明報告書 50まちづくり局 まちづくり調整課

条例に基づく各種届出・申請 協議書 50まちづくり局 まちづくり調整課



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の規則・訓令・規程で定めている様式）

所管課
手続名 様式名 備考

条例に基づく各種届出・申請 承認申請書 50まちづくり局 まちづくり調整課

条例に基づく各種届出・申請 変更承認申請書 50まちづくり局 まちづくり調整課

条例に基づく各種届出・申請 変更届出書 50まちづくり局 まちづくり調整課

条例に基づく各種届出・申請 対象事業者変更届 50まちづくり局 まちづくり調整課

条例に基づく各種届出・申請 廃止届出書 50まちづくり局 まちづくり調整課

条例に基づく各種届出・申請 工事完了届出書 50まちづくり局 まちづくり調整課

条例に基づく各種届出・申請 標識設置届 50まちづくり局 まちづくり調整課

条例に基づく各種届出・申請 近隣関係住民説明等報告書 50まちづくり局 まちづくり調整課

条例に基づく各種届出・申請 建築計画変更届 50まちづくり局 まちづくり調整課

条例に基づく各種届出・申請 建築計画中止届 50まちづくり局 まちづくり調整課

土地境界確定図の交付 土地境界確定図交付申請書 53建設緑政局 管理課

土地境界確定等協議 土地境界確定等申請書 53建設緑政局 管理課

土地境界承諾書の交付 土地境界承諾書交付申請書 53建設緑政局 管理課

私道舗装助成金支給申請 私道舗装助成金支給申請書 53建設緑政局
道路施設課
（各区役所道路公園セ
ンター管理課）

私道舗装助成金支給申請 委任状 53建設緑政局
道路施設課
（各区役所道路公園セ
ンター管理課）

私道舗装助成金支給申請 私道舗装新設工事・舗装補修工事・階段補修工事完了届 53建設緑政局
道路施設課
（各区役所道路公園セ
ンター管理課）

公園占用許可申請 公園占用許可申請書 53建設緑政局
みどりの管理課（各区
役所道路公園センター
管理課）

許可を受けた事項の変更申請 許可を受けた事項の変更申請書 53建設緑政局
みどりの管理課（各区
役所道路公園センター
管理課）

公園施設設置・管理休止許可申請 公園施設設置・管理休止許可申請書 53建設緑政局
みどりの管理課（各区
役所道路公園センター
管理課）

公園施設設置・管理廃止 公園施設設置・管理廃止届 53建設緑政局
みどりの管理課（各区
役所道路公園センター
管理課）

公園施設設置・管理許可申請 公園施設管理の許可申請書 53建設緑政局
みどりの管理課（各区
役所道路公園センター
管理課）

公園施設設置・管理許可申請
公園施設設置の許可申請書

53建設緑政局
みどりの管理課（各区
役所道路公園センター
管理課）

住所等変更届 住所等変更届 53建設緑政局 みどりの保全整備課

特別緑地保全地区内行為（行為変更）許可申請 特別緑地保全地区内行為（行為変更）許可申請書 53建設緑政局 みどりの保全整備課

特別緑地保全地区内行為完了（廃止）届 特別緑地保全地区内行為完了（廃止）届 53建設緑政局 みどりの保全整備課

特別緑地保全地区内行為着手済届 特別緑地保全地区内行為着手済届 53建設緑政局 みどりの保全整備課

特別緑地保全地区内行為通知 特別緑地保全地区内行為通知書 53建設緑政局 みどりの保全整備課
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所管課
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特別緑地保全地区内非常災害応急措置届 特別緑地保全地区内非常災害応急措置届 53建設緑政局 みどりの保全整備課

土地所有者等存在届 土地所有者等存在届 53建設緑政局 みどりの保全整備課

緑地協定（変更・廃止）許可申請 緑地協定（変更・廃止）許可申請書 53建設緑政局 みどりの保全整備課

風致地区内行為の完了・廃止の届出 風致地区内行為完了（廃止）届 53建設緑政局
みどり・多摩川協働推
進課

風致地区内行為の通知 風致地区内行為通知書 53建設緑政局
みどり・多摩川協働推
進課

風致地区内行為許可者の地位の承継 風致地区内行為許可承継届 53建設緑政局
みどり・多摩川協働推
進課

風致地区内行為許可者の地位の承継承認申請 風致地区内行為許可承継承認申請書 53建設緑政局
みどり・多摩川協働推
進課

風致地区内行為許可者の地位の承継承認申請 風致地区内行為許可承継承認申請書 53建設緑政局
みどり・多摩川協働推
進課

風致地区内行為許可申請 風致地区内行為（行為変更）許可申請書 53建設緑政局
みどり・多摩川協働推
進課

風致地区内行為協議の申し出 風致地区内行為協議申出書 53建設緑政局
みどり・多摩川協働推
進課

風致地区内行為者の異動の届出 住所（氏名）異動届 53建設緑政局
みどり・多摩川協働推
進課

開発事業等の計画に関する事前（変更）協議 開発事業等の計画に関する事前（変更）協議書 53建設緑政局
みどり・多摩川協働推
進課

公園占用許可申請 公園占用許可申請書 53建設緑政局 夢見ヶ崎動物公園

公園施設設置・管理許可申請
公園施設設置の許可申請書
公園施設管理の許可申請書

53建設緑政局 夢見ヶ崎動物公園

墓地利用申請 墓地利用申請書 53建設緑政局 霊園事務所

墓地承継申請 承継利用申請書 53建設緑政局 霊園事務所

墓地利用許可証再交付申請 利用許可証再交付申請書 53建設緑政局 霊園事務所

利用許可証更新 利用許可証更新申請書 53建設緑政局 霊園事務所

墓地利用者住所・氏名等変更 住所・氏名等変更届 53建設緑政局 霊園事務所

墓地使用料等減免申請 墓地使用料等減免申請書 53建設緑政局 霊園事務所

霊堂使用料減免等申請 使用料減額・免除申請書 53建設緑政局 霊園事務所

水路占用許可申請 水路占用許可申請書 53建設緑政局 河川課

自転車等駐車場の附置等に関する届出 自転車等駐車場設置（変更）届出書 53建設緑政局 自転車利活用推進室

自転車等駐車場の附置等に関する届出 工事完了届出書 53建設緑政局 自転車利活用推進室

屋外広告業登録申請 屋外広告業登録申請書 53建設緑政局 路政課

屋外広告業登録申請 誓約書 53建設緑政局 路政課

屋外広告物許可申請 屋外広告物（新規・更新・変更・改造）許可申請書 53建設緑政局 路政課
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屋外広告物講習会修了証の再交付申請 再交付申請書 53建設緑政局 路政課

業務主任者資格認定申請 業務主任者資格認定申請書 53建設緑政局 路政課

市が保管している違反広告物又は掲出物件の返還申請 受領書 53建設緑政局 路政課

道路占用許可申請・更新・変更
道路占用／許可申請／協議／書 53建設緑政局

路政課、各区役所道路
公園センター管理課

道路占用許可申請・更新・変更
道路占用／許可申請／協議／書（更新用） 53建設緑政局

路政課、各区役所道路
公園センター管理課

川崎市駅前広場申請・更新・変更 駅前広場占用許可申請書（新規・継続） 53建設緑政局
路政課、各区役所道路
公園センター管理課

川崎市駅前広場申請・更新・変更 駅前広場占用及び工事施行許可申請書 53建設緑政局
路政課、各区役所道路
公園センター管理課

川崎市駅前広場申請・更新・変更 駅前広場占用許可申請（更新・変更） 53建設緑政局
路政課、各区役所道路
公園センター管理課

定期支払 定期支払申込書 76会計室 審査課

証券納付 不渡証券報告書 76会計室 出納課

収納事務委託 収納金計算書 76会計室 出納課

公金管理 公金支払報告書 76会計室 出納課

公金管理 預金明細書 76会計室 出納課

公金管理 公金振替済通知書 76会計室 出納課

公金管理 預金組替済通知書 76会計室 出納課

履行手続 工事着手届 80上下水道局 管財課

履行手続 委託業務着手届 80上下水道局 管財課

履行手続 工事引渡書 80上下水道局 管財課

履行手続 現場代理人・主任技術者等設置（変更）届 80上下水道局 管財課

履行手続 業務責任者等届 80上下水道局 管財課

履行手続 技術者経歴書 80上下水道局 管財課

履行手続 軽易工事完成届 80上下水道局 管財課

給水装置の所有者の届出 給水装置の所有者（変更）届 80上下水道局 給水装置課

給水装置工事施行承認申込者の変更 給水装置工事施行承認申込者変更届 80上下水道局 給水装置課

給水装置工事の申し込み 給水装置工事施行承認申込書 80上下水道局 給水装置課

給水装置工事の申し込み
条件により次の書類が必要です
③受水槽以下装置へのメーター設置申請書

80上下水道局 給水装置課

給水装置の構造及び材質の基準適合の確認申請 給水装置の構造及び材質の基準適合の確認申請書 80上下水道局 給水装置課



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の規則・訓令・規程で定めている様式）

所管課
手続名 様式名 備考

水道利用加入金の納入延期申請 水道利用加入金納入延期申請書 80上下水道局 給水装置課

設計水圧等の調査依頼 設計水圧等調査依頼書 80上下水道局 給水装置課

川崎市排水設備工事責任技術者異動申請 川崎市排水設備工事責任技術者異動届 80上下水道局 下水道管理課

川崎市排水設備工事責任技術者更新申請 川崎市排水設備工事責任技術者登録更新申請書 80上下水道局 下水道管理課

川崎市排水設備工事責任技術者更新申請 誓約書 80上下水道局 下水道管理課

川崎市排水設備工事責任技術者証再交付申請 川崎市排水設備工事責任技術者証再交付申請書 80上下水道局 下水道管理課

川崎市排水設備工事責任技術者登録申請 川崎市排水設備工事責任技術者新規・更新登録申請書 80上下水道局 下水道管理課

川崎市排水設備工事責任技術者登録申請 誓約書 80上下水道局 下水道管理課

川崎市排水設備指定工事店異動申請 川崎市排水設備指定工事店異動届 80上下水道局 下水道管理課

川崎市排水設備指定工事店営業休止申請 川崎市排水設備指定工事店営業休止届 80上下水道局 下水道管理課

川崎市排水設備指定工事店更新申請 川崎市排水設備指定工事店更新申請書 80上下水道局 下水道管理課

川崎市排水設備指定工事店更新申請 経歴書 80上下水道局 下水道管理課

川崎市排水設備指定工事店更新申請 専属の責任技術者名簿 80上下水道局 下水道管理課

川崎市排水設備指定工事店再交付申請 川崎市排水設備指定工事店再交付申請書 80上下水道局 下水道管理課

川崎市排水設備指定工事店指定辞退申請 川崎市排水設備指定工事店指定辞退届 80上下水道局 下水道管理課

川崎市排水設備指定工事店登録申請 川崎市排水設備指定工事店指定・更新申請書 80上下水道局 下水道管理課

川崎市排水設備指定工事店登録申請 経歴書 80上下水道局 下水道管理課

川崎市排水設備指定工事店登録申請 専属の責任技術者名簿 80上下水道局 下水道管理課

下水道暗渠使用許可申請 下水道暗渠使用許可申請書 80上下水道局 下水道管理課

下水道敷占用・継続許可申請 下水道敷占用・継続許可申請書 80上下水道局 下水道管理課

下水道敷占用変更・廃止届 下水道敷占用変更・廃止届 80上下水道局 下水道管理課

下水道光ファイバー使用許可申請 下水道光ファイバー使用許可申請書 80上下水道局 下水道管理課

公共下水道（一般下水道）軽微物件設置届 公共下水道（一般下水道）軽微物件設置届 80上下水道局 管路保全課

公共下水道（一般下水道）使用開始・休止・廃止届 公共下水道（一般下水道）使用開始・休止・廃止届 80上下水道局 下水道水質課

事前協議 事前協議書 80上下水道局 下水道管理課

使用料減額・免除申請 使用料減額・免除申請書 80上下水道局 下水道管理課
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所管課
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浸水低地改良工事完了届 浸水低地改良工事完了届 80上下水道局 下水道管理課

浸水低地改良工事着手延期申請 浸水低地改良工事着手延期願 80上下水道局 下水道管理課

浸水低地改良工事着手届 浸水低地改良工事着手届 80上下水道局 下水道管理課

浸水低地改良資金借入申込 浸水低地改良資金借入申込書 80上下水道局 下水道管理課

浸水低地改良資金償還期限延期申請 浸水低地改良資金償還期限延期願 80上下水道局 下水道管理課

排出汚水量認定申告 排出汚水量認定申告書 80上下水道局 下水道使用料担当

水洗便所設備費助成に関する業務 水洗便所等設備資金助成金交付申請書 80上下水道局 下水道管理課

排水設備計画確認申請書提出 排水設備計画確認申請書 80上下水道局 管路保全課

排水設備工事完成届提出 排水設備工事完成届 80上下水道局 管路保全課

工事の届出 公共下水道（一般下水道）施設工事等承認申請書 80上下水道局 管路保全課

工事の届出 公共下水道（一般下水道）の施設工事等着手届 80上下水道局 管路保全課

工事の届出 公共下水道（一般下水道）の施設工事等工期延長届 80上下水道局 管路保全課

工事の届出 公共下水道（一般下水道）の施設工事等変更届 80上下水道局 管路保全課

工事の届出 公共下水道（一般下水道）施設工事等完成届 80上下水道局 管路保全課

工事の届出
公共下水道（都市下水路・一般下水道）物件設置（変更）許可
申請書

80上下水道局 管路保全課

工事の届出 公共下水道（一般下水道）一時使用（変更）承認申請書 80上下水道局 管路保全課

工事の届出 公共下水道（一般下水道）の付近地掘削届出書 80上下水道局 管路保全課

下水道使用料の施設減免申請 下水道使用料減免申請書 80上下水道局 下水道使用料担当

除害施設新設・増設・改築計画確認申請書 除害施設新設・増設・改築計画確認申請書 80上下水道局 下水道水質課

除害施設工事完成届 除害施設工事完成届 80上下水道局 下水道水質課

給水装置工事の施行 給水装置工事施行届出書 80上下水道局 工業用水課

給水の開始 工業用水給水開始届 80上下水道局 工業用水課

給水の申込み 工業用水給水申込書 80上下水道局 工業用水課

給水の申込みの取消し 工業用水給水申込取消届 80上下水道局 工業用水課
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受託給水工事の請求 受託給水工事申込書 80上下水道局 工業用水課

受託給水工事の申し込み 受託給水工事申込書 80上下水道局 水道管理課

運送申込み 運送申込書 82交通局 運輸課

広告掲出の申込み 広告掲出申込書 82交通局 管理課

PASMO再発行・払戻・定期消去 PASMO再発行・払いもどし・定期券消去申請書 82交通局 管理課

乗車料金払戻 乗車料金払戻申請書 82交通局 管理課

入院申込み 入院申込書 83病院局 経営企画室

遺族補償年金支給停止 遺族補償年金支給停止申請書 84消防局 庶務課

遺族補償年金支給停止解除申請書 遺族補償年金支給停止解除申請書 84消防局 庶務課

遺族補償年金請求・受領代表者選任 遺族補償年金請求・受領代表者選任届書 84消防局 庶務課

遺族補償年金請求・受領代表者変更 遺族補償年金請求・受領代表者変更届書 84消防局 庶務課

看護等承認願 看護等承認願 84消防局 庶務課

公務災害補償費支払請求 公務災害補償費支払請求書 84消防局 庶務課

災害発生届 災害発生届 84消防局 庶務課

年金証書再交付 年金証書再交付申請書 84消防局 庶務課

療養の現状報告 療養の現状報告書 84消防局 庶務課

氏名・住所変更 氏名・住所変更届書 84消防局 庶務課

傷病等級若しくは障害等級の変更又は遺族の異動
傷病等級若しくは障害等級の変更又は遺族の異動等に関す
る申請書

84消防局 庶務課

定期報告 定期報告書 84消防局 庶務課

退職報償金支給申請 退職報償金支給申請書 84消防局 庶務課

休団解除申請 休団解除申請書 84消防局 庶務課

休団申請 休団申請書 84消防局 庶務課

火災予防上必要な業務に関する計画提出（指定催し） 火災予防上必要な業務に関する計画提出書 84消防局 予防課

防火対象物使用開始届 防火対象物使用開始届 84消防局 予防課

改装工事等届 改装工事等届 84消防局 予防課

指定洞道等（新規・変更）届 指定洞道等（新規・変更）届 84消防局 予防課

火を使用する設備等の設置届 火を使用する設備等の設置届 84消防局 予防課
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サウナ設備設置届 サウナ設備設置届 84消防局 予防課

電気設備設置届 電気設備設置届 84消防局 予防課

ネオン管灯設備設置届 ネオン管灯設備設置届 84消防局 予防課

催物開催届 催物開催届 84消防局 予防課

道路工事及び露店開設等届 道路工事及び露店開設等届 84消防局 予防課

露店等開設届 露店等開設届 84消防局 予防課

喫煙、裸火使用又は危険物品持込み承認申請 喫煙、裸火使用又は危険物品持込み承認申請書 84消防局 予防課

消防用設備等（特殊消防用設備等）工事計画届 消防用設備等（特殊消防用設備等）工事計画届 84消防局 予防課

消防用設備等特例適用申請 消防用設備等特例適用申請書 84消防局 予防課

少量危険物・指定可燃物の貯蔵又は取扱の届出 少量危険物等の貯蔵又は取扱届 84消防局 危険物課

少量危険物・指定可燃物の廃止の届出 少量危険物等の廃止届 84消防局 危険物課

少量危険物等タンクの水張・水圧検査申請 少量危険物等タンク水張・水圧検査申請書 84消防局 危険物課

危険物製造所等の災害発生の届出 危険物製造所等災害発生届出書 84消防局 危険物課

百貨店・地下街等の危険物貯蔵又は取扱の承認申請 百貨店・地下街等危険物貯蔵又は取扱承認申請書 84消防局 危険物課

返還資料の受領証明 返還資料受領書 84消防局 危険物課

防火・防災講習修了証明書交付申請 普通講習修了証明申請書 84消防局 予防課

鑑定処分承諾 鑑定処分承諾書 84消防局 予防課

資料提出 資料提出書 84消防局 予防課

保管資料受領 保管資料受領書 84消防局 予防課

り災証明書の申請 り災証明申請書 84消防局 予防課

安定度試験報告 火薬類安定度試験結果報告書 84消防局 危険物課

火薬庫廃止届 火薬庫用途廃止届 84消防局 危険物課

火薬庫外火薬類貯蔵場所指示 火薬庫外火薬類貯蔵場所指示申請書 84消防局 危険物課

火薬庫外火薬類貯蔵場所指示願記載事項変更報告 火薬庫外火薬類貯蔵場所指示申請書記載事項変更届 84消防局 危険物課

火薬庫外火薬類貯蔵場所廃止届 火薬類庫外火薬類貯蔵場所廃止届 84消防局 危険物課

火薬庫出納年報 火薬庫出納年報 84消防局 危険物課

火薬庫設置許可申請書記載事項変更届出 許可申請書等記載事項変更届書 84消防局 危険物課
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火薬庫設置許可申請書記載事項変更報告 許可申請書等記載事項変更報告書 84消防局 危険物課

火薬類事故届 災害発生報告書 84消防局 危険物課

火薬類消費許可申請書記載事項変更届出 許可申請書等記載事項変更届書 84消防局 危険物課

火薬類消費年報 火薬類消費年報 84消防局 危険物課

火薬類製造営業許可申請書記載事項変更報告 許可申請書等記載事項変更報告書 84消防局 危険物課

火薬類製造年報 火薬類製造年報 84消防局 危険物課

火薬類製造販売営業廃止届 火薬類製造・販売営業廃止届 84消防局 危険物課

火薬類廃棄許可申請書記載事項変更届出 許可申請書等記載事項変更届書 84消防局 危険物課

火薬類販売営業許可申請書記載事項変更報告 許可申請書等記載事項変更報告書 84消防局 危険物課

火薬類販売年報 火薬類販売年報 84消防局 危険物課

火薬類輸入許可申請書記載事項変更届出 許可申請書等記載事項変更届書 84消防局 危険物課

許可（指示、認可）済証明願 許可書等交付済証明申請書 84消防局 危険物課

定期自主検査計画届 定期自主検査計画制定・変更届 84消防局 危険物課

定期自主検査報告 定期自主検査終了報告書 84消防局 危険物課

保安教育計画認可申請書 保安教育計画制定 84消防局 危険物課

保安責任者（代理者）選任（解任）届 火薬類製造・取扱保安責任者等選任（解任）届 84消防局 危険物課

高圧ガス軽微変更報告書 高圧ガス製造設備等軽微変更報告書 84消防局 危険物課

充 届 充 届書 84消防局 危険物課

高圧ガス関係変更届 高圧ガス関係変更届書 84消防局 危険物課

工事完了届 工事完了届書 84消防局 危険物課

証明願 許可等証明申請書 84消防局 危険物課

申請等取下届 許可申請等取下げ・取りやめ届書 84消防局 危険物課

保安監督者届 保安監督者届書 84消防局 危険物課

川崎市立高等学校の授業料等及び川崎市立高等学校附属中
学校の入学選考料の免除手続き

授業料等免除申請書 88教育委員会 学事課

川崎市立高等学校の授業料等及び川崎市立高等学校附属中
学校の入学選考料の免除手続き

授業料等減額申請書 88教育委員会 学事課

学校施設（目的外一時）使用許可申請 学校施設使用許可申請書 88教育委員会 教育環境整備推進室

指定申請 指定申請書 88教育委員会 文化財課



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の規則・訓令・規程で定めている様式）

所管課
手続名 様式名 備考

経費補助申請 経費補助申請書 88教育委員会 文化財課

滅失・き損・亡失の届出 市指定文化財の滅失・き損・亡失届 88教育委員会 文化財課

所在変更 所在変更申告書 88教育委員会 文化財課

所有者変更 所有者変更申告書 88教育委員会 文化財課

現状変更 現状変更申請書 88教育委員会 文化財課

保持者住所・氏名変更 保持者住所・氏名変更届 88教育委員会 文化財課

保持者心身故障の届出 保持者心身故障届 88教育委員会 文化財課

保持者死亡届 保持者死亡届 88教育委員会 文化財課

文化財指定書・認定書再交付 文化財指定書・認定書再交付申請書 88教育委員会 文化財課

博物館登録 博物館登録申請書 88教育委員会 文化財課

博物館登録事項変更 博物館登録事項等変更届出書 88教育委員会 文化財課

博物館廃止 博物館廃止届出書 88教育委員会 文化財課

博物館相当施設指定要件欠如の報告 博物館相当施設指定要件欠如報告書 88教育委員会 文化財課

選挙時における各種届出・申請 選挙事務所設置（異動）届
91選挙管理委員
会

選挙課

選挙時における各種届出・申請 選挙事務所設置（異動）承諾書
91選挙管理委員
会

選挙課

選挙時における各種届出・申請 推薦届出代表者証明書
91選挙管理委員
会

選挙課

選挙時における各種届出・申請 再交付申請書
91選挙管理委員
会

選挙課

選挙時における各種届出・申請 選挙運動用ビラ届出書
91選挙管理委員
会

選挙課

選挙時における各種届出・申請 選挙運動用ビラ証紙交付票
91選挙管理委員
会

選挙課

選挙時における各種届出・申請 個人演説会等会場の設備等申請書
91選挙管理委員
会

選挙課

選挙時における各種届出・申請 個人演説会等撤回申出書
91選挙管理委員
会

選挙課

選挙時における各種届出・申請 選挙公報掲載申請書
91選挙管理委員
会

選挙課

選挙時における各種届出・申請 選挙公報掲載文原稿用紙
91選挙管理委員
会

選挙課

選挙時における各種届出・申請 選挙公報掲載文撤回（修正）申請書
91選挙管理委員
会

選挙課

選挙時における各種届出・申請 出納責任者選任（異動）届
91選挙管理委員
会

選挙課

選挙時における各種届出・申請 出納責任者職務代行開始（終了）届
91選挙管理委員
会

選挙課

選挙時における各種届出・申請 出納責任者選任（異動）承諾書
91選挙管理委員
会

選挙課



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の規則・訓令・規程で定めている様式）

所管課
手続名 様式名 備考

選挙時における各種届出・申請 政談演説会開催届出書
91選挙管理委員
会

選挙課

選挙時における各種届出・申請 政治活動用ポスター証紙交付票 91選挙管理委員会選挙課

選挙時における各種届出・申請 政治活動用ポスター検印票 91選挙管理委員会選挙課

選挙時における各種届出・申請 政治活動用ビラ届出書 91選挙管理委員会選挙課

選挙時における各種届出・申請 機関紙誌届出書 91選挙管理委員会選挙課

選挙時における各種届出・申請 選挙運動用自動車の使用等の契約届出書 91選挙管理委員会  選挙課各区

選挙時における各種届出・申請 選挙運動用ビラ作成契約届出書 91選挙管理委員会  選挙課各区

選挙時における各種届出・申請 選挙運動ポスター作成契約届出書 91選挙管理委員会  選挙課各区

選挙時における各種届出・申請 選挙運動用自動車の燃料代等の確認申請書 91選挙管理委員会  選挙課各区

選挙時における各種届出・申請 選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書 91選挙管理委員会  選挙課各区

選挙時における各種届出・申請 選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書 91選挙管理委員会  選挙課各区

選挙時における各種届出・申請 選挙運動用自動車使用証明書 91選挙管理委員会  選挙課各区

選挙時における各種届出・申請 選挙運動用ビラ作成証明書 91選挙管理委員会  選挙課各区

選挙時における各種届出・申請 選挙運動用ポスター作成証明書 91選挙管理委員会  選挙課各区



令和５年４月１日時点

局区名 課名

川崎市ブランドメッセージ営利使用者登録申請 川崎市ブランドメッセージ営利使用者登録申請書 17総務企画局
シティプロモーション推
進室ブランド戦略担当

川崎市ブランドメッセージ営利使用者登録変更申請 川崎市ブランドメッセージ営利使用者登録変更申請書 17総務企画局
シティプロモーション推
進室ブランド戦略担当

川崎市ブランドメッセージ営利使用承認変更申請 川崎市ブランドメッセージ営利使用承認変更申請書 17総務企画局
シティプロモーション推
進室ブランド戦略担当

川崎市ブランドメッセージ営利使用申請 川崎市ブランドメッセージ営利使用申請書 17総務企画局
シティプロモーション推
進室ブランド戦略担当

川崎市ブランドメッセージ使用中止届 川崎市ブランドメッセージ使用中止届 17総務企画局
シティプロモーション推
進室ブランド戦略担当

川崎市ブランドメッセージ使用届出 川崎市ブランドメッセージ使用届出書 17総務企画局
シティプロモーション推
進室ブランド戦略担当

川崎市ブランドメッセージ使用変更届出 川崎市ブランドメッセージ使用変更届出書 17総務企画局
シティプロモーション推
進室ブランド戦略担当

市広報紙等配布謝礼金支払口座確認
広報紙等配布謝礼金口座振替依頼書兼個人情報利用同意
書

17総務企画局
シティプロモーション推
進室広報担当

川崎市ホームページバナー掲出 広告掲載申込書 17総務企画局
シティプロモーション推
進室広報担当

Ｋ．Ｉ．Ｆ．Ａ．（かわさき国際友好使節）認定申請 Ｋ．Ｉ．Ｆ．Ａ．（かわさき国際友好使節）認定申請書 17総務企画局 庶務課

庁舎における火器等の使用 火器等使用承認申請書 17総務企画局 庁舎管理課

庁舎における行為許可 庁舎使用等許可申請書 17総務企画局 庁舎管理課

再委託の意向に関する届出 再委託の意向に関する届兼再委託承諾申請書 17総務企画局 行政情報課

秘密保持に関する誓約書の提出 個人情報の適切な取扱いに関する誓約書 17総務企画局 行政情報課

寄託・寄贈者等に対する資料の閲覧公開承諾 承諾書 17総務企画局 公文書館 署名は必要

休業代替任期付職員及び臨時的任用職員の登録選考・採用
選考の申込

休業代替任期付職員及び臨時的任用職員登録選考・採用選
考申込書

17総務企画局 人事課 署名は必要

代替地払下げ申請 登録土地払下げ申請書 17総務企画局 公共施設総合調整室

代替地登録取り消し（変更）申請 登録取消し（変更）届 17総務企画局 公共施設総合調整室

代替地登録申請 代替地登録申請書 17総務企画局 公共施設総合調整室

指定管理者の選定 申請書（応募書） 17総務企画局
行政改革マネジメント
推進室

指定管理者の選定 誓約書（宣誓書） 17総務企画局
行政改革マネジメント
推進室

指定管理者の選定 コンプライアンスに関する申告書 17総務企画局
行政改革マネジメント
推進室

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

指定管理者の選定
指定管理者制度における暴力団排除に係る合意書に基づく
個人情報の外部提供同意書

17総務企画局
行政改革マネジメント
推進室

署名は必要

民間提案制度（テーマ型・フリー型） 川崎市民間提案制度　提案書 17総務企画局
行政改革マネジメント
推進室

一般競争入札による市有財産（自動販売機設置場所）一時貸
付

自動販売機設置事業申告書 23財政局 資産運用課

一般競争入札による市有財産（自動販売機設置場所）一時貸
付

自動販売機設置事業計画書 23財政局 資産運用課

プロポーザル方式による市有財産借受者公募 質疑書 23財政局 資産運用課

土地境界確定 土地境界確定承諾書 23財政局 資産運用課 署名は必要

無届取引等に対する事務処理 土地取引に係る回答書 23財政局 資産運用課

国土利用計画法に規定する無届取引等に対する事務処理 是正措置完了報告書 23財政局 資産運用課

国土利用計画法施行令及び国土利用計画法施行規則に規定
する事前確認

確認申請取下げ申出書 23財政局 資産運用課

国土利用計画法施行令及び国土利用計画法施行規則に規定
する事前確認

有効期間延長申請取下げ申請書 23財政局 資産運用課

租税特別措置法に基づく適正価格要件の認定 譲渡予定価格審査手数料申出書 23財政局 資産運用課

国土利用計画法に規定する届出等の事後措置 土地売買等契約状況報告書及び土地売買等取下げ申出書 23財政局 資産運用課

国土利用計画法に規定する届出等の事後措置 確認申請の販売状況報告書及び確認申請の取下げ申請書 23財政局 資産運用課

その他手続 中間前払金の選択に係る届出書 23財政局 契約課

その他手続 中間前払金認定請求書 23財政局 契約課

その他手続 公共工事設計労務単価の改定に伴う特例措置協議書 23財政局 契約課

その他手続
設計業務委託等技術者単価等の改定に伴う特例措置協議
書

23財政局 契約課

入札・見積手続 VE提案書 23財政局 契約課

入札・見積手続 標準案に基づく施工計画書 23財政局 契約課

入札・見積手続 VE提案書 23財政局 契約課

入札・見積手続 主観評価項目に関する誓約書 23財政局 契約課

入札・見積手続 建設機械保有状況誓約書 23財政局 契約課



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

入札・見積手続 アシストかわさき施工実績届出書 23財政局 契約課

入札・見積手続 価格以外の評価に関する疑義について（照会） 23財政局 契約課

入札・見積手続 価格以外の評価に関する疑義について（照会） 23財政局 契約課

入札・見積手続 積算疑義申立書 23財政局 契約課

入札・見積手続 金額入り設計書閲覧請求書 23財政局 契約課

入札・見積手続 配置予定技術者届 23財政局 契約課

入札・見積手続 配置予定技術者届（共同企業体用） 23財政局 契約課

入札・見積手続 主任技術者経歴証明書 23財政局 契約課

入札・見積手続 下請契約に関する誓約書 23財政局 契約課

入札・見積手続 苦情申立書 23財政局 契約課

入札・見積手続 見積用設計図書類複写依頼書 23財政局 契約課

入札・見積手続 質問書（一般競争入札用） 23財政局 契約課

入札・見積手続 専任技術者証明書 23財政局 契約課

入札・見積手続 類似工事施工等実績確認（申請）書 23財政局 契約課

入札・見積手続 入札参加条件確認（申請）書 23財政局 契約課

入札・見積手続 免税事業者届 23財政局 契約課

入札・見積手続 災害時における川崎市との協力体制確認書 23財政局 契約課

入札参加資格手続 主観評価項目登録申請書 23財政局 契約課

入札参加資格手続 障害者の雇用状況届出書（誓約書） 23財政局 契約課

入札参加資格手続 災害時における川崎市との協力体制届出書（誓約書） 23財政局 契約課

入札参加資格手続 協力雇用主の登録届出書（誓約書） 23財政局 契約課

入札参加資格手続
雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入義務がないこ
との届出書（誓約書）

23財政局 契約課



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

履行手続 建設業退職金共済証紙購入状況報告書 23財政局 契約課

履行手続 建設業退職金共済証紙購入状況報告書未提出等理由書 23財政局 契約課

履行手続 建設業退職金共済証紙受払簿 23財政局 契約課

履行手続 建設業退職金共済証紙貼付実績報告書 23財政局 契約課

課税関連手続 市税代表相続人届 23財政局 税制課

課税関連手続 返還金支払請求書 23財政局 税制課

軽自動車税（種別割）の減免の申請 常時介護者に関する誓約書 23財政局 市民税管理課

個人事業開廃業届出書の届出 個人事業開廃業届出書 23財政局 市民税管理課

給与支払報告書の光ディスク又は磁気ディスクによる提出承
認申請書

給与支払報告書の光ディスク又は磁気ディスクによる提出承
認申請書

23財政局 市民税管理課

特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 23財政局 市民税管理課

特別徴収実施困難理由届出書 特別徴収実施困難理由届出書 23財政局 市民税管理課

特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書 特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書 23財政局 市民税管理課

特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書 特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書 23財政局 市民税管理課

特別徴収税額通知受取方法変更申出書 特別徴収税額通知受取方法変更申出書 23財政局 市民税管理課

特別徴収切替届出（依頼）書 特別徴収切替届出（依頼）書 23財政局 市民税管理課

事業所税の更正請求 事業所税更正請求書 23財政局 市民税管理課

市税の証明書の発行停止の解除申出 市税証明書の発行停止に関する解除申出書 23財政局 市民税管理課

市税の証明書の発行停止の申出 市税証明書に関する発行停止申出書 23財政局 市民税管理課

共有資産に対する固定資産税・都市計画税の分割課税申請
共有資産に対する固定資産税・都市計画税の分割課税申請
書

23財政局 資産税管理課 署名は必要

共有資産に対する固定資産税・都市計画税の分割課税申請
共有資産に対する固定資産税・都市計画税の分割課税申請
書（異動用）

23財政局 資産税管理課

審査の申出に係る照会 審査の申出に係る照会について 23財政局 資産税管理課

固定資産税（償却資産）関係書類の借用 借用書 23財政局 資産税管理課



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

固定資産税・都市計画税の非課税 固定資産税・都市計画税非課税認定申請書 23財政局 資産税管理課

固定資産税関係文書のうち、簡易に公開するものに係る手続
き

借用書 23財政局 資産税管理課

固定資産税の住宅用地に係る住宅が未完成あることの申告 固定資産税住宅未完成理由申告書 23財政局 資産税管理課

書類送付先届出 書類送付先届出書 23財政局 資産税管理課

分割課税申請 分割課税申請書 23財政局 資産税管理課

一部の区分所有者のみの共用部分に係る申出 一部の区分所有者のみの共用部分申出書 23財政局 資産税管理課

家屋に係る異動申出 家屋異動申出書 23財政局 資産税管理課

区分所有家屋に係る所有申出 区分所有家屋所有申出書 23財政局 資産税管理課 署名は必要

固定資産税（家屋）関係書類の借用 借用書 23財政局 資産税管理課

特定附帯設備区分申出 特定附帯設備区分申出書 23財政局 資産税管理課

未登記家屋に係る所有変更申出 未登記家屋所有者変更申出書 23財政局 資産税管理課 署名は必要

未登記家屋に係る所有申出 未登記家屋所有申出書 23財政局 資産税管理課 署名は必要

財産の換価 担保権の引受の方法による換価申出書 23財政局 収納対策課

財産の換価 換価財産の買受申込等の取消申出書 23財政局 収納対策課 署名は必要

財産の換価 換価申立書 23財政局 収納対策課

財産の換価 差押財産の使用等許可申立書 23財政局 収納対策課

財産の換価 参加差押財産引受調書 23財政局 収納対策課

財産の換価 事情届 23財政局 収納対策課

交付要求 交付要求解除請求書 23財政局 収納対策課

交付要求 債権現在額申立書（私債権用） 23財政局 収納対策課

財産の差押 債務承認書 23財政局 収納対策課

財産の差押 承諾書 23財政局 収納対策課 署名は必要



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

財産の差押 差押換請求書 23財政局 収納対策課

財産の差押 差押調書（債権用） 23財政局 収納対策課

市税の分納 納付（納入）誓約書 23財政局 収納対策課

市税過誤納金還付請求 口座振込依頼書 23財政局 債権管理課

共催・後援申請 共催・後援申請書 25市民文化局 庶務課

共催・後援申請 共催・後援変更申請書 25市民文化局 庶務課

公共施設利用予約システムへの利用者登録申請（個人登録） 利用者登録申請書 25市民文化局 企画課

公共施設利用予約システムへの利用者登録申請（個人登録）
※利用者が未成年の場合

同意書 25市民文化局 企画課 署名は必要

公共施設利用予約システムへの利用者登録申請（野球場専
用団体登録）
※代表者が未成年の場合

同意書 25市民文化局 企画課 署名は必要

利用者カード再発行申請（個人登録） 利用者カード再発行申請書 25市民文化局 企画課

利用者登録更新申請（個人登録） 利用者登録更新申請書 25市民文化局 企画課

利用者登録更新申請（個人登録）
※利用者が未成年の場合

同意書 25市民文化局 企画課 署名は必要

公共施設利用予約システムへの利用者登録申請（野球場専
用団体登録）
※代表者が未成年の場合

利用者登録申請書 25市民文化局 企画課

川崎市建築行為及び開発行為に伴う防犯灯設置届 防犯灯設置届 25市民文化局 地域安全推進課

川崎市建築行為及び開発行為に伴う防犯灯設置届 防犯灯設置完了報告書 25市民文化局 地域安全推進課

川崎市防犯協会連合会補助金交付申請 交付申請書 25市民文化局 地域安全推進課

川崎市防犯協会連合会補助金交付申請 発注実績報告書 25市民文化局 地域安全推進課

川崎市防犯協会連合会補助金交付申請 入札（見積り）が行えないことに係る理由書 25市民文化局 地域安全推進課

川崎市防犯協会連合会補助金交付申請 誓約書 25市民文化局 地域安全推進課

防犯カメラ設置補助金交付申請 防犯カメラ設置補助金交付申請書 25市民文化局 地域安全推進課

防犯カメラ設置補助金交付申請 防犯カメラ管理責任者等選任届出書 25市民文化局 地域安全推進課

防犯カメラ設置補助金交付申請 防犯カメラの設置に係る管轄警察署との協議について 25市民文化局 地域安全推進課
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局区名 課名
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手続名 様式名
所管課

備考

防犯カメラ設置補助金交付申請 防犯カメラ管理責任者等変更届出書 25市民文化局 地域安全推進課

防犯カメラ設置補助金交付申請 防犯カメラ設置補助事業実績報告書 25市民文化局 地域安全推進課

防犯カメラ設置補助金交付申請 発注実績報告書 25市民文化局 地域安全推進課

防犯カメラ設置補助金交付申請 入札（見積り）が行えないことに係る理由書 25市民文化局 地域安全推進課

防犯カメラ設置補助金交付申請 市内中小企業者であることの誓約書 25市民文化局 地域安全推進課

防犯灯管理費及び補修費補助金交付申請 防犯灯管理費及び補修費補助金交付申請書 25市民文化局 地域安全推進課 署名は必要

防犯灯設置補助金交付申請 防犯灯設置補助金交付申請書 25市民文化局 地域安全推進課 署名は必要

防犯灯設置補助金交付申請 防犯灯設置補助事業実績報告書 25市民文化局 地域安全推進課

防犯灯設置補助金交付申請 発注実績報告書 25市民文化局 地域安全推進課

防犯灯設置補助金交付申請 入札（見積り）が行えないことに係る理由書 25市民文化局 地域安全推進課

防犯灯設置補助金交付申請 市内中小企業者であることの誓約書 25市民文化局 地域安全推進課

川崎市青色防犯パトロール実施申出 川崎市青色防犯パトロール実施申出書 25市民文化局 地域安全推進課

防犯灯新設要望 防犯灯新規設置に係る同意書 25市民文化局 地域安全推進課 署名は必要

防犯灯新設要望 防犯灯新設要望書 25市民文化局 地域安全推進課

川崎市外国人市民代表者会議　代表者委嘱手続き 就任承諾書 25市民文化局 多文化共生推進課 署名は必要

川崎市外国人市民代表者会議　代表者解嘱手続き 辞任届 25市民文化局 多文化共生推進課 署名は必要

公益財団法人川崎市国際交流協会補助金交付申請
公益財団法人川崎市国際交流協会補助金交付に係る申請
届

25市民文化局 多文化共生推進課

地縁による団体の認可に関する申請 認可申請書 25市民文化局 市民活動推進課

地縁による団体の認可に関する申請 就任承諾書 25市民文化局 市民活動推進課

地縁による団体の認可に関する申請 告示事項変更届出書 25市民文化局 市民活動推進課

地縁による団体の認可に関する申請 規約変更申請書 25市民文化局 市民活動推進課

地縁による団体の認可に関する申請 認可地縁団体解散届出書 25市民文化局 市民活動推進課
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所管課
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地縁による団体の認可に関する申請 認可地縁団体清算結了届出書 25市民文化局 市民活動推進課

地縁による団体の認可に関する申請 所有不動産の登記移転等に係る公告申請書 25市民文化局 市民活動推進課

認可地縁団体証明書交付申請
認可地縁団体証明書交付申請書

25市民文化局 市民活動推進課

町内会・自治会会館整備補助金申請 川崎市町内会・自治会会館整備補助金交付申請書 25市民文化局 市民活動推進課

町内会・自治会会館整備補助金申請 土地及び建物所有者の承諾書 25市民文化局 市民活動推進課

町内会・自治会会館整備補助金申請 川崎市町内会・自治会会館整備補助金交付申請書取下届 25市民文化局 市民活動推進課

町内会・自治会会館整備補助金申請
川崎市町内会・自治会会館整備補助金に係る整備内容の変
更承認申請書

25市民文化局 市民活動推進課

町内会・自治会会館整備補助金申請 川崎市町内会・自治会会館整備工事着手届 25市民文化局 市民活動推進課

町内会・自治会会館整備補助金申請 川崎市町内会・自治会会館整備工事完了届 25市民文化局 市民活動推進課

町内会・自治会会館整備補助金申請 発注実績報告書 25市民文化局 市民活動推進課

町内会・自治会会館整備補助金申請 川崎市町内会・自治会会館整備補助金交付請求書 25市民文化局 市民活動推進課

川崎市町内会・自治会会館建設資金融資申請 川崎市町内会・自治会会館建設資金融資申込書 25市民文化局 市民活動推進課

特定非営利活動法人の認定・特例認定申請 役員等氏名一覧 25市民文化局 市民活動推進課

特定非営利活動法人の条例指定申出 役員等氏名一覧 25市民文化局 市民活動推進課

特定非営利活動法人の設立認証申請 確認書 25市民文化局 市民活動推進課

「かわさき☆えるぼし」認証申請 「かわさき☆えるぼし」認証申請書 25市民文化局 人権・男女共同参画室

「かわさき☆えるぼし」認証申請 「かわさき☆えるぼし」認証企業変更届出書 25市民文化局 人権・男女共同参画室

「かわさき☆えるぼし」認証申請 「かわさき☆えるぼし」認証辞退届出書 25市民文化局 人権・男女共同参画室

川崎市パートナーシップ宣誓 パートナーシップ宣誓書（第１号様式） 25市民文化局 人権・男女共同参画室 署名は必要

川崎市パートナーシップ宣誓 パートナーシップ宣誓に関する確認書兼同意書（第２号様式） 25市民文化局 人権・男女共同参画室 署名は必要

平和推進補助事業実施報告 平和推進補助事業実施報告書 25市民文化局 平和館

平和推進補助事業に係る補助金交付申請 平和推進補助事業に係る補助金交付申請書 25市民文化局 平和館
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助成金申請
川崎市大規模災害支援（福島県復興支援）のための交流費
用助成申請書

25市民文化局 市民スポーツ室

奨励金交付申請 川崎市スポーツ大会出場者奨励金交付申請書 25市民文化局 市民スポーツ室

参加誓約 参加誓約書 25市民文化局 市民スポーツ室

かわさきパラムーブメントロゴ営利使用者登録変更申請 かわさきパラムーブメントロゴ営利使用者登録申請書 25市民文化局
オリンピック・パラリン
ピック推進室

かわさきパラムーブメントロゴ営利使用者登録変更申請 かわさきパラムーブメントロゴ営利使用者登録変更申請書 25市民文化局
オリンピック・パラリン
ピック推進室

かわさきパラムーブメントロゴ営利使用承認変更申請 かわさきパラムーブメントロゴ営利使用承認変更申請書 25市民文化局
オリンピック・パラリン
ピック推進室

かわさきパラムーブメントロゴ営利使用申請 かわさきパラムーブメントロゴ営利使用申請書 25市民文化局
オリンピック・パラリン
ピック推進室

かわさきパラムーブメントロゴ使用中止届 かわさきパラムーブメントロゴ使用中止届 25市民文化局
オリンピック・パラリン
ピック推進室

かわさきパラムーブメントロゴ使用届出 かわさきパラムーブメントロゴ使用届出書 25市民文化局
オリンピック・パラリン
ピック推進室

かわさきパラムーブメントロゴ使用変更届出 かわさきパラムーブメントロゴ使用変更届出書 25市民文化局
オリンピック・パラリン
ピック推進室

川崎市個人型トップアスリート助成金交付 川崎市個人型トップアスリート助成金交付申請書 25市民文化局
オリンピック・パラリン
ピック推進室

川崎市個人型トップアスリート助成金交付 川崎市個人型トップアスリート助成金実績報告書 25市民文化局
オリンピック・パラリン
ピック推進室

川崎市文化賞等の候補者の推薦 川崎市文化賞等候補者推薦書（個人用） 25市民文化局 市民文化振興室

川崎市文化賞等の候補者の推薦 川崎市文化賞等候補者推薦書（団体用） 25市民文化局 市民文化振興室

日本地名研究所補助金交付業務 補助金交付申請書等 25市民文化局 市民文化振興室

日本地名研究所補助金交付業務 日本地名研究所補助金実績報告書 25市民文化局 市民文化振興室

日本地名研究所補助金交付業務 発注実績報告書 25市民文化局 市民文化振興室

日本地名研究所補助金交付業務 入札（ 見積り） が行えないことに係る理由書 25市民文化局 市民文化振興室

日本地名研究所補助金交付業務 誓約書 25市民文化局 市民文化振興室

公益財団法人川崎市文化財団補助金交付 公益財団法人川崎市文化財団補助金交付申請書 25市民文化局 市民文化振興室

公益財団法人川崎市文化財団補助金交付 公益財団法人川崎市文化財団補助金実績報告書 25市民文化局 市民文化振興室

公益財団法人川崎市文化財団補助金交付 発注実績報告書 25市民文化局 市民文化振興室



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

公益財団法人川崎市文化財団補助金交付 入札（見積り）が行えないことに係る理由書 25市民文化局 市民文化振興室

公益財団法人川崎市文化財団補助金交付 誓約書 25市民文化局 市民文化振興室

川崎市総合文化団体連絡会補助金交付業務 川崎市総合文化団体連絡会補助金交付申請書 25市民文化局 市民文化振興室

川崎市総合文化団体連絡会補助金交付業務 川崎市総合文化団体連絡会補助金実績報告書 25市民文化局 市民文化振興室

川崎市総合文化団体連絡会補助金交付業務 発注実績報告書 25市民文化局 市民文化振興室

川崎市総合文化団体連絡会補助金交付業務 入札（見積り）が行えないことに係る理由書 25市民文化局 市民文化振興室

川崎市総合文化団体連絡会補助金交付業務 誓約書 25市民文化局 市民文化振興室

川崎郷土・市民劇事業補助金交付業務 川崎郷土・市民劇事業補助金交付申請書 25市民文化局 市民文化振興室

川崎郷土・市民劇事業補助金交付業務 川崎郷土・市民劇事業補助金実績報告書 25市民文化局 市民文化振興室

川崎郷土・市民劇事業補助金交付業務 発注実績報告書 25市民文化局 市民文化振興室

川崎郷土・市民劇事業補助金交付業務 入札（見積り）が行えないことに係る理由書 25市民文化局 市民文化振興室

川崎郷土・市民劇事業補助金交付業務 誓約書 25市民文化局 市民文化振興室

「映像のまち・かわさき」推進フォーラム補助金交付業務 「映像のまち・かわさき」推進フォーラム補助金交付申請書 25市民文化局 市民文化振興室

「映像のまち・かわさき」推進フォーラム補助金交付業務 「映像のまち・かわさき」推進フォーラム補助金実績報告書 25市民文化局 市民文化振興室

「映像のまち・かわさき」推進フォーラム補助金交付業務 発注実績報告書 25市民文化局 市民文化振興室

「映像のまち・かわさき」推進フォーラム補助金交付業務 入札（見積り）が行えないことに係る理由書 25市民文化局 市民文化振興室

「映像のまち・かわさき」推進フォーラム補助金交付業務 誓約書 25市民文化局 市民文化振興室

川崎・しんゆり芸術祭補助金交付業務 川崎・しんゆり芸術祭事業補助金交付申請書 25市民文化局 市民文化振興室

川崎・しんゆり芸術祭補助金交付業務 川崎・しんゆり芸術祭事業補助金実績報告書 25市民文化局 市民文化振興室

川崎・しんゆり芸術祭補助金交付業務 発注実績報告書 25市民文化局 市民文化振興室

川崎・しんゆり芸術祭補助金交付業務 入札（見積り）が行えないことに係る理由書 25市民文化局 市民文化振興室

川崎・しんゆり芸術祭補助金交付業務 誓約書 25市民文化局 市民文化振興室



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

公益財団法人神奈川フィルハーモニー管弦楽団補助金業務
公益財団法人神奈川フィルハーモニー管弦楽団補助金交付
申請書

25市民文化局 市民文化振興室

公益財団法人神奈川フィルハーモニー管弦楽団補助金業務
公益財団法人神奈川フィルハーモニー管弦楽団補助金実績
報告書、発注実績報告書、入札（見積り）が行えないことに係
る理由書、市内中小企業者であることの誓約

25市民文化局 市民文化振興室

公益財団法人神奈川フィルハーモニー管弦楽団補助金業務
発注実績報告書、入札（見積り）が行えないことに係る理由
書、市内中小企業者であることの誓約書

25市民文化局 市民文化振興室

公益財団法人神奈川フィルハーモニー管弦楽団補助金業務 入札（見積り）が行えないことに係る理由書 25市民文化局 市民文化振興室

公益財団法人神奈川フィルハーモニー管弦楽団補助金業務 市内中小企業者であることの誓約書 25市民文化局 市民文化振興室

「音楽のまち・かわさき」推進協議会補助金交付業務
「音楽のまち・かわさき」推進協議会に対する補助金「発注実
績報告書」

25市民文化局 市民文化振興室

「音楽のまち・かわさき」推進協議会補助金交付業務 入札（見積り）が行えないことに係る理由書 25市民文化局 市民文化振興室

「音楽のまち・かわさき」推進協議会補助金交付業務 誓約書 25市民文化局 市民文化振興室

小黒恵子童謡記念館の管理運営 発注実績報告書 25市民文化局 市民文化振興室

小黒恵子童謡記念館の管理運営 入札が行えないことに係る理由書 25市民文化局 市民文化振興室

小黒恵子童謡記念館の管理運営 市内中小企業であることの誓約書 25市民文化局 市民文化振興室

beyond2020プログラム認証申請 誓約書兼同意書 25市民文化局 市民文化振興室

川崎市岡本太郎美術館特別利用許可申請書 川崎市岡本太郎美術館特別利用許可申請書 25市民文化局
川崎市岡本太郎美術
館

川崎市後援名義等の使用承認申請
【申請】後援申請書、事業計画書、収支予算書、団体定款、
役員名簿 等

28経済労働局 庶務課

川崎市グローバル展開支援事業補助金交付申請 交付申請書 28経済労働局 経営支援課

川崎市グローバル展開支援事業補助金交付申請 暴力団排除に係る誓約書 28経済労働局 経営支援課

川崎市グローバル展開支援事業補助金事業実績報告 事業実績報告書 28経済労働局 経営支援課

川崎市グローバル展開支援事業補助金変更・中止申請 変更（中止）申請書 28経済労働局 経営支援課

川崎市コンテンツグローバル化促進事業補助金交付申請 交付申請書 28経済労働局 経営支援課

川崎市コンテンツグローバル化促進事業補助金交付申請 暴力団排除に係る誓約書 28経済労働局 経営支援課

川崎市コンテンツグローバル化促進事業補助金事業実績報
告

事業実績報告書 28経済労働局 経営支援課

川崎市コンテンツグローバル化促進事業補助金変更・中止申
請

変更（中止）申請書 28経済労働局 経営支援課
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手続名 様式名
所管課

備考

川崎市コンテンツグローバル化促進事業補助金交付申請（特
例）

交付申請書兼事業実績報告書 28経済労働局 経営支援課

工業集合地特例届出事務
工場立地法に基づく工業集合地特例による隣接緑地等確認
書

28経済労働局 経営支援課

工場立地法届出事務
特定工場新設（変更）届出及び実施制限期間の短縮申請書
（一般用）

28経済労働局 経営支援課

工場立地法届出事務 特定工場廃止届出書 28経済労働局 経営支援課

工場立地法届出事務 委任状 28経済労働局 経営支援課

敷地外緑地等制度届出事務 敷地外緑地等設置届出書 28経済労働局 経営支援課

敷地外緑地等制度届出事務 敷地外緑地等整備完了報告書 28経済労働局 経営支援課

敷地外緑地等制度届出事務 敷地外緑地等維持管理報告書 28経済労働局 経営支援課

敷地外緑地等制度届出事務 敷地外緑地等変更届出書 28経済労働局 経営支援課

施設利用申請 川崎市産業振興会館減免申請書 28経済労働局 経営支援課

施設利用申請 期間外申請書 28経済労働局 経営支援課

施設利用申請 情報機器等利用申込書 28経済労働局 経営支援課

施設利用申請 ホール・展示場キャンセル申込書 28経済労働局 経営支援課

先端設備等導入計画認定 誓約書 28経済労働局 経営支援課

工業系地域内における住宅建設に係る手続 工業系地域内協議結果報告書 28経済労働局 経営支援課

栗木マイコン地区・南黒川地区地区計画に基づく建築物等の
用途等に関する事前相談

栗木マイコン地区・南黒川地区地区計画に基づく建築物等の
用途等に関する事前相談書

28経済労働局 経営支援課

栗木マイコン地区・南黒川地区地区計画に基づく建築物等の
用途等に関する事前相談

栗木マイコン地区・南黒川地区地区計画区域内における土
地または建築物当の第三者への譲渡等についての届出

28経済労働局 経営支援課

特別工業地区内工場等建築に係る手続 事前相談書 28経済労働局 経営支援課

特別工業地区内工場等建築に係る手続 騒音・振動関係対策調書 28経済労働局 経営支援課

特別工業地区内工場等建築に係る手続 誓約書 28経済労働局 経営支援課

工業団体助成事業補助金 交付申請書 28経済労働局 経営支援課

川崎市がんばるものづくり企業操業環境整備助成金
交付申請書

28経済労働局 経営支援課
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局区名 課名
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手続名 様式名
所管課

備考

川崎市がんばるものづくり企業操業環境整備助成金 誓約書 28経済労働局 経営支援課

川崎市がんばるものづくり企業操業環境整備助成金 市内中小企業者であることの誓約書 28経済労働局 経営支援課

川崎市がんばるものづくり企業操業環境整備助成金 入札（見積り）が行えないことに係る理由書 28経済労働局 経営支援課

川崎市がんばるものづくり企業操業環境整備助成金 事前着手届 28経済労働局 経営支援課

川崎市がんばるものづくり企業操業環境整備助成金 変更承認申請書 28経済労働局 経営支援課

川崎市がんばるものづくり企業操業環境整備助成金 事業計画中止（廃止）承認申請書 28経済労働局 経営支援課

川崎市がんばるものづくり企業操業環境整備助成金 事業計画承継承認申請書 28経済労働局 経営支援課

川崎市がんばるものづくり企業操業環境整備助成金 誓約書 28経済労働局 経営支援課

川崎市がんばるものづくり企業操業環境整備助成金 取得財産等処分承認申請書 28経済労働局 経営支援課

川崎市がんばるものづくり企業操業環境整備助成金 実績報告書 28経済労働局 経営支援課

川崎市産学共同研究開発プロジェクト補助金 交付申請書 28経済労働局 経営支援課

川崎市産学共同研究開発プロジェクト補助金 誓約書 28経済労働局 経営支援課

川崎市産学共同研究開発プロジェクト補助金 変更・中止承認申請書 28経済労働局 経営支援課

川崎市産学共同研究開発プロジェクト補助金 実績報告書 28経済労働局 経営支援課

川崎市産学共同研究開発プロジェクト補助金 発注実績報告書 28経済労働局 経営支援課

川崎市産学共同研究開発プロジェクト補助金 入札が行えないことに係る理由書 28経済労働局 経営支援課

川崎市産学共同研究開発プロジェクト補助金 市内中小企業者であることの誓約書 28経済労働局 経営支援課

工業団体助成事業補助金 誓約書 28経済労働局 経営支援課

工業団体助成事業補助金 変更承認申請書 28経済労働局 経営支援課

工業団体助成事業補助金 中止申請書 28経済労働局 経営支援課

工業団体助成事業補助金 遅延等報告書 28経済労働局 経営支援課

工業団体助成事業補助金 実績報告書 28経済労働局 経営支援課
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川崎市がんばるものづくり企業応援補助金 交付申請書 28経済労働局 経営支援課

川崎市がんばるものづくり企業応援補助金 誓約書 28経済労働局 経営支援課

川崎市がんばるものづくり企業応援補助金 変更・中止承認申請書 28経済労働局 経営支援課

川崎市がんばるものづくり企業応援補助金 実績報告書 28経済労働局 経営支援課

川崎市工業後継者団体補助金 交付申請書 28経済労働局 経営支援課

川崎市工業後継者団体補助金 誓約書 28経済労働局 経営支援課

川崎市工業後継者団体補助金 変更・中止承認申請書 28経済労働局 経営支援課

川崎市工業後継者団体補助金 実績報告書 28経済労働局 経営支援課

川崎市事業承継・事業継続力強化支援補助金 交付申請書 28経済労働局 経営支援課

川崎市事業承継・事業継続力強化支援補助金 誓約書 28経済労働局 経営支援課

川崎市事業承継・事業継続力強化支援補助金 変更・中止承認申請書 28経済労働局 経営支援課

川崎市事業承継・事業継続力強化支援補助金 実績報告書 28経済労働局 経営支援課

川崎市事業承継・事業継続力強化支援補助金 発注実績報告書 28経済労働局 経営支援課

川崎市事業承継・事業継続力強化支援補助金 入札が行えないことに係る理由書 28経済労働局 経営支援課

川崎市新技術・新製品開発等支援事業補助金 交付申請書 28経済労働局 経営支援課

川崎市新技術・新製品開発等支援事業補助金 誓約書 28経済労働局 経営支援課

川崎市新技術・新製品開発等支援事業補助金 変更・中止承認申請書 28経済労働局 経営支援課

川崎市新技術・新製品開発等支援事業補助金 実績報告書 28経済労働局 経営支援課

川崎市先端産業創出支援助成金 川崎市先端産業創出支援助成金事業計画変更承認申請書 28経済労働局 経営支援課

川崎市先端産業創出支援助成金 川崎市先端産業創出支援助成金事業実施状況報告 28経済労働局 経営支援課

川崎市先端産業創出支援助成金 川崎市先端産業創出支援助成金財産処分承認申請書 28経済労働局 経営支援課

川崎市計量協会が市内中小企業者から見積を拠出するため
の誓約書

市内中小企業者であることの誓約書 28経済労働局
消費者行政センター計
量検査所
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川崎市計量協会の実績報告 川崎市計量団体事業実績報告書 28経済労働局
消費者行政センター計
量検査所

川崎市計量協会の実績報告 発注実績報告書 28経済労働局
消費者行政センター計
量検査所

川崎市計量協会の実績報告 入札（見積り）が行えないことに係る理由書 28経済労働局
消費者行政センター計
量検査所

川崎市計量協会補助金の申請 川崎市計量団体事業補助金交付申請書 28経済労働局
消費者行政センター計
量検査所

川崎市計量協会補助金の申請 誓約書 28経済労働局
消費者行政センター計
量検査所

定期検査代検査業務開始の届出 定期検査に代わる計量士による検査業務の届出書 28経済労働局
消費者行政センター計
量検査所

定期検査代検査業務届出事項の変更 定期検査に代わる計量士による検査業務の届出事項変更届 28経済労働局
消費者行政センター計
量検査所

定期検査代検査業予定計画書の届出 検査予定計画書 28経済労働局
消費者行政センター計
量検査所

定期検査代検査業務廃止の届出 検査業務廃止届出書 28経済労働局
消費者行政センター計
量検査所

適正計量管理事業者の新規指定検査申請 適正計量管理事業所指定検査申請書 28経済労働局
消費者行政センター計
量検査所

分銅等の貸付申請 物品貸付申請書 28経済労働局
消費者行政センター計
量検査所

分銅等の貸付申請 物品預かり書 28経済労働局
消費者行政センター計
量検査所

川崎市公衆浴場経営安定等補助金 交付申請書（様式第1） 28経済労働局 観光・地域活力推進部

川崎市公衆浴場経営安定等補助金 川崎浴場組合連合会役員名簿等（第２号様式） 28経済労働局 観光・地域活力推進部

川崎市公衆浴場経営安定等補助金 委任状兼同意書（第３号様式） 28経済労働局 観光・地域活力推進部

川崎市公衆浴場経営安定等補助金 誓約書（第５号様式） 28経済労働局 観光・地域活力推進部

川崎市公衆浴場経営安定等補助金 変更（中止）申請書（第６号様式） 28経済労働局 観光・地域活力推進部

川崎市公衆浴場経営安定等補助金 実績報告書（第８号様式） 28経済労働局 観光・地域活力推進部

川崎市公衆浴場経営安定等補助金 発注実績書（第９号様式） 28経済労働局 観光・地域活力推進部

川崎市公衆浴場経営安定等補助金 入札（見積り）が行えないことに係る理由書（第10号様式） 28経済労働局 観光・地域活力推進部

大規模小売店舗立地法に係る届出 ・大規模小売店舗届出書に係る代理届出に係る委任状 28経済労働局 観光・地域活力推進部

川崎市商店街施設整備事業補助金 承認申請書（様式第２） 28経済労働局 観光・地域活力推進部
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所管課
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川崎市商店街施設整備事業補助金 申請書（様式第４） 28経済労働局 観光・地域活力推進部

川崎市商店街施設整備事業補助金 変更（中止）申請書（様式第５） 28経済労働局 観光・地域活力推進部

川崎市商店街施設整備事業補助金 完了届（様式第９） 28経済労働局 観光・地域活力推進部

川崎市商店街施設整備事業補助金 管理状況報告書（様式第１１） 28経済労働局 観光・地域活力推進部

川崎市商店街施設整備事業補助金 仕入れ控除税額報告書（様式第１２） 28経済労働局 観光・地域活力推進部

川崎市商店街施設整備事業補助金 誓約書（様式第４－５） 28経済労働局 観光・地域活力推進部

川崎市商店街施設整備事業補助金 入札（見積り）が行えないことに係る理由書（様式第４－６） 28経済労働局 観光・地域活力推進部

川崎市商店街施設整備事業補助金 業発注実績報告書（様式第９－３） 28経済労働局 観光・地域活力推進部

川崎市商店街魅力再起支援事業補助金 交付申請書（様式第1） 28経済労働局 観光・地域活力推進部

川崎市商店街魅力再起支援事業補助金 誓約書（暴排条例関係照会） 28経済労働局 観光・地域活力推進部

川崎市商店街魅力再起支援事業補助金 変更申請書（様式第3） 28経済労働局 観光・地域活力推進部

川崎市商店街魅力再起支援事業補助金 中止申請書（様式第4） 28経済労働局 観光・地域活力推進部

川崎市商店街魅力再起支援事業補助金 実績報告書（様式第7） 28経済労働局 観光・地域活力推進部

川崎市商店街魅力アップ支援事業補助金 交付申請書(様式第１） 28経済労働局 観光・地域活力推進部

川崎市商店街魅力アップ支援事業補助金 変更申請書(様式第６） 28経済労働局 観光・地域活力推進部

川崎市商店街魅力アップ支援事業補助金 中止申請書（様式第７） 28経済労働局 観光・地域活力推進部

川崎市商店街魅力アップ支援事業補助金 実績報告書（様式第９） 28経済労働局 観光・地域活力推進部

川崎市商店街魅力アップ支援事業補助金 仕入控除税額報告書（様式第11） 28経済労働局 観光・地域活力推進部

川崎市商店街魅力アップ支援事業補助金 誓約書（暴排条例関係照会） 28経済労働局 観光・地域活力推進部

川崎駅周辺商業活性化事業補助金 交付申請書(様式第１） 28経済労働局 観光・地域活力推進部

川崎駅周辺商業活性化事業補助金 変更（中止）申請書（様式第５） 28経済労働局 観光・地域活力推進部

川崎駅周辺商業活性化事業補助金 補助事業遅延等報告書（様式第７） 28経済労働局 観光・地域活力推進部



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

川崎駅周辺商業活性化事業補助金 実績報告書（様式第８） 28経済労働局 観光・地域活力推進部

川崎駅周辺商業活性化事業補助金 発注実績報告書（様式第９） 28経済労働局 観光・地域活力推進部

川崎駅周辺商業活性化事業補助金 入札（見積り）が行えないことに係る理由書（様式第１０） 28経済労働局 観光・地域活力推進部

川崎駅周辺商業活性化事業補助金 誓約書（様式第１１） 28経済労働局 観光・地域活力推進部

川崎駅周辺商業活性化事業補助金 誓約書（暴排条例関係照会） 28経済労働局 観光・地域活力推進部

川崎市魅力あふれる個店創出事業補助金 交付申請書（様式第1） 28経済労働局 観光・地域活力推進部

川崎市魅力あふれる個店創出事業補助金 誓約書（暴排条例関係照会） 28経済労働局 観光・地域活力推進部

川崎市魅力あふれる個店創出事業補助金 変更申請書（様式第３） 28経済労働局 観光・地域活力推進部

川崎市魅力あふれる個店創出事業補助金 中止申請書（様式第4） 28経済労働局 観光・地域活力推進部

川崎市魅力あふれる個店創出事業補助金 実績報告書（様式第８） 28経済労働局 観光・地域活力推進部

創業支援資金申込 同意書（第１８号様式） 28経済労働局 金融課 署名は必要

融資状況報告書 融資状況報告書第１号様式 28経済労働局 金融課

融資対象者確認申込・確認書 融資対象者確認申込・確認書第３号様式 28経済労働局 金融課

融資対象者確認申込・確認書（指定倒産） 融資対象者確認申込・確認書（指定倒産）第４号様式 28経済労働局 金融課

事業計画書 事業計画書 28経済労働局 金融課

産業立地促進資金融資資格認定 産業立地促進資金融資資格認定申込書 28経済労働局 金融課

産業立地促進資金融資者確認申込 産業立地促進資金融資者確認申込・確認書 28経済労働局 金融課

企業立地促進資金融資者確認申込 企業立地促進資金融資者確認申込・確認書 28経済労働局 金融課

産業立地促進資金工事完了 産業立地促進資金工事完了届 28経済労働局 金融課

産業立地促進資金変更届 産業立地促進資金変更届出書 28経済労働局 金融課

創業支援資金申込 創業支援資金申込書 28経済労働局 金融課

創業支援資金申込 創業支援資金申込書（附票） 28経済労働局 金融課
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創業支援資金等融資対象者推薦 創業支援資金等融資対象者推薦書 28経済労働局 金融課

代位弁済補助金交付
代位弁済補助金交付申請書
・実績報告書

28経済労働局 金融課

保証料補助金交付
保証料補助金交付申請書
・実績報告書

28経済労働局 金融課

災害対策特別資金利子補給補助金交付 災害対策特別資金利子補給補助金申出書 28経済労働局 金融課

災害対策特別資金利子補給補助金交付 災害対策特別資金利子補給補助金変更届出書 28経済労働局 金融課

川崎市事業承継特別保証資金申込 事業承継計画書 28経済労働局 金融課

川崎市事業承継特別保証資金申込 財務要件確認書 28経済労働局 金融課

川崎市事業承継特別保証資金申込 借換債務等確認書 28経済労働局 金融課

川崎市事業承継特別保証資金申込 他行借換依頼書兼確認書 28経済労働局 金融課

災害対策特別資金利子補給補助金交付
災害対策特別資金利子補給補助金交付申請書兼実績報告
書

28経済労働局 金融課

災害対策特別資金利子補給補助金交付
様式第５号暴力団員などに該当しないことの誓約書及び同
意書

28経済労働局 金融課

新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給補助金交付
新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給補助金交付申
請書

28経済労働局 金融課

かわさき「市民ファーミング農園」開設に係る手続き 事業計画申請書 28経済労働局 農業振興課

かわさき「市民ファーミング農園」開設に係る手続き 事業計画変更申請書 28経済労働局 農業振興課

かわさき「市民ファーミング農園」開設に係る手続き 事業実施報告書 28経済労働局 農業振興課

かわさき「市民ファーミング農園」開設に係る手続き 中止・廃止報告書 28経済労働局 農業振興課

人・農地プラン作成手続き 人・農地プラン位置づけ希望の申出書 28経済労働局 農業振興課

人・農地プラン作成手続き 個人情報の取扱い 28経済労働局 農業振興課

人・農地プラン作成手続き
スーパーＬ資金に係る金利負担軽減措置適用に関する証明
書

28経済労働局 農業振興課

川崎市体験型農園推進事業 交付申請書 28経済労働局 農業振興課

川崎市体験型農園推進事業 交付変更（中止）承認申請書 28経済労働局 農業振興課

川崎市体験型農園推進事業 事業実績報告書 28経済労働局 農業振興課
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川崎市体験型農園推進事業 誓約書 28経済労働局 農業振興課

川崎市体験型農園推進事業 財産処分承認申請書 28経済労働局 農業振興課

農業経営高度化支援事業 暴力団員などに該当しないことの誓約書及び同意書 28経済労働局 農業振興課

ニューファーム整備事業補助金 ニューファーム整備事業補助金交付申請書 28経済労働局 農地課

ニューファーム整備事業補助金 ニューファーム整備事業変更申請書 28経済労働局 農地課

ニューファーム整備事業補助金 ニューファーム整備事業出来形補助申請書 28経済労働局 農地課

ニューファーム整備事業補助金 ニューファーム整備事業着手報告書 28経済労働局 農地課

ニューファーム整備事業補助金 工事完成報告書 28経済労働局 農地課

ニューファーム整備事業補助金 ニューファーム整備事業実績報告書 28経済労働局 農地課

ニューファーム整備事業補助金 発注実績報告書 28経済労働局 農地課

ニューファーム整備事業補助金 入札（見積り）が行えないことに係る理由書 28経済労働局 農地課

ニューファーム整備事業補助金 誓約書 28経済労働局 農地課

ニューファーム整備事業補助金
ニューファーム整備事業財産目的外使用に関する承認申請
書

28経済労働局 農地課

ニューファーム整備事業補助金 ニューファーム整備事業財産譲渡に関する承認申請書 28経済労働局 農地課

ニューファーム整備事業補助金 ニューファーム整備事業施設の更新届 28経済労働局 農地課

里地里山保全等促進事業補助金 里地里山保全等促進事業補助金交付申請書 28経済労働局 農地課

里地里山保全等促進事業補助金 里地里山保全等促進事業変更（中止、廃止）申請書 28経済労働局 農地課

里地里山保全等促進事業補助金 里地里山保全等促進事業実績報告書 28経済労働局 農地課

市民防災農地登録 市民防災農地登録申出書 28経済労働局 農地課

市民防災農地登録取下げ 市民防災農地取下げ申出書 28経済労働局 農地課

故障認定 農林漁業に従事することを不可能にさせる故障の認定願 28経済労働局 農地課

生産緑地地区内行為（5項届出） 生産緑地地区内行為着手届出書 28経済労働局 農地課
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手続名 様式名
所管課

備考

生産緑地地区内行為（5項届出） 生産緑地地区内行為通知書添付書類（求積図又は実測図） 28経済労働局 農地課

生産緑地地区内行為（5項届出） 生産緑地地区内行為完了届出書 28経済労働局 農地課

生産緑地地区内行為（6項届出） 生産緑地地区内非常応急措置届出書 28経済労働局 農地課

生産緑地地区内行為（6項届出） 生産緑地地区内行為通知書添付書類（求積図又は実測図） 28経済労働局 農地課

生産緑地地区内行為（6項届出） 生産緑地地区内行為完了届出書 28経済労働局 農地課

生産緑地地区内行為（8項協議） 生産緑地地区内行為協議書 28経済労働局 農地課

生産緑地地区内行為（8項協議） 生産緑地地区内行為通知書添付書類（求積図又は実測図） 28経済労働局 農地課

生産緑地地区内行為（8項協議） 生産緑地地区内行為着手届出書 28経済労働局 農地課

生産緑地地区内行為（8項協議） 生産緑地地区内行為完了届出書 28経済労働局 農地課

生産緑地地区内行為（許可） 生産緑地地区内行為（変更）許可申請書 28経済労働局 農地課

生産緑地地区内行為（許可）
生産緑地地区内行為許可申請添付書類（求積図又は実測
図）

28経済労働局 農地課

生産緑地地区内行為（許可） 生産緑地地区内行為着手届出書 28経済労働局 農地課

生産緑地地区内行為（許可） 生産緑地地区内行為完了届出書 28経済労働局 農地課

生産緑地地区内行為（許可） 生産緑地地区内実績報告書 28経済労働局 農地課

生産緑地地区内行為（通知） 生産緑地地区内行為通知書 28経済労働局 農地課

生産緑地地区内行為（通知） 生産緑地地区内行為通知書添付書類（求積図又は実測図） 28経済労働局 農地課

生産緑地地区内行為（通知） 生産緑地地区内行為着手届出書 28経済労働局 農地課

生産緑地地区内行為（通知） 生産緑地地区内行為完了届出書 28経済労働局 農地課

生産緑地地区内行為（通知） 公共施設等の設置又は管理に係る行為の事前協議書 28経済労働局 農地課

生産緑地地区内行為（届出） 生産緑地地区内行為計画書添付書類（求積図又は実測図） 28経済労働局 農地課

生産緑地地区内行為（届出） 生産緑地地区内行為着手届出書 28経済労働局 農地課

生産緑地地区内行為（届出） 生産緑地地区内行為完了届出書 28経済労働局 農地課
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手続名 様式名
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生産緑地買取申出 生産緑地買取申出書添付書類（求積図又は実測図） 28経済労働局 農地課

生産緑地買取申出 裁決申請書 28経済労働局 農地課

生産緑地買取申出 裁決申請書 28経済労働局 農地課

生産緑地地区内行為（届出） 生産緑地地区内行為計画書 28経済労働局 農地課

特定生産緑地指定申出 特定生産緑地指定申出・提案書 28経済労働局 農地課

生産緑地指定申出 川崎都市計画資産緑地地区指定審査申出書 28経済労働局 農地課

生産緑地指定申出 生産緑地指定申出添付書類（求積図又は実測図） 28経済労働局 農地課

生産緑地指定申出 川崎都市計画資産緑地地区指定審査申出書 28経済労働局 農地課

生産緑地指定申出 生産緑地指定申出添付書類（求積図又は実測図） 28経済労働局 農地課

特定生産緑地指定申出 特定生産緑地指定期限の延長申出書兼同意書 28経済労働局 農地課

特定生産緑地指定申出 特定生産緑地指定申出添付書類（求積図又は実測図） 28経済労働局 農地課

事業計画の認定の申請 事業計画の認定申請書 28経済労働局 農地課

事業計画の変更の届出 事業計画の変更の届出書 28経済労働局 農地課

事業計画の変更の認定申請 事業計画の変更の認定申請書 28経済労働局 農地課

賃借権解除の届出
都市農地の貸借の円滑化に関する法律第8条第3項の規定
による届出書

28経済労働局 農地課

認定都市農地の利用状況の報告 認定都市農地の利用状況の報告書 28経済労働局 農地課

水田保全事業補助金交付申請 申請書・暴力団排除条例に係る誓約書（同意書） 28経済労働局 農地課

水田保全事業補助金交付申請 委任状・暴力団排除条例に係る誓約書（同意書） 28経済労働局 農地課

水田保全事業補助金実施報告 報告書 28経済労働局 農地課

耕作証明・農地証明・農業経営状況証明、非農地照明 農業委員会が発行する証明申請書 28経済労働局 農業委員会

生産緑地の農業の主たる従事者証明の申請 生産緑地の農業の主たる従事者証明願 28経済労働局 農業委員会

農作物栽培高度化施設に関する届出 農地法第43条第1項の規定による届出書 28経済労働局 農業委員会
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所管課
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農作物栽培高度化施設に関する届出 同意書 28経済労働局 農業委員会

農作物栽培高度化施設に関する届出 工事完成届 28経済労働局 農業委員会

農作物栽培高度化施設に関する届出 取下届 28経済労働局 農業委員会

農地造成工事完了報告 農地造成工事完了報告書 28経済労働局 農業委員会

農地造成工事事前審査 農地造成工事事前審査申出書 28経済労働局 農業委員会

農地造成工事承認 農地造成工事施行承認願 28経済労働局 農業委員会

農地造成工事進捗報告 農地造成工事進捗状況報告書 28経済労働局 農業委員会

農地造成工事施工届出 農地造成工事施行届出書 28経済労働局 農業委員会

農地法第３条許可申請 賃借人の同意書 28経済労働局 農業委員会

農地法第３条許可申請 土地所有者の同意書 28経済労働局 農業委員会

農地法第４条許可申請
（一時転用する場合）

農地復元誓約書 28経済労働局 農業委員会

農地法第４条許可申請
（申請地に賃借権等の法第3条第1項本文に掲げる権利が設
定されている場合）

転用に対する同意書 28経済労働局 農業委員会

農地法第４条許可申請
（建売住宅・建築条件付売買予定目的・自己住宅目的で転用
する場合）

目的どおりに転用する旨の誓約書 28経済労働局 農業委員会

農地法第４条許可申請
（駐車場・資材置場等建築物を建築しない場合）

転用目的以外に供さず、建築物を建築しない旨の誓約書 28経済労働局 農業委員会

農地法第４条許可申請
（賃借権が設定されている農地を転用する場合）

土地所有者の同意書 28経済労働局 農業委員会

農地法第４条許可申請
（賃借権が設定されている農地を転用する場合）

賃借人の同意書 28経済労働局 農業委員会

農地法第５条許可申請
（一時転用する場合）

農地復元誓約書 28経済労働局 農業委員会

農地法第５条許可申請
（申請地に賃借権等の法第3条第1項本文に掲げる権利が設
定されている場合）

転用に対する同意書 28経済労働局 農業委員会

農地法第５条許可申請
（建売住宅・建築条件付売買予定目的・自己住宅目的で転用
する場合）

目的どおりに転用する旨の誓約書 28経済労働局 農業委員会

農地法第５条許可申請
（駐車場・資材置場等建築物を建築しない場合）

転用目的以外に供さず、建築物を建築しない旨の誓約書 28経済労働局 農業委員会

農地法第５条許可申請
（賃借権が設定されている農地を転用する場合）

土地所有者の同意書 28経済労働局 農業委員会

農地法第５条許可申請
（賃借権が設定されている農地を転用する場合）

賃借人の同意書 28経済労働局 農業委員会
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農地転用届出　受理済証明書発行業務 農地法による届出受理済証明願 28経済労働局 農業委員会

農地法届出等（４・５条）受理事務関係 委任状 28経済労働局 農業委員会

川崎市環境保全型農業推進事業補助金交付申請 交付申請書（１号様式） 28経済労働局 農業技術支援センター

川崎市環境保全型農業推進事業補助金交付申請 概算払申請書（５号様式） 28経済労働局 農業技術支援センター

川崎市環境保全型農業推進事業補助金交付申請 川崎市環境保全型農業推進事業実績報告書（７号様式） 28経済労働局 農業技術支援センター

川崎市環境保全型農業推進事業補助金交付申請 発注実績報告書（８号様式） 28経済労働局 農業技術支援センター

川崎市環境保全型農業推進事業補助金交付申請 誓約書（９号様式） 28経済労働局 農業技術支援センター 署名は必要

川崎市環境保全型農業推進事業補助金交付申請 入札（見積り）が行えないことに係る理由書（10号様式） 28経済労働局 農業技術支援センター

川崎市環境保全型農業直接支払事業補助金交付申請 交付申請書（２号様式） 28経済労働局 農業技術支援センター

川崎市環境保全型農業直接支払事業補助金交付申請
川崎市環境保全型農業直接支払事業補助金変更交付申請
書（６号様式）

28経済労働局 農業技術支援センター

川崎市環境保全型農業直接支払事業補助金交付申請
川崎市環境保全型農業直接支払事業実績報告書（1１号様
式）

28経済労働局 農業技術支援センター

共同研究及び受託研究の実施 共同研究・受託研究申出書（1号様式） 28経済労働局 農業技術支援センター

共同研究及び受託研究の実施 誓約書（2号様式） 28経済労働局 農業技術支援センター

多摩川ナシ保存奨励事業奨励金交付申請 川崎市多摩川ナシ保存奨励事業登録申請書（１号様式） 28経済労働局 農業技術支援センター

農業経営改善資金利子補給事業交付申請 融資実行報告書（第１号様式） 28経済労働局 農業技術支援センター

農業経営改善資金利子補給事業交付申請
農業経営改善資金利子補給交付申請書の送付について（第
２号様式の３）

28経済労働局 農業技術支援センター

農業経営改善資金利子補給事業交付申請 全額利子補給を受けるための申請書（第４号様式） 28経済労働局 農業技術支援センター

農業経営改善資金利子補給事業交付申請 農地転用しない旨の誓約書（第５号様式） 28経済労働局 農業技術支援センター 署名は必要

川崎市農業生産振興対策事業補助金交付申請 交付申請書（１号様式） 28経済労働局 農業技術支援センター

川崎市農業生産振興対策事業補助金交付申請 交付申請書（１号様式の別紙） 28経済労働局 農業技術支援センター

川崎市農業生産振興対策事業補助金交付申請 誓約書（２号様式） 28経済労働局 農業技術支援センター 署名は必要

川崎市農業生産振興対策事業補助金交付申請 入札（見積り）が行えないことに係る理由書（３号様式） 28経済労働局 農業技術支援センター
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川崎市農業生産振興対策事業補助金交付申請 川崎市農業生産振興対策事業実績報告書（５号様式） 28経済労働局 農業技術支援センター

川崎市農業生産振興対策事業補助金交付申請
川崎市農業生産振興対策事業発注者実績報告書（６号様
式）

28経済労働局 農業技術支援センター

農業用施設等特別奨励金交付申請 登録申請書（１号様式） 28経済労働局 農業技術支援センター

農業用施設等特別奨励金交付申請 役員氏名一覧表（１号の２様式） 28経済労働局 農業技術支援センター

農業用施設等特別奨励金交付申請 農業用施設等の登録内容の変更申請書（２号様式） 28経済労働局 農業技術支援センター

農業用施設等特別奨励金交付申請 農業用施設等登録解除申請書（３号様式） 28経済労働局 農業技術支援センター

川崎市優良家畜育成事業奨励金交付申請 川崎市優良家畜育成事業奨励金交付申請書（１号様式） 28経済労働局 農業技術支援センター

川崎市優良家畜育成事業奨励金交付申請 誓約書兼同意書 28経済労働局 農業技術支援センター

川崎市畜産関係事業補助金交付申請 交付申請書 28経済労働局
農業技術支援セン
ター・農業振興課

川崎市畜産関係事業補助金交付申請 誓約書兼同意書 28経済労働局
農業技術支援セン
ター・農業振興課

川崎市畜産関係事業補助金交付申請 入札（見積り）が行えないことに係る理由書 28経済労働局
農業技術支援セン
ター・農業振興課

川崎市畜産関係事業補助金交付申請 誓約書 28経済労働局
農業技術支援セン
ター・農業振興課

署名は必要

川崎市畜産関係事業補助金交付申請 川崎市畜産関係事業発注実績報告書 28経済労働局
農業技術支援セン
ター・農業振興課

川崎市畜産関係事業補助金交付申請 川崎市畜産関係事業変更（中止・廃止）承認申請書 28経済労働局
農業技術支援セン
ター・農業振興課

川崎市畜産関係事業補助金交付申請 川崎市畜産関係事業実績報告書 28経済労働局
農業技術支援セン
ター・農業振興課

かわさき基準（KIS)認証製品の応募、更新、変更 かわさき基準認証応募申請書 28経済労働局 イノベーション推進部

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明業務
（第1号様式　個人用）経済産業省関係産業競争力強化法施
行規則第７条第１項の規定による証明に関する申請書

28経済労働局 イノベーション推進部

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明業務
（第2号様式　法人用）経済産業省関係産業競争力強化法施
行規則第７条第１項の規定による証明に関する申請書

28経済労働局 イノベーション推進部

川崎市ナノ・マイクロ機器利用促進補助金交付申請 川崎市ナノ・マイクロ機器利用促進補助金交付申請書 28経済労働局 イノベーション推進部

福祉製品等開発支援補助金 川崎市福祉製品開発支援補助金交付申請書 28経済労働局 イノベーション推進部

福祉製品導入促進補助金 川崎市福祉製品導入促進補助金交付申請書（導入） 28経済労働局 イノベーション推進部

福祉製品導入促進補助金 川崎市福祉製品導入促進補助金交付申請書（出展） 28経済労働局 イノベーション推進部



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

・かわさき労働情報広告掲載等申込
・かわさき労働情報広告掲載確認書

川崎市労働情報広告掲載申込書 28経済労働局 労働雇用部

・かわさき労働情報広告掲載等申込
・かわさき労働情報広告掲載確認書

川崎市労働情報広告掲載確認書 28経済労働局 労働雇用部

勤労者福祉共済広告掲載等申込 川崎市勤労者福祉共済会報誌等広告掲載等申込書 28経済労働局 労働雇用部

川崎労働者福祉協議会運営補助金交付申請 補助金交付申請書 28経済労働局 労働雇用部

川崎労働者福祉協議会運営補助金交付申請 実績報告書 28経済労働局 労働雇用部

川崎労働者福祉協議会運営補助金交付申請 発注実績報告書 28経済労働局 労働雇用部

川崎労働者福祉協議会運営補助金交付申請 入札（見積り）が行えないことに係る理由書 28経済労働局 労働雇用部

川崎労働者福祉協議会運営補助金交付申請 誓約書 28経済労働局 労働雇用部

人材育成支援補助金交付申請
交付申請書

28経済労働局 労働雇用部

人材育成支援補助金交付申請 生産性向上・働き方改革に関する確認書 28経済労働局 労働雇用部

人材育成支援補助金交付申請
誓約書

28経済労働局 労働雇用部

人材育成支援補助金交付申請 事業計画変更（中止）承認申請書 28経済労働局 労働雇用部

人材育成支援補助金交付申請 実績報告書 28経済労働局 労働雇用部

人材確保支援補助金申請 交付申請書 28経済労働局 労働雇用部

人材確保支援補助金申請 生産性向上・働き方改革に関する確認書 28経済労働局 労働雇用部

人材確保支援補助金申請 誓約書 28経済労働局 労働雇用部

人材確保支援補助金申請 事業計画変更（中止）承認申請書 28経済労働局 労働雇用部

人材確保支援補助金申請 実績報告書 28経済労働局 労働雇用部

生産性向上ICT活用支援補助金交付申請 交付申請書 28経済労働局 労働雇用部

生産性向上ICT活用支援補助金交付申請 生産性向上・働き方改革に関する確認書 28経済労働局 労働雇用部

生産性向上ICT活用支援補助金交付申請 誓約書 28経済労働局 労働雇用部

生産性向上ICT活用支援補助金交付申請 事業計画変更（中止）承認申請書 28経済労働局 労働雇用部



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

生産性向上ICT活用支援補助金交付申請 実績報告書 28経済労働局 労働雇用部

先端設備等実践導入支援補助金交付申請
交付申請書

28経済労働局 労働雇用部

先端設備等実践導入支援補助金交付申請 生産性向上・働き方改革に関する確認書 28経済労働局 労働雇用部

先端設備等実践導入支援補助金交付申請 誓約書 28経済労働局 労働雇用部

先端設備等実践導入支援補助金交付申請 事業計画変更（中止）承認申請書 28経済労働局 労働雇用部

先端設備等実践導入支援補助金交付申請 実績報告書 28経済労働局 労働雇用部

川崎市メーデー補助金交付申請 補助金交付申請書 28経済労働局 労働雇用部

川崎市メーデー補助金交付申請 事業完了届 28経済労働局 労働雇用部

川崎市メーデー補助金交付申請 発注実績報告書 28経済労働局 労働雇用部

川崎市メーデー補助金交付申請 入札（見積り）が行えないことに係る理由書 28経済労働局 労働雇用部

川崎市メーデー補助金交付申請 誓約書 28経済労働局 労働雇用部

川崎市技能功労者等表彰対象者推薦 受賞希望報告書及び個人情報提供同意書 28経済労働局 労働雇用部

川崎市技能功労者等表彰対象者推薦 表彰推薦者名簿 28経済労働局 労働雇用部

川崎市技能職団体連絡協議会運営補助金交付申請
補助金交付申請書

28経済労働局 労働雇用部

川崎市技能職団体連絡協議会運営補助金交付申請 暴力団員でないことの誓約書 28経済労働局 労働雇用部

川崎市技能職団体連絡協議会運営補助金交付申請 実績報告書 28経済労働局 労働雇用部

川崎市技能職団体連絡協議会運営補助金交付申請 発注実績報告書 28経済労働局 労働雇用部

川崎市技能職団体連絡協議会運営補助金交付申請 入札（見積り）が行えないことに係る理由書 28経済労働局 労働雇用部

川崎市技能職団体連絡協議会運営補助金交付申請 中小企業であることの誓約書 28経済労働局 労働雇用部

認定職業訓練事業補助金交付申請 補助金交付申請書 28経済労働局 労働雇用部

認定職業訓練事業補助金交付申請 暴力団員でないことの誓約書 28経済労働局 労働雇用部

認定職業訓練事業補助金交付申請 変更承認申請書 28経済労働局 労働雇用部



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

認定職業訓練事業補助金交付申請 実績報告書 28経済労働局 労働雇用部

住宅相談運営委員会運営補助金交付申請 補助金交付申請書 28経済労働局 労働雇用部

住宅相談運営委員会運営補助金交付申請 暴力団員でないことの誓約書 28経済労働局 労働雇用部

住宅相談運営委員会運営補助金交付申請 実績報告書 28経済労働局 労働雇用部

川崎市技能職団体研修等補助金交付申請 補助金交付申請書 28経済労働局 労働雇用部

川崎市技能職団体研修等補助金交付申請 暴力団員でないことの誓約書 28経済労働局 労働雇用部

川崎市技能職団体研修等補助金交付申請 変更・中止届 28経済労働局 労働雇用部

川崎市技能職団体研修等補助金交付申請 事業報告書 28経済労働局 労働雇用部

競輪場内の施設を売店として使用する申請 川崎市競輪場内売店使用許可申請書 28経済労働局 公営事業部総務課

競輪場内の施設（バンク等）を使用する申請 川崎競輪場施設使用許可申請書 28経済労働局 公営事業部総務課

通行証の発行 通行証 28経済労働局 北部市場管理課

備品貸出申請 備品貸出申請書 28経済労働局 北部市場管理課

事故立会判定票の作成
確認票の交付 事故立会判定票 28経済労働局 北部市場業務課 署名は必要

事故立会判定票の作成
確認票の交付 確認票 28経済労働局 北部市場業務課 署名は必要

せり人章の再交付 せり人章再交付申請書 28経済労働局 北部市場業務課

売買参加補助章の交付
売買参加章、補助章の再交付

誓約書 28経済労働局 北部市場業務課 署名は必要

確認票の交付 確認票 28経済労働局 北部市場業務課 署名は必要

確認票の交付
事故立会判定票確認票 28経済労働局 北部市場業務課 署名は必要

業務改善報告書の提出 業務改善報告書 28経済労働局 北部市場業務課

業務改善報告書の提出 業務改善報告書 28経済労働局 北部市場業務課

検査指摘事項改善報告書の提出 検査指摘事項改善報告書 28経済労働局 北部市場業務課

検査指摘事項改善報告書の提出 検査指摘事項改善報告書 28経済労働局 北部市場業務課



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

検査指摘事項改善報告書の提出 検査指摘事項改善報告書 28経済労働局 北部市場業務課

検査指摘事項改善報告書の提出 検査指摘事項改善報告書 28経済労働局 北部市場業務課

財務改善報告書の提出 財務改善報告書 28経済労働局 北部市場業務課

財務改善報告書の提出 財務改善報告書 28経済労働局 北部市場業務課

事故立会判定票の作成
事故立会判定票 28経済労働局 北部市場業務課 署名は必要

せり人章の再交付 せり人章再交付申請書 28経済労働局 北部市場業務課

売買参加章、補助章の再交付 売買参加章（売買参加補助章）再交付申請書 28経済労働局 北部市場業務課

売買参加補助章の交付
売買参加補助章交付申請書

28経済労働局 北部市場業務課

売買参加補助章の交付 誓約書 28経済労働局 北部市場業務課 署名は必要

臨時売買参加章の交付 臨時売買参加章借用申請書 28経済労働局 北部市場業務課

臨時売買参加章の返還 売買参加章（売買参加補助章）返還届 28経済労働局 北部市場業務課

確認票の交付 確認票 28経済労働局 北部市場業務課 署名は必要

南部市場水産物部の卸売業者への買受代金支払遅延に関す
る取扱い

販売差止中の仲卸業者の未納報告書 28経済労働局 北部市場業務課

南部市場水産物部の卸売業者への買受代金支払遅延に関す
る取扱い

売買差止仲卸業者の代金決済完了報告書 28経済労働局 北部市場業務課

南部市場水産物部の卸売業者への買受代金支払遅延に関す
る取扱い

売買差止売買参加者の未納報告書 28経済労働局 北部市場業務課

南部市場水産物部の卸売業者への買受代金支払遅延に関す
る取扱い

売買差止売買参加者の代金決済完了報告書 28経済労働局 北部市場業務課

交付申請 川崎市市内事業者エコ化支援補助金事務代行届 30環境局 脱炭素戦略推進室

交付申請 役員等氏名一覧表 30環境局 脱炭素戦略推進室

交付申請
建物所有者の承諾及び実施事業に係る設備の管理運営責
任者を確認できるもの

30環境局 脱炭素戦略推進室

完了届 川崎市市内事業者エコ化支援補助金事業完了届 30環境局 脱炭素戦略推進室

完了届 発注実績報告書 30環境局 脱炭素戦略推進室

交付申請 川崎市市内事業者エコ化支援補助金交付申請書 30環境局 脱炭素戦略推進室



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

交付申請 市内中小企業者であることの誓約書 30環境局 脱炭素戦略推進室

交付申請 見積りが行えないことに係る理由書 30環境局 脱炭素戦略推進室

処分承認申請 川崎市市内事業者エコ化支援補助金処分承認申請書 30環境局 脱炭素戦略推進室

変更（中止）申請 川崎市市内事業者エコ化支援補助金変更（中止）申請書 30環境局 脱炭素戦略推進室

ＺＥＨ等仕様等変更届 ＺＥＨ等仕様等変更届 30環境局 脱炭素戦略推進室

ＺＥＨ等審査依頼 川崎市ＺＥＨ等審査依頼書 30環境局 脱炭素戦略推進室

完了届
川崎市住宅用創エネ・省エネ・蓄エネ機器導入補助金設置
完了届

30環境局 脱炭素戦略推進室

計画中止承認申請
川崎市住宅用創エネ・省エネ・蓄エネ機器導入補助金計画
中止承認申請書

30環境局 脱炭素戦略推進室

計画変更届
川崎市住宅用創エネ・省エネ・蓄エネ機器導入補助金計画
変更届

30環境局 脱炭素戦略推進室

交付申請
川崎市住宅用創エネ・省エネ・蓄エネ機器導入補助金交付
申請書

30環境局 脱炭素戦略推進室

交付申請
川崎市住宅用創エネ・省エネ・蓄エネ機器導入補助金同意
書

30環境局 脱炭素戦略推進室

処分承認申請
川崎市住宅用創エネ・省エネ・蓄エネ機器導入補助金処分
承認申請書

30環境局 脱炭素戦略推進室

インターネットの利用による環境影響評価関係図書の継続公
表許諾取消の届出

継続公表許諾取消申出書 30環境局 環境評価課

インターネットの利用による環境影響評価関係図書の継続公
表の届出

継続公表許諾書 30環境局 環境評価課

インターネットの利用による環境影響評価関係図書の公衆送
信権に係る届出

公衆送信権に係る申出書 30環境局 環境評価課

環境影響評価図書のインターネットの利用による公表の届出 許諾書 30環境局 環境評価課

環境配慮計画書・環境配慮計画見解書・条例準備書・条例見
解書・条例評価書又は事後調査報告書の届出

届出書 30環境局 環境評価課

川崎市公害防止資金融資の申込 川崎市公害防止資金融資申込書 30環境局 環境対策推進課

川崎市公害防止資金融資の申込 施設整備等着手届 30環境局 環境対策推進課

川崎市公害防止資金融資の申込 施設整備等完了届 30環境局 環境対策推進課

川崎市公害防止資金利子補給 川崎市公害防止資金利子補給金交付申請書 30環境局 環境対策推進課

VOC対策アドバイザー制度 ＶＯＣ対策アドバイザー派遣依頼書 30環境局 環境保全課



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

廃棄物焼却施設等の解体要綱に係る解体工事計画書 廃棄物焼却施設等解体工事計画書 30環境局 環境対策推進課

廃棄物焼却施設等の解体要綱に係る解体工事終了報告書 廃棄物焼却施設等解体終了報告書 30環境局 環境対策推進課

廃棄物焼却施設等の解体要綱に係る解体工事変更届出書 廃棄物焼却施設等解体変更届出書 30環境局 環境対策推進課

発生源自動監視システムに係る届出 発生源大気自動監視システムに係る調査表届出書 30環境局 環境対策推進課

発生源自動監視システムに係る届出 発生源大気自動監視システムに係る調査表変更届出書 30環境局 環境対策推進課

発生源自動監視システムに係る届出
発生源（大気・水質）自動監視システムに係るテレメータデー
タ修正届出書

30環境局 環境対策推進課

発生源自動監視システムに係る届出
発生源（大気・水質）自動監視システムに係るテレメータデー
タ修正報告書

30環境局 環境対策推進課

川崎市ディーゼル車対策事業助成金 川崎市ディーゼル車対策事業助成金交付申請書 30環境局 地域環境共創課

川崎市ディーゼル車対策事業助成金 川崎市ディーゼル車対策事業中止（廃止）承認申請書 30環境局 地域環境共創課

川崎市ディーゼル車対策事業助成金 川崎市ディーゼル車対策事業実績報告書 30環境局 地域環境共創課

川崎市ディーゼル車対策事業助成金 川崎市ディーゼル車対策事業助成金財産処分承認申請書 30環境局 地域環境共創課

総量規制対象事業場に係る水質汚濁物質排出量に係る調査
業務

水質総量規制汚濁負荷量測定結果報告書 30環境局 環境対策推進課

発生源水質自動監視システム関連業務
発生源（大気・水質）自動監視システムに係るテレメータデー
タ修正届出書

30環境局 環境対策推進課

発生源水質自動監視システム関連業務 発生源水質自動監視システムに係る調査表届出書 30環境局 環境対策推進課

発生源水質自動監視システム関連業務
発生源（大気・水質）自動監視システムに係るテレメータデー
タ修正報告書

30環境局 環境対策推進課

発生源水質自動監視システム関連業務 発生源水質自動監視システムに係る調査表変更届出書 30環境局 環境対策推進課

汚染土壌処理業に係る許可申請 事業計画書 30環境局 環境保全課

汚染土壌処理業に係る許可申請 周知計画書 30環境局 環境保全課

汚染土壌処理業に係る許可申請 周知結果報告書 30環境局 環境保全課

土地の形質の変更完了報告 土地の形質の変更完了報告書 30環境局 環境保全課

助成金の交付
家庭用生ごみ処理機等購入費助成金交付申請書兼設置報
告書

30環境局 減量推進課

事業系一般廃棄物管理責任者選任（変更）届出書 事業系一般廃棄物管理責任者選任（変更）届出書 30環境局 減量推進課



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

資源集団回収事業登録業者からの申請書・届出書等受理業
務

第1号様式（登録業者申請書） 30環境局 減量推進課

資源集団回収事業登録業者からの申請書・届出書等受理業
務

第1号様式その２（確約書） 30環境局 減量推進課

資源集団回収事業登録業者からの申請書・届出書等受理業
務

第2号様式変更届（表、裏） 30環境局 減量推進課

資源集団回収事業登録業者からの申請書・届出書等受理業
務

第３号様式（実施業者登録抹消届） 30環境局 減量推進課

資源集団回収事業登録業者からの申請書・届出書等受理業
務

第4号様式　報償金交付申請書 30環境局 減量推進課

資源集団回収事業登録業者からの申請書・届出書等受理業
務

第5号様式回収伝票 30環境局 減量推進課

資源集団回収事業登録団体からの申請書・届出書等受理業
務

第1号様式　登録届出書 30環境局 減量推進課

資源集団回収事業登録団体からの申請書・届出書等受理業
務

第１号様式　登録更新届 30環境局 減量推進課

資源集団回収事業登録団体からの申請書・届出書等受理業
務

第２号様式　登録変更届 30環境局 減量推進課

資源集団回収事業登録団体からの申請書・届出書等受理業
務

第３号様式　登録団体廃止届 30環境局 減量推進課

資源集団回収事業登録団体からの申請書・届出書等受理業
務

第4号様式　奨励金交付申請書 30環境局 減量推進課

生ごみリサイクル活動助成金の交付
川崎市生ごみリサイクル活動助成金交付申請書（第1号様
式）

30環境局 減量推進課

生ごみリサイクル活動助成金の交付 川崎市生ごみリサイクル活動助成金交付申請書 30環境局 減量推進課

生ごみリサイクル活動助成金の交付 川崎市生ごみリサイクル活動助成金活動変更承認申請書 30環境局 減量推進課

生ごみリサイクル活動助成金の交付
川崎市生ごみリサイクル活動助成金交付増額変更承認申請
書

30環境局 減量推進課

生ごみリサイクル活動助成金の交付 川崎市生ごみリサイクル活動報告書 30環境局 減量推進課

生ごみリサイクルリーダー派遣事務
・川崎市生ごみリサイクルリーダー推薦書

30環境局 減量推進課

支援団体（住民組織団体）からの申請等受理 川崎市廃棄物減量指導員支援団体報償金交付申請書 30環境局 減量推進課

支援団体（住民組織団体）からの申請等受理 活動状況報告書 30環境局 減量推進課

支援団体（住民組織団体）からの推薦等受理 廃棄物減量指導員推薦書・承諾書 30環境局 減量推進課

支援団体（住民組織団体）からの推薦等受理 廃棄物減量指導員変更届・承諾書 30環境局 減量推進課

市廃棄物減量指導員連絡協議会からの助成基金交付申請等
受理

廃棄粒減量指導員連絡協議会助成金交付申請書 30環境局 減量推進課



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

市廃棄物減量指導員連絡協議会からの活動状況、支出報告
等受理

廃棄物減量指導員連絡協議会活動状況・支出報告書 30環境局 減量推進課

指導書に対する受領書の提出 受領書 30環境局 減量推進課

指導に対する改善書の提出 改善書 30環境局 減量推進課

災害用トイレの貸付け 災害用トイレの貸付け申込書 30環境局 収集計画課

災害用トイレの貸付け 災害用トイレ備蓄場所等変更届出書 30環境局 収集計画課

浄化槽の設置計画及び変更計画の届出 浄化槽設置計画書 30環境局 収集計画課

浄化槽の設置計画及び変更計画の届出 浄化槽設置変更計画書 30環境局 収集計画課

浄化槽保守点検業者の登録 誓約書 30環境局 収集計画課

総合調整条例に関する意見書の提出 総合調整条例に関する意見伝達書 30環境局 収集計画課

粗大ごみ処理券の還付（取扱店舗・郵便局購入分） 粗大ごみ処理手数料還付申請書 30環境局 収集計画課

廃棄物保管施設寄附申請 廃棄物保管施設寄附申請書 30環境局 収集計画課

一時多量ごみ制度の申込書提出 一時多量ごみ申込書 30環境局 収集計画課

ごみ収集申込書の提出 ごみ収集申込書の提出 30環境局 収集計画課

ふれあい収集の申込（粗大ごみ） 粗大ごみふれあい収集台帳 30環境局 収集計画課 署名は必要

ふれあい収集の申込（普通ごみ・資源物） 普通ごみ・資源物ふれあい収集台帳 30環境局 収集計画課 署名は必要

代理人解任届 代理人解任届書 30環境局 廃棄物指導課

代理人資格証明 代理人資格証明書 30環境局 廃棄物指導課

聴聞調書等閲覧等請求 聴聞調書等閲覧等請求書 30環境局 廃棄物指導課

合併・分割認可申請書 合併・分割認可申請書 30環境局 廃棄物指導課

産業廃棄物処理施設借受け・譲受け許可申請書 産業廃棄物処理施設借受け・譲受け許可申請書 30環境局 廃棄物指導課

産業廃棄物処理施設軽微変更等届出書 産業廃棄物処理施設軽微変更等届出書 30環境局 廃棄物指導課

産業廃棄物処理施設使用前検査申請書 産業廃棄物処理施設使用前検査申請書 30環境局 廃棄物指導課



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

産業廃棄物処理施設設置許可申請書 産業廃棄物処理施設設置許可申請書 30環境局 廃棄物指導課

産業廃棄物処理施設定期検査申請書 産業廃棄物処理施設定期検査申請書 30環境局 廃棄物指導課

産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る変
更（廃止）届出書

産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る変
更（廃止）届出書

30環境局 廃棄物指導課

産業廃棄物処理施設変更許可申請書 産業廃棄物処理施設変更許可申請書 30環境局 廃棄物指導課

相続届出書 相続届出書 30環境局 廃棄物指導課

熱回収施設休廃止等届出書 熱回収施設休廃止等届出書 30環境局 廃棄物指導課

熱回収施設設置者認定申請書 熱回収施設設置者認定申請書 30環境局 廃棄物指導課

資産調書 資産調書 30環境局 廃棄物指導課

事前協議申込書 事前協議申込書 30環境局 廃棄物指導課

生活環境影響調査実施計画書 生活環境影響調査実施計画書 30環境局 廃棄物指導課

一般廃棄物処理施設申請の誓約 誓約書 30環境局 廃棄物指導課

産業廃棄物処理施設申請の誓約 誓約書 30環境局 廃棄物指導課

廃棄物再生利用指定業事前協議申込書 廃棄物再生利用指定業事前協議申込書 30環境局 廃棄物指導課

廃棄物再生利用指定業実績報告書（再生活用業） 廃棄物再生利用指定業実績報告書（再生活用業） 30環境局 廃棄物指導課

廃棄物再生利用指定業実績報告書（再生輸送業） 廃棄物再生利用指定業実績報告書（再生輸送業） 30環境局 廃棄物指導課

廃棄物再生利用指定業者事業廃止・変更届出書 廃棄物再生利用指定業者事業廃止・変更届出書 30環境局 廃棄物指導課

廃棄物再生利用指定業者指定証再交付申請書 廃棄物再生利用指定業者指定証再交付申請書 30環境局 廃棄物指導課

優良産廃処理業者認定申請 誓約書 30環境局 廃棄物指導課

ＰＣＢ廃棄物収集運搬事業計画書 ＰＣＢ廃棄物収集運搬事業計画書 30環境局 廃棄物指導課

一般廃棄物処理業許可申請、一般廃棄物処理業変更許可申
請、一般廃棄物処理業変更届

誓約書 30環境局 廃棄物指導課

一般廃棄物処理業事前協議申込
一般廃棄物収集運搬業（積替え又は保管を含む。）事前協議
申込書

30環境局 廃棄物指導課

一般廃棄物処理業事前協議申込 一般廃棄物処分業事前協議申込書 30環境局 廃棄物指導課



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

産業廃棄物処理業許可申請、産業廃棄物処理業変更許可申
請、産業廃棄物処理業廃止/変更届出

誓約書 30環境局 廃棄物指導課

産業廃棄物処理業事前協議申込
産業廃棄物収集運搬業（積替え又は保管を含む。）事前協議
申込書

30環境局 廃棄物指導課

産業廃棄物処理業事前協議申込 産業廃棄物処分業事前協議申込書 30環境局 廃棄物指導課

聴聞期日変更申立 聴聞期日変更申立書 30環境局 廃棄物指導課

意見陳述等提出 意見陳述等提出書 30環境局 廃棄物指導課

代理人資格証明 代理人資格証明書 30環境局 廃棄物指導課

代理人解任届 代理人解任届書 30環境局 廃棄物指導課

参加許可申請 参加許可申請書 30環境局 廃棄物指導課

保佐人出席許可申請 保佐人出席許可申請書 30環境局 廃棄物指導課

資料閲覧等申請 資料閲覧等申請書 30環境局 廃棄物指導課

聴聞調書等閲覧等請求 聴聞調書等閲覧等請求書 30環境局 廃棄物指導課

代理人資格証明 代理人資格証明書 30環境局 廃棄物指導課

代理人解任届 代理人解任届書 30環境局 廃棄物指導課

引取業者登録申請、引取業者変更届 誓約書 30環境局 廃棄物指導課

フロン類回収業者登録申請、フロン類回収業者変更届 誓約書 30環境局 廃棄物指導課

引取業者/フロン類回収業者登録通知書再発行申請 引取業者/フロン類回収業者登録通知書再発行申書 30環境局 廃棄物指導課

破砕業許可申請、破砕業変更許可申請、破砕業変更届 誓約書 30環境局 廃棄物指導課

事前協議申込 事前協議申込書 30環境局 廃棄物指導課

聴聞期日変更申立 聴聞期日変更申立書 30環境局 廃棄物指導課

意見陳述等提出 意見陳述等提出書 30環境局 廃棄物指導課

参加許可申請 参加許可申請書 30環境局 廃棄物指導課

保佐人出席許可申請 保佐人出席許可申請書 30環境局 廃棄物指導課



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

資料閲覧等申請 資料閲覧等申請書 30環境局 廃棄物指導課

代理人資格証明 代理人資格証明書 30環境局 廃棄物指導課

代理人解任届 代理人解任届書 30環境局 廃棄物指導課

罹災ごみの申込 り災ごみ搬入申請書 30環境局 処理計画課

罹災ごみの申込 り災ごみ搬入計画書 30環境局 処理計画課

一時多量ごみ搬入申請受付 一時多量ごみの搬入について（チェックリスト） 30環境局 処理計画課

事業系一般廃棄物搬入申請受付 事業系一般廃棄物搬入申請書（小口） 30環境局 処理計画課

廃棄物等搬入申請受付 廃棄物等搬入申請書 30環境局 処理計画課

廃棄物搬入申請事務 搬入承認証等再交付願 30環境局 処理計画課

環境技術産学公民連携共同研究事業申請 環境技術産学公民連携共同研究事業申請書 30環境局 環境総合研究所

環境技術産学公民連携共同研究事業申請 事業計画（研究計画）企画提案書 30環境局 環境総合研究所

環境技術産学公民連携共同研究事業申請 辞退書 30環境局 環境総合研究所

補助金に係る申請 ・補助金交付申請書 40健康福祉局 施設課

公募・資格審査に係る申請
・指定管理者制度における暴力団排除に係る合意書に基づく
個人情報の外部提供同意書

40健康福祉局 施設課 署名は必要

公募・資格審査に係る申請 ・申請書 40健康福祉局 施設課

公募・資格審査に係る申請 コンプライアンス（法令順守）に関する申告書 40健康福祉局 施設課

公募・資格審査に係る申請 納付義務のない場合の申立書 40健康福祉局 施設課

公募・資格審査に係る申請
・指定管理者制度における暴力団排除に係る合意書に基づく
個人情報の外部提供同意書

40健康福祉局 施設課 署名は必要

公募・資格審査に係る申請 ・申請書 40健康福祉局 施設課

公募・資格審査に係る申請 コンプライアンス（法令順守）に関する申告書 40健康福祉局 施設課

公募・資格審査に係る申請 納付義務のない場合の申立書 40健康福祉局 施設課

利用変更・中止申し込み手続き 川崎市学習支援・居場所づくり事業変更・中止申込書 40健康福祉局 生活保護・自立支援室



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

利用申し込み手続き 川崎市学習支援・居場所づくり事業利用申込書兼同意書 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

就労準備支援事業の利用申請 申込書兼同意書 40健康福祉局 生活保護・自立支援室 署名は必要

就労準備支援事業の利用申請 資産収入申告書 40健康福祉局 生活保護・自立支援室 署名は必要

受給証明書交付 証明願 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

新規無料低額宿泊所開設に関する手続き 第2種社会福祉事業（無料低額宿泊所）開始届出書 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

無料低額宿泊所休止再開に関する手続き 第2種社会福祉事業（無料低額宿泊所）休止（再開）届出書 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

無料低額宿泊所内容変更に関する手続き 第2種社会福祉事業（無料低額宿泊所）変更届出書 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

無料低額宿泊所廃止に関する手続き 第2種社会福祉事業（無料低額宿泊所）廃止届出書 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

自立支援センター入所に関する手続き 入所申込・資産収入申告書兼誓約書 40健康福祉局 生活保護・自立支援室 署名は必要

認定生活困窮者就労訓練事業利用に関する手続き 就労訓練確認書 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

工事、委託、物品購入の発注実績報告 発注実績報告書 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

助成金の追加交付申請 民間保護施設育成費助成金追加交付申請書 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

助成事業の実施状況報告 民間保護施設育成費助成事業実施状況報告書 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

助成事業の実績報告 民間保護施設育成費助成金実績報告書 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

助成事業の内容変更
民間保護施設育成費助成事業変更（中止・廃止）承認申請
書

40健康福祉局 生活保護・自立支援室

他都市所管保護施設処遇改善費等の支給申請 保護施設処遇改善費等支給申請書 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

他都市所管保護施設処遇改善費等の実績報告 保護施設処遇改善費等事業実績報告書 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

日常生活支援住居施設の委託事務費加算対象施設の認定
日常生活支援委託事務費に係る支援体制加算／宿直体制
加算対象施設の認定について

40健康福祉局 生活保護・自立支援室

日常生活支援住居施設の認定 日常生活支援住居施設認定申請書 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

日常生活支援住居施設の認定 経歴申告書 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

日常生活支援住居施設の認定辞退 日常生活支援住居施設認定辞退届 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

日常生活支援住居施設の認定変更 日常生活支援住居施設変更届 40健康福祉局 生活保護・自立支援室



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

日常生活支援住居施設への日常生活支援委託 日常生活支援の委託について（回答） 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

入札（見積り）が行えないことの理由 入札（見積り）が行えないことに係る理由書 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

民間保護施設育成費助成金の申請 民間保護施設育成費助成金交付申請書 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

民間保護施設入所者処遇改善費の支給申請 民間保護施設入所者処遇改善費等支給申請書 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

民間保護施設入所者処遇改善費の事業実績報告 民間保護施設入所者処遇改善費等事業実績報告書 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業の実績報告
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業実績報告
書

40健康福祉局 生活保護・自立支援室

要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業の変更申請
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業変更（中
止・廃止）承認申請書

40健康福祉局 生活保護・自立支援室

要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業補助金の申
請

要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業補助金交
付申請書

40健康福祉局 生活保護・自立支援室

住宅扶助費の代理納付依頼 住宅扶助費代理納付依頼書 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

家主等に変更が生じた場合の届出 住宅扶助費代理納付変更届出書 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

在宅人工呼吸器使用患者訪問看護費支給申請 在宅人工呼吸器使用患者訪問看護費支給申請書 40健康福祉局 地域包括ケア推進室 署名は必要

骨髄ドナー支援助成金の申請 骨髄ドナー支援助成金交付申請書（ドナー用） 40健康福祉局 地域包括ケア推進室

骨髄ドナー支援助成金の申請 骨髄ドナー支援助成金交付申請書（事業所用） 40健康福祉局 地域包括ケア推進室

障害者相談支援センター設置届 障害者相談支援センター設置届出書 40健康福祉局 地域包括ケア推進室

障害者相談支援センター変更届 障害者相談支援センター変更届出書 40健康福祉局 地域包括ケア推進室

支援給付の実施 支援給付申請書 40健康福祉局 地域包括ケア推進室

地域包括支援センター設置届 地域包括支援センター設置届出書 40健康福祉局 地域包括ケア推進室

地域包括支援センター変更届 地域包括支援センター変更届出書 40健康福祉局 地域包括ケア推進室

地域包括支援センター変更届 地域包括支援センター変更届出書 40健康福祉局 地域包括ケア推進室

地域包括支援センター事業計画・報告・評価書 地域包括支援センター事業計画・報告・評価書 40健康福祉局 地域包括ケア推進室

介護サービス事業者の業務管理体制の届出
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

40健康福祉局 高齢者事業推進課

介護サービス事業者の業務管理体制の届出
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）

40健康福祉局 高齢者事業推進課



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

サービス付き高齢者向け住宅に係る有料老人ホーム該当確
認申請

サービス付き高齢者向け住宅に係る有料老人ホーム該当確
認申請書

40健康福祉局 高齢者事業推進課

保健医療機関等における介護サービスみなし指定の申出 介護保険事業実施確認書兼申出書 40健康福祉局 高齢者事業推進課

有料老人ホーム事前協議 有料老人ホーム設置計画事前協議書 40健康福祉局 高齢者事業推進課

介護サービス事業者の加算届 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 40健康福祉局 高齢者事業推進課

介護サービス事業者の内定申請 地域密着型（介護予防）サービス事業者内定申請書 40健康福祉局 高齢者事業推進課

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市町村の同意に係る申請

指定地域密着型（介護予防）サービス事業所他市町村長同
意協議願い書

40健康福祉局 高齢者事業推進課

初任者研修もしくは実務者研修を受講し、一定の要件を満たし
ている方からの申請に対し補助金を交付するもの

・交付申請書 40健康福祉局 高齢者事業推進課

初任者研修もしくは実務者研修を受講し、一定の要件を満たし
ている方からの申請に対し補助金を交付するもの

・就業証明書 40健康福祉局 高齢者事業推進課

川崎市公的介護施設等整備費補助金に係る申請 補助金交付申請書 40健康福祉局 高齢者事業推進課

認知症介護指導者養成研修受講申込 ・同意書 40健康福祉局 高齢者事業推進課

有料老人ホーム経営状況等報告書の提出 （第２号様式）有料老人ホーム重要事項説明書 40健康福祉局 高齢者事業推進課

有料老人ホーム経営状況等報告書の提出 （第８号様式）有料老人ホーム経営状況報告書 40健康福祉局 高齢者事業推進課

有料老人ホーム経営状況等報告書の提出 （第８号様式の別紙）運営懇談会開催状況報告書 40健康福祉局 高齢者事業推進課

自己評価及び外部評価結果・目標達成計画の提出 自己評価及び外部評価結果・目標達成計画の提出届 40健康福祉局 高齢者事業推進課

かわさき健幸福寿プロジェクトに係る参加申請
「かわさき健幸福寿プロジェクト」要介護度等改善・維持評価
事業への参加及び個人情報の提供に関する同意書

40健康福祉局 高齢者事業推進課 署名は必要

川崎市老人福祉施設育成費助成金に係る申請 川崎市老人福祉施設育成費助成金交付申請書 40健康福祉局 高齢者事業推進課

川崎市介護予防訪問サービス（生活援助特化型）従事者養成
研修指定申請

川崎市介護予防訪問サービス（生活援助特化型）従事者養
成研修指定申請書

40健康福祉局 高齢者事業推進課

川崎市介護予防訪問サービス（生活援助特化型）従事者養成
研修変更

川崎市介護予防訪問サービス（生活援助特化型）従事者養
成研修変更届

40健康福祉局 高齢者事業推進課

川崎市介護予防訪問サービス（生活援助特化型）従事者養成
研修休廃止

川崎市介護予防訪問サービス（生活援助特化型）従事者養
成研修廃止・休止届

40健康福祉局 高齢者事業推進課

川崎市介護予防訪問サービス（生活援助特化型）従事者養成
研修実績報告

川崎市介護予防訪問サービス（生活援助特化型）従事者養
成研修実施計画

40健康福祉局 高齢者事業推進課

おむつ代医療費控除確認書交付 主治医意見書記載内容確認書交付申出書（第１号様式） 40健康福祉局 高齢者在宅サービス課

川崎市福祉住宅事業 福祉住宅利用誓約書 40健康福祉局 高齢者在宅サービス課



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

川崎市福祉住宅事業 原状回復費用負担同意書 40健康福祉局 高齢者在宅サービス課

川崎市福祉住宅事業 （第1号様式）福祉住宅利用申請書 40健康福祉局 高齢者在宅サービス課

高齢者世帯住替え家賃助成金請求書・振込口座指定（変更）
高齢者世帯住替え家賃助成金請求書・振込口座指定（変更）
届（第６号様式）

40健康福祉局 高齢者在宅サービス課

住宅改造事前申請 高齢者住宅改造費助成申請書（住宅第１号様式） 40健康福祉局 高齢者在宅サービス課

住宅改造変更申請 高齢者住宅改造費変更承認申請書（住宅第８号様式） 40健康福祉局 高齢者在宅サービス課

障害者控除対象者認定書交付 障害者控除対象者認定申請書（第１号様式） 40健康福祉局 高齢者在宅サービス課

住替え家賃助成現況届 現況届・世帯状況等変更届（第８号様式） 40健康福祉局 高齢者在宅サービス課

住替え家賃助成再転居 高齢者世帯住替え家賃助成申請書（第１号様式） 40健康福祉局 高齢者在宅サービス課

住替え家賃助成再転居 転居先申告書（第４号様式） 40健康福祉局 高齢者在宅サービス課

単位老人クラブ補助金交付 単位老人クラブ補助金交付申請書 40健康福祉局 高齢者在宅サービス課

ヘルパー派遣利用変更・停止・廃止
「要介護者生活支援ヘルパー派遣利用申請書兼確認票（第
１号様式）」、「川崎市地域包括支援センター実態把握票①」
又は「川崎市地域包括支援センター実態把握票②」

40健康福祉局 高齢者在宅サービス課

訪問理美容申請 （共通第1号様式）高齢者在宅サービス利用申出書 40健康福祉局 高齢者在宅サービス課

訪問理美容変更・停止・廃止 （共通第5号様式）高齢者在宅サービス変更・廃止等申出書 40健康福祉局 高齢者在宅サービス課

高齢者外出支援サービス事業利用申請書 高齢者外出支援サービス事業利用申請書（第１号様式） 40健康福祉局 高齢者在宅サービス課

高齢者等緊急通報システム事業 自宅設置型緊急通報利用申請書兼確認票 40健康福祉局 高齢者在宅サービス課

高齢者等緊急通報システム事業 携帯型緊急通報利用申請書兼確認票 40健康福祉局 高齢者在宅サービス課

高齢者等緊急通報システム事業  高齢者等緊急通報システム設置承諾書 40健康福祉局 高齢者在宅サービス課

紙おむつ及び日常生活用具申請 （共通第1号様式）高齢者在宅サービス利用申出書 40健康福祉局 高齢者在宅サービス課

紙おむつ及び日常生活用具変更・停止・廃止 （共通第5号様式）高齢者在宅サービス変更・廃止等申出書 40健康福祉局 高齢者在宅サービス課

寝具乾燥申請 （共通第1号様式）高齢者在宅サービス利用申出書 40健康福祉局 高齢者在宅サービス課

寝具乾燥申請変更・停止・廃止 （共通第5号様式）高齢者在宅サービス変更・廃止等申出書 40健康福祉局 高齢者在宅サービス課

川崎市シルバーハウジング生活援助員派遣事業
（第1号様式）生活援助員派遣費用負担認定申出書兼同意
書

40健康福祉局 高齢者在宅サービス課



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

川崎市シルバーハウジング生活援助員派遣事業 （第3号様式）生活援助員派遣費用負担額再認定申請書 40健康福祉局 高齢者在宅サービス課

川崎市徘徊高齢者ＳＯＳネットワーク事業 (第1号様式)徘徊高齢者等ＳＯＳネットワーク事前登録届 40健康福祉局 高齢者在宅サービス課

川崎市徘徊高齢者ＳＯＳネットワーク事業 (第3号様式)徘徊高齢者等ＳＯＳネットワーク変更・廃止届 40健康福祉局 高齢者在宅サービス課

川崎市徘徊高齢者発見システム事業 （共通第5号様式）高齢者在宅サービス変更・廃止等申出書 40健康福祉局 高齢者在宅サービス課

老人福祉電話設置相談事業 （共通第5号様式）高齢者在宅サービス変更・廃止等申出書 40健康福祉局 高齢者在宅サービス課

公表制度の訪問調査免除 介護サービス情報の公表制度における訪問調査免除申出書 40健康福祉局 介護保険課

事業所の休廃止届け 申出書（休・廃止） 40健康福祉局 介護保険課

指定調査機関の指定 川崎市指定調査機関選定申請書 40健康福祉局 介護保険課

指定調査機関の指定 誓約書 40健康福祉局 介護保険課

指定情報公表センターの指定 川崎市指定情報センター選定申請書 40健康福祉局 介護保険課

指定情報公表センターの指定 誓約書 40健康福祉局 介護保険課

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等についての確
認書兼同意書

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等についての
確認書兼同意書

40健康福祉局 介護保険課 署名は必要

要介護・要支援認定申請（更新）後の情報提供依頼 要介護・要支援認定申請（更新）後の情報提供依頼 40健康福祉局 介護保険課 署名は必要

介護保険料還付金等権利継承届兼誓約書 介護保険料還付金等権利継承届兼誓約書 40健康福祉局 介護保険課 署名は必要

保険料の減免申請 収入（無収入）等申告書 40健康福祉局 介護保険課 署名は必要

軽度者に対する福祉用具貸与に係る確認 軽度者に対する福祉用具貸与に係る確認依頼書 40健康福祉局 介護保険課 署名は必要

給付金受給権利継承及び誓約書 介護保険給付金　受給権利継承届　兼　誓約書 40健康福祉局 介護保険課 署名は必要

給付金受給権利継承及び誓約書
介護保険給付金　受給権利継承届　兼　委任状　兼　誓約書
（受領委任払い用）

40健康福祉局 介護保険課 署名は必要

介護保険高額介護（介護予防）サービス費等受給権利継承及
び誓約

介護保険高額介護（介護予防）サービス費等受給権利継承
届兼誓約書

40健康福祉局 介護保険課

住宅改修費等の受領委任払いに係る被保険者からの実績確
認に係る手続き

介護保険給付実績確認願書 40健康福祉局 介護保険課 署名は必要

第三者行為による傷病状況の届け出 念書（兼同意書） 40健康福祉局 介護保険課 署名は必要

第三者行為による傷病状況の届け出 誓約書 40健康福祉局 介護保険課 署名は必要



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

第三者行為による傷病状況の届け出 人身事故証明書入手不能理由書 40健康福祉局 介護保険課 署名は必要

第三者行為による傷病状況の届け出 事故発生状況報告書（交通事故用） 40健康福祉局 介護保険課 署名は必要

第三者行為による傷病状況の届け出 事故発生状況報告書（その他事故用） 40健康福祉局 介護保険課 署名は必要

第三者行為による傷病状況の届け出 事実証明書 40健康福祉局 介護保険課 署名は必要

認知症対応型共同生活介護事業者への家賃等助成事業 助成事業者登録届出書 40健康福祉局 介護保険課

認知症対応型共同生活介護事業者への家賃等助成事業 助成事業者登録変更届出書 40健康福祉局 介護保険課

認知症対応型共同生活介護事業者への家賃等助成事業 助成事業者登録終了届出書 40健康福祉局 介護保険課

認知症対応型共同生活介護事業者への家賃等助成事業 軽減実績報告書 40健康福祉局 介護保険課

認知症対応型共同生活介護事業者への家賃等助成事業 助成額交付申請書 40健康福祉局 介護保険課

高額介護（介護予防）サービス費（年間上限）の支給申請
介護保険高額介護（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（総合事業）

40健康福祉局 介護保険課 署名は必要

高額介護（介護予防）サービス費の支給申請
介護保険高額介護（介護予防）サービス費支給申請書（総合
事業）

40健康福祉局 介護保険課 署名は必要

社会福祉法人による利用者負担軽減実施に係る法人の申出 社会福祉法人による利用者負担軽減申出書 40健康福祉局 介護保険課

社会福祉法人による利用者負担軽減実施に係る法人の申出 社会福祉法人による利用者負担軽減に対する助成金申請 40健康福祉局 介護保険課

社会福祉法人による利用者負担軽減実施に係る法人の申出 社会福祉法人による利用者負担軽減申出書 40健康福祉局 介護保険課

事業実施申請
川崎市地域活動支援センター（Ｂ・Ｃ・Ｄ型）運営事業承認申
請書（第１号様式）

40健康福祉局
障害者社会参加・就労
支援課

事業中止及び廃止申請
川崎市地域活動支援センタ－運営事業中止・廃止届（第３号
様式）

40健康福祉局
障害者社会参加・就労
支援課

事業変更申請 川崎市地域活動支援センター運営事業変更届（第２号様式） 40健康福祉局
障害者社会参加・就労
支援課

福祉タクシー利用券交付申請 川崎市福祉タクシー利用券交付者台帳 40健康福祉局
障害者社会参加・就労
支援課

署名は必要

ふれあいフリーパス交付申請 川崎市ふれあいフリーパス交付者台帳 40健康福祉局
障害者社会参加・就労
支援課

署名は必要

障害福祉サービス事業における重度障害者入浴援護事業の
申請

重度障害者入浴援護費支給決定申請書 40健康福祉局 障害福祉課

障害福祉サービス事業における日常生活用具給付事業の申
請

川崎市障害児（者）日常生活用具（給付・貸与）申請書 40健康福祉局 障害福祉課

川崎市在宅重度重複障害者等手当現況届の内容の審査 川崎市在宅重度重複障害者等現況届 40健康福祉局 障害福祉課
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所管課

備考

川崎市在宅重度重複障害者等手当の認定 川崎市在宅重度重複障害者等手当認定申請書 40健康福祉局 障害福祉課

生活サポート事業所の指定 川崎市地域生活支援事業指定申請書 40健康福祉局 障害福祉課

生活サポート事業所の指定更新 移動支援事業所の指定更新申請書 40健康福祉局 障害福祉課

生活サポート事業所の廃止・休止・再開 廃止・休止・再開届出書 40健康福祉局 障害福祉課

生活サポート事業所の変更 変更届出書 40健康福祉局 障害福祉課

日中一時支援（日中短期入所）事業所の指定 川崎市地域生活支援事業指定申請書 40健康福祉局 障害福祉課

日中一時支援（日中短期入所）事業所の廃止・休止・再開 廃止・休止・再開届出書 40健康福祉局 障害福祉課

川崎市障害者緊急通報システム設置の申請 障害者緊急通報システム申請書 40健康福祉局 障害福祉課

川崎市障害者緊急通報システム設置の申請 請書 40健康福祉局 障害福祉課

身体障害者福祉法第１５条指定医師の異動 身体障害者福祉法第１５条に基づく医師の異動届 40健康福祉局 障害福祉課

身体障害者福祉法第１５条指定医師の兼務指定 身体障害者福祉法第１５条に基づく医師の兼務届 40健康福祉局 障害福祉課

身体障害者福祉法第１５条指定医師の指定 身体障害者福祉法第１５条に基づく医師の指定申請書 40健康福祉局 障害福祉課

身体障害者福祉法第１５条指定医師の指定取消 身体障害者福祉法第１５条に基づく医師の辞退届 40健康福祉局 障害福祉課

身体障害者福祉法第１５条指定医師の指定内容変更 身体障害者福祉法第１５条に基づく医師の指定内容変更届 40健康福祉局 障害福祉課

点字図書等購入費助成事業の申請 川崎市点字図書等購入費助成受給資格認定申請書 40健康福祉局 障害福祉課

下肢等障害者自動車運転訓練費助成事業の申請 下肢等障害者自動車運転訓練費助成申請書 40健康福祉局 障害福祉課

高額障害福祉サービス等給付費の支給
介護給付費等支給決定等申請書兼利用者負担額減額・免
除等申請書、特例介護給付費等支給申請書

40健康福祉局 障害福祉課

補装具費の支給決定
川崎市補装具費（購入・修理・借受）支給兼受領委任払い承
認申請書

40健康福祉局 障害福祉課

障害福祉従事者養成研修補助金の報告 事業実施報告書 40健康福祉局 障害福祉課

障害福祉従事者養成研修補助金の申請 補助金交付申請書 40健康福祉局 障害福祉課

障害福祉従事者養成研修補助金の変更・中止・廃止 事業（変更・中止・廃止）承認申請書 40健康福祉局 障害福祉課

身体障害者用自動車改造費助成事業の申請 身体障害者用自動車改造費助成申請書 40健康福祉局 障害福祉課



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

移動支援事業所の廃止・休止・再開 廃止・休止・再開届出書 40健康福祉局 障害福祉課

移動支援事業所の指定 川崎市地域生活支援事業指定申請書 40健康福祉局 障害福祉課

移動支援事業所の指定更新 川崎市地域生活支援事業指定更新申請書 40健康福祉局 障害福祉課

移動支援事業所の変更 変更届出書 40健康福祉局 障害福祉課

日中一時支援（障害児・者一時預かり）の事業所の廃止・休
止・再開

廃止・休止・再開届出書 40健康福祉局 障害福祉課

日中一時支援（障害児・者一時預かり）事業所の指定 川崎市地域生活支援事業指定申請書 40健康福祉局 障害福祉課

日中一時支援（障害児・者一時預かり）事業所の指定更新 川崎市地域生活支援事業指定更新申請書 40健康福祉局 障害福祉課

日中一時支援（障害児・者一時預かり）事業所の変更 変更届出書 40健康福祉局 障害福祉課

精神障害者入院医療援護金支給
川崎市精神障害者入院医療援護金支給申請書（第1号様
式）

40健康福祉局 精神保健課

市長同意依頼 医療保護入院同意依頼書 40健康福祉局 精神保健課

精神障害者保健福祉手帳の交付 精神障害者保健福祉手帳申請書 40健康福祉局 精神保健課

精神障害者保健福祉手帳の交付 障害年金証書についての照会に関する同意書 40健康福祉局 精神保健課

精神障害者保健福祉手帳の交付
マイナンバーによる障害年金証書についての照会に関する
同意書

40健康福祉局 精神保健課

精神障害者保健福祉手帳の交付 手帳受領台帳 40健康福祉局 精神保健課

精神障害者保健福祉手帳の更新 精神障害者保健福祉手帳申請書 40健康福祉局 精神保健課

精神障害者保健福祉手帳の障害等級の変更 精神障害者保健福祉手帳申請書 40健康福祉局 精神保健課

日中一時支援（日中短期入所）事業所の指定更新 移動支援事業所の指定更新申請書 40健康福祉局 障害福祉課

日中一時支援（日中短期入所）事業所の変更 変更届出書 40健康福祉局 障害福祉課

補助金交付申請 川崎市施設外就労促進事業運営費補助金交付申請書 40健康福祉局
障害者社会参加・就労
支援課

補助金変更（中止・廃止）承認申請
川崎市施設外就労促進事業運営費補助金変更（中止・廃
止）承認申請書

40健康福祉局
障害者社会参加・就労
支援課

補助事業実績報告 川崎市施設外就労促進事業運営費補助事業実績報告書 40健康福祉局
障害者社会参加・就労
支援課

川崎市障害者地域就労援助センター事業実施の協議 事業実施協議書 40健康福祉局
障害者社会参加・就労
支援課



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

事業変更手続 事業変更届 40健康福祉局
障害者社会参加・就労
支援課

実績報告 実施報告書 40健康福祉局
障害者社会参加・就労
支援課

実績報告 発注実績報告書 40健康福祉局
障害者社会参加・就労
支援課

実績報告 入札が行えないことに係る理由書 40健康福祉局
障害者社会参加・就労
支援課

実績報告 誓約書 40健康福祉局
障害者社会参加・就労
支援課

補助金交付申請 申請書 40健康福祉局
障害者社会参加・就労
支援課

認定更新申請 障害者支援施設等受注団体認定更新申請書 40健康福祉局
障害者社会参加・就労
支援課

認定の申請 川崎市障害者支援施設等受注団体認定申請書 40健康福祉局
障害者社会参加・就労
支援課

企業実習奨励金申請 わーくす利用者企業実習奨励金給付申請書 40健康福祉局
障害者社会参加・就労
支援課

企業実習奨励金申請 実習実施証明書 40健康福祉局
障害者社会参加・就労
支援課

企業実習奨励金申請 受領書 40健康福祉局
障害者社会参加・就労
支援課

実習実施伺 わーくす利用者場外実習利用伺 40健康福祉局
障害者社会参加・就労
支援課

わーくす大島後継施設運営費補助金申請 わーくす後継施設運営費補助金交付申請書 40健康福祉局
障害者社会参加・就労
支援課

わーくす後継施設運営費補助金実績報告 わーくす後継施設運営費補助金実績報告書 40健康福祉局
障害者社会参加・就労
支援課

事業の変更・中止・廃止承認申請
わーくす後継施設運営費補助金に係る事業の変更・中止・廃
止承認申請書

40健康福祉局
障害者社会参加・就労
支援課

清掃業務完了届 清掃業務完了届 40健康福祉局
障害者社会参加・就労
支援課

清掃業務引受届出書 清掃業務引受届出書 40健康福祉局
障害者社会参加・就労
支援課

看護師等修学資金に関する届出 看護師等修学資金に関する届出書 40健康福祉局 保健医療政策室

振込依頼書提出 振込依頼書 40健康福祉局 保健医療政策室

原爆被爆者団体への運営費補助金支給業務 補助金交付申請書、事業実績報告書 40健康福祉局 健康増進担当

精密検査医療機関への紹介 川崎市がん検診精密検査紹介状（第７号様式） 40健康福祉局 健康増進担当

精密検査結果報告 川崎市肺がん検診精密検査結果報告書（第６号様式） 40健康福祉局 健康増進担当



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

精密検査結果報告 川崎市大腸がん検診精密検査結果報告書（第６号様式） 40健康福祉局 健康増進担当

精密検査結果報告 川崎市胃がん検診精密検査結果報告書（第６号様式） 40健康福祉局 健康増進担当

精密検査結果報告 川崎市子宮頸がん検診精密検査結果報告書（第６号様式） 40健康福祉局 健康増進担当

精密検査結果報告
川崎市子宮体がん検診精密検査結果報告書（第６－２号様
式）

40健康福祉局 健康増進担当

精密検査結果報告 川崎市乳がん検診精密検査結果報告書（第６号様式） 40健康福祉局 健康増進担当

医療機関登録の変更・辞退等
川崎市がん検診等登録医療機関登録事項変更（辞退）届（第
３号様式）

40健康福祉局 健康増進担当

医療機関の登録 川崎市がん検診等登録医療機関申請書（第１号様式） 40健康福祉局 健康増進担当

医療機関の登録 川崎市がん検診等登録医療機関推薦願書（第１号様式の２） 40健康福祉局 健康増進担当

検診受診手続き 川崎市肺がん検診申込書・記録票（第４号様式） 40健康福祉局 健康増進担当 署名は必要

検診受診手続き 川崎市大腸がん検診申込書・記録票（第４号様式） 40健康福祉局 健康増進担当 署名は必要

検診受診手続き
川崎市胃がん検診（エックス線検査）申込書・記録票（第４号
様式）

40健康福祉局 健康増進担当 署名は必要

検診受診手続き
川崎市胃がん検診（内視鏡検査）申込書・記録票（第４-２号
様式）

40健康福祉局 健康増進担当 署名は必要

検診受診手続き 川崎市子宮頸がん検診申込書・記録票（第４号様式） 40健康福祉局 健康増進担当 署名は必要

検診受診手続き 川崎市子宮体がん検診申込書・記録票（第４-２号様式） 40健康福祉局 健康増進担当 署名は必要

検診受診手続き 川崎市乳がん検診申込書・記録票（第４号様式） 40健康福祉局 健康増進担当 署名は必要

検診受診手続き 川崎市骨粗しょう症検診申込書・記録票（第４号様式） 40健康福祉局 健康増進担当 署名は必要

検診費用の請求 川崎市がん検診等委託料請求書（第５号様式） 40健康福祉局 健康増進担当

がん検診無料クーポン券の再発行 再交付等申請書 40健康福祉局 健康増進担当 署名は必要

がん検診無料クーポン券の償還払業務 自己負担額助成申請書 40健康福祉局 健康増進担当

被爆者に対する栄養補給食品支給並びにはり・きゅう・マッ
サージ療養費支給及び被爆者の子どもに対する医療費支給
事業の申請

各事業の申請書等 40健康福祉局 健康増進担当

被爆者に対するはり・きゅう・マッサージ療養費支給及び被爆
者の子どもに対する医療費支給事業の申請

委任状 40健康福祉局 健康増進担当 署名は必要

被爆者の子どもに対する医療費支給事業の申請 原子爆弾被爆者の子どもに対する医療費等証明書 40健康福祉局 健康増進担当 署名は必要
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手続名 様式名
所管課

備考

被爆者の子どもに対する医療費支給事業の申請 原子爆弾被爆者の子どもに対する医療費支給申請書 40健康福祉局 健康増進担当 署名は必要

医療機関登録の変更・辞退等
川崎市歯周疾患検診登録医療機関登録事項変更（辞退）届
（第3号様式）

40健康福祉局 健康増進担当

医療機関の登録 川崎市歯周疾患検診登録医療機関申請書（第１号様式） 40健康福祉局 健康増進担当

医療機関の登録
川崎市歯周疾患検診登録医療機関推薦願書（第１号の２様
式）

40健康福祉局 健康増進担当

検診受診手続き 川崎市歯周疾患検診申込書・記録票（第４号様式） 40健康福祉局 健康増進担当

検診費用の請求 川崎市歯周疾患検診委託料請求書（第５号様式） 40健康福祉局 健康増進担当

公益財団法人川崎・横浜公害保健センター事業実績報告 事業実績報告書 40健康福祉局 環境保健担当

公益財団法人川崎・横浜公害保健センター補助金交付申請 補助金交付申請書 40健康福祉局 環境保健担当

公害健康被害者団体事業実績報告 事業実績報告書 40健康福祉局 環境保健担当

公害健康被害者団体補助金交付申請 補助金交付申請書 40健康福祉局 環境保健担当

遺族補償一時金（差額）の請求 遺族補償一時金請求書（差額用） 40健康福祉局 環境保健担当

遺族補償一時金の請求 遺族補償一時金請求書 40健康福祉局 環境保健担当

遺族補償費の請求 遺族補償費請求書 40健康福祉局 環境保健担当

公害医療手帳の再交付の申請 公害医療手帳再交付申請書 40健康福祉局 環境保健担当

障害補償費の改定請求 障害補償費改定請求書 40健康福祉局 環境保健担当

障害補償費の請求 障害補償費請求書 40健康福祉局 環境保健担当

葬祭料の請求 葬祭料請求書 40健康福祉局 環境保健担当

認定の更新申請 認定更新申請書 40健康福祉局 環境保健担当

被認定者等の住所・氏名等の変更の届出 住所・氏名等変更届 40健康福祉局 環境保健担当

被認定者の死亡の届出 治癒・死亡届 40健康福祉局 環境保健担当

補償給付費銀行振込口座を指定する届 補償給付費銀行振込口座指定届 40健康福祉局 環境保健担当

未支給の補償給付の請求 未支給の補償給付請求書 40健康福祉局 環境保健担当



令和５年４月１日時点

局区名 課名
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療養手当の請求 療養手当請求書 40健康福祉局 環境保健担当

療養費の請求 療養費請求書 40健康福祉局 環境保健担当

特別乗車証交付申請 特別乗車証交付申請書 40健康福祉局 環境保健担当

特別乗車証再交付申請 特別乗車証再交付申請書 40健康福祉局 環境保健担当

インフルエンザ予防接種費用助成申請 インフルエンザ予防接種費用助成申請書 40健康福祉局 環境保健担当

指定施設利用転地療養事業参加申請 指定施設利用転地療養事業参加申請書 40健康福祉局 環境保健担当

指定施設利用転地療養事業参加申請 転地療養事業に係る主治医意見書 40健康福祉局 環境保健担当

転地療養事業参加申込 転地療養事業参加申込書 40健康福祉局 環境保健担当

転地療養事業参加申込 転地療養事業に係る主治医意見書 40健康福祉局 環境保健担当

公害医療機関の診療報酬の請求 公害診療報酬等請求書 40健康福祉局 環境保健担当

施術者市内滞在業務開始届 施術者市内滞在業務開始届 40健康福祉局 医事・薬事担当

施術者出張専門業務開始届 施術者出張専門業務開始届 40健康福祉局 医事・薬事担当

施術者出張専門業務休止（廃止・再開）届 施術者出張専門業務休止（廃止・再開）届 40健康福祉局 医事・薬事担当

医薬品の販売業の許可の申請
（卸売販売業）

（法人の場合必要に応じて）組織図 40健康福祉局 医事・薬事担当

医薬品の販売業の許可の申請
（卸売販売業）

疎明書（もしくは診断書） 40健康福祉局 医事・薬事担当

医薬品の販売業の許可の申請
（卸売販売業）

（使用関係を証する）証明書 40健康福祉局 医事・薬事担当

医薬品の販売業の許可の申請
（店舗販売業）

（法人の場合必要に応じて）組織図 40健康福祉局 医事・薬事担当

医薬品の販売業の許可の申請
（店舗販売業）

疎明書（もしくは診断書） 40健康福祉局 医事・薬事担当

医薬品の販売業の許可の申請
（店舗販売業）

（使用関係を証する）証明書 40健康福祉局 医事・薬事担当

医薬品の販売業の許可の申請
（店舗販売業）

勤務状況報告書 40健康福祉局 医事・薬事担当

医療法人（吸収・新設）合併認可申請 財産目録明細書 40健康福祉局 医事・薬事担当

医療法人（吸収・新設）分割認可申請 財産目録明細書 40健康福祉局 医事・薬事担当



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

医療法人決算届 監査報告書 40健康福祉局 医事・薬事担当

医療法人決算届 監査報告書 40健康福祉局 医事・薬事担当

医療法人設立認可申請 財産目録明細書 40健康福祉局 医事・薬事担当

２以上の病院（診療所、助産所）の管理許可申請 管理者就任承諾書 40健康福祉局 医事・薬事担当

２以上の病院（診療所、助産所）の管理許可申請 履歴書 40健康福祉局 医事・薬事担当

ＭＲＩ装置設置届 ＭＲＩ装置設置届 40健康福祉局 医事・薬事担当

ＭＲＩ装置設置届 漏洩磁場測定結果 40健康福祉局 医事・薬事担当

ＭＲＩ装置廃止届 ＭＲＩ装置廃止届 40健康福祉局 医事・薬事担当

ＭＲＩ装置変更届 ＭＲＩ装置変更届 40健康福祉局 医事・薬事担当

エックス線装置（診療用高エネルギー放射線発生装置、診療
用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元
素装備診療機器、診療用放射性同位元素、陽電子断層撮影
診療用放射性同位元素）設置届出事項変更届

エックス線装置（診療用高エネルギー放射線発生装置、診療
用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元
素装備診療機器、診療用放射性同位元素、陽電子断層撮影
診療用放射性同位元素）設置届出事項変更届

40健康福祉局 医事・薬事担当

エックス線装置（診療用高エネルギー放射線発生装置、診療
用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元
素装備診療機器、診療用放射性同位元素、陽電子断層撮影
診療用放射性同位元素）設置届出事項変更届

エックス線漏洩線量測定結果 40健康福祉局 医事・薬事担当

エックス線装置（診療用高エネルギー放射線発生装置、診療
用放射線照射装置、放射性同位元素装備診療機器）廃止届

エックス線装置（診療用高エネルギー放射線発生装置、診療
用放射線照射装置、放射性同位元素装備診療機器）廃止届

40健康福祉局 医事・薬事担当

エックス線装置設置届 エックス線装置設置届 40健康福祉局 医事・薬事担当

エックス線装置設置届 エックス線漏洩線量測定結果 40健康福祉局 医事・薬事担当

開設者自身による管理免除許可申請 管理者就任承諾書 40健康福祉局 医事・薬事担当

開設者自身による管理免除許可申請 履歴書 40健康福祉局 医事・薬事担当

構造設備使用許可申請 放射線漏洩線量測定結果 40健康福祉局 医事・薬事担当

巡回診療（健診）実施計画届 巡回診療（健診）実施計画届 40健康福祉局 医事・薬事担当

巡回診療（健診）実施計画変更届 巡回診療（健診）実施計画変更届 40健康福祉局 医事・薬事担当

証明書交付申請 証明書交付申請書 40健康福祉局 医事・薬事担当

助産所開設許可申請 管理者就任承諾書 40健康福祉局 医事・薬事担当



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

助産所開設許可申請 履歴書 40健康福祉局 医事・薬事担当

助産所開設届 助産所開設届 40健康福祉局 医事・薬事担当

助産所開設届 管理者就任承諾書 40健康福祉局 医事・薬事担当

助産所開設届 履歴書 40健康福祉局 医事・薬事担当

助産所開設届 誓約書 40健康福祉局 医事・薬事担当

診療所開設許可申請 管理者就任承諾書 40健康福祉局 医事・薬事担当

診療所開設許可申請 履歴書 40健康福祉局 医事・薬事担当

診療所開設届 診療所開設届 40健康福祉局 医事・薬事担当

診療所開設届 管理者就任承諾書 40健康福祉局 医事・薬事担当

診療所開設届 履歴書 40健康福祉局 医事・薬事担当

診療用高エネルギー放射線発生装置設置届 診療用高エネルギー放射線発生装置設置届 40健康福祉局 医事・薬事担当

診療用放射性同位元素（陽電子断層撮影診療用放射性同位
元素）使用予定届

診療用放射性同位元素（陽電子断層撮影診療用放射性同
位元素）使用予定届

40健康福祉局 医事・薬事担当

診療用放射性同位元素（陽電子断層撮影診療用放射性同位
元素）設置届

診療用放射性同位元素（陽電子断層撮影診療用放射性同
位元素）設置届

40健康福祉局 医事・薬事担当

診療用放射性同位元素（陽電子断層撮影診療用放射性同位
元素）廃止後の措置届

診療用放射性同位元素（陽電子断層撮影診療用放射性同
位元素）廃止後の措置届

40健康福祉局 医事・薬事担当

診療用放射性同位元素（陽電子断層撮影診療用放射性同位
元素）廃止届

診療用放射性同位元素（陽電子断層撮影診療用放射性同
位元素）廃止届

40健康福祉局 医事・薬事担当

診療用放射線照射器具使用予定届 診療用放射線照射器具使用予定届 40健康福祉局 医事・薬事担当

診療用放射線照射器具設置届 診療用放射線照射器具設置届 40健康福祉局 医事・薬事担当

診療用放射線照射器具廃止届 診療用放射線照射器具廃止届 40健康福祉局 医事・薬事担当

診療用放射線照射装置設置届 診療用放射線照射装置設置届 40健康福祉局 医事・薬事担当

病院（診療所、助産所）開設許可（届出）事項変更届 管理者就任承諾書 40健康福祉局 医事・薬事担当

病院（診療所、助産所）開設許可（届出）事項変更届 履歴書 40健康福祉局 医事・薬事担当

病院（診療所、助産所)開設届 管理者就任承諾書 40健康福祉局 医事・薬事担当



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

病院（診療所、助産所)開設届 履歴書 40健康福祉局 医事・薬事担当

病院開設許可申請 管理者就任承諾書 40健康福祉局 医事・薬事担当

病院開設許可申請 履歴書 40健康福祉局 医事・薬事担当

放射性同位元素装備診療機器設置届 放射性同位元素装備診療機器設置届 40健康福祉局 医事・薬事担当

高度管理医療機器等の販売業等の許可の申請 （法人の場合必要に応じて）組織図 40健康福祉局 医事・薬事担当

高度管理医療機器等の販売業等の許可の申請 疎明書（もしくは診断書） 40健康福祉局 医事・薬事担当

高度管理医療機器等の販売業等の許可の申請 （使用関係を証する）証明書 40健康福祉局 医事・薬事担当

再生医療等製品の販売業の許可の申請 （法人の場合必要に応じて）組織図 40健康福祉局 医事・薬事担当

再生医療等製品の販売業の許可の申請 疎明書（もしくは診断書） 40健康福祉局 医事・薬事担当

再生医療等製品の販売業の許可の申請 （使用関係を証する）証明書 40健康福祉局 医事・薬事担当

歯科技工所開設届 履歴書 40健康福祉局 医事・薬事担当

歯科技工所届出事項変更届 履歴書 40健康福祉局 医事・薬事担当

特定毒物研究者の許可の申請 （使用関係を証する）証明書 40健康福祉局 医事・薬事担当

毒物劇物取扱責任者の届出 宣誓書・証明書 40健康福祉局 医事・薬事担当

毒物劇物取扱責任者の変更の届出 宣誓書・証明書 40健康福祉局 医事・薬事担当

毒物劇物販売業の登録の申請 （必要に応じて）念書 40健康福祉局 医事・薬事担当

薬局製造販売医薬品製造業の変更の届出 （法人の場合必要に応じて）組織図 40健康福祉局 医事・薬事担当

薬局製造販売医薬品製造業の変更の届出 疎明書（もしくは診断書） 40健康福祉局 医事・薬事担当

薬局製造販売医薬品製造業の変更の届出 （使用関係を証する）証明書 40健康福祉局 医事・薬事担当

薬局製造販売医薬品製造販売業の変更の届出 （法人の場合必要に応じて）組織図 40健康福祉局 医事・薬事担当

薬局製造販売医薬品製造販売業の変更の届出 疎明書（もしくは診断書） 40健康福祉局 医事・薬事担当

薬局製造販売医薬品製造販売業の変更の届出 （使用関係を証する）証明書 40健康福祉局 医事・薬事担当



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可 （法人の場合必要に応じて）組織図 40健康福祉局 医事・薬事担当

薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可 疎明書（もしくは診断書） 40健康福祉局 医事・薬事担当

薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可 （使用関係を証する）証明書 40健康福祉局 医事・薬事担当

薬局製造販売医薬品の製造業の許可 （法人の場合必要に応じて）組織図 40健康福祉局 医事・薬事担当

薬局製造販売医薬品の製造業の許可 疎明書（もしくは診断書） 40健康福祉局 医事・薬事担当

薬局製造販売医薬品の製造業の許可 （使用関係を証する）証明書 40健康福祉局 医事・薬事担当

薬局等の変更の届出 （法人の場合必要に応じて）組織図 40健康福祉局 医事・薬事担当

薬局等の変更の届出 疎明書（もしくは診断書） 40健康福祉局 医事・薬事担当

薬局等の変更の届出 （使用関係を証する）証明書 40健康福祉局 医事・薬事担当

薬局等の変更の届出 勤務状況報告書 40健康福祉局 医事・薬事担当

薬局の許可の申請 （法人の場合必要に応じて）組織図 40健康福祉局 医事・薬事担当

薬局の許可の申請 疎明書（もしくは診断書） 40健康福祉局 医事・薬事担当

薬局の許可の申請 （使用関係を証する）証明書 40健康福祉局 医事・薬事担当

衛生検査所登録申請 履歴書 40健康福祉局 医事・薬事担当

衛生検査所登録申請 同意書 40健康福祉局 医事・薬事担当

衛生検査所登録申請 承諾書 40健康福祉局 医事・薬事担当

衛生検査所登録変更申請 履歴書 40健康福祉局 医事・薬事担当

衛生検査所登録変更申請 同意書 40健康福祉局 医事・薬事担当

衛生検査所登録変更申請 承諾書 40健康福祉局 医事・薬事担当

検体検査用放射性同位元素使用予定届 検体検査用放射性同位元素使用予定届 40健康福祉局 医事・薬事担当

検体検査用放射性同位元素に関する変更届 検体検査用放射性同位元素に関する変更届 40健康福祉局 医事・薬事担当

検体検査用放射性同位元素廃止後の措置届 検体検査用放射性同位元素廃止後の措置届 40健康福祉局 医事・薬事担当



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

検体検査用放射性同位元素廃止届 検体検査用放射性同位元素廃止届 40健康福祉局 医事・薬事担当

変更届 履歴書 40健康福祉局 医事・薬事担当

変更届 同意書 40健康福祉局 医事・薬事担当

変更届 承諾書 40健康福祉局 医事・薬事担当

経営許可申請書の添付書類 学校、公園、人家等との距離を明らかにする図面 40健康福祉局 生活衛生担当 署名は必要

経営許可申請書の添付書類 墓地にあっては設計図 40健康福祉局 生活衛生担当 署名は必要

経営許可申請書の添付書類 建物の配置図、各階の平面図、２面以上の立面図 40健康福祉局 生活衛生担当 署名は必要

経営許可申請書の添付書類 隣接する土地及び建物の所有者又は管理者の同意書 40健康福祉局 生活衛生担当 署名は必要

経営許可申請書の添付書類
110ｍ以内に学校、公園、人家等がある場合、所有者又は管
理者の同意書

40健康福祉局 生活衛生担当 署名は必要

経営許可申請書の添付書類 土地登記簿謄本から面積が確認できない場合、求積図 40健康福祉局 生活衛生担当 署名は必要

美容所の地位承継届の添付書類 相続同意書 40健康福祉局 生活衛生担当 署名は必要

理容所の地位承継届の添付書類 相続同意書 40健康福祉局 生活衛生担当 署名は必要

クリーニング所の地位承継届の添付書類 相続同意書 40健康福祉局 生活衛生担当 署名は必要

墓地等経営計画協議書の添付書類 計画地の地積の測量図 40健康福祉局 生活衛生担当 署名は必要

墓地等経営計画協議書及び経営許可申請書の添付書類
墓地又は納骨堂にあっては、その区域又は敷地の周囲110
メートル以内の見取図

40健康福祉局 生活衛生担当 署名は必要

墓地等経営計画協議書及び経営許可申請書の添付書類
火葬場にあっては、その区域又は敷地の周囲200メートル以
内の見取図

40健康福祉局 生活衛生担当 署名は必要

墓地等経営計画協議書及び経営許可申請書の添付書類
墓地にあっては、施設の配置図、建物の各階の平面図及び
２面以上の立面図並びに墳墓、緑地、通路等の設計図

40健康福祉局 生活衛生担当 署名は必要

墓地等経営計画協議書及び経営許可申請書の添付書類
納骨堂にあっては、施設の配置図、建物の各階の平面図及
び２面以上の立面図並びに納骨装置の設計図

40健康福祉局 生活衛生担当 署名は必要

墓地等経営計画協議書及び経営許可申請書の添付書類
火葬場にあっては、施設の配置図、建物の各階の平面図及
び２面以上の立面図並びに火葬炉の設計図

40健康福祉局 生活衛生担当 署名は必要

川崎市ペット霊園の設置 ペット霊園設置事業計画書 40健康福祉局 生活衛生担当

川崎市ペット霊園の設置 維持管理計画書 40健康福祉局 生活衛生担当

川崎市ペット霊園の設置 標識設置届 40健康福祉局 生活衛生担当



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

川崎市ペット霊園の設置 近隣住民等説明会実施報告書 40健康福祉局 生活衛生担当

川崎市ペット霊園の設置 意見に対する回答実施報告書 40健康福祉局 生活衛生担当

川崎市ペット霊園の設置 近隣住民等協議実施報告書 40健康福祉局 生活衛生担当

川崎市ペット霊園の設置 ペット霊園工事着手届 40健康福祉局 生活衛生担当

川崎市ペット霊園の設置 ペット霊園工事中止届 40健康福祉局 生活衛生担当

川崎市ペット霊園の設置 ペット霊園変更事業計画書 40健康福祉局 生活衛生担当

川崎市ペット霊園の設置 ペット霊園変更届 40健康福祉局 生活衛生担当

川崎市ペット霊園の設置 ペット霊園廃止届 40健康福祉局 生活衛生担当

川崎市ペット霊園の設置 ペット霊園承継届 40健康福祉局 生活衛生担当

川崎市ペット霊園の設置 ペット霊園工事完了届 40健康福祉局 生活衛生担当

済票交付申請 狂犬病予防注射済票交付申請書 40健康福祉局 生活衛生担当

専用水道水道技術管理者変更届
専用水道技術管理者資格証明書 40健康福祉局 生活衛生担当

災害用選定井戸の手動ポンプ等設置補助金交付申請 災害用選定井戸の手動ポンプ等設置補助金交付申請書 40健康福祉局 生活衛生担当

実績報告 実績報告書 40健康福祉局 生活衛生担当

小規模受水槽水道検査結果報告 小規模受水槽水道検査結果報告書 40健康福祉局 生活衛生担当

小規模受水槽水道検査状況報告 小規模受水槽水道検査状況報告書 40健康福祉局 生活衛生担当

小規模受水槽水道における検査機関の指定 検査実施地域変更申請書 40健康福祉局 生活衛生担当

小規模受水槽水道における検査機関の指定 廃止届 40健康福祉局 生活衛生担当

小規模受水槽水道における検査機関の指定 指定申請書 40健康福祉局 生活衛生担当

小規模受水槽水道における検査機関の指定の変更 名称等変更届 40健康福祉局 生活衛生担当

小規模受水槽水道における検査機関の指定の変更 検査手数料変更申請書 40健康福祉局 生活衛生担当

専用水道水質検査結果報告 委任状 40健康福祉局 生活衛生担当



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

専用水道水道技術管理者設置届
専用水道技術管理者資格証明書 40健康福祉局 生活衛生担当

第一種動物取扱業登録の更新 【様式第４】第一種動物取扱業登録更新申請書 40健康福祉局 生活衛生担当

飼養施設設置の届出 【様式第６】飼養施設設置届出書 40健康福祉局 生活衛生担当

第二種動物取扱業登録の届出 【様式第11の４】第二種動物取扱業届出書 40健康福祉局 生活衛生担当

第一種動物取扱業登録の申請 【様式第１】第一種動物取扱業登録申請書 40健康福祉局 生活衛生担当

第一種動物取扱業登録の変更の届出 【様式第5】業務内容・実施方法変更届出書 40健康福祉局 生活衛生担当

第一種動物取扱業登録の変更の届出 【様式第７】第一種動物取扱業変更届出書 40健康福祉局 生活衛生担当

活動地域追加（変更）登録申請 活動地域追加（変更）登録申請書 40健康福祉局 生活衛生担当

指定事項辞退届出 指定事項辞退届出書 40健康福祉局 生活衛生担当

指定事項変更届出 指定事項変更届出書 40健康福祉局 生活衛生担当

地域猫活動サポーター証再交付願い 地域猫活動サポーター証再交付願い 40健康福祉局 生活衛生担当

地域猫活動サポーター登録更新申請 地域猫活動サポーター登録更新申請書 40健康福祉局 生活衛生担当

地域猫活動サポーター登録事項変更届 地域猫活動サポーター登録事項変更届 40健康福祉局 生活衛生担当

地域猫活動サポーター登録申請 地域猫活動サポーター登録申請書 40健康福祉局 生活衛生担当

地域猫活動サポーター登録取下げ届 地域猫活動サポーター登録取下げ届 40健康福祉局 生活衛生担当

猫の不妊（去勢）手術補助金交付申請 猫の不妊（去勢）手術補助金交付申請書 40健康福祉局 生活衛生担当

猫の不妊（去勢）手術補助金交付申請 猫の不妊（去勢）手術実施証明書 40健康福祉局 生活衛生担当

猫の不妊及び去勢手術補助指定獣医師指定申請 猫の不妊及び去勢手術補助指定獣医師指定申請書 40健康福祉局 生活衛生担当

興行場営業承継届の添付書類 相続同意書 40健康福祉局 生活衛生担当 署名は必要

公衆浴場営業承継届の添付書類 相続同意書 40健康福祉局 生活衛生担当 署名は必要

川崎市新型インフルエンザ等対策推進に係る医療体制整備
事業補助金交付の申請にかかる実績報告

発注実績報告書 40健康福祉局 感染症対策課

ミルク猫の一時預かり ミルク猫の一時預かり書 40健康福祉局
保健所動物愛護セン
ター



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

川崎市動物愛護センター業務支援ボランティア同意書 いのち・ＭＩＲＡＩ教室等支援ボランティア同意書 40健康福祉局
保健所動物愛護セン
ター

川崎市動物愛護センター業務支援ボランティア同意書 啓発物作成ボランティア同意書 40健康福祉局
保健所動物愛護セン
ター

川崎市動物愛護センター業務支援ボランティア同意書 成犬飼養管理支援ボランティア同意書 40健康福祉局
保健所動物愛護セン
ター

川崎市動物愛護センター業務支援ボランティア同意書 成猫飼養管理支援ボランティア同意書 40健康福祉局
保健所動物愛護セン
ター

川崎市動物愛護センター業務支援ボランティア同意書 譲渡会運営支援ボランティア同意書 40健康福祉局
保健所動物愛護セン
ター

川崎市動物愛護センター業務支援ボランティア同意書 植栽等清掃支援ボランティア同意書 40健康福祉局
保健所動物愛護セン
ター

ネーミングライツ申込 川崎市動物愛護センター諸室ネーミングライツ申込書 40健康福祉局
保健所動物愛護セン
ター

ネーミングライツ申込 契約相手方の条件に関する確約書 40健康福祉局
保健所動物愛護セン
ター

ネーミングライツ申込 暴力団員などに該当しないことの誓約書及び同意書 40健康福祉局
保健所動物愛護セン
ター

ネーミングライツ申込
川崎市動物愛護センター諸室ネーミングライツパートナー質
問書

40健康福祉局
保健所動物愛護セン
ター

捕獲等許可の申請 鳥獣捕獲依頼書 40健康福祉局
保健所動物愛護セン
ター

犬、猫等の動物の引取り期間延長申請 犬、猫等の動物の引取り期間延長申請書 40健康福祉局
保健所動物愛護セン
ター

犬の一時飼養 犬の一時飼養願（第７号様式） 40健康福祉局
保健所動物愛護セン
ター

譲渡に関する誓約（個人） 誓約書（第８号様式） 40健康福祉局
保健所動物愛護セン
ター

譲渡に関する誓約（団体） 誓約書（第９号様式） 40健康福祉局
保健所動物愛護セン
ター

地域猫不妊去勢手術実施申請 地域猫不妊去勢手術実施申請書 40健康福祉局
保健所動物愛護セン
ター

飼育希望者の登録 飼育希望登録申請書（誓約書） 40健康福祉局
保健所動物愛護セン
ター

譲渡動物の登録 譲渡登録申請書（誓約書） 40健康福祉局
保健所動物愛護セン
ター

納付方法変更の申出 国民健康保険料納付方法変更申出書 40健康福祉局 医療保険課

国民健康保険法による高額介護合算療養費の支給に関する
事務

国民健康保険高額介護合算療養費支給申請書 40健康福祉局 医療保険課 署名は必要

国民健康保険法による高額療養費の給付の受給申請 高額療養費支給申請書 40健康福祉局 医療保険課 署名は必要

国民健康保険法による入院時食事療養費標準負担額減額等
に関する減額認定証を提出しなかったことにより支払った額の
給付の申請

入院時（食事・生活）療養費標準負担額差額支給申請書 40健康福祉局 医療保険課 署名は必要



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

出産育児一時金の給付（償還払い） 国民健康保険出産育児一時金支給申請書 40健康福祉局 医療保険課 署名は必要

葬祭費若しくは葬祭の給付 国民健康保険葬祭費支給申請書 40健康福祉局 医療保険課 署名は必要

療養費／特別療養費の支給 国民健康保険療養費特別療養費支給申請書 40健康福祉局 医療保険課 署名は必要

基準収入額適用申請 国民健康保険基準収入額適用申請書 40健康福祉局 医療保険課

国民健康保険の被保険者の資格喪失に係る届出 保険・年金資格取得喪失届 40健康福祉局 医療保険課

世帯主の変更の届出 住民異動届 40健康福祉局 医療保険課

被保険者の世帯変更 住民異動届 40健康福祉局 医療保険課

被保険者証の再交付申請 神奈川県国民健康保険被保険者証再交付申請書 40健康福祉局 医療保険課

指定自立支援医療機関辞退届出 指定自立支援医療機関辞退届出書 40健康福祉局 国民年金・福祉医療課

指定自立支援医療機関の更新申請（育成医療・更生医療） 指定自立支援医療機関（育成医療・更生医療）更新申請書 40健康福祉局 国民年金・福祉医療課

医療費助成申請（窓口償還） 重度障害者医療費助成申請書（第2号様式） 40健康福祉局 国民年金・福祉医療課

相続人代表者指定（申立）
川崎市重度障害者医療費助成に関する相続人代表者指定
（変更）書兼申立書

40健康福祉局 国民年金・福祉医療課 署名は必要

特定医療費支給認定新規申請、特定医療費支給認定更新申
請、特定医療費支給認定変更申請

臨床調査個人票 40健康福祉局 国民年金・福祉医療課

特定医療費受給者証返納届出 特定医療費（指定難病）受給者証返納届出書 40健康福祉局 国民年金・福祉医療課

納付誓約 滞納保険料納付誓約書 40健康福祉局 収納管理課

川崎市認定相談支援リーダー試験 川崎市認定相談支援リーダー試験受験申込書 40健康福祉局
総合リハビリテーション
推進センター企画・連
携推進課

学外者の図書館利用申請 川崎市立看護短期大学図書館　利用申請書 40健康福祉局
看護短期大学総務学
生課

授業料、入学料、手数料の減免申請 川崎市立看護短期大学減免申請書 40健康福祉局
看護短期大学総務学
生課

署名は必要

授業料の分納申請 川崎市立看護短期大学授業料分納申請書 40健康福祉局
看護短期大学総務学
生課

署名は必要

入学手続き 誓約書 40健康福祉局
看護短期大学総務学
生課

署名は必要

入学手続き 保証書 40健康福祉局
看護短期大学総務学
生課

署名は必要

新型コロナウイルスワクチン接種体制支援金
川崎市新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業負担
金承認申請書

40健康福祉局
新型コロナウイルスワ
クチン調整室



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業負担金等変更
川崎市新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業負担
金等変更承認申請書

40健康福祉局
新型コロナウイルスワ
クチン調整室

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業負担金等中
止・廃止

川崎市新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業負担
金等中止・廃止承認申請書

40健康福祉局
新型コロナウイルスワ
クチン調整室

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業負担金等実績
報告

川崎市新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業負担
金等実績報告書

40健康福祉局
新型コロナウイルスワ
クチン調整室

高齢者接種推進支援金
川崎市新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業高齢
者接種推進支援金承認申請書兼実績報告書

40健康福祉局
新型コロナウイルスワ
クチン調整室

新型コロナウイルスワクチン接種促進支援金
川崎市新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業ワクチ
ン接種促進支援金承認申請書兼実績報告書

40健康福祉局
新型コロナウイルスワ
クチン調整室

新型コロナウイルスワクチン追加接種等持続化支援金
川崎市新型コロナウイルスワクチン追加接種等持続化支援
金承認申請書兼実績報告書

40健康福祉局
新型コロナウイルスワ
クチン調整室

新型コロナウイルスワクチン小児接種負担軽減支援金
川崎市新型コロナウイルスワクチン小児接種負担軽減支援
金申請書兼実績報告書

40健康福祉局
新型コロナウイルスワ
クチン調整室

共催・後援申請 共催・後援申請書 45こども未来局 庶務課

川崎市外国人学校児童等多文化共生・地域交流事業補助金
の事業変更・中止の申請

補助対象事業変更・中止報告書 45こども未来局 企画課

川崎市外国人学校児童等多文化共生・地域交流事業補助金
の実績報告

補助対象事業実績報告書 45こども未来局 企画課

川崎市外国人学校児童等多文化共生・地域交流事業補助金
の申請

補助金交付申請書 45こども未来局 企画課

川崎市外国人学校児童等健康・安全事業補助金の事業変
更・中止の申請

補助対象事業変更・中止報告書 45こども未来局 企画課

川崎市外国人学校児童等健康・安全事業補助金の実績報告 補助対象事業実績報告書 45こども未来局 企画課

川崎市外国人学校児童等健康・安全事業補助金の申請 補助金交付申請書 45こども未来局 企画課

神奈川県専修学校各種学校長協会川崎支部補助金事業変
更・中止の申請

補助対象事業変更・中止報告書 45こども未来局 企画課

神奈川県専修学校各種学校長協会川崎支部補助金の実績
報告

補助対象事業実績報告書 45こども未来局 企画課

神奈川県専修学校各種学校長協会川崎支部補助金の申請 補助金交付申請書 45こども未来局 企画課

川崎市私立中学高等学校長協会補助金事業変更・中止の申
請

補助対象事業変更・中止報告書 45こども未来局 企画課

川崎市私立中学高等学校長協会補助金実績報告 補助対象事業実績報告書 45こども未来局 企画課

川崎市私立中学高等学校長協会補助金の申請 補助金交付申請書 45こども未来局 企画課

川崎市私立中学校及び高等学校教材教具等補助金の実績報
告

補助対象事業実績報告書 45こども未来局 企画課

川崎市私立中学校及び高等学校教材教具等補助金の申請 補助金交付申請書 45こども未来局 企画課
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手続名 様式名
所管課

備考

川崎市地域子育て自主グループ支援事業補助金の事業中止
の申請

補助金対象事業中止報告書 45こども未来局 企画課

川崎市地域子育て自主グループ支援事業補助金の実績報告 実績報告書 45こども未来局 企画課

川崎市地域子育て自主グループ支援事業補助金の申請 補助金交付申請書 45こども未来局 企画課

保育所等利用申込 育児休業証明書 45こども未来局 保育対策課

認可保育所等に入所できていない証明願 証明願 45こども未来局 保育対策課

施設等利用給付認定申請（保育の必要性認定） 就労証明書 45こども未来局 保育対策課

施設等利用給付認定申請（保育の必要性認定） 就労状況申告書 45こども未来局 保育対策課

施設等利用給付認定申請（保育の必要性認定） 診断書 45こども未来局 保育対策課

施設等利用給付認定申請（保育の必要性認定） 在学証明書 45こども未来局 保育対策課

施設等利用給付認定申請（保育の必要性認定） 求職活動・起業準備状況申告書兼誓約書 45こども未来局 保育対策課

保育所等利用申込 転入に関する誓約書 45こども未来局 保育対策課

保育所等利用申込 保育所内定辞退届 45こども未来局 保育対策課

保育所等利用申込 保育所等利用申込取下届 45こども未来局 保育対策課

保育所等利用申込 異動届 45こども未来局 保育対策課

教育・保育給付認定申請（保育の必要性認定） 疾病・障害状況申告書 45こども未来局 保育対策課

教育・保育給付認定申請（保育の必要性） 介護状況申告書 45こども未来局 保育対策課

教育・保育給付認定申請（保育の必要性） スケジュール表 45こども未来局 保育対策課

教育・保育給付認定申請（保育の必要性） 長期不在（単身赴任・海外勤務等）証明書 45こども未来局 保育対策課

教育・保育給付認定申請（保育の必要性） 就労証明書 45こども未来局 保育対策課

教育・保育給付認定申請（保育の必要性） 就労状況申告書 45こども未来局 保育対策課

教育・保育給付認定申請（保育の必要性） 診断書 45こども未来局 保育対策課

教育・保育給付認定申請（保育の必要性認定） 在学証明書 45こども未来局 保育対策課
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保育所等利用申込 育児休業期間に関する同意書 45こども未来局 保育対策課

保育所等利用申込 在園・受託証明書 45こども未来局 保育対策課

教育・保育給付認定申請（保育の必要性認定） 求職活動・起業準備状況申告書兼誓約書 45こども未来局 保育対策課

川崎市保育士資格取得支援事業にかかる補助金交付申請 川崎市保育士資格取得支援事業実施計画書 45こども未来局 保育対策課

川崎市保育士資格取得支援事業にかかる補助金交付申請 川崎市保育士資格取得支援事業実施辞退届 45こども未来局 保育対策課

川崎市保育士資格取得支援事業にかかる補助金交付申請 川崎市保育士資格取得支援事業完了報告書 45こども未来局 保育対策課

川崎市保育士資格取得支援事業にかかる補助金交付申請 誓約書 45こども未来局 保育対策課 署名は必要

川崎市保育士資格取得支援事業にかかる補助金交付申請 川崎市保育士資格取得支援事業補助金申請取下書 45こども未来局 保育対策課

川崎市保育士資格取得支援事業にかかる補助金交付申請 勤務継続証明書 45こども未来局 保育対策課 署名は必要

川崎市保育士資格取得支援事業にかかる補助金交付申請 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 45こども未来局 保育対策課

保育士試験による資格取得支援事業にかかる補助金交付申
請

川崎市保育士試験受験対策費用交付申請書 45こども未来局 保育対策課

保育士試験による資格取得支援事業にかかる補助金交付申
請

誓約書 45こども未来局 保育対策課 署名は必要

保育士試験による資格取得支援事業にかかる補助金交付申
請

川崎市保育士試験受験対策費用交付申請取下書 45こども未来局 保育対策課

保育士試験による資格取得支援事業にかかる補助金交付申
請

勤務継続証明書 45こども未来局 保育対策課 署名は必要

川崎市保育士等就職・復職促進事業参加証明書交付申請 事業参加証明書交付申請書 45こども未来局 保育対策課

川崎市保育士修学資金貸付事業費補助金にかかる補助金交
付申請

川崎市保育士修学資金貸付事業費補助金交付申請書 45こども未来局 保育対策課

川崎市保育士修学資金貸付事業費補助金にかかる補助金交
付申請

川崎市保育士修学資金貸付事業費補助金交付変更申請書 45こども未来局 保育対策課

川崎市保育士修学資金貸付事業費補助金にかかる補助金交
付申請

川崎市保育士修学資金貸付事業実績報告書 45こども未来局 保育対策課

川崎市保育士修学資金貸付事業費補助金にかかる補助金交
付申請

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 45こども未来局 保育対策課

川崎市保育士修学資金貸付事業費補助金にかかる補助金交
付申請

川崎市保育士修学資金貸付事業是正報告書 45こども未来局 保育対策課

川崎市潜在保育士再就職準備金貸付事業にかかる補助金交
付申請

川崎市潜在保育士再就職準備金貸付事業費補助金交付申
請書

45こども未来局 保育対策課

川崎市潜在保育士再就職準備金貸付事業にかかる補助金交
付申請

川崎市潜在保育士再就職準備金貸付事業費補助金交付変
更申請書

45こども未来局 保育対策課
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川崎市潜在保育士再就職準備金貸付事業にかかる補助金交
付申請

川崎市潜在保育士再就職準備金貸付事業実績報告書 45こども未来局 保育対策課

川崎市潜在保育士再就職準備金貸付事業にかかる補助金交
付申請

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 45こども未来局 保育対策課

川崎市潜在保育士再就職準備金貸付事業にかかる補助金交
付申請

川崎市潜在保育士再就職準備金貸付事業是正報告書 45こども未来局 保育対策課

ICT化推進事業補助金申請 ICT化推進事業実施計画書 45こども未来局 幼児教育担当

ICT化推進事業補助金申請 ICT化推進事業実績報告書 45こども未来局 幼児教育担当

一時保育事業補助金（加算補助額）交付申請 一時保育事業補助金（加算補助額）交付申請書 45こども未来局 幼児教育担当

一時保育事業補助金（基本補助額）交付申請 一時保育事業補助金（基本補助額）交付申請書 45こども未来局 幼児教育担当

川崎市民間保育所等開設時入園前健康診断手当補助金交
付申請

川崎市民間保育所等開設時入園前健康診断手当補助金交
付申請

45こども未来局 幼児教育担当

利子補給実績報告 施設整備資金借入金利子補給事業の実績報告について 45こども未来局 幼児教育担当

利子補給申請 川崎市私立幼稚園施設整備資金借入金利子補給申請書 45こども未来局 幼児教育担当

補助金交付申請 川崎市幼稚園型一時預かり事業補助金交付申請書 45こども未来局 幼児教育担当

障害児加算申請 障害児保育費認定協議書 45こども未来局 幼児教育担当

処遇改善等加算 処遇改善等加算Ⅰに係る加算率認定申請書 45こども未来局 幼児教育担当

処遇改善等加算 処遇改善等加算Ⅰに係る加算率実績報告書 45こども未来局 幼児教育担当

処遇改善等加算 賃金改善計画書（処遇改善等加算Ⅱ） 45こども未来局 幼児教育担当

処遇改善等加算 賃金改善実績報告書（処遇改善等加算Ⅱ） 45こども未来局 幼児教育担当

地域活動事業費申請 地域活動事業費認定申請書 45こども未来局 幼児教育担当

特別支援事業費加算申請 特別支援事業認定協議書 45こども未来局 幼児教育担当

療育支援加算申請 療育支援加算認定申請書 45こども未来局 幼児教育担当

川崎市サテライト型小規模保育事業補助金交付申請 川崎市サテライト型小規模保育事業補助金交付申請書 45こども未来局 幼児教育担当

川崎市サテライト型小規模保育事業補助金実績報告 川崎市サテライト型小規模保育事業補助金実績報告書 45こども未来局 幼児教育担当

川崎市サテライト型小規模保育事業実施届出 川崎市サテライト型小規模保育事業実施届出書 45こども未来局 幼児教育担当
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川崎市サテライト型小規模保育事業補助金変更交付申請 川崎市サテライト型小規模保育事業補助金変更交付申請書 45こども未来局 幼児教育担当

川崎市新型コロナウイルス感染症対策事業補助金交付申請
川崎市新型コロナウイルス感染症対策事業補助金交付申請
書

45こども未来局 幼児教育担当

川崎市新型コロナウイルス感染症対策事業補助金交付変更
承認申請

川崎市新型コロナウイルス感染症対策事業補助金交付変更
承認申請書

45こども未来局 幼児教育担当

川崎市新型コロナウイルス感染症対策事業補助金実績報告
川崎市新型コロナウイルス感染症対策事業補助金実績報告
書

45こども未来局 幼児教育担当

川崎市新型コロナウイルス感染症対策事業補助金中止・廃止
承認申請

川崎市新型コロナウイルス感染症対策事業補助金中止・廃
止承認申請書

45こども未来局 幼児教育担当

保育士宿舎借り上げ支援事業補助金申請 保育士宿舎借り上げ支援事業補助金申請書 45こども未来局 幼児教育担当

保育士宿舎借り上げ支援事業補助金申請 保育士宿舎借り上げ支援事業補助金実績報告書 45こども未来局 幼児教育担当

補足給付事業費補助金 副食費の施設による徴収に係る補足給付認定申請書 45こども未来局 幼児教育担当

補足給付費申請 補足給付費実績報告書 45こども未来局 幼児教育担当 署名は必要

川崎市幼稚園協会事業補助金交付申請 川崎市幼稚園協会事業補助金交付申請書 45こども未来局 幼児教育担当

川崎市幼稚園協会事業補助金変更申請
川崎市幼稚園協会事業補助金に係る事業の変更承認申請
書

45こども未来局 幼児教育担当

川崎市幼稚園協会事業補助金実績報告 川崎市幼稚園協会事業補助金実績報告書 45こども未来局 幼児教育担当

認定こども園認定申請 認定こども園認定申請書 45こども未来局 幼児教育担当

認定こども園認定変更申請 認定こども園に係る変更届 45こども未来局 幼児教育担当

幼保連携型認定こども園認定申請 幼保連携型認定こども園設置認可申請書 45こども未来局 幼児教育担当

幼保連携型認定こども園認定変更申請 幼保連携型認定こども園設置者変更認可申請書 45こども未来局 幼児教育担当

一時保育事業実施届出 一時保育事業実施届出書 45こども未来局 保育第１課

一時保育事業補助金（加算補助額）交付申請 一時保育事業補助金（加算補助額）交付申請書 45こども未来局 保育第１課

一時保育事業補助金（基本補助額）交付申請 一時保育事業補助金（基本補助額）交付申請書 45こども未来局 保育第１課

一時保育事業補助金（基本補助額）変更交付申請 一時保育事業補助金（基本補助額）変更交付申請書 45こども未来局 保育第１課

一時保育事業補助金障害児加算認定協議 一時保育事業補助金障害児加算認定協議書 45こども未来局 保育第１課

一時保育事業補助金（基本補助額）執行状況報告 一時保育事業補助金（基本補助額）執行状況報告書 45こども未来局 保育第１課



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

一時保育事業補助金実績報告 一時保育事業補助金実績報告書 45こども未来局 保育第１課

川崎市民間保育所等開設時入園前健康診断手当補助金交
付申請

川崎市民間保育所等開設時入園前健康診断手当補助金交
付申請

45こども未来局 保育第１課

子ども・子育て支援法に基づく業務管理体制の整備に関する
事項の届出

子ども・子育て支援法に基づく業務管理体制の整備に関する
事項の届出書

45こども未来局 保育第１課

３歳児配置改善加算申請 ３歳児配置改善加算認定申請書 45こども未来局 保育第１課

栄養管理加算申請 栄養管理加算認定申請書 45こども未来局 保育第１課

休日保育加算申請 休日保育加算認定申請書 45こども未来局 保育第１課

休日保育加算申請 休日保育加算実績報告書 45こども未来局 保育第１課

休日保育障害児受入加算申請 休日保育障害児受入加算認定協議書 45こども未来局 保育第１課

減価償却費加算申請 減価償却費加算認定申請書 45こども未来局 保育第１課

高齢者等活躍促進加算申請 高齢者等活躍促進加算認定申請書 45こども未来局 保育第１課

高齢者等活躍促進加算申請 高齢者等活躍促進加算実績報告書 45こども未来局 保育第１課

産休等代替臨時職員雇用費加算申請 産休等代替臨時職員雇用費加算認定申請書 45こども未来局 保育第１課

施設機能強化推進費加算申請 施設機能強化推進費加算認定申請書 45こども未来局 保育第１課

施設機能強化推進費加算申請 施設機能強化推進費加算実績報告書 45こども未来局 保育第１課

施設長配置減算申請 施設長配置減算認定申請書 45こども未来局 保育第１課

児童災害共済掛金申請 児童災害共済掛金実績報告書 45こども未来局 保育第１課

事務職員雇上費加算申請 事務職員雇上費加算認定申請書 45こども未来局 保育第１課

主任保育士専任加算、市主任保育士専任加算申請 主任保育士専任加算等認定申請書 45こども未来局 保育第１課

障害児加算申請 障害児保育費認定協議書 45こども未来局 保育第１課

小学校接続加算申請 小学校接続加算認定申請書 45こども未来局 保育第１課

処遇改善等加算 処遇改善等加算Ⅰに係る加算率認定申請書 45こども未来局 保育第１課

処遇改善等加算 キャリアパス要件届出書 45こども未来局 保育第１課
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手続名 様式名
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処遇改善等加算 賃金改善計画書（処遇改善等加算Ⅰ） 45こども未来局 保育第１課

処遇改善等加算 処遇改善等加算Ⅱ認定申請書 45こども未来局 保育第１課

処遇改善等加算 賃金改善計画書（処遇改善等加算Ⅱ） 45こども未来局 保育第１課

処遇改善等加算 賃金改善実績報告書（処遇改善等加算Ⅰ） 45こども未来局 保育第１課

処遇改善等加算 賃金改善実績報告書（処遇改善等加算Ⅱ） 45こども未来局 保育第１課

嘱託医手当・歯科検診事業費申請 嘱託医手当・歯科検診事業費等実績報告書 45こども未来局 保育第１課

第三者評価受審加算、市第三者評価受審加算申請 第三者評価受審加算認定申請書 45こども未来局 保育第１課

第三者評価受審加算、市第三者評価受審加算申請 第三者評価受審加算実績報告書 45こども未来局 保育第１課

地域活動事業費申請 地域活動事業費認定申請書 45こども未来局 保育第１課

地域活動事業費申請 地域活動事業費実績報告書 45こども未来局 保育第１課

チーム保育推進加算申請 チーム保育推進加算認定申請書 45こども未来局 保育第１課

チーム保育推進加算申請 チーム保育推進加算実績報告書 45こども未来局 保育第１課

賃借料加算、市賃借料加算申請 賃借料加算等認定申請書 45こども未来局 保育第１課

賃借料加算、市賃借料加算申請 賃借料加算等実績報告書 45こども未来局 保育第１課

土曜日開所減算申請 土曜日開所減算認定申請書 45こども未来局 保育第１課

補足給付費申請 補足給付費実績報告書 45こども未来局 保育第１課

補足給付費申請 補足給付費実績報告書 45こども未来局 保育第１課 署名は必要

療育支援加算申請 療育支援加算認定申請書 45こども未来局 保育第１課

児童野外活動センター運営費補助金実績報告 児童野外活動センター運営費補助金実績報告書 45こども未来局 保育第１課

子どもの杜運営費補助金交付申請 子どもの杜運営費補助金交付申請書 45こども未来局 保育第１課

川崎市サテライト型小規模保育事業補助金実績報告 川崎市サテライト型小規模保育事業補助金実績報告書 45こども未来局 保育第１課

川崎市サテライト型小規模保育事業実施届出 川崎市サテライト型小規模保育事業実施届出書 45こども未来局 保育第１課
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川崎市サテライト型小規模保育事業補助金交付申請 川崎市サテライト型小規模保育事業補助金交付申請書 45こども未来局 保育第１課

川崎市サテライト型小規模保育事業補助金変更交付申請 川崎市サテライト型小規模保育事業補助金変更交付申請書 45こども未来局 保育第１課

施設整備借入金返済補助金実績報告 施設整備借入金返済補助金実績報告書 45こども未来局 保育第１課

施設整備借入金返済補助金変更交付申請 施設整備借入金返済補助金変更交付申請書 45こども未来局 保育第１課

施設整備借入金返済補助金交付申請 施設整備借入金返済補助金交付申請書 45こども未来局 保育第１課

川崎市新型コロナウイルス感染症対策事業補助金交付申請
川崎市新型コロナウイルス感染症対策事業補助金交付申請
書

45こども未来局 保育第１課

川崎市新型コロナウイルス感染症対策事業補助金交付変更
承認申請

川崎市新型コロナウイルス感染症対策事業補助金交付変更
承認申請書

45こども未来局 保育第１課

川崎市新型コロナウイルス感染症対策事業補助金実績報告
川崎市新型コロナウイルス感染症対策事業補助金実績報告
書

45こども未来局 保育第１課

川崎市新型コロナウイルス感染症対策事業補助金中止・廃止
承認申請

川崎市新型コロナウイルス感染症対策事業補助金中止・廃
止承認申請書

45こども未来局 保育第１課

弾力運用協議 事前協議書 45こども未来局 保育第１課

弾力運用協議 実施報告書 45こども未来局 保育第１課

児童福祉施設変更協議 児童福祉施設変更協議書 45こども未来局 保育第１課

定員超過補助者雇上費補助金申請 民間保育所定員超過補助者雇上費補助金交付申請書 45こども未来局 保育第１課

定員超過補助者雇上費補助金申請 民間保育所定員超過補助者雇上費補助金実績報告書 45こども未来局 保育第１課

定員超過補助者雇上費補助金変更交付申請 民間保育所定員超過補助者雇上費補助金変更交付申請書 45こども未来局 保育第１課

民間児童福祉施設土地借地料助成金交付申請 民間児童福祉施設土地借地料助成金交付申請書 45こども未来局 保育第１課

年度限定型保育事業補助金交付申請
川崎市年度限定型保育事業補助金（基本補助額）交付申請
書

45こども未来局 保育第１課

年度限定型保育事業補助金交付申請
川崎市年度限定型保育事業補助金（基本補助額）変更交付
申請書

45こども未来局 保育第１課

年度限定型保育事業補助金交付申請
川崎市年度限定型保育事業補助金（加算補助額）交付申請
書

45こども未来局 保育第１課

年度限定型補助金実績報告 年度限定型補助金実績報告書 45こども未来局 保育第１課

年度限定保育事業実施届出 川崎市年度限定型保育事業実施届出書 45こども未来局 保育第１課

年度限定保育事業実施届出 川崎市年度限定型保育事業実施変更届出書 45こども未来局 保育第１課
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保育士宿舎借り上げ支援事業補助金申請 保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付申請書 45こども未来局 保育第１課

保育士宿舎借り上げ支援事業補助金申請 保育士宿舎借り上げ支援事業補助金実績報告書 45こども未来局 保育第１課

保育センター運営費補助金実績報告 保育センター運営費補助金実績報告書 45こども未来局 保育第１課

保育センター運営費補助金交付申請 保育センター運営費補助金交付申請書 45こども未来局 保育第１課

保育まつり開催経費補助金実績報告 保育まつり開催経費補助金実績報告書 45こども未来局 保育第１課

保育まつり開催経費補助金交付申請 保育まつり開催経費補助金交付申請書 45こども未来局 保育第１課

民間保育所運営育成費補助金交付申請 民間保育所運営育成費補助金交付申請書 45こども未来局 保育第１課

民間保育所運営育成費補助金交付申請 民間保育所運営育成費補助金実績報告書 45こども未来局 保育第１課

嘱託医の辞任に伴う医師会への推薦依頼 辞任届 45こども未来局 保育第１課

年度限定保育事業実施協議 川崎市年度限定型保育事業実施協議書 45こども未来局 保育第１課

ICT化推進事業補助金申請 ICT化推進事業補助金申請書 45こども未来局 保育第2課

ICT化推進事業補助金申請 ICT化推進事業補助金実績報告書 45こども未来局 保育第2課

川崎認定保育園職員健康診断費申請 職員健康診断費申請書 45こども未来局 保育第2課

川崎認定保育園処遇改善等加算費Ⅱ認定申請 川崎認定保育園処遇改善等加算費Ⅱ認定申請書 45こども未来局 保育第2課

川崎認定保育園助成金交付申請 川崎認定保育園Ａ型助成金交付申請書 45こども未来局 保育第2課

川崎認定保育園助成金交付申請 川崎認定保育園Ｂ型助成金交付申請書 45こども未来局 保育第2課

川崎認定保育園多子減免申請 川崎認定保育園用多子減免申請書 45こども未来局 保育第2課

川崎認定保育園入所児童健康診断費申請 入所児童健康診断費申請書 45こども未来局 保育第2課

川崎認定保育園認定申請 川崎認定保育園認定申込書 45こども未来局 保育第2課

川崎認定保育園変更申請 川崎認定保育園変更申請書 45こども未来局 保育第2課

川崎認定保育園申込・変更・廃止・休止申請 川崎認定保育園認定申込書 45こども未来局 保育第2課

川崎認定保育園申込・変更・廃止・休止申請 川崎認定保育園辞退届 45こども未来局 保育第2課
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川崎認定保育園事業実績報告 川崎認定保育園事業実績報告書 45こども未来局 保育第2課

川崎認定保育園助成金交付申請 川崎認定保育園用就労証明書 45こども未来局 保育第2課

川崎認定保育園助成金交付申請 川崎認定保育園用就労状況申告書 45こども未来局 保育第2課

川崎認定保育園助成金交付申請 川崎認定保育園用状況届（兼申立書） 45こども未来局 保育第2課

川崎認定保育園等保育料補助金交付申請（兼同意書） 川崎認定保育園等保育料補助金交付申請書 45こども未来局 保育第2課 署名は必要

給付費申請 川崎市子どものための教育・保育給付費支等請求書 45こども未来局 保育第2課

処遇改善等加算 処遇改善等加算Ⅰに係る加算率認定申請書 45こども未来局 保育第2課

処遇改善等加算 キャリアパス要件届出書 45こども未来局 保育第2課

処遇改善等加算 賃金改善計画書（処遇改善等加算Ⅰ） 45こども未来局 保育第2課

処遇改善等加算 処遇改善等加算Ⅱ認定申請書 45こども未来局 保育第2課

処遇改善等加算 賃金改善計画書（処遇改善等加算Ⅱ） 45こども未来局 保育第2課

処遇改善等加算 賃金改善実績報告書（処遇改善等加算Ⅰ） 45こども未来局 保育第2課

処遇改善等加算 賃金改善実績報告書（処遇改善等加算Ⅱ） 45こども未来局 保育第2課

栄養管理加算認定申請 栄養管理加算認定申請書 45こども未来局 保育第2課

管理者配置減算認定申請 管理者配置減算認定申請書 45こども未来局 保育第2課

減価償却費加算認定申請 減価償却費加算認定申請書 45こども未来局 保育第2課

産休等代替臨時職員雇用費認定申請 産休等代替臨時職員雇用費認定申請書 45こども未来局 保育第2課

施設機能強化推進費加算認定申請 施設機能強化推進費加算認定申請書 45こども未来局 保育第2課

資格保有者加算認定申請 資格保有者加算認定申請書 45こども未来局 保育第2課

障害児保育費認定協議 障害児保育費認定協議書 45こども未来局 保育第2課

第三者評価受審加算認定申請 第三者評価受審加算認定申請書 45こども未来局 保育第2課

賃借料加算等認定申請 賃借料加算等認定申請書 45こども未来局 保育第2課



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

土曜日閉所減算認定申請 土曜日閉所減算認定申請書 45こども未来局 保育第2課

保育士比率向上加算認定申請 保育士比率向上加算認定申請書 45こども未来局 保育第2課

川崎市新型コロナウイルス感染症対策事業補助金交付申請
川崎市新型コロナウイルス感染症対策事業補助金交付申請
書

45こども未来局 保育第2課

川崎市新型コロナウイルス感染症対策事業補助金実績報告
川崎市新型コロナウイルス感染症対策事業補助金実績報告
書

45こども未来局 保育第2課

保育士宿舎借り上げ支援事業補助金申請 保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付申請書 45こども未来局 保育第2課

保育士宿舎借り上げ支援事業補助金申請 保育士宿舎借り上げ支援事業補助金実績報告書 45こども未来局 保育第2課

施設等利用費請求 施設等利用費請求書 45こども未来局 保育第2課

給付費申請 川崎市子どものための教育・保育給付費等請求明細書 45こども未来局 保育第2課

川崎市地域保育園援護費交付申請 川崎市地域保育園援護費交付申請書 45こども未来局 保育第2課

特定子ども・子育て支援施設等辞退申請 特定子ども・子育て支援施設等辞退申請書 45こども未来局 保育第2課

特定子ども・子育て支援施設等変更申請 特定子ども・子育て支援施設等変更申請書 45こども未来局 保育第2課

健康管理委員会申請 与薬申請書 45こども未来局 運営管理課

健康管理委員会申請 与薬解除届 45こども未来局 運営管理課

健康管理委員会申請 除去食申請書 45こども未来局 運営管理課

健康管理委員会申請 除去食変更（解除）・継続申請書 45こども未来局 運営管理課

年末保育事業の実施について 年末保育利用申請書 45こども未来局 運営管理課

公立保育所主食副食利用申し込み 幼児主食提供申込書兼主食副食費支払方法申込書 45こども未来局 運営管理課

合格時給付金 支給申請書 45こども未来局 こども家庭課

受講修了時給付金 支給申請書 45こども未来局 こども家庭課

対象講座の指定 受講対象講座指定申請書 45こども未来局 こども家庭課

川崎市災害遺児等福祉手当支給条例第４条第１項に定める
災害遺児等福祉手当の申請に係る手続

川崎市災害遺児等福祉手当申請書 45こども未来局 こども家庭課

川崎市災害遺児等福祉手当支給条例第４条第１項に定める
災害遺児等福祉手当の申請の変更に係る手続

川崎市災害遺児等福祉手当変更届 45こども未来局 こども家庭課
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川崎市災害遺児等福祉手当支給条例第７条及び第９条に定
める災害遺児等福祉手当の受給資格消滅に係る手続

川崎市災害遺児等福祉手当受給資格消滅届 45こども未来局 こども家庭課

災害遺児等福祉手当の受給資格現況の確認に係る手続 川崎市災害遺児等福祉手当現況届 45こども未来局 こども家庭課

ひとり親家庭等通勤交通費助成金交付要綱第７条第１項に定
めるひとり親家庭等通勤交通費助成金交付申請に係る手続

就労等証明書 45こども未来局 こども家庭課

ひとり親家庭等通勤交通費助成金交付要綱第７条第１項に定
めるひとり親家庭等通勤交通費助成金交付申請に係る手続

ひとり親家庭等通勤交通費助成金交付申請書 45こども未来局 こども家庭課

ひとり親家庭等通勤交通費助成金交付要綱第10条に定める
ひとり親家庭等通勤交通費助成金資格喪失に係る手続

ひとり親家庭等通勤交通費助成金資格喪失届 45こども未来局 こども家庭課

ひとり親家庭等通勤交通費助成金交付要綱第10条に定める
ひとり親家庭等通勤交通費助成金変更承認申請等に係る手
続

ひとり親家庭等通勤交通費助成金変更承認申請書等 45こども未来局 こども家庭課

ひとり親家庭等通勤交通費助成金交付要綱第14条に定める
ひとり親家庭等通勤交通費助成金実績報告に係る手続

ひとり親家庭等通勤交通費助成金実績報告書 45こども未来局 こども家庭課

ひとり親家庭等高校生等通学交通費助成金交付要綱第10条
に定めるひとり親家庭等高校生等通学交通費助成金実績報
告に係る手続

ひとり親家庭等高校生等通学交通費助成金実績報告書 45こども未来局 こども家庭課

ひとり親家庭等高校生等通学交通費助成金交付要綱第10条
に定めるひとり親家庭等高校生等通学交通費助成金変更承
認申請等に係る手続

ひとり親家庭等高校生等通学交通費助成金変更承認申請書
等

45こども未来局 こども家庭課

ひとり親家庭等高校生等通学交通費助成金交付要綱第７条
第１項に定めるひとり親家庭等高校生等通学交通費助成金交
付申請に係る手続

ひとり親家庭等高校生等通学交通費助成金交付申請書 45こども未来局 こども家庭課

ひとり親家庭等高校生等通学交通費助成金交付要綱第10条
に定めるひとり親家庭等高校生等通学交通費助成金資格喪
失に係る手続

ひとり親家庭等高校生等通学交通費助成金資格喪失届 45こども未来局 こども家庭課

個人番号の変更手続 児童手当・特例給付個人番号変更等申出書 45こども未来局 こども家庭課

受給資格の消滅に係る手続き 児童手当・特例給付受給消滅届 45こども未来局 こども家庭課

受給者や児童における氏名や住所（市内）の変更手続 児童手当・特例給付氏名・住所等変更届 45こども未来局 こども家庭課

未支払の児童手当・特例給付の支払請求に係る手続 未支払児童手当・特例給付請求書 45こども未来局 こども家庭課

現況の届出に係る事実の審査 児童手当・特例給付現況届 45こども未来局 こども家庭課

児童手当法第９条第１項に定める児童手当の額改定請求に
係る手続

児童手当・特例給付額改定認定請求書 45こども未来局 こども家庭課

認定の請求に係る事実の審査 児童手当・特例給付認定請求書 45こども未来局 こども家庭課 署名は必要

認定の請求に係る事実の審査 児童手当・特例給付父母指定者指定届 45こども未来局 こども家庭課 署名は必要

認定の請求に係る事実の審査 児童手当・特例給付別居監護申立書 45こども未来局 こども家庭課 署名は必要

受給世帯における養育費等の確認に係る手続 養育費等に関する申告書 45こども未来局 こども家庭課

年金物価スライドによる額改定の職権改定同意に係る手続 同意書 45こども未来局 こども家庭課
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手続名 様式名
所管課
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児童扶養手当における住所に係る手続 住所要件に関する申立書 45こども未来局 こども家庭課

児童扶養手当における生計維持児童の確認に係る手続 生計維持児童に関する申立書 45こども未来局 こども家庭課

児童扶養手当における父・母・児童の障害認定等に係る手続
児童扶養手当児童の障害状態届（年齢延長）・最新（有期更
新）届（児童の父）

45こども未来局 こども家庭課

児童扶養手当における母子・父子の生活の確認に係る手続 母子・父子で生活していることの申立書 45こども未来局 こども家庭課

扶養義務者と別生計であることの確認に係る手続 扶養義務者と別生計であることの申立書 45こども未来局 こども家庭課

高等職業訓練修了支援給付金の支給申請に係る事実につい
ての審査

川崎市高等職業訓練促進給付金等支給申請書 45こども未来局 こども家庭課

高等職業訓練促進給付金の支給申請に係る事実についての
審査

川崎市高等職業訓練促進給付金等支給申請書 45こども未来局 こども家庭課

自立支援教育訓練給付金の講座指定申請に係る事実につい
ての審査

川崎市自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申
請書

45こども未来局 こども家庭課

自立支援教育訓練給付金の支給申請に係る事実についての
審査

川崎市自立支援教育訓練給付金支給申請書 45こども未来局 こども家庭課

ひとり親家庭等日常生活支援事業の申請に係る事実につい
ての審査

川崎市ひとり親家庭等日常生活支援事業・家庭生活支援登
録申請書

45こども未来局 こども家庭課

ひとり親家庭等日常生活支援事業の申請に係る事実につい
ての審査

川崎市ひとり親家庭等日常生活支援事業・家庭生活支援員
派遣依頼書

45こども未来局 こども家庭課

母子及び父子並びに寡婦福祉法による寡婦に対する資金の
償還方法の変更手続き

母子・父子・寡婦福祉資金償還方法変更届 45こども未来局 こども家庭課

母子及び父子並びに寡婦福祉法による寡婦に対する資金の
貸付に係る状況報告の手続き

在学証明書 45こども未来局 こども家庭課

育成費助成金の実績報告書 児童養護施設等育成費助成金実績報告書 45こども未来局 こども保健福祉課

育成費助成金を受給するための申請書 児童養護施設等育成費助成金交付申請書 45こども未来局 こども保健福祉課

法人情報の変更届 児童養護施設等育成費助成金変更交付申請書 45こども未来局 こども保健福祉課

委託乳幼児健診委託料請求 乳幼児健康診査委託料請求明細書兼決定通知書 45こども未来局 こども保健福祉課 署名は必要

家族計画医療扶助費の支給 家族計画医療扶助申請書 45こども未来局 こども保健福祉課

川崎市里親名簿登録事項に変更があった際の届出書 里親登録事項変更届（第４号様式） 45こども未来局 こども保健福祉課

里親登録証を再交付するための申請書 里親登録証再交付申請書（第１０号様式） 45こども未来局 こども保健福祉課

里親登録の取消のための届出書 里親取消届（第３号様式） 45こども未来局 こども保健福祉課

里親登録を辞退する際の届出書 里親辞退届（第５号様式） 45こども未来局 こども保健福祉課
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里親として当該児童を養育することの請書登録の更新をする
ための申請書

里親登録更新申請書（第７号様式） 45こども未来局 こども保健福祉課

資格取得給付金対象講座の指定を受けるための申請書 資格取得給付金対象講座指定申請書 45こども未来局 こども保健福祉課

資格取得給付金を受けるための申請書 資格取得給付金申請書 45こども未来局 こども保健福祉課

社会的養護奨学給付金受給者の住所等変更届 重要事項変更届出書 45こども未来局 こども保健福祉課

社会的養護奨学給付金の実績報告書 大学等進学奨学金在籍報告書 45こども未来局 こども保健福祉課

社会的養護奨学給付金を受けるための申請書 大学等進学奨学金申請書（初年度用） 45こども未来局 こども保健福祉課

社会的養護奨学給付金を受けるための申請書 大学等進学奨学金申請書（継続用） 45こども未来局 こども保健福祉課

退所者居住支援の実績報告書 退所者居住支援等報告書 45こども未来局 こども保健福祉課

退所者居住支援の住所等変更届 退所者居住支援等変更届出書 45こども未来局 こども保健福祉課

退所者居住支援を受けるための申請書 退所者居住支援等申請書 45こども未来局 こども保健福祉課

自立支援医療（育成医療）費の支給の認定 自立支援医療（育成医療）意見書 45こども未来局 こども保健福祉課 署名は必要

育成医療費支給申請 育成医療補装具費支給証明書 45こども未来局 こども保健福祉課
医師氏名欄は
署名が必要

育成医療費支給申請 育成医療費支給申請書 45こども未来局 こども保健福祉課

特定不妊治療支援事業実施医療機関の辞退
川崎市不妊に悩む方への特定治療支援事業実施医療機関
指定（再指定）申請書

45こども未来局 こども保健福祉課

特定不妊治療支援事業実施医療機関の指定
川崎市不妊に悩む方への特定治療支援事業実施医療機関
指定（再指定）申請書

45こども未来局 こども保健福祉課

特定不妊治療支援事業実施医療機関の変更
川崎市不妊に悩む方への特定治療支援事業実施医療機関
変更等届

45こども未来局 こども保健福祉課

妊婦健診委託料請求 妊婦健診請求明細書兼決定通知書 45こども未来局 こども保健福祉課 署名は必要

妊婦健診費用助成の申請 川崎市妊婦健康診査費用助成申請書 45こども未来局 こども保健福祉課 署名は必要

妊婦健診費用助成の申請 川崎市妊婦健康診査受診証明書 45こども未来局 こども保健福祉課 署名は必要

施設型ファミリーホームとして指定を受けるための申請書 児童ファミリーグループホーム指定申請書（第１号様式） 45こども未来局 こども保健福祉課

ファミリーホームとして指定を受けるための申請書 児童ファミリーグループホーム指定申請書（第１号の２様式） 45こども未来局 こども保健福祉課

ふるさと里親登録を辞退する際の届出書 ふるさと里親登録辞退届（第７号様式） 45こども未来局 こども保健福祉課
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手続名 様式名
所管課

備考

ふるさと里親として登録するための申請書 ふるさと里親登録申込書（第１号様式） 45こども未来局 こども保健福祉課

ふるさと里親の登録を更新するための申請書 ふるさと里親登録更新申込書（第５号様式） 45こども未来局 こども保健福祉課

崎市未成年後見人支援事業（報酬助成）の変更届け出 川崎市未成年後見人支援事業状況変更・喪失届出書 45こども未来局 こども保健福祉課

崎市未成年後見人支援事業（報酬助成）の申請
川崎市未成年後見人支援事業における資産状況等に関する
調査等同意書

45こども未来局 こども保健福祉課

川崎市未成年後見人支援事業（報酬助成）の申請 川崎市未成年後見人支援事業（報酬助成）申請書 45こども未来局 こども保健福祉課

川崎市未成年後見人支援事業（保険料助成）の申請 川崎市未成年後見人支援事業（保険料助成）申請書 45こども未来局 こども保健福祉課

川崎市未成年後見人支援事業（報酬助成）の申請 川崎市未成年後見人支援事業資産状況届出書 45こども未来局 こども保健福祉課

指定医の更新 小児慢性特定疾病指定医更新届出書 45こども未来局 こども保健福祉課

指定医の辞退 小児慢性特定疾病指定医辞退届 45こども未来局 こども保健福祉課

指定医の指定 小児慢性特定疾病指定医指定申請書兼経歴書 45こども未来局 こども保健福祉課

指定医の変更 小児慢性特定疾病指定医変更届出書 45こども未来局 こども保健福祉課

指定医療機関の更新 指定小児慢性特定疾病医療機関　更新申請書 45こども未来局 こども保健福祉課

指定医療機関の辞退 指定小児慢性特定疾病医療機関　辞退届 45こども未来局 こども保健福祉課

指定医療機関の指定 指定小児慢性特定疾病医療機関　指定申請書 45こども未来局 こども保健福祉課

指定医療機関の変更 指定小児慢性特定疾病医療機関　変更届出書 45こども未来局 こども保健福祉課

児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給の認定 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書 45こども未来局 こども保健福祉課

児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給の認定 同意書 45こども未来局 こども保健福祉課 署名は必要

児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給の認定
（更新）

小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書 45こども未来局 こども保健福祉課

児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給の認定
（更新）

同意書 45こども未来局 こども保健福祉課 署名は必要

小児慢性特定疾病医療費支給認定の変更の認定 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書 45こども未来局 こども保健福祉課

小児慢性特定疾病医療費支給認定の変更の認定 同意書（認定変更用） 45こども未来局 こども保健福祉課 署名は必要

小児慢性特定疾病医療費支給認定の変更の認定医療費支
給申請

同意書 45こども未来局 こども保健福祉課 署名は必要



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

小児慢性特定疾病児童等日常生活用具の給付申請 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書 45こども未来局 こども保健福祉課

小児慢性特定疾病児童等日常生活用具の給付申請（住宅設
備への固定が必要となる用具給付申請）

日常生活用具設置承諾書 45こども未来局 こども保健福祉課 署名は必要

地域子ども・子育て活動支援助成事業補助金の申請 地域子ども・子育て活動支援助成事業補助金交付申請書 45こども未来局 青少年支援室

地域子ども・子育て活動支援助成事業補助金の申請
地域子ども・子育て活動支援助成事業補助金交付申請取下
届出書

45こども未来局 青少年支援室

地域子ども・子育て活動支援助成事業補助金の申請
地域子ども・子育て活動支援助成事業補助金に係る取組内
容等変更承認申請書

45こども未来局 青少年支援室

地域子ども・子育て活動支援助成事業補助金の申請
地域子ども・子育て活動支援助成事業補助金に係る取組中
止・廃止承認申請書

45こども未来局 青少年支援室

地域子ども・子育て活動支援助成事業補助金の申請 地域子ども・子育て活動支援助成事業実績報告書 45こども未来局 青少年支援室

事業開始の届出
放課後児童健全育成事業開始届

45こども未来局 青少年支援室

事業変更の届出
放課後児童健全育成事業変更届

45こども未来局 青少年支援室

事業廃止・休止の届出
放課後児童健全育成事業廃止（休止）届

45こども未来局 青少年支援室

川崎市暴力団排除条例第８条に基づく事業者の役員名簿によ
る照会

事業者の役員名簿 45こども未来局 青少年支援室

指導（委託）措置 指導（委託）措置同意書 45こども未来局
児童家庭支援・虐待対
策室

児童家庭支援センター事業費補助金交付申請 児童家庭支援センター事業費補助金交付申請書 45こども未来局
児童家庭支援・虐待対
策室

児童家庭支援センター事業費補助金交付申請 児童家庭支援センター事業変更・中止・廃止承認申請書 45こども未来局
児童家庭支援・虐待対
策室

児童家庭支援センター事業費補助金交付申請 児童家庭支援センター事業費補助金変更交付申請書 45こども未来局
児童家庭支援・虐待対
策室

児童家庭支援センター事業費補助金交付申請 児童家庭支援センター事業費補助金実績報告書 45こども未来局
児童家庭支援・虐待対
策室

児童家庭支援センター事業費補助金交付申請 消費税仕入控除税額報告書 45こども未来局
児童家庭支援・虐待対
策室

子育て短期利用事業委託料請求 子育て短期利用事業委託料請求内訳書 45こども未来局
児童家庭支援・虐待対
策室

子育て短期利用事業申込 子育て短期利用事業申込書 45こども未来局
児童家庭支援・虐待対
策室

子育て短期利用終了報告 子育て短期利用終了報告書 45こども未来局
児童家庭支援・虐待対
策室

誓約書の提出 誓約書 45こども未来局
児童家庭支援・虐待対
策室

児童虐待に係る情報提供 児童虐待に係る情報提供について 45こども未来局
児童家庭支援・虐待対
策室



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

女性等緊急一時保護施設補助金交付 川崎市女性等緊急一時保護施設補助金交付申請書 45こども未来局
児童家庭支援・虐待対
策室

女性等緊急一時保護施設補助金交付 川崎市女性等緊急一時保護施設補助金交付請求書 45こども未来局
児童家庭支援・虐待対
策室

女性等緊急一時保護施設補助金交付 川崎市女性等緊急一時保護施設等変更届 45こども未来局
児童家庭支援・虐待対
策室

配偶者からの暴力の被害者に対する婦人相談所等が発行す
る証明書交付の申請

配偶者からの暴力の被害者に関する証明書交付申請書 45こども未来局
児童家庭支援・虐待対
策室

完了実績報告 完了実績報告書 50まちづくり局 企画課

交付申請 交付申請書 50まちづくり局 企画課

財産等処分申請 財産等処分申請書 50まちづくり局 企画課

市内中小入札(見積り)に係る条件適合)説明 誓約書 50まちづくり局 企画課

市内中小入札(見積り)不能理由説明 入札(見積もり)が行えないことに係る理由書 50まちづくり局 企画課

着手届 着手届書 50まちづくり局 企画課

中止申請 中止申請書 50まちづくり局 企画課

提案申請 事業提案書 50まちづくり局 企画課

発注実績報告 発注実績報告書 50まちづくり局 企画課

変更承認申請 変更承認申請書 50まちづくり局 企画課

暴力団排除条例適合確認同意書
川崎市暴力団排除条例適合確認に係る役員等氏名一覧表
及び同意書

50まちづくり局 企画課 署名は必要

審査請求 委任状 50まちづくり局 まちづくり調整課

審査請求 総代互選書 50まちづくり局 まちづくり調整課

審査請求 審査請求取下書 50まちづくり局 まちづくり調整課

審査請求 執行停止申立書 50まちづくり局 まちづくり調整課

審査請求 参加許可申立書 50まちづくり局 まちづくり調整課

審査請求 物件提出要求申立書 50まちづくり局 まちづくり調整課

審査請求 参考人陳述申立書 50まちづくり局 まちづくり調整課



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

審査請求 鑑定申立書 50まちづくり局 まちづくり調整課

審査請求 検証申出書 50まちづくり局 まちづくり調整課

審査請求 質問申立書 50まちづくり局 まちづくり調整課

審査請求 提出書類等閲覧請求書 50まちづくり局 まちづくり調整課

審査請求 提出書類等写しの交付請求書 50まちづくり局 まちづくり調整課

派遣申請 派遣申請書 50まちづくり局 まちづくり調整課

派遣報告 派遣業務報告書 50まちづくり局 まちづくり調整課

審査請求 委任状 50まちづくり局 まちづくり調整課

審査請求 総代互選書 50まちづくり局 まちづくり調整課

審査請求 審査請求取下書 50まちづくり局 まちづくり調整課

審査請求 執行停止申立書 50まちづくり局 まちづくり調整課

審査請求 参加許可申立書 50まちづくり局 まちづくり調整課

審査請求 物件提出要求申立書 50まちづくり局 まちづくり調整課

審査請求 参考人陳述申立書 50まちづくり局 まちづくり調整課

審査請求 鑑定申立書 50まちづくり局 まちづくり調整課

審査請求 検証申出書 50まちづくり局 まちづくり調整課

審査請求 質問申立書 50まちづくり局 まちづくり調整課

審査請求 提出書類等閲覧請求書 50まちづくり局 まちづくり調整課

審査請求 提出書類等写しの交付請求書 50まちづくり局 まちづくり調整課

要綱に基づく各種届出 事前協議書 50まちづくり局 まちづくり調整課

要綱に基づく各種届出 完了届 50まちづくり局 まちづくり調整課

要綱に基づく各種届出 確認申請書 50まちづくり局 まちづくり調整課



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

要綱に基づく各種届出 事前協議書 50まちづくり局 まちづくり調整課

要綱に基づく各種届出 完了届 50まちづくり局 まちづくり調整課

要綱に基づく各種届出 確認申請書 50まちづくり局 まちづくり調整課

総合調整条例に基づく各種届出・申請 テレビジョン放送電波受信障害の改善状況報告書 50まちづくり局 まちづくり調整課

紛争調整条例に基づく各種届出・申請 テレビジョン放送電波受信障害の改善状況報告書 50まちづくり局 まちづくり調整課

要綱に基づく各種届出 葬祭場等設置事業計画書 50まちづくり局 まちづくり調整課

要綱に基づく各種届出 葬祭場に関する維持管理計画書 50まちづくり局 まちづくり調整課

要綱に基づく各種届出 葬祭場等維持管理責任者選任（変更）届 50まちづくり局 まちづくり調整課

要綱に基づく各種届出 協議終了書 50まちづくり局 まちづくり調整課

要綱に基づく各種届出 標識設置届 50まちづくり局 まちづくり調整課

要綱に基づく各種届出 説明会実施報告書 50まちづくり局 まちづくり調整課

要綱に基づく各種届出 回答実施報告書 50まちづくり局 まちづくり調整課

要綱に基づく各種届出 協議実施報告書 50まちづくり局 まちづくり調整課

要綱に基づく各種届出 葬祭場等工事着手届 50まちづくり局 まちづくり調整課

要綱に基づく各種届出 葬祭場等設置完了届 50まちづくり局 まちづくり調整課

要綱に基づく各種届出 葬祭場等事業計画軽微変更届 50まちづくり局 まちづくり調整課

再開発等促進区を定める地区計画の企画提案
再開発等促進区を定める地区計画の企画提案書の提出及
び都市計画手続きの依頼について

50まちづくり局 都市計画課

再開発等促進区を定める地区計画の企画提案
再開発等促進区を定める地区計画の企画提案書の提出及
び都市計画手続き（変更）の依頼について

50まちづくり局 都市計画課

再開発等促進区を定める地区計画の企画届
再開発等促進区を定める地区計画の企画届出書の提出に
ついて

50まちづくり局 都市計画課

整序誘導区域に関する事前相談 整序誘導区域に関する事前相談書 50まちづくり局 都市計画課

地区計画区域内における広場等維持管理届 広場等維持管理責任者選任（変更）届 50まちづくり局 都市計画課

地区計画区域内における広場等維持管理届 広場等管理（変更）報告書 50まちづくり局 都市計画課



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

都市計画案に対する意見書提出 都市計画（案）に対する意見書（任意様式） 50まちづくり局 都市計画課

都市計画原案に対する意見書提出 都市計画（原案）に対する意見書（任意様式） 50まちづくり局 都市計画課

都市計画素案に対する公述申出 公述申出書（任意様式） 50まちづくり局 都市計画課

都市計画提案 都市計画提案書 50まちづくり局 都市計画課

都市計画提案 同意書 50まちづくり局 都市計画課 署名は必要

都市計画提案 誓約書 50まちづくり局 都市計画課

都市計画提案 計画提案に係わる土地の区域における事業の実施について 50まちづくり局 都市計画課

都市計画提案 取下届 50まちづくり局 都市計画課

都市計画提案 川崎市としての判断に対する意見書 50まちづくり局 都市計画課

都市計画マスタープランまちづくり推進地域別構想の提案提
出、変更

川崎市都市計画マスタープランまちづくり推進地域別構想提
案書（作成・変更）

50まちづくり局 都市計画課

都市計画マスタープランまちづくり推進地域別構想の提案に
対する市の判断について意見提出

意見陳述申出書 50まちづくり局 都市計画課

都市計画マスタープランまちづくり推進地域別構想の提出に
あたっての事前協議

事前協議書 50まちづくり局 都市計画課

容積率特例制度運用基準に基づく評価依頼 容積率特例制度運用基準に基づく評価の依頼について 50まちづくり局 都市計画課

容積率特例制度運用基準に基づく評価依頼
容積率特例制度運用基準に基づく評価の依頼（変更）につい
て

50まちづくり局 都市計画課

川崎市都市景観形成地区等街並み誘導助成金交付要綱に係
る完了報告

事業完了報告書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

川崎市都市空間演出助成金交付要綱に係る完了報告業務 事業完了報告書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

川崎市都市景観形成地区等街並み誘導助成金交付要綱に係
る事業計画書の提出

事業計画書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

川崎市都市景観形成地区等街並み誘導助成金交付要綱に係
る事業計画書の変更の申請

事業計画変更申請書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

川崎市都市景観形成地区等街並み誘導助成金交付要綱に係
る事業中止又は廃止の申請

（表面）事業（中止）廃止申請書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

川崎市都市景観形成地区等街並み誘導助成金交付要綱に係
る事業中止又は廃止の申請

（裏面）事業（中止）廃止申請書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

川崎市都市空間演出助成金交付要綱に係る事業の承継の申
請

（第1面）事業承継申請書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

署名は必要

川崎市都市空間演出助成金交付要綱に係る事業の承継の申
請

（第2面）役員等氏名一覧表 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

署名は必要



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

川崎市都市空間演出助成金交付要綱に係る事業の承継の申
請

（第3面）事業承継承認書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

川崎市都市景観形成地区等街並み誘導助成金交付要綱に係
る事業の承継の申請

（第1面）事業承継申請書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

署名は必要

川崎市都市景観形成地区等街並み誘導助成金交付要綱に係
る事業の承継の申請

（第2面）役員等氏名一覧表 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

署名は必要

川崎市都市景観形成地区等街並み誘導助成金交付要綱に係
る事業の承継の申請

（第3面）事業承継承認書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

川崎市都市空間演出助成金交付要綱に係る事業の中止又は
廃止の申請

（表面）事業（中止）廃止申請書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

川崎市都市空間演出助成金交付要綱に係る事業の中止又は
廃止の申請

（裏面）事業（中止）廃止申請書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

川崎市都市空間演出助成金交付要綱に係る事業の変更の申
請

（第1面）事業変更申請書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

川崎市都市空間演出助成金交付要綱に係る事業の変更の申
請

（第2面）役員等氏名一覧表 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

署名は必要

川崎市都市空間演出助成金交付要綱に係る事業の変更の申
請

（第3面）事業助成申請承諾書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

川崎市都市景観形成地区等街並み誘導助成金交付要綱に係
る事業の変更の申請

（第1面）事業変更申請書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

署名は必要

川崎市都市景観形成地区等街並み誘導助成金交付要綱に係
る事業の変更の申請

（第2面）役員等氏名一覧表 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

署名は必要

川崎市都市景観形成地区等街並み誘導助成金交付要綱に係
る事業の変更の申請

（第3面）モデル改修事業計画書適合承認書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

川崎市都市景観形成地区等街並み誘導助成金交付要綱に係
る事業の変更の申請

（第4面）事業助成申請承諾書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

川崎市都市空間演出助成金交付要綱に係る助成の申請 （第1面）都市空間演出助成金交付申請書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

署名は必要

川崎市都市空間演出助成金交付要綱に係る助成の申請 （第2面）役員等氏名一覧表 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

署名は必要

川崎市都市空間演出助成金交付要綱に係る助成の申請 （第3面）事業助成申請承諾書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

川崎市都市景観形成地区等街並み誘導助成金交付要綱に係
る助成の申請

（第1面）都市景観形成地区等街なみ誘導助成金交付申請書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

署名は必要

川崎市都市景観形成地区等街並み誘導助成金交付要綱に係
る助成の申請

（第2面）役員等氏名一覧表 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

署名は必要

川崎市都市景観形成地区等街並み誘導助成金交付要綱に係
る助成の申請

（第3面）モデル改修事業計画書適合承認書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

川崎市都市景観形成地区等街並み誘導助成金交付要綱に係
る助成の申請

（第4面）事業助成申請承諾書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

川崎市都市空間演出助成金交付要綱に係る申請の取下げ 助成申請取下申出書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

川崎市都市景観形成地区等街並み誘導助成金交付要綱に係
る申請の取下げ

助成申請取下申出書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

川崎市都市空間演出助成金交付要綱に係る遅延等の報告 （裏面）事業遅延等承認書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

川崎市都市空間演出助成金交付要綱に係る遅延等の報告 （表面）事業遅延等報告書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

川崎市都市景観形成地区等街並み誘導助成金交付要綱に係
る遅延等の報告

（表面）事業遅延等報告書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

川崎市都市景観形成地区等街並み誘導助成金交付要綱に係
る遅延等の報告

（裏面）事業遅延等承認書 50まちづくり局
景観・地区まちづくり支
援担当

事前申請 鉄道駅舎ホームドア等整備促進事業事前整備計画書 50まちづくり局 交通政策室

路外駐車場管理規程（変更）届出 路外駐車場管理規程（変更）届出書 50まちづくり局 交通政策室

路外駐車場設置（変更）届出 路外駐車場設置（変更）届出書 50まちづくり局 交通政策室

路外駐車場廃止（休止・再開）届出 路外駐車場廃止（休止・再開）届出書 50まちづくり局 交通政策室

交付申請
川崎市コミュニティ交通における高齢者等割引事業補助金交
付申請書

50まちづくり局 交通政策室

状況報告
川崎市コミュニティ交通における高齢者等割引事業補助金実
績報告書

50まちづくり局 交通政策室

交付申請 川崎市バスロケーションシステム導入補助金交付申請書 50まちづくり局 交通政策室

状況報告
川崎市バスロケーションシステム導入補助事業完了実績報
告書

50まちづくり局 交通政策室

交付申請 ユニバーサルデザインタクシー導入促進補助金交付申請書 50まちづくり局 交通政策室

状況報告
ユニバーサルデザインタクシー導入促進補助事業完了実績
報告書

50まちづくり局 交通政策室

交付申請 鉄道駅舎ホームドア等整備促進事業費補助金交付申請書 50まちづくり局 交通政策室

状況報告 鉄道駅舎ホームドア等整備完了届 50まちづくり局 交通政策室

既成市街地証明書の交付の申請 既成市街地証明願 50まちづくり局 地域整備推進課

区画道路拡幅整備事業の補助制度 助成金交付申請書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

区画道路拡幅整備事業の補助制度 助成金交付等変更承認申請書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

区画道路拡幅整備事業の補助制度 中止（又は廃止）承認申請書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

区画道路拡幅整備事業の補助制度 完了実績報告書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

住宅等不燃化推進事業の補助制度 補助金交付申請書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課
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手続名 様式名
所管課

備考

住宅等不燃化推進事業の補助制度 事前相談書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

住宅等不燃化推進事業の補助制度 補助対象確認申請書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

住宅等不燃化推進事業の補助制度 入札（見積り）が行えないことに係る理由書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

住宅等不燃化推進事業の補助制度 内容変更申請書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

住宅等不燃化推進事業の補助制度 地位継承届 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

住宅等不燃化推進事業の補助制度 工事着手報告書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

住宅等不燃化推進事業の補助制度 計画取り下げ・取り止め届 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

住宅等不燃化推進事業の補助制度 工事完了報告書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

住宅等不燃化推進事業の補助制度 発注実績報告書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

住宅等不燃化推進事業の補助制度 実施状況報告書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

住宅等不燃化推進事業の補助制度 関係権利者承諾書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課 署名は必要

住宅等不燃化推進事業の補助制度 補助金の受領等に関する委任状 50まちづくり局 防災まちづくり推進課 署名は必要

マンション予備診断事業 申請書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

マンション予備診断事業 辞退届 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

木造住宅耐震診断士派遣 申請書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

木造住宅耐震診断士派遣 辞退届 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

木造住宅耐震診断士派遣 変更届 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

木造住宅耐震診断士名簿登録 申請書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

木造住宅耐震診断士名簿登録 変更届 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

木造住宅耐震診断士名簿登録 消除届 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

密集市街地整備促進事業の助成制度 補助金交付申請書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

密集市街地整備促進事業の助成制度 入札（見積り）が行えないことに係る理由書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課
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手続名 様式名
所管課
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密集市街地整備促進事業の助成制度 経費の配分変更承認申請書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

密集市街地整備促進事業の助成制度 事業内容の変更承認申請書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

密集市街地整備促進事業の助成制度 補助金交付変更承認申請書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

密集市街地整備促進事業の助成制度 中止（又は廃止）承認申請書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

密集市街地整備促進事業の助成制度 完了期日変更報告書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

密集市街地整備促進事業の助成制度 事故報告書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

密集市街地整備促進事業の助成制度 遂行状況報告書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

密集市街地整備促進事業の助成制度 完了実績報告書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

密集市街地整備促進事業の助成制度 年度終了実績報告書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

密集市街地整備促進事業の助成制度 発注実績報告書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

耐震シェルター等設置助成金 交付申請書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

耐震シェルター等設置助成金 変更申請書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

耐震シェルター等設置助成金 変更届 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

耐震シェルター等設置助成金 取止届 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

耐震シェルター等設置助成金 完了報告書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

耐震診断義務化沿道建築物耐震改修等事業助成金 交付申請書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

耐震診断義務化沿道建築物耐震改修等事業助成金 計画承認申請書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

耐震診断義務化沿道建築物耐震改修等事業助成金 計画変更申請書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

耐震診断義務化沿道建築物耐震改修等事業助成金 計画変更届 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

耐震診断義務化沿道建築物耐震改修等事業助成金 入札（見積り）が行えない理由書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

耐震診断義務化沿道建築物耐震改修等事業助成金 着手届 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

耐震診断義務化沿道建築物耐震改修等事業助成金 交付変更申請書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

耐震診断義務化沿道建築物耐震改修等事業助成金 変更届 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

耐震診断義務化沿道建築物耐震改修等事業助成金 取止届 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

耐震診断義務化沿道建築物耐震改修等事業助成金 完了報告書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

耐震診断義務化沿道建築物耐震改修等事業助成金 発注実績報告書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

特定建築物等耐震改修等事業助成金 交付申請書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

特定建築物等耐震改修等事業助成金 計画承認申請書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

特定建築物等耐震改修等事業助成金 計画変更申請書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

特定建築物等耐震改修等事業助成金 計画変更届 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

特定建築物等耐震改修等事業助成金 入札（見積り）が行えない理由書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

特定建築物等耐震改修等事業助成金 着手届 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

特定建築物等耐震改修等事業助成金 交付変更申請書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

特定建築物等耐震改修等事業助成金 変更届 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

特定建築物等耐震改修等事業助成金 取止届 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

特定建築物等耐震改修等事業助成金 完了報告書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

特定建築物等耐震改修等事業助成金 発注実績報告書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

マンション耐震改修等事業助成金 交付申請書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

マンション耐震改修等事業助成金 計画承認申請書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

マンション耐震改修等事業助成金 計画変更申請書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

マンション耐震改修等事業助成金 管理組合変更報告書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

マンション耐震改修等事業助成金 入札（見積り）が行えない理由書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

マンション耐震改修等事業助成金 着手届 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

マンション耐震改修等事業助成金 交付変更申請書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

マンション耐震改修等事業助成金 変更報告書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

マンション耐震改修等事業助成金 取止届 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

マンション耐震改修等事業助成金 完了報告書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

マンション耐震改修等事業助成金 発注実績報告書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

木造住宅耐震改修工事助成金 交付申請書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

木造住宅耐震改修工事助成金 取止届 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

木造住宅耐震改修工事助成金 交付変更申請書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

木造住宅耐震改修工事助成金 変更届 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

木造住宅耐震改修工事助成金 着手届 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

木造住宅耐震改修工事助成金 完了報告書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

木造住宅耐震改修工事助成金 代表者の承諾書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課 署名は必要

木造住宅耐震改修工事助成金 所有者の承諾書及び委任状 50まちづくり局 防災まちづくり推進課 署名は必要

木造住宅耐震改修施工者名簿登録 申請書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

木造住宅耐震改修施工者名簿登録 変更届 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

木造住宅耐震改修施工者名簿登録 消除届 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

土地区画整理法第76条第1項に定める建築行為等の許可手
続き

建築行為等許可申請書 50まちづくり局
登戸区画整理事務所
企画担当

土地区画整理法第76条第1項に定める建築行為等の許可手
続き

建築行為等許可事項変更許可申請書 50まちづくり局
登戸区画整理事務所
企画担当

土地区画整理法第76条第1項に定める建築行為等の許可手
続き

建築行為等許可事項変更届 50まちづくり局
登戸区画整理事務所
企画担当

各種証明手続き 証明願 50まちづくり局
登戸区画整理事務所
換地担当

署名は必要

下水の宅地接続の事前協議前の確認 公共下水道への接続に関する事前協議議事録 50まちづくり局
登戸区画整理事務所
工事担当

自費工事施工承認申請 道路工事等施工承認申請書 50まちづくり局
登戸区画整理事務所
工事担当

道路占用許可申請 道路占用許可申請書 50まちづくり局
登戸区画整理事務所
工事担当



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

特殊車両通行許可申請 特殊車両通行許可申請書 50まちづくり局
登戸区画整理事務所
工事担当

管理用地一時使用許可申請 登戸土地区画整理事業管理用地一時使用申請書 50まちづくり局
登戸区画整理事務所
工事担当

管理用地一時使用許可申請 登戸土地区画整理事業管理用地一時使用届 50まちづくり局
登戸区画整理事務所
工事担当

活動状況の報告 地域活性化団体○年度活動状況報告書 50まちづくり局 地域整備推進課

地域活性化団体登録手続き
地域活性化団体登録申請書
誓約書

50まちづくり局 地域整備推進課

地域活性化団体登録更新手続き
地域活性化団体登録更新申請書
誓約書

50まちづくり局 地域整備推進課

地域活性化団体登録抹消手続き 地域活性化団体解散等届出書 50まちづくり局 地域整備推進課

地域活性化団体登録内容変更手続き
変更届
誓約書

50まちづくり局 地域整備推進課

川崎市インバウンドビジネス等推進事業補助金 補助金交付申請書 50まちづくり局 拠点整備推進室

川崎市インバウンドビジネス等推進事業補助金 暴力団に該当する者でないことの誓約書及び同意書 50まちづくり局 拠点整備推進室 署名は必要

川崎市インバウンドビジネス等推進事業補助金 質問書 50まちづくり局 拠点整備推進室

川崎市インバウンドビジネス等推進事業補助金 工事等着手届 50まちづくり局 拠点整備推進室

川崎市インバウンドビジネス等推進事業補助金 変更承認申請書 50まちづくり局 拠点整備推進室

川崎市インバウンドビジネス等推進事業補助金 変更報告書 50まちづくり局 拠点整備推進室

川崎市インバウンドビジネス等推進事業補助金 事業中止（廃止）申請書 50まちづくり局 拠点整備推進室

川崎市インバウンドビジネス等推進事業補助金 工事等完了実績報告書 50まちづくり局 拠点整備推進室

川崎市インバウンドビジネス等推進事業補助金 発注実績報告書 50まちづくり局 拠点整備推進室

川崎市インバウンドビジネス等推進事業補助金 入札（見積り）が行えないことに係る理由書 50まちづくり局 拠点整備推進室

川崎市インバウンドビジネス等推進事業補助金 中小企業であることの誓約書 50まちづくり局 拠点整備推進室

マンション管理組合登録申請 川崎市マンション管理組合登録申請書 50まちづくり局 住宅整備推進課

マンション段差解消工事等費用助成申請 マンション段差解消工事等事業計画書 50まちづくり局 住宅整備推進課

マンション段差解消工事等費用助成申請 交付申請書 50まちづくり局 住宅整備推進課



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

マンション段差解消工事等費用助成申請 完了報告書 50まちづくり局 住宅整備推進課

市営住宅使用申込 市営住宅使用申込書 50まちづくり局 市営住宅管理課

暴力団照会 同意書 50まちづくり局 市営住宅管理課

長期不在届出 特定公共賃貸住宅長期不在届 50まちづくり局 市営住宅管理課

特定公共賃貸住宅使用開始届出 使用開始届 50まちづくり局 市営住宅管理課

特定公共賃貸住宅使用申込 特定公共賃貸住宅使用申込書 50まちづくり局 市営住宅管理課

特定公共賃貸住宅使用申込 請書 50まちづくり局 市営住宅管理課

暴力団照会 同意書 50まちづくり局 市営住宅管理課

ケーブルテレビ接続承認申請 ケーブルテレビ接続承認申請書 50まちづくり局 市営住宅管理課

ケーブルテレビ接続承認申請 同意書 50まちづくり局 市営住宅管理課

移転補償 移転確認書 50まちづくり局 市営住宅管理課

移転補償 移転完了届 50まちづくり局 市営住宅管理課

自動車保管場所使用許可申請 自動車保管場所使用許可申請書 50まちづくり局 市営住宅管理課

自費施工承認申請 自費施工承認申請書 50まちづくり局 市営住宅管理課

市営住宅の返還（明渡） 市営住宅明渡届 50まちづくり局 市営住宅管理課

市営住宅敷地等使用許可申請 市営住宅敷地等使用許可申請書 50まちづくり局 市営住宅管理課

駐車場使用変更許可申請 市営住宅駐車場使用変更許可申請書 50まちづくり局 市営住宅管理課

駐車場使用料減免申請 市営住宅駐車場使用料減免申請書 50まちづくり局 市営住宅管理課

駐車場使用廃止届 市営住宅駐車場使用廃止届 50まちづくり局 市営住宅管理課

保管場所使用承諾証明申請 保管場所使用承諾証明申請書 50まちづくり局 市営住宅管理課

移転補償 移転確認書 50まちづくり局 市営住宅管理課

移転補償 移転完了届 50まちづくり局 市営住宅管理課



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

模様替申請 市営住宅模様替許可申請書 50まちづくり局 市営住宅管理課

既存特定建築物の特例認定 既存特定建築物の特例認定申請書 50まちづくり局 建築管理課

計画の変更 計画変更認定申請書 50まちづくり局 建築管理課

特定建築物に関する報告
特定建築物の建築物移動等円滑化基準への適合に関する
報告書

50まちづくり局 建築管理課

認定建築主等の名義の変更 名義変更届 50まちづくり局 建築管理課

認定特定建築物に関する報告
認定特定建築物の建築又は維持保全の状況に関する報告
書

50まちづくり局 建築管理課

認定特定建築物に関する報告
認定特定建築物の建築又は維持保全の状況に関する報告
書

50まちづくり局 建築管理課

認定特定建築物の取りやめ 取りやめ届 50まちづくり局 建築管理課

認定の申請の取下げ 取下届 50まちづくり局 建築管理課

軽微な変更該当証明 軽微変更該当証明申請書 50まちづくり局 建築管理課

軽微な変更該当証明 軽微変更該当証明申請取下届 50まちづくり局 建築管理課

向上計画工事完了報告書 向上計画認定工事完了報告書 50まちづくり局 建築管理課

向上計画工事完了報告書 向上計画認定工事完了報告書 50まちづくり局 建築管理課

向上計画認定申請取下届 向上計画認定申請取下届 50まちづくり局 建築管理課

向上計画認定申請取下届 向上計画認定申請取下届 50まちづくり局 建築管理課

向上計画認定取りやめ 向上計画認定取りやめ届 50まちづくり局 建築管理課

向上計画認定取りやめ 向上計画認定取りやめ届 50まちづくり局 建築管理課

向上計画認定の軽微な変更届等 軽微な変更届 50まちづくり局 建築管理課

向上計画認定の建築主の変更 建築主の変更届 50まちづくり局 建築管理課

適合性判定事前審査 事前審査願書 50まちづくり局 建築管理課

適合性判定取りやめ届 新築等取りやめ届 50まちづくり局 建築管理課

届出取りやめ届 取りやめ届 50まちづくり局 建築管理課



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

届出取りやめ届 取りやめ届 50まちづくり局 建築管理課

取下届 取下届 50まちづくり局 建築管理課

認定の証明 認定等証明申請書 50まちづくり局 建築管理課

表示認定所有者変更 所有者変更届 50まちづくり局 建築管理課

表示認定所有者変更 所有者変更届 50まちづくり局 建築管理課

表示認定申請取下届 表示認定申請取下届 50まちづくり局 建築管理課

表示認定申請取下届 表示認定申請取下届 50まちづくり局 建築管理課

報告 報告書 50まちづくり局 建築管理課

報告 報告書 50まちづくり局 建築管理課

完了届 工事完了届出書 50まちづくり局 建築管理課

計画書提出 戸建住宅環境計画書 50まちづくり局 建築管理課

計画書提出 戸建住宅環境計画書変更届 50まちづくり局 建築管理課

取りやめ 取りやめ届出書 50まちづくり局 建築管理課

表示届 戸建住宅環境性能表示届出書 50まちづくり局 建築管理課

住宅用家屋証明書交付 住宅用家屋証明申請書 50まちづくり局 建築管理課

住宅用家屋証明書交付 申立書 50まちづくり局 建築管理課

住宅用家屋証明書交付 現状家屋の居住証明書等 50まちづくり局 建築管理課

完了報告 工事完了報告書 50まちづくり局 建築管理課

軽微変更届 建築及び維持保全に関する報告書 50まちづくり局 建築管理課

申請の取下げ 取下届 50まちづくり局 建築管理課

取りやめ届 取りやめる旨の申出書 50まちづくり局 建築管理課

認定の証明 認定等証明申請書 50まちづくり局 建築管理課



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

軽微な変更届等 軽微な変更届 50まちづくり局 建築管理課

建築の取りやめ 取りやめ届 50まちづくり局 建築管理課

工事完了報告 工事完了報告書 50まちづくり局 建築管理課

申請の取下げ 申請取下届 50まちづくり局 建築管理課

認定の証明 認定等証明申請書 50まちづくり局 建築管理課

管理状況の報告 管理者状況報告書 50まちづくり局 建築管理課

管理状況の報告 管理者状況報告書 50まちづくり局 建築管理課

建築計画の事前公開 標識設置届 50まちづくり局 建築管理課

建築計画の事前公開 説明報告書 50まちづくり局 建築管理課

建築計画の事前公開 標識設置届 50まちづくり局 建築管理課

建築計画の事前公開 説明報告書 50まちづくり局 建築管理課

工事完了届 工事完了届 50まちづくり局 建築管理課

工事完了届 工事完了届 50まちづくり局 建築管理課

事前協議
（変更協議）

ワンルーム形式集合住宅等建築計画書(変更) 50まちづくり局 建築管理課

事前協議
（変更協議）

ワンルーム形式集合住宅等建築計画書(変更) 50まちづくり局 建築管理課

建築基準条例に基づく許可に係る変更届 建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告書 50まちづくり局 建築指導課

建築基準条例に基づく認定に係る変更届 建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告書 50まちづくり局 建築指導課

建築基準法に基づく許可に係る変更届 建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告書 50まちづくり局 建築指導課

接道に係る許可申請（法43条第2項第2号） 第3号様式　建築物不使用承諾書 50まちづくり局 建築指導課

道路の位置の指定に係る変更届 建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告書 50まちづくり局 建築指導課

定期報告受付
（建築物・建築設備・防火設備）

改善（補修）等完了済み報告書 50まちづくり局 建築指導課

定期報告受付
（建築物・建築設備・防火設備）

定期報告対象外届（建築物・防火設備・建築設備） 50まちづくり局 建築指導課



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

定期報告受付
（建築物・建築設備・防火設備）

定期報告除却・廃止届 50まちづくり局 建築指導課

定期報告受付
（建築物・建築設備・防火設備）

定期報告使用休止届 50まちづくり局 建築指導課

定期報告受付
（建築物・建築設備・防火設備）

定期報告使用再開届 50まちづくり局 建築指導課

定期報告受付
（建築物・建築設備・防火設備）

定期報告所有者等変更届 50まちづくり局 建築指導課

定期報告受付
（建築物・建築設備・防火設備）

事故報告書（速報） 50まちづくり局 建築指導課

定期報告受付
（建築物・建築設備・防火設備）

事故報告書（詳報） 50まちづくり局 建築指導課

定期報告受付
（昇降機・遊戯施設）

改善（補修）等完了済み報告書 50まちづくり局 建築指導課

定期報告受付
（昇降機・遊戯施設）

定期報告対象外届（昇降機・遊戯施設） 50まちづくり局 建築指導課

定期報告受付
（昇降機・遊戯施設）

定期報告除却・廃止届 50まちづくり局 建築指導課

定期報告受付
（昇降機・遊戯施設）

定期報告使用休止届 50まちづくり局 建築指導課

定期報告受付
（昇降機・遊戯施設）

定期報告使用再開届 50まちづくり局 建築指導課

定期報告受付
（昇降機・遊戯施設）

定期報告所有者等変更届 50まちづくり局 建築指導課

定期報告受付
（昇降機・遊戯施設）

事故報告書（速報） 50まちづくり局 建築指導課

定期報告受付
（昇降機・遊戯施設）

事故報告書（詳報） 50まちづくり局 建築指導課

一団地認定以外の建築物に係る認定申請（法86条の2第1項） 報告書 50まちづくり局 建築指導課

建築基準法に基づく認定に係る変更届 建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告書 50まちづくり局 建築指導課

吹付けアスベスト対策事業補助金
川崎市民間建築物吹付けアスベスト対策事業費補助金交付
申請書
（アスベスト含有調査）

50まちづくり局 建築指導課

吹付けアスベスト対策事業補助金
川崎市民間建築物吹付けアスベスト対策事業費補助金交付
申請書（アスベスト除去等）

50まちづくり局 建築指導課

吹付けアスベスト対策事業補助金 川崎市民間建築物吹付けアスベスト対策事業着手事前届 50まちづくり局 建築指導課

吹付けアスベスト対策事業補助金
川崎市民間建築物吹付けアスベスト対策事業費補助金変更
承認申請書

50まちづくり局 建築指導課

吹付けアスベスト対策事業補助金
川崎市民間建築物吹付けアスベスト対策事業完了期日変更
報告書

50まちづくり局 建築指導課

吹付けアスベスト対策事業補助金
川崎市民間建築物吹付けアスベスト対策事業中止（又は廃
止）承認申請書

50まちづくり局 建築指導課



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

吹付けアスベスト対策事業補助金
川崎市民間建築物吹付けアスベスト対策事業完了実績報告
書

50まちづくり局 建築指導課

吹付けアスベスト対策事業補助金 入札（見積り）が行えないことに係る理由書 50まちづくり局 建築指導課

吹付けアスベスト対策事業補助金 発注実績報告書 50まちづくり局 建築指導課

ブロック塀等撤去促進助成金 川崎市ブロック塀等撤去促進助成金交付申請書 50まちづくり局 建築指導課

ブロック塀等撤去促進助成金 川崎市ブロック塀等撤去促進助成金交付申請取下げ届 50まちづくり局 建築指導課

ブロック塀等撤去促進助成金 川崎市ブロック塀等撤去促進助成金変更承認申請書 50まちづくり局 建築指導課

ブロック塀等撤去促進助成金 川崎市ブロック塀等撤去促進助成金廃止承認申請書 50まちづくり局 建築指導課

ブロック塀等撤去促進助成金 川崎市ブロック塀等撤去促進助成金軽微変更届 50まちづくり局 建築指導課

ブロック塀等撤去促進助成金 川崎市ブロック塀等撤去促進助成金工事完了報告書 50まちづくり局 建築指導課

地区計画条例に基づく許可に係る変更届 建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告書 50まちづくり局 建築指導課

特別工業地区条例に基づく許可に係る変更届 建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告書 50まちづくり局 建築指導課

建築基準法第１２条第５項の規定に基づく報告 建築基準法第１２条第５項の規定に基づく報告書 50まちづくり局 建築指導課

位置指定道路証明発行申請 位置指定道路証明発行申請書 50まちづくり局 建築審査課

各種施工計画書・施工結果報告書 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事・鉄骨工事施工計画書 50まちづくり局 建築審査課

各種施工計画書・施工結果報告書 杭工事・ｺﾝｸﾘｰﾄ工事・鉄筋工事・鉄骨施工結果報告書 50まちづくり局 建築審査課

各種施工計画書・施工結果報告書 コンクリート工事施工計画書 50まちづくり局 建築審査課

各種施工計画書・施工結果報告書 コンクリート・鉄筋工事施工結果報告書 50まちづくり局 建築審査課

各種施工計画書・施工結果報告書 鉄骨工事施工計画書 50まちづくり局 建築審査課

各種施工計画書・施工結果報告書 鉄骨工事施工結果報告書 50まちづくり局 建築審査課

各種施工計画書・施工結果報告書 杭工事施工結果報告書 50まちづくり局 建築審査課

確認申請事前審査 建築確認申請等事前審査願書 50まちづくり局 建築審査課

狭あい道路拡幅整備協議申出 狭あい道路拡幅整備協議申出書（公道用） 50まちづくり局 建築審査課



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

狭あい道路拡幅整備協議申出 狭あい道路拡幅整備協議申出書（私道用） 50まちづくり局 建築審査課

狭あい道路拡幅整備協議申出 舗装整備申出書（公道用） 50まちづくり局 建築審査課

狭あい道路拡幅整備協議申出 舗装整備申出書（私道用） 50まちづくり局 建築審査課

狭あい道路拡幅整備協議申出 後退用地の境界及び舗装整備に係る承諾書（私道用） 50まちづくり局 建築審査課

狭あい道路拡幅整備協議申出
後退用地に係る固定資産税・都市計画税非課税申告書（公
道・私道共用）

50まちづくり局 建築審査課

狭あい道路拡幅整備助成金交付 狭あい道路拡幅整備助成金交付申請書 50まちづくり局 建築審査課

狭あい道路拡幅整備助成金交付 除却工事等完了届 50まちづくり局 建築審査課

中間検査申請 中間検査チェックシート（木造軸組工法） 50まちづくり局 建築審査課

中間検査申請 中間検査チェックシート（枠組壁工法・木質プレハブ工法） 50まちづくり局 建築審査課

中間検査申請 中間検査チェックシート（鉄筋コンクリート造） 50まちづくり局 建築審査課

中間検査申請 中間検査チェックシート（鉄骨造） 50まちづくり局 建築審査課

中間検査申請
建築基準法第12条第5項の規定に基づく工事の計画に関す
る報告書（確認特例用）

50まちづくり局 建築審査課

山留施工計画概要書 山留め工事等施工計画概要書・計画変更概要書 50まちづくり局 建築審査課

宅地防災工事助成金制度 宅地防災工事助成金交付申請書 50まちづくり局 宅地企画指導課

宅地防災工事助成金制度 工事概略書 50まちづくり局 宅地企画指導課

宅地防災工事助成金制度 宅地防災（減災）工事に関する誓約書 50まちづくり局 宅地企画指導課 署名は必要

宅地防災工事助成金制度 誓約書 50まちづくり局 宅地企画指導課

宅地防災工事助成金制度 宅地防災工事助成金交付決定取下届 50まちづくり局 宅地企画指導課

宅地防災工事助成金制度 宅地防災工事助成金交付申請取下届 50まちづくり局 宅地企画指導課

宅地防災工事助成金制度 宅地防災（減災）工事着手届 50まちづくり局 宅地企画指導課

宅地防災工事助成金制度 発注実績報告書 50まちづくり局 宅地企画指導課

宅地防災工事助成金制度 入札（見積り）が行えないことに係る理由書 50まちづくり局 宅地企画指導課



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

宅地防災工事助成金制度 宅地防災工事助成金変更交付申請書 50まちづくり局 宅地企画指導課

宅地防災工事助成金制度 宅地防災工事助成金交付決定変更承認申請書 50まちづくり局 宅地企画指導課

宅地防災工事助成金制度 宅地防災工事助成金決定内容変更届 50まちづくり局 宅地企画指導課

宅地防災工事助成金制度 宅地防災（減災）工事廃止届 50まちづくり局 宅地企画指導課

宅地防災工事助成金制度 実績報告書 50まちづくり局 宅地企画指導課

宅地防災工事助成金制度 宅地防災（減災）工事完了届 50まちづくり局 宅地企画指導課

宅地防災工事助成金制度 工事費用精算書 50まちづくり局 宅地企画指導課

開発許可に基づく地位の承継の承認 委任状 50まちづくり局 宅地審査課

開発行為許可申請 委任状 50まちづくり局 宅地審査課

開発行為又は建築等に関する証明書の交付申請 委任状 50まちづくり局 宅地審査課

許可に基づく地位の一般承継届 委任状 50まちづくり局 宅地審査課

開発行為又は建築等に関する証明書の交付申請 委任状 50まちづくり局 宅地審査課

開発行為又は建築等に関する証明書の交付申請 建築確認申請書 50まちづくり局 宅地審査課

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
作物の新設許可申請

委任状 50まちづくり局 宅地審査課

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
作物の新設許可申請

建築行為に関する同意書 50まちづくり局 宅地審査課 署名は必要

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
作物の新設許可申請

雨水排水施設への接続同意書 50まちづくり局 宅地審査課 署名は必要

宅地造成に関する工事の許可申請 委任状 50まちづくり局 宅地審査課

宅地造成に関する工事の許可申請 雨水排水施設への接続同意書 50まちづくり局 宅地審査課 署名は必要

適合証明交付申請 委任状 50まちづくり局 宅地審査課

適合証明交付申請 建築確認申請書 50まちづくり局 宅地審査課

建築等計画変更届 建築等計画変更届 50まちづくり局 宅地審査課

予定建築物等以外の建築等許可申請 予定建築物等以外の建築等許可申請書 50まちづくり局 宅地審査課
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手続名 様式名
所管課

備考

予定建築物等以外の建築等許可申請 委任状 50まちづくり局 宅地審査課

予定建築物等以外の建築等許可申請 雨水排水施設への接続同意書 50まちづくり局 宅地審査課 署名は必要

予定建築物等以外の建築等許可申請等取下届 予定建築物等以外の建築等許可申請等取下届 50まちづくり局 宅地審査課

道路事業予定地一時使用申請 道路事業予定地一時使用申請書 53建設緑政局 企画課 署名は必要

道路事業予定地一時使用返却 道路事業予定地一時使用返却届 53建設緑政局 企画課 署名は必要

道路等の事業に伴う高低差処理に関する手続き 土地の一時使用承諾書 53建設緑政局 企画課 署名は必要

建設発生木材等再資源化指定事業者登録更新の申請 建設発生木材等再資源化指定事業者登録更新申請書 53建設緑政局 技術監理課

建設発生木材等再資源化指定事業者登録の申請 建設発生木材等再資源化指定事業者登録申請書 53建設緑政局 技術監理課

指定工場登録（更新）の申請 指定工場登録（更新）申請書 53建設緑政局 技術監理課

指定工場登録事項変更の届出 登録事項変更届 53建設緑政局 技術監理課

公園内行為許可申請 公園内行為許可申請書 53建設緑政局
みどりの企画管理課
（各区役所道路公園セ
ンター管理課）

街路樹等愛護会設立届 街路樹愛護会設立届 53建設緑政局
みどり・多摩川協働推
進課

管理運営協議会設立届 結成届、役員等名簿 53建設緑政局
みどり・多摩川協働推
進課

都市計画決定区域内における建築許可申請 建築許可申請　委任状 53建設緑政局
みどり・多摩川協働推
進課

風致地区内行為の通知 風致地区内行為通知　委任状 53建設緑政局
みどり・多摩川協働推
進課

風致地区内行為許可申請 風致地区内行為（行為変更）許可申請　委任状 53建設緑政局
みどり・多摩川協働推
進課

風致地区内行為許可者の地位の承継承認申請 風致地区内行為許可承継承認申請書　委任状 53建設緑政局
みどり・多摩川協働推
進課

風致地区内行為協議の申し出 風致地区内行為協議　委任状 53建設緑政局
みどり・多摩川協働推
進課

公園緑地愛護会設立届 公園緑地愛護会設立届 53建設緑政局
みどり・多摩川協働推
進課

地域緑化推進地区の緑化活動に関する支援の申請 地域緑化推進地区緑化支援申請書 53建設緑政局
みどり・多摩川協働推
進課

地域緑化推進地区計画案作成支援地区選定地区の申請 地域緑化推進地区計画案作成支援地区選定地区申請書 53建設緑政局
みどり・多摩川協働推
進課

開発行為に伴い設置した公園等の引継ぎ申請 公園・緑地及び街路樹引継書 53建設緑政局
みどり・多摩川協働推
進課
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手続名 様式名
所管課

備考

開発事業等の計画に関する事前（変更）協議 開発事業等の計画に関する事前（変更）協議　委任状 53建設緑政局
みどり・多摩川協働推
進課

総合調整条例に基づいて設置した公園の寄付申請 公園寄付申請書 53建設緑政局
みどり・多摩川協働推
進課

総合調整条例に基づく公園等の協議・変更協議
川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例第１９
条第１項に基づく公園等に関する協議（変更協議）申請書

53建設緑政局
みどり・多摩川協働推
進課

総合調整条例に基づく公園等の協議・変更協議
川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例第１９
条第１項に基づく公園等に関する協議（変更協議）　委任状

53建設緑政局
みどり・多摩川協働推
進課

総合調整条例第９条の規定に基づく公園等の工事完了検査
申請

公園工事完了検査申請書 53建設緑政局
みどり・多摩川協働推
進課

都市計画法第３２条に関する公園等の協議・変更協議
都市計画法第３２条に関する公園等の協議（変更協議）申請
書

53建設緑政局
みどり・多摩川協働推
進課

都市計画法第３２条に関する公園等の協議・変更協議
都市計画法第３２条に関する公園等の協議（変更協議）　委
任状

53建設緑政局
みどり・多摩川協働推
進課

緑化協議取下の届出 協議取下届出書 53建設緑政局
みどり・多摩川協働推
進課

緑化協議届出者変更の届出 届出者変更届出書 53建設緑政局
みどり・多摩川協働推
進課

緑化事業完了検査申請 緑化事業完了検査申請書 53建設緑政局
みどり・多摩川協働推
進課

緑の保全及び緑化の推進に関する施策に係る申出 緑の保全及び緑化の推進に関する施策に係る申出書 53建設緑政局 みどりの保全整備課

住所等変更届 住所等変更届 53建設緑政局 みどりの保全整備課

特別緑地保全地区の買入申出 特別緑地保全地区内土地買入れ申出書 53建設緑政局 みどりの保全整備課

都市計画区域内証明発行 証明願 53建設緑政局 みどりの事業調整課

承継の届出 緑の保全地域内行為承継届 53建設緑政局 みどりの保全整備課

緑の保全地域内行為完了（廃止）届 緑の保全地域内行為完了（廃止）届 53建設緑政局 みどりの保全整備課

緑の保全地域内行為届 緑の保全地域内行為届 53建設緑政局 みどりの保全整備課

緑地保全地区の指定 緑地保全承諾書 53建設緑政局 みどりの保全整備課

改葬証明 改葬証明申請書 53建設緑政局 霊園事務所

墓地使用権証明申請 墓地使用権証明申請書 53建設緑政局 霊園事務所

埋葬・分骨証明 埋葬・分骨証明申請書 53建設緑政局 霊園事務所

霊堂許可証再交付 霊堂利用更新申請書 53建設緑政局 霊園事務所
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手続名 様式名
所管課

備考

霊堂収蔵証明 霊堂収蔵証明申請書 53建設緑政局 霊園事務所

霊堂利用権証明 霊堂利用権証明申請書 53建設緑政局 霊園事務所

土地の一時利用 土地の一時利用届 53建設緑政局 霊園事務所

霊堂利用許可申請 霊堂利用許可申請書 53建設緑政局 霊園事務所

屋外広告物許可申請 車体利用広告物自主審査結果連絡票 53建設緑政局 路政課

屋外広告物許可申請 バス停上屋広告自主審査報告書 53建設緑政局 路政課

屋外広告物許可申請 商店街街路灯へ添架する広告旗表示自主審査結果報告書 53建設緑政局 路政課

屋外広告物許可申請 屋外広告物安全点検報告書 53建設緑政局 路政課

市が保管している違反広告物又は掲出物件の返還申請 誓約書 53建設緑政局 路政課

特殊車両通行認定申請 特殊車両通行認定申請書 53建設緑政局
各区役所道路公園セン
ター管理課

土砂等運搬協議 土砂運搬協議要綱 53建設緑政局
各区役所道路公園セン
ター管理課

名義変更届
廃止届

名義変更・廃止届 53建設緑政局
路政課、各区役所道路
公園センター管理課

開発行為に伴う道路敷地に関する引き継ぎ
１　開発行為に伴う道路敷地に関する引き継ぎ書

53建設緑政局 管理課

開発行為に伴う道路に関する協議

１　開発行為に伴う道路に関する協議書

53建設緑政局 管理課

成果品との照合確認 照合願 53建設緑政局 管理課

成果品の閲覧交付 地籍調査成果品交付申請書 53建設緑政局 管理課

私道舗装助成金支給申請 川崎市私道舗装助成金実績報告書 53建設緑政局
道路施設課
（各区役所道路公園セ
ンター管理課）

私道舗装助成金支給申請 見積りが行えないことに係る理由書 53建設緑政局
道路施設課
（各区役所道路公園セ
ンター管理課）

私道舗装助成金支給申請 誓約書 53建設緑政局
道路施設課
（各区役所道路公園セ
ンター管理課）

私道舗装助成金支給申請 私道舗装新設工事・舗装補修工事・階段補修工事着手届 53建設緑政局
道路施設課
（各区役所道路公園セ
ンター管理課）

ショッピングモール修繕計画に関する協議 ショッピングモール修繕計画書 53建設緑政局
道路施設課
（各区役所道路公園セ
ンター管理課）

雨水流出抑制施設の協議申請 雨水流出抑制施設の協議申請書 53建設緑政局 河川課
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手続名 様式名
所管課

備考

都市計画法に関する雨水流出抑制施設の協議申請 都市計画法に関する雨水流出抑制施設の協議申請書 53建設緑政局 河川課

開発行為に伴う水路に関する協議 開発行為に伴う水路に関する協議書 53建設緑政局 河川課

開発行為に伴う水路に関する協議 開発行為に伴う水路に関する引き継ぎ書 53建設緑政局 河川課

川崎市自転車等駐車場の附置等に関する条例等の届出等の
手続き

工事完了届出書 53建設緑政局 自転車利活用推進室

川崎市自転車等駐車場の附置等に関する条例等の届出等の
手続き

工事完了届出書 53建設緑政局 自転車利活用推進室

民間自転車等駐車場整備費補助金 民間自転車等駐車場整備費補助金交付（変更）申請書 53建設緑政局 自転車利活用推進室

民間自転車等駐車場整備費補助金 民間自転車等駐車場整備費補助金工事完了届 53建設緑政局 自転車利活用推進室

民間自転車等駐車場整備費補助金 発注実績報告書 53建設緑政局 自転車利活用推進室

民間自転車等駐車場整備費補助金 入札（見積り）に係る理由書 53建設緑政局 自転車利活用推進室

民間自転車等駐車場整備費補助金 民間自転車等駐車場開設報告書 53建設緑政局 自転車利活用推進室

民間自転車等駐車場整備費補助金 民間自転車等駐車場運営状況報告書 53建設緑政局 自転車利活用推進室

民間自転車等駐車場整備費補助金 民間自転車等駐車場変更（廃止）届 53建設緑政局 自転車利活用推進室

浮島指定処分地しゅんせつ土砂受入申込 浮島指定処分地しゅんせつ土砂（変更）受入申込書 58港湾局 庶務課

浮島指定処分地しゅんせつ土砂受入申込 浮島指定処分地しゅんせつ土砂投入完了報告書 58港湾局 庶務課

浮島指定処分地建設発生土受入申込 浮島指定処分地建設発生土発券依頼書 58港湾局 庶務課

浮島指定処分地建設発生土受入申込 浮島指定処分地建設発生土受入変更発券依頼書 58港湾局 庶務課

浮島指定処分地建設発生土受入申込 浮島指定処分地建設発生土搬入完了届 58港湾局 庶務課

川崎港船舶及び貨物調査 川崎港船舶及び貨物調査票 58港湾局 誘致振興課

川崎港利用促進コンテナ貨物補助制度交付申請 補助金交付決定申請書 58港湾局 経営企画課

川崎市中小企業利用促進コンテナ貨物補助制度交付申請 補助金交付決定申請書 58港湾局 経営企画課

川崎港利用促進コンテナ貨物補助制度交付申請 誓約書 58港湾局 経営企画課 署名は必要

川崎市中小企業利用促進コンテナ貨物補助制度交付申請 誓約書 58港湾局 経営企画課 署名は必要
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川崎港利用促進コンテナ貨物補助制度中止申請 補助金交付決定事業中止承認申請書 58港湾局 経営企画課

川崎市中小企業利用促進コンテナ貨物補助制度中止申請 補助金交付決定事業中止承認申請書 58港湾局 経営企画課

川崎港利用促進コンテナ貨物補助制度交付変更申請 補助金交付変更決定申請書 58港湾局 経営企画課

川崎市中小企業利用促進コンテナ貨物補助制度交付変更申
請

補助金交付変更決定申請書 58港湾局 経営企画課

川崎港利用促進コンテナ貨物補助制度実績報告 補助金交付決定事業実績報告書 58港湾局 経営企画課

川崎市中小企業利用促進コンテナ貨物補助制度実績報告 補助金交付決定事業実績報告書 58港湾局 経営企画課

権利継承の届出 埋立権継承届出書(施行規則別記様式第五) 58港湾局 港湾管理課

護岸法線の確認申請 任意様式 58港湾局 港湾管理課

失効した免許の効力復活処分（宥恕）申請 任意様式 58港湾局 港湾管理課

出願事項の変更の許可申請
埋立区域縮小、埋立地用途変更、設計概要変更、工事着
手・竣工期間伸長許可申請書(施行規則別記様式第三)

58港湾局 港湾管理課

竣功認可申請 竣工認可申請書(施行規則別記様式第六） 58港湾局 港湾管理課

竣功認可前の埋立地使用の許可申請 工作物設置許可申請書(施行規則別記様式第七) 58港湾局 港湾管理課

水面権利者に対する補償の裁定申請 任意様式 58港湾局 港湾管理課

他人の土地に対する立入り又は一時使用の許可（免許を受け
たる者）申請

任意様式 58港湾局 港湾管理課

他人の土地に対する立入り又は一時使用の許可（免許を受け
んとする者）申請

任意様式 58港湾局 港湾管理課

埋立権の譲渡の許可申請 埋立権譲渡許可申請書(施行規則別記様式第四） 58港湾局 港湾管理課

埋立地に関する処分の許可申請
埋立地に関する権利移転(設定)許可申請書(施行規則別記
様式第八)

58港湾局 港湾管理課

埋立地の用途変更の許可申請 用途変更許可申請書(施行規則別記様式第第九) 58港湾局 港湾管理課

無免許の埋立てに対する原状回復義務の免除申請 任意様式 58港湾局 港湾管理課

免許告示後の施設についての損害補償又は損害防止施設の
請求可能な公有水面利用施設の設置の許可申請

任意様式 58港湾局 港湾管理課

免許失効の場合の原状回復義務の免除申請 任意様式 58港湾局 港湾管理課

港湾事務室使用許可 港湾事務室（継続）利用許可申請書 58港湾局 港湾管理課
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施設の模様替え等の承認 港湾事務室変更利用許可申請書 58港湾局 港湾管理課

臨港道路における幅員の証明書交付請求 任意様式 58港湾局 港湾管理課

特殊車両通行の承認申請 任意様式 58港湾局 港湾管理課

申請書記載事項の取消し又は変更の届出 任意様式 58港湾局 港湾管理課

ふ頭用地内の工事着手の届出
ふ頭用地内の工事完成の届出

任意様式 58港湾局 港湾管理課

ふ頭用地内の工事の届出 任意様式 58港湾局 港湾管理課

ふ頭用地の利用許可申請 ふ頭用地利用(継続)許可申請書（第7号様式） 58港湾局 港湾管理課

ふ頭用地内の工事等の許可申請 ふ頭用地利用（継続）許可申請書（第７号様式） 58港湾局 港湾管理課

港湾施設における危険物等取扱許可申請 任意様式 58港湾局 港湾管理課

海岸管理者以外の者が施行する工事の承認申請 海岸保全施設工事承認申請書（第４号様式） 58港湾局 港湾管理課

海岸保全区域の占用の許可申請 海岸保全区域占用(継続)許可申請書（第１号様式） 58港湾局 港湾管理課

海岸保全区域内の行為の許可申請
海岸保全区域内における施設(工作物)の新設(改築)許可申
請書(第２号様式)

58港湾局 港湾管理課

海岸保全区域内の行為の許可申請
海岸保全区域内における土地の掘削(盛土・切土)許可申請
書（第３号様式）

58港湾局 港湾管理課

公有水面埋立の免許申請 公有水面埋立免許願書（施行規則別記様式第一） 58港湾局 港湾管理課

港湾区域内(港湾隣接区域内)の工事着手の届出
港湾区域内(港湾隣接区域内)の工事完成の届出

任意様式 58港湾局 港湾管理課

占用水域内における工事の届出 任意様式 58港湾局 港湾管理課

港湾区域内の工事等の許可（港湾区域内のしゅんせつ工事
含む）申請

任意様式 58港湾局 港湾管理課

権利義務の承継の届出 任意様式 58港湾局 港湾管理課

港湾の利用等に支障を与える行為の許可申請 任意様式 58港湾局 港湾管理課

水域占用許可申請 任意様式 58港湾局 港湾管理課

土砂の採取の許可申請 任意様式 58港湾局 港湾管理課

変更の許可等の申請 任意様式 58港湾局 港湾管理課



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

船客待合所に係る原状変更等の承認申請 任意様式 58港湾局 港湾管理課

船客待合所の利用許可申請 船客待合所(継続)利用許可申請書（第13号様式） 58港湾局 港湾管理課

わんわん広場利用者登録 東扇島東公園わんわん広場利用登録申請書兼誓約書 58港湾局 港営課

川崎市自主防災活動助成金申請 自主防災組織活動助成金交付申請書（第１号様式） 60危機管理本部 危機対策部

川崎市自主防災組織資器材補助金申請 防災資器材購入補助金交付申請書（第１号様式） 60危機管理本部 危機対策部

川崎区道路用地等における花壇活動申請手続 活動（新規・変更）申請書 61川崎区役所
道路公園センター整備
課・管理課

川崎区道路用地等における花壇活動申請手続 活動廃止届 61川崎区役所
道路公園センター整備
課・管理課

いきいきかわさき区提案事業の提案申込 同意書（第３号様式付属書類） 61川崎区役所 企画課 署名は必要

川崎区ソーシャルデザインセンターモデル事業の提案申込 同意書（第２号様式付属書類） 61川崎区役所 企画課 署名は必要

幸区提案型協働推進事業への応募 団体に関する確認書 63幸区役所 企画課

道路用地等における花壇の維持管理に関する活動団体の承
認について

活動（新規・変更・継続）申請書 63幸区役所
道路公園センター整備
課

道路用地等における花壇の維持管理に関する活動団体の承
認について

活動廃止届 63幸区役所
道路公園センター整備
課

中原区市民提案型事業の提案申請 団体に関する確認書 65中原区役所 企画課 署名は必要

活動等の申請 活動（新規・変更・継続）申請書 65中原区役所
道路公園センター整備
課・管理課

活動等の申請 活動廃止届 65中原区役所
道路公園センター整備
課・管理課

団体登録届 団体登録届 67高津区役所 企画課

土地の利用届 利用届 67高津区役所 企画課

高津区市民提案型協働事業への応募 応募様式（募集案内による） 67高津区役所 企画課

花壇等維持管理活動申請 活動（新規・変更）申請書 67高津区役所
道路公園センター整備
課・管理課

花壇等維持管理活動申請 活動廃止届 67高津区役所
道路公園センター整備
課・管理課

道路用地等における花壇及び植栽帯等の設置維持管理活動
承認申請

活動（新規・変更・廃止）申請書 69宮前区役所
道路公園センター整備
課・管理課

道路用地等における花壇及び植栽帯等の設置維持管理活動
廃止届

活動廃止届 69宮前区役所
道路公園センター整備
課・管理課



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

川崎市多摩区市民提案型協働事業（磨けば光る多摩事業）へ
の応募

募集案内による応募様式 71多摩区役所 企画課

多摩区「区の木・区の花」マーク及びロゴタイプ使用承認申請 多摩区「区の木・区の花」マーク・ロゴタイプ使用承認申請書 71多摩区役所 企画課

3大学生インターンシップ実習生の推薦 誓約書 71多摩区役所 企画課 署名は必要

リユース食器使用申請
リユース食器使用申請書
団体に関する確認書

71多摩区役所 企画課

道路用地等における花壇及び植栽帯等の設置維持管理活動
承認申請

活動（新規・変更・廃止）申請書 71多摩区役所
道路公園センター整備
課・管理課

道路用地等における花壇及び植栽帯等の設置維持管理活動
承認申請

活動廃止届 71多摩区役所
道路公園センター整備
課・管理課

火器等使用承認申請 火器等使用許可承認申請書 73麻生区役所 総務課

掲示物掲示承認申請 掲示物掲示承認申請書書 73麻生区役所 総務課

庁舎使用等許可申請 庁舎使用等許可申請書 73麻生区役所 総務課

麻生区市民提案型協働事業 企画提案書 73麻生区役所 企画課

「麻生区地域資源を活用したまちづくり推進事業」応募申込
「麻生区地域資源を活用したまちづくり推進事業」応募申込
書

73麻生区役所 企画課

「麻生区地域資源を活用したまちづくり推進事業」事業実施報
告（業務完了届）

「麻生区地域資源を活用したまちづくり推進事業」事業実施
報告書（業務完了届）

73麻生区役所 企画課

提案書の提出 住民組織個人情報照会申請書 73麻生区役所 地域振興課

写真集「わがまち麻生」掲載写真使用許可申請 写真集「わがまち麻生」掲載写真使用許可申請書 73麻生区役所 地域振興課

提案書の提出 麻生区町内会事業提案制度提案書 73麻生区役所 地域振興課

苦情申立て 苦情申立書
75市民オンブズ
マン事務局

市民オンブズマン事務
局

署名は必要

応急給水拠点開設に関する届出 応急給水拠点開設に関する届出書（第１号様式） 80上下水道局 水道管理課

応急給水拠点開設に関する届出 応急給水拠点開設に関する変更届（第２号様式） 80上下水道局 水道管理課

応急給水拠点開設に関する届出 応急給水拠点開設に関する辞退届（第３号様式） 80上下水道局 水道管理課

休業代替任期付職員及び臨時的任用職員の登録選考・採用
選考の申込

休業代替任期付職員及び臨時的任用職員登録選考・採用選
考申込書

80上下水道局 庶務課（人事担当） 署名は必要

公務災害等見舞金支給手続 公務災害等見舞金申請書 80上下水道局 労務課

かわさき水ビジネスネットワークへの入退会 かわさき水ビジネスネットワーク新規入会申込書・退会届 80上下水道局 経営戦略・危機管理室



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

上下水道局広報施設内かわさき水ビジネスネットワークコー
ナーにおける企業展示

かわさき水ビジネスネットワークコーナーにおける展示申請
書

80上下水道局 経営戦略・危機管理室

金融機関検査 使用印鑑届 80上下水道局 財務課

金融機関検査 収支計算書 80上下水道局 財務課

公金管理 預金明細書 80上下水道局 財務課

公金管理 残高証明書 80上下水道局 財務課

その他手続 公共工事設計労務単価の改定に伴う特例措置協議書 80上下水道局 管財課

その他手続
設計業務委託等技術者単価等の改定に伴う特例措置協議
書

80上下水道局 管財課

入札・見積手続 主観評価項目に関する誓約書 80上下水道局 管財課

入札・見積手続 建設機械保有状況誓約書 80上下水道局 管財課

入札・見積手続 アシストかわさき施工実績届出書 80上下水道局 管財課

入札・見積手続 価格以外の評価に関する疑義について（照会） 80上下水道局 管財課

入札・見積手続 苦情申立書 80上下水道局 管財課

入札・見積手続 配置予定技術者届 80上下水道局 管財課

入札・見積手続 配置予定技術者届（共同企業体用） 80上下水道局 管財課

入札・見積手続 主任技術者経歴証明書 80上下水道局 管財課

入札・見積手続 下請契約に関する誓約書 80上下水道局 管財課

入札・見積手続 VE提案書 80上下水道局 管財課

入札・見積手続 標準案に基づく施行契約書 80上下水道局 管財課

入札・見積手続 VE提案書 80上下水道局 管財課

入札・見積手続 積算疑義申立書 80上下水道局 管財課

入札・見積手続 金額入り設計書閲覧請求書 80上下水道局 管財課

入札・見積手続 積算疑義申立書 80上下水道局 管財課



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

入札・見積手続 金額入り設計書閲覧請求書 80上下水道局 管財課

入札・見積手続 見積用設計図書類複写依頼書 80上下水道局 管財課

入札・見積手続 質問書（一般競争入札用） 80上下水道局 管財課

入札・見積手続 専任技術者証明書 80上下水道局 管財課

入札・見積手続 類似工事施工等実績確認（申請）書 80上下水道局 管財課

入札・見積手続 入札参加条件確認（申請）書 80上下水道局 管財課

入札・見積手続 災害時における川崎市との協力体制確認書 80上下水道局 管財課

入札・見積手続 履行証明書 80上下水道局 管財課

履行手続 建設業退職金共済証紙購入状況報告書 80上下水道局 管財課

履行手続 建設業退職金共済証紙購入状況報告書未提出等理由書 80上下水道局 管財課

履行手続 建設業退職金共済証紙受払簿 80上下水道局 管財課

履行手続 建設業退職金共済証紙貼付実績報告書 80上下水道局 管財課

履行手続 工事完成（一部完成）届 80上下水道局 管財課

履行手続 委託業務完了（一部完了）届 80上下水道局 管財課

固定資産使用許可書の交付 固定資産使用許可申請書 80上下水道局 管財課

固定資産使用許可書の交付 固定資産継続使用許可申請書 80上下水道局 管財課

固定資産使用許可書の交付 使用料減額・免除申請書 80上下水道局 管財課

固定資産使用許可書の交付 固定資産使用変更届 80上下水道局 管財課

固定資産使用許可書の交付 役員等氏名一覧表及び同意書 80上下水道局 管財課

固定資産使用許可の申請取下げ 固定資産使用許可申請取下げ書 80上下水道局 管財課

固定資産使用の廃止 固定資産使用廃止届 80上下水道局 管財課

局ウェブサイトバナー広告受付 川崎市上下水道局ウェブサイト広告掲載申込書 80上下水道局 サービス推進課



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

局広報物広告受付 広告掲載申込書（第７条関係） 80上下水道局 サービス推進課

ペットボトル水販売契約 「生田の天然水恵水」注文書 80上下水道局 サービス推進課

ペットボトル水販売契約 「生田の天然水恵水」受領書 80上下水道局 サービス推進課

受水槽給水栓設置・廃止に関する手続 【設置】受水槽給水栓設置申込書 80上下水道局 給水装置課

受水槽給水栓設置・廃止に関する手続 【廃止】受水槽給水栓廃止届 80上下水道局 給水装置課

移管前提給水管の無償譲渡手続 譲渡申請書 80上下水道局 給水装置課

移管前提給水管の無償譲渡手続 土地使用承諾書 80上下水道局 給水装置課 署名は必要

移管前提工事関係書類提出確認 移管前提工事関係書類提出確認書 80上下水道局 給水装置課

移管前提工事等配水管に影響を及ぼすおそれがある場合等
の事前協議

給水設計計画書 80上下水道局 給水装置課

移管前提工事の申し込み 誓約書 80上下水道局 給水装置課

開発行為に関する事前協議 都市計画法に関する施設の同意及び協議書 80上下水道局 給水装置課

給水装置工事手直し指示 給水装置工事手直し指示履行書 80上下水道局 給水装置課

給水装置工事の申し込み
条件により次の書類が必要です

①直結給水条件承諾書
80上下水道局 給水装置課

給水装置工事の申し込み
条件により次の書類が必要です

②特例直結直圧式給水条件承諾書
80上下水道局 給水装置課

給水装置工事の申し込み
条件により次の書類が必要です
④給水補助加圧装置設置申請書

80上下水道局 給水装置課

自己メーターの設置の協議 自己メーター設置に関する協議申請書 80上下水道局 給水装置課

自己メーターの設置の協議 自己メーター設置・維持管理等に関する覚書 80上下水道局 給水装置課

指定給水装置工事事業者指定更新申請 指定更新時確認事項 80上下水道局 給水装置課

指定給水装置工事事業者指定更新申請 指定給水装置工事事業者指定申請書 80上下水道局 給水装置課

指定給水装置工事事業者指定更新申請 誓約書 80上下水道局 給水装置課

指定給水装置工事事業者指定事項変更届 誓約書 80上下水道局 給水装置課

指定給水装置工事事業者指定申請 指定給水装置工事事業者指定申請書 80上下水道局 給水装置課



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

指定給水装置工事事業者指定申請 誓約書 80上下水道局 給水装置課

指定給水用器材承認申請書
/構造及び変更申請書
/製品情報等変更届
/製造・販売中止届の受付

指定給水用器材承認申請書 80上下水道局 給水装置課

指定給水用器材承認申請書
/構造及び変更申請書
/製品情報等変更届
/製造・販売中止届の受付

指定給水用器材の構造及び変更申請書 80上下水道局 給水装置課

指定給水用器材承認申請書
/構造及び変更申請書
/製品情報等変更届
/製造・販売中止届の受付

指定給水用器材の製品情報等変更届 80上下水道局 給水装置課

指定給水用器材承認申請書
/構造及び変更申請書
/製品情報等変更届
/製造・販売中止届の受付

指定給水用器材の製造・販売中止届 80上下水道局 給水装置課

リモートメーターから一般メーターへの変更に関する同意 リモートメーターから一般メーターへの変更に関する同意書 80上下水道局 給水装置課

道路掘削工事期間の延長願 道路掘削工事期間の延長願 80上下水道局 給水装置課

道路占用及び小規模、工事施工中止届 道路占用及び小規模、工事施工中止届 80上下水道局 給水装置課

道路占用完了届 舗装（自費・他企業）復旧報告書 80上下水道局 給水装置課

道路占用完了届 舗装自費復旧届 80上下水道局 給水装置課

道路占用許可申請 道路占用手続委任書 80上下水道局 給水装置課 署名は必要

配水管や給水装置に関する情報の請求 給水装置に係る情報提供同意書 80上下水道局 給水装置課 署名は必要

下水道使用料の債務承認及び分割納付に係る申し出 下水道使用料の債務承認及び分割納付誓約書 80上下水道局 下水道使用料担当 署名は必要

延長した納期限の変更申請 納期限延長変更申請書 80上下水道局 下水道使用料担当

納期限の延長申請 納期限延長申請書 80上下水道局 下水道使用料担当

換価の猶予申請 換価猶予申請書 80上下水道局 下水道使用料担当

換価の猶予をした期間の延長申請 換価猶予期間延長申請書 80上下水道局 下水道使用料担当

徴収の猶予申請 徴収猶予申請書 80上下水道局 下水道使用料担当

徴収の猶予をした期間の延長申請 徴収猶予期間延長申請書 80上下水道局 下水道使用料担当

工事用散水／畑等の届出 公共下水道に排除されない水栓について（畑／工事届） 80上下水道局 下水道使用料担当



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

排出汚水量一般・減量認定申請 排出汚水量一般・減量認定申請書 80上下水道局 下水道使用料担当

オートロック式マンション等の合鍵及び暗証番号の管理に関
する取扱

返納確認書 80上下水道局 営業課

共用給水装置の証票又は鍵を亡失し、又はき損したとき。 き損・亡失届（共用給水装置の証票・鍵） 80上下水道局 営業課

水道使用をやめるとき。 水道使用休止届 80上下水道局 営業課

水道使用開始の申し込み 水道使用開始届 80上下水道局 営業課

共同住宅等料金等適用 共同住宅等料金等適用（変更）申請書（兼廃止届） 80上下水道局 営業課

メーターを亡失し、又はき損したとき。 き損・亡失（水道メーター）届 80上下水道局 営業課

公衆浴場用の適用基準等 公衆浴場用料金適用（継続）申請書（兼廃止届） 80上下水道局 営業課

消防の演習に私設消火栓を使用するとき。 消防演習私設消火栓使用届 80上下水道局 営業課

共用給水装置の水道管理人選定（変更）の申込み 水道管理人選定（変更）届 80上下水道局 営業課

使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
水道使用者情報変更届 80上下水道局 営業課

料金、手数料その他の納付金の減免 水道料金等減免申請書（兼資格喪失届） 80上下水道局 営業課

臨時給水 臨時給水申込書 80上下水道局 営業課

消防用として水道を使用したとき。 消防用水使用届 80上下水道局 営業課

給水開始前検査に準ずる水質検査及び施設検査結果報告
水道法第13条の規定に基づく給水開始前検査に準ずる水質
検査及び施設検査結果報告書（給水装置工事）

80上下水道局 水道管理課

配水管工耐震継手管接合講習会受講申込 配水管工耐震継手管接合講習会受講申込書 80上下水道局 水道管路課

配水管布設等依頼 工事依頼書 80上下水道局 水道管路課

配水管布設等依頼 工事施工依頼書 80上下水道局 水道管路課

配水管布設要望 配水管布設要望書 80上下水道局 水道管路課 署名は必要

配水管布設要望 委任状 80上下水道局 水道管路課 署名は必要

配水管布設要望 土地使用及び工事承諾書 80上下水道局 水道管路課 署名は必要

配水管布設要望 道路復旧確認書 80上下水道局 水道管路課 署名は必要



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

完成検査の申込み 完成検査申込書 80上下水道局 工業用水課

給水の廃止 任意様式 80上下水道局 工業用水課

給水の申込みの内容変更 任意様式 80上下水道局 工業用水課

自己メーターの設置の協議 自己メーター設置申込書 80上下水道局 工業用水課

需給契約の解約 任意様式 80上下水道局 工業用水課

設計審査の申込み 設計審査申込書 80上下水道局 工業用水課

私道共同排水設備敷設工事設計書提出 私道共同排水設備敷設工事設計書 80上下水道局
下水道管理課

私道共同排水設備敷設工事変更承認申請書提出 私道共同排水設備敷設工事変更承認申請書 80上下水道局
下水道管理課

私道共同排水設備修繕工事見積書提出 私道共同排水設備修繕工事見積書 80上下水道局
下水道管理課

区分地上権設定承諾書提出 区分地上権設定承諾書 80上下水道局
下水道管理課

私道内公共下水道整備申請書提出 私道内公共下水道整備申請書 80上下水道局
下水道管理課

私道内公共下水道整備調査依頼書提出 私道内公共下水道整備調査依頼書 80上下水道局
下水道管理課

私有ガス管・水道管・排水設備の移設。切り廻し及び撤去。改
良等契約書提出

私有ガス管・水道管・排水設備の移設。切り廻し及び撤去。
改良等契約書

80上下水道局
下水道管理課

修繕工事施工申請書の提出 修繕工事施工申請書 80上下水道局
下水道管理課

損傷事実確認書の提出 損傷事実確認書 80上下水道局
下水道管理課

損傷事実調査書 損傷事実調査書 80上下水道局
下水道管理課

私道共同排水設備修繕工事完了報告書提出 私道共同排水設修繕工事完了報告書 80上下水道局
下水道管理課

私道共同排水設備敷設・修繕助成交付申請書提出 私道共同排水設備敷設・修繕助成交付申請 80上下水道局
下水道管理課

私道共同排水設備敷設・修繕助成交付申請書提出 誓約書　委任状 80上下水道局
下水道管理課

私道共同排水設備敷設工事完了届提出 私道共同排水設備敷設工事完了届 80上下水道局
下水道管理課

水洗便所改造等資金融資あっせんに関する業務 水洗便所改造等資金融資あっせん申請書 80上下水道局
下水道管理課

水洗便所改造等資金融資あっせんに関する業務 水洗便所改造等資金融資仮審査申込書 80上下水道局
下水道管理課



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

水洗便所改造等資金融資あっせんに関する業務 理由書 80上下水道局
下水道管理課

水洗便所改造等資金融資あっせんに関する業務 委任状（申請者本人が受領の場合は不要） 80上下水道局
下水道管理課

水洗便所設備費助成に関する業務 理由書 80上下水道局
下水道管理課

水洗便所設備費助成に関する業務 委任状（申請者本人が受領の場合は不要） 80上下水道局
下水道管理課

排水設備完成図に含まれる情報の提供に関する同意書の提
出

排水設備完成図に含まれる情報の提供に関する同意書 80上下水道局 管路保全課 署名は必要

完成報告 完成報告書 80上下水道局 管路保全課

下水道用機材認定申請（新規・更新） 下水道用機材認定（新規・更新）申請書 80上下水道局 管路保全課

都市計画法の規定に基づく公共施設（下水道）に関する協議
都市計画法の規定に基づく公共施設（下水道）に関する協議
書

80上下水道局 管路保全課

公共下水道接続施設設置申請提出 公共下水道接続施設設置申請書 80上下水道局 管路保全課

工事の届出 公共下水道（一般下水道）一時使用終了届 80上下水道局 管路保全課

工事の届出 公共下水道（一般下水道）の付近地掘削工事着手届 80上下水道局 管路保全課

工事の届出 公共下水道（一般下水道）の付近地掘削工事完了届 80上下水道局 管路保全課

工事の届出 公共下水道（一般下水道）物件設置工事着手届 80上下水道局 管路保全課

工事の届出 公共下水道（一般下水道）物件設置工事完成届 80上下水道局 管路保全課

工事の届出 公共下水道物件設置廃止届 80上下水道局 管路保全課

公共下水道使用開始（変更）届 公共下水道使用開始（変更）届 80上下水道局 下水道水質課

公共下水道使用開始届 公共下水道使用開始届 80上下水道局 下水道水質課

特定施設使用届出書 特定施設使用届出書 80上下水道局 下水道水質課

特定施設設置届出書 特定施設設置届出書 80上下水道局 下水道水質課



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

特定施設の構造等変更届出書 特定施設の構造等変更届出書 80上下水道局 下水道水質課

排水設備設置義務免除継続申請書 排水設備設置義務免除継続申請書 80上下水道局 下水道水質課

排水設備設置義務免除事項変更申請書 排水設備設置義務免除事項変更申請書 80上下水道局 下水道水質課

排水設備設置義務免除申請書 排水設備設置義務免除申請書 80上下水道局 下水道水質課

排水設備設置義務免除申請書 排水設備設置義務免除申請書 80上下水道局 下水道水質課

氏名変更等届出書 氏名変更等届出書 80上下水道局 下水道水質課

承継届出書 承継届出書 80上下水道局 下水道水質課

排出施設使用（休止・廃止）届出書 排出施設使用（休止・廃止）届出書 80上下水道局 下水道水質課

自動車運転業務会計年度任用職員採用業務 大型自動車実務経験証明書 82交通局 庶務課 署名は必要

自動車整備業務会計年度任用職員採用業務 自動車整備実務経験証明書 82交通局 庶務課 署名は必要

正規職員・会計年度任用職員採用業務 採用選考申込書 82交通局 庶務課 署名は必要

正規職員採用業務 職員採用のための欠格事由照会について（回答） 82交通局 庶務課

委員就任承諾 承諾書 82交通局 経営企画課

委員推薦 推薦書 82交通局 経営企画課

報償費支払い 口座振替依頼書 82交通局 経営企画課

就任承諾 承諾書 82交通局 経営企画課

報償費支払い 口座振替依頼書 82交通局 経営企画課

入札・見積手続 配置予定技術者届 82交通局 経理課

入札・見積手続 配置予定技術者届（共同企業体用） 82交通局 経理課

入札・見積手続 主任技術者経歴証明書 82交通局 経理課

入札・見積手続 下請契約に関する誓約書 82交通局 経理課

その他手続 中間前払金の選択に係る届出書 82交通局 経理課



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

その他手続 中間前払金認定請求書 82交通局 経理課

入札・見積手続 主観評価項目に関する誓約書 82交通局 経理課

入札・見積手続 建設機械保有状況誓約書 82交通局 経理課

入札・見積手続 アシストかわさき施工実績届出書 82交通局 経理課

入札・見積手続 価格以外の評価に関する疑義について（照会） 82交通局 経理課

入札・見積手続 軽易工事完成届 82交通局 経理課

入札・見積手続 積算疑義申立書 82交通局 経理課

入札・見積手続 金額入り設計書閲覧請求書 82交通局 経理課

口座振替手続 口座振替払登録届 82交通局 経理課

撮影許可申込み 撮影許可申請書 82交通局 管理課

ノルフィン着ぐるみ貸出承認申請
川崎市バスイメージキャラクター「かわさきノルフィン」着ぐる
み貸出承認申請書

82交通局 管理課

ノルフィン使用承認申請
川崎市バスイメージキャラクター「かわさきノルフィン」使用承
認申請書

82交通局 管理課

バス停留所の移設手続 バス停留所の移設依頼書 82交通局 運輸課 署名は必要

認証推薦依頼 認証推薦依頼書 84消防局 庶務課

総合調整条例に基づく協議（消防に関する事項） 協議結果申請書 84消防局 警防課

患者等搬送事業・患者等搬送事業（車椅子専用）休止届出
患者等搬送事業・患者等搬送事業（車椅子専用）休止届出
書

84消防局 救急課

患者等搬送事業・患者等搬送事業（車椅子専用）事故発生等
報告

患者等搬送事業・患者等搬送事業（車椅子専用）事故発生
等報告書

84消防局 救急課

患者等搬送事業・患者等搬送事業（車椅子専用）変更届出
患者等搬送事業・患者等搬送事業（車椅子専用）変更届出
書

84消防局 救急課

患者等搬送事業認定（更新）申請
患者等搬送事業・患者等搬送事業（車椅子専用）認定（更
新）申請書

84消防局 救急課

患者等搬送事業認定失効届出
患者等搬送事業・患者等搬送事業（車椅子専用）認定失効
届出書

84消防局 救急課

患者等搬送事業認定証等の再交付申請 認定証等交付申請書（再交付・増車） 84消防局 救急課

患者等搬送乗務員・患者等搬送乗務員（車椅子専用）適任証
交付（再交付）申請

患者等搬送乗務員・患者等搬送乗務員業（車椅子専用）適
任証交付（再交付）申請書

84消防局 救急課



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

患者等搬送乗務員基礎講習・定期講習の受講申請 講習受講申請書 84消防局 救急課

搬送証明 搬送証明願 84消防局 救急課

市民救急ボランティア登録申請 川崎市民救急ボランティア登録申請書 84消防局 救急課

市民救急ボランティア登録申請異動届 川崎市民救急ボランティア登録証異動届 84消防局 救急課

航空機使用承認 航空機使用承認申請書 84消防局 航空隊

航空機搭乗誓約の申請 航空機搭乗誓約書 84消防局 航空隊 署名は必要

消防適合認定申請書( 新規・継続 ) の受付及び検査 消防適合認定申請書( 新規・継続 ) 84消防局 査察課

消防適合認定対象物申請者変更届出書の受付 消防適合認定対象物申請者変更届出書 84消防局 査察課

消防適合認定対象物変更認定申請書の受付 消防適合認定対象物変更認定申請書 84消防局 査察課

消防法令適合通知書交付申請書の受付び検査 消防法令適合通知書交付申請書 84消防局 査察課

旅館・ホテルの消防法令等適合状況に関する照会書の受付
及び検査

旅館・ホテルの消防法令等適合状況に関する照会書 84消防局 査察課

表示マーク交付（更新）申請書の受付及び検査 表示マーク交付（更新）申請書 84消防局 査察課

表示マーク受領書の受付 表示マーク受領書 84消防局 査察課

表示制度対象外施設申請書の受付 表示制度対象外施設申請書 84消防局 査察課

表示対象物申請者変更届出書の受付 表示対象物申請者変更届出書 84消防局 査察課

表示対象物変更申請書の受付 表示対象物変更申請書 84消防局 査察課

川崎市防火協会連合会運営補助金事業変更（中止・廃止）承
認申請

川崎市防火協会連合会運営補助金事業変更（中止・廃止）
承認申請書

84消防局 予防課

川崎市防火協会連合会補助金交付申請 川崎市防火協会連合会補助金交付申請書 84消防局 予防課

川崎市防火協会連合会補助金事業実績報告 川崎市防火協会連合会補助金事業実績報告書 84消防局 予防課

幼年消防クラブ活動の指導依頼 幼年消防クラブ活動の指導依頼 84消防局 庶務課

幼年消防クラブ結成届 幼年消防クラブ結成届 84消防局 庶務課

少年消防クラブ退会届 少年消防クラブ退会届 84消防局 庶務課



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

少年消防クラブ入会申込 少年消防クラブ入会申込書 84消防局 庶務課

緊急離着陸場等計画届 緊急離着陸場等計画届出書 84消防局 予防課

緊急離着陸場等廃止届 緊急離着陸場等廃止届出書 84消防局 予防課

必要図書差し替え記録票届 必要図書差し替え記録票 84消防局 予防課

庁舎使用等許可申請書 庁舎使用等許可申請書 84消防局 臨港消防署

庁舎使用等許可申請書 庁舎使用等許可申請書 84消防局 川崎消防署

庁舎使用等許可申請書 庁舎使用等許可申請書 84消防局 幸消防署

庁舎使用等許可申請書 庁舎使用等許可申請書 84消防局 中原消防署

庁舎使用等許可申請書 庁舎使用等許可申請書 84消防局 高津消防署

庁舎使用等許可申請書 庁舎使用等許可申請書 84消防局 宮前消防署

庁舎使用等許可申請書 庁舎使用等許可申請書 84消防局 多摩消防署

庁舎使用等許可申請書 庁舎使用等許可申請書 84消防局 麻生消防署

後援事業等の申請 【第１号様式】共催・後援申請書 88教育委員会 総務部庶務課

後援事業等の実施報告書 【第７号様式】共催・後援事業等実施報告書 88教育委員会 総務部庶務課

後援事業等の変更申請 【第４号様式】共催・後援変更申請書 88教育委員会 総務部庶務課

海外居住変更手続き 海外居住現況届 88教育委員会 学事課

区域外就学手続き（国・公・私立学校へ就学する場合） 区域外就学届 88教育委員会 学事課

区域外就学手続き（住所地以外の市区町村の設置する公立
学校へ就学する場合）

区域外就学承諾願 88教育委員会 学事課

区域外就学手続き（住所地以外の市区町村の設置する公立
学校へ就学する場合）

区域外就学に関する調書 88教育委員会 学事課

指定変更手続き 就学学校の指定変更申請書 88教育委員会 学事課

就学義務の猶予・免除 就学義務の猶予・免除申請書 88教育委員会 学事課



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

就学申請手続き 就学申請書 88教育委員会 学事課

転出入に伴う転校手続き 転入届 88教育委員会 学事課

施設整備等の寄附受納 様式１-3　施設整備寄附申入書兼副申書 88教育委員会
教育環境整備推進室

物品等の寄附受納 様式１-２　物品寄附申入書兼副申書 88教育委員会 学事課

教育財産使用許可申請 教育財産使用許可申請書 88教育委員会 教育環境整備推進室

受給希望調査票の提出 特別支援教育就学奨励費の受給希望調査票（第１号様式） 88教育委員会 指導課

補助金交付申請 補助金交付申請書（様式１） 88教育委員会 指導課

補助金交付申請 勤務状況証明書（様式２） 88教育委員会 指導課

補助金交付申請 自家営業等従事証明書（様式３） 88教育委員会 指導課

補助金交付申請 求職状況証明書（様式４） 88教育委員会 指導課

補助金交付申請 就労困難状況証明書（様式５） 88教育委員会 指導課

補助金交付申請 交付請求書（第1号様式） 88教育委員会 指導課

補助金交付申請 変更申請書（第3号様式） 88教育委員会 指導課

補助金交付申請 変更交付決定通知書（第4号様式） 88教育委員会 指導課

補助金交付申請 実績報告書（第5号様式） 88教育委員会 指導課

奨励金交付申請手続
（第3号様式）川崎市立学校部活動サポート奨励金（関東大
会・全国大会派遣奨励金）申請書

88教育委員会 健康教育課

奨励金交付申請手続
(第4号様式）振込先口座申請書

88教育委員会 健康教育課

奨励金交付申請手続 （第6号様式）請求書兼口座振替依頼書 88教育委員会 健康教育課

加入同意書
日本スポーツ振興センター災害共済給付制度への加入につ
いて

88教育委員会 健康教育課 署名は必要

学校給食の喫食申込 学校給食申込書 88教育委員会 健康給食推進室 署名は必要

特別開放利用の減免申請 特別開放施設使用料減額・免除申請書 88教育委員会 生涯学習推進課

特別開放利用の中止 川崎市立学校特別開放施設使用中止届 88教育委員会 生涯学習推進課



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

補助金交付申請 補助金交付申請書 88教育委員会 文化財課

補助金実績報告 補助事業実績報告書 88教育委員会 文化財課

資料等貸出 資料等貸出承諾申請書 88教育委員会 文化財課

資料等借用 資料等借用書 88教育委員会 文化財課

資料等取扱担当専門職員及び学芸員等の届出 資料等取扱担当専門職員及び学芸員等届 88教育委員会 文化財課

資料等利用 資料等利用申込書 88教育委員会 文化財課

川崎市地域文化財の推薦 川崎市地域文化財推薦書 88教育委員会 文化財課

現状変更及び所在の変更 現状変更・所在変更届 88教育委員会 文化財課

証書の再交付 川崎市地域文化財証書再交付申請書 88教育委員会 文化財課

所有者・管理者等の変更 所有者・管理者等変更届 88教育委員会 文化財課

推薦についての同意 同意書 88教育委員会 文化財課

滅失・毀損・亡失の届出 滅失・毀損・亡失届 88教育委員会 文化財課

試掘調査の依頼 試掘調査について（依頼） 88教育委員会 文化財課

文化財保護法第93条の届出 埋蔵文化財発掘の届出について 88教育委員会 文化財課

文化財保護法第96条の届出 埋蔵文化財発掘の通知について 88教育委員会 文化財課

埋蔵文化財発掘調査実施依頼 埋蔵文化財発掘調査実施依頼書 88教育委員会 文化財課

埋蔵文化財発掘調査実施依頼 埋蔵文化財発掘調査実施依頼書 88教育委員会 文化財課

埋蔵文化財発掘調査実施依頼 発掘調査承諾書 88教育委員会 文化財課

広告掲載許可 レシート表面広告掲載申込書 88教育委員会 中原図書館

広告掲載許可 雑誌カバー広告掲載申込書 88教育委員会 中原図書館

インターネット端末貸出業務 インターネット端末利用申込書 88教育委員会 中原図書館

各種プリントアウトサービス業務 データベース・プリントアウト申込書 88教育委員会 中原図書館

入学許可申請 様式第1号　入学許可申請書 88教育委員会
川崎市総合教育セン
ターカリキュラムセン
ター

署名は必要

教文・市民館市民自主学級及び企画事業の提案申請 団体に関する申出書 88教育委員会 生涯学習推進課

教文・市民館市民自主学級及び企画事業の提案申請 個人に関する申出書 88教育委員会 生涯学習推進課



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（川崎市の要綱・要領等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

職員採用試験受験 川崎市職員採用試験申込整理票（または申込書）
94人事委員会事
務局

任用課 署名は必要

川崎市議会議長賞の交付申請
川崎市議会議長賞交付申請書、川崎市議会議長賞受賞者
報告書

98議会局 庶務課

政務活動費の収支報告書等を閲覧するための申請 政務活動費収支報告書閲覧及び複写・送付申込書 98議会局 庶務課 署名は必要

本会議及び各種委員会の傍聴券の受付業務 本会議又は委員会傍聴等の申込書 98議会局 庶務課

川崎市議会議員の資産等報告書等を閲覧するための申請 資産等報告書等閲覧請求票 98議会局 広報・報道担当

川崎市議会議員の資産等報告書等を閲覧するための申請 複写申込書（複写を希望する場合のみ） 98議会局 広報・報道担当

図書の閲覧申請 議会図書室利用票 98議会局 政策調査課



令和５年４月１日時点

局区名 課名

審査請求 審査請求書 17総務企画局
コンプライアンス推
進室

審査請求 審査請求録取書 17総務企画局
コンプライアンス推
進室

資金調達契約 契約書 23財政局 資金課

ワンストップ特例申請 寄附金税額控除に係る申告特例申請書 23財政局 資金課

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出 土地有償譲渡届出書 23財政局 資産運用課

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出 土地買取希望申出書 23財政局 資産運用課

国土利用計画法に基づく届出 土地売買等届出書 23財政局 資産運用課

国土利用計画法に基づく届出 （期限後提出の場合）遅延報告書 23財政局 資産運用課

償却資産申告 償却資産申告書（地方税法施行規則第26号様式） 23財政局 資産税管理課

法人市民税更正請求 法人市民税更正請求書 23財政局 市民税管理課
「関与税理士署名
押印」欄について
は署名が必要

法人市民税申告 法人市民税申告書 23財政局 市民税管理課
「関与税理士署名
押印」欄について
は署名が必要

財産の捜索 取上調書（動産） 23財政局 収納対策課

財産の捜索 捜索調書 23財政局 収納対策課

財産の捜索 捜索調書（占有した自動車等用） 23財政局 収納対策課

財産の捜索
捜索調書（搬出した動産・自動車等又は取り上げた債権証書
等用）

23財政局 収納対策課

財産の捜索 差押調書（動産・有価証券用） 23財政局 収納対策課

財産の捜索 差押財産搬出調書 23財政局 収納対策課

財産の捜索 差押財産占有調書 23財政局 収納対策課

戸籍関係証明書交付 戸籍関係証明書等の交付請求・申出書 25市民文化局
戸籍住民サービス
課

婚姻 婚姻届 25市民文化局
戸籍住民サービス
課

署名は必要

死亡 死亡届 25市民文化局
戸籍住民サービス
課

署名は必要

出生 出生届 25市民文化局
戸籍住民サービス
課

署名は必要

転籍 転籍届 25市民文化局
戸籍住民サービス
課

署名は必要

離婚 離婚届 25市民文化局
戸籍住民サービス
課

署名は必要

転出届 住民異動届出書 25市民文化局
戸籍住民サービス
課

転入届 住民異動届出書 25市民文化局
戸籍住民サービス
課

マイナンバーカード交付（交付時来庁方式） 個人番号カード交付通知書 25市民文化局
戸籍住民サービス
課

マイナンバーカード交付（申請時来庁方式） 個人番号カード交付申請書 25市民文化局
戸籍住民サービス
課

押印を廃止した申請書等の様式一覧（国や県等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（国や県等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

住宅宿泊事業届出受付 住宅宿泊事業届出書 28経済労働局
観光・地域活力推
進部

住宅宿泊事業届出受付 住宅宿泊事業誓約書 28経済労働局
観光・地域活力推
進部

住宅宿泊事業届出受付 住宅宿泊事業届出事項変更届出書 28経済労働局
観光・地域活力推
進部

住宅宿泊事業届出受付 住宅宿泊事業廃業等届出書 28経済労働局
観光・地域活力推
進部

中小企業信用保険法第２条認定書交付 中小企業信用保険法第２条の規定による認定申請書 28経済労働局 金融課

工場立地法届出事務 特定工場新設（変更）届出書（一般用） 28経済労働局 経営支援課

工場立地法届出事務 氏名（名称、住所）変更届出書 28経済労働局 経営支援課

工場立地法届出事務 特定工場承継届出書 28経済労働局 経営支援課

地区計画の区域内における行為の届出 地区計画の区域内における行為の届出書 28経済労働局 経営支援課

中小企業等協同組合・商店街振興組合法届出事務 設立認可 28経済労働局 経営支援課

中小企業等協同組合・商店街振興組合法届出事務 決算書提出 28経済労働局 経営支援課

中小企業等協同組合・商店街振興組合法届出事務 役員変更 28経済労働局 経営支援課

中小企業等協同組合・商店街振興組合法届出事務 定款変更 28経済労働局 経営支援課

中小企業等協同組合・商店街振興組合法届出事務 解散届出・解散命令 28経済労働局 経営支援課

定期検査代検査業務の届出 定期検査に代わる計量士による検査を行った旨の届出書 28経済労働局
消費者行政セン
ター計量検査所

適正計量管理事業者の新規指定申請 適正計量管理事業所指定申請書 28経済労働局
消費者行政セン
ター計量検査所

適正計量管理事業者の申請内容変更 適正計量管理事業所指定申請書記載事項変更届 28経済労働局
消費者行政セン
ター計量検査所

適正計量管理事業者事業の廃止届出 事業廃止届 28経済労働局
消費者行政セン
ター計量検査所

農園用地貸付けを行った旨の証明業務 農園用地貸し付けを行った旨の証明書　証明願 28経済労働局 農業委員会

農業の用に供した旨の証明業務 農業の用に供した旨の証明書（特定貸付） 28経済労働局 農業委員会

相続税納税猶予適格者証明業務 相続税納税猶予適格者証明書　証明願 28経済労働局 農業委員会

引き続き農業経営を行っている旨の証明業務 引き続き農業経営を行っている旨の証明書　証明願 28経済労働局 農業委員会

買受適格証明願 買受適格証明願 28経済労働局 農業委員会

農地賃貸借の解約許可 農地法第１８条第１項の規定による許可申請書 28経済労働局 農業委員会

農地賃貸借の解約許可 委任状 28経済労働局 農業委員会

農地法第３条許可申請 農地法第３条の規定による許可申請書 28経済労働局 農業委員会

農地法第４条許可申請 農地法第４条第１項の規定による許可申請書 28経済労働局 農業委員会

農地法第４条許可申請 委任状 28経済労働局 農業委員会
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農地法第５条許可申請 農地法第５条第１項の規定による許可申請書 28経済労働局 農業委員会

農地法第５条許可申請 委任状 28経済労働局 農業委員会

農地所有適格法人の報告 農地所有適格法人報告書 28経済労働局 農業委員会

農地法届出等（４・５条）受理事務関係 農地法第4条第1項第8号の規定による農地転用届出書 28経済労働局 農業委員会

農地法届出等（４・５条）受理事務関係 農地法第 5 条第 1 項第 7 号の規定による農地転用届出書 28経済労働局 農業委員会

農地法届出等（４・５条）受理事務関係 委任状 28経済労働局 農業委員会

農地法第３条の３第１項の規定による届出 農地法第３条の３第１項の規定による届出書 28経済労働局 農業委員会

農地法第３条第１項第13号の規定による届出 農地法第３条第１項第13号の規定による届出書 28経済労働局 農業委員会

農地法第３条第１項第14号の2の規定による届出 農地法第３条第１項第14号の2の規定による届出書 28経済労働局 農業委員会

農作物栽培高度化施設の用に供されているものである旨の証
明業務

農作物栽培高度化施設の用に供されているものである旨の
証明書

28経済労働局 農業委員会

経営所得安定対策等交付金交付申請 交付申請書（１号様式） 28経済労働局
農業技術支援セン
ター

経営所得安定対策等交付金交付申請 営農計画書（２号様式） 28経済労働局
農業技術支援セン
ター

経営所得安定対策等交付金交付申請
水田活用の直接支払交付金の対象作物に係る出荷・販売等
実績報告書兼誓約書（11－１号様式）

28経済労働局
農業技術支援セン
ター

森林の土地の所有者届出 森林の土地の所有者届出書 28経済労働局 農業振興課

伐採及び伐採後の造林の届出 伐採及び伐採後の造林の届出書 28経済労働局 農業振興課

認定新規就農者の認定審査手続き 農業経営開始届出書 28経済労働局 農業振興課

認定新規就農者の認定審査手続き 青年等就農計画の達成状況等に係る報告 28経済労働局 農業振興課

認定新規就農者の認定審査手続き 青年等就農計画認定申請書 28経済労働局 農業振興課

農業経営改善計画認定申請書の審査 農業経営改善計画認定申請書 28経済労働局 農業振興課

農業経営改善計画、青年等就農計画の認定申請書の審査 同意書 28経済労働局 農業振興課 署名は必要

総(代)会終了届等
※その他消費生活協同組合運営の手引き４（１）政令市を経
由する申請及び届出の場合

総(代)会終了届等
※その他消費生活協同組合運営の手引き４（１）政令市を経
由する申請及び届出の場合

28経済労働局
消費者行政セン
ター(企画係)

浄化槽使用休止の届出 浄化槽使用休止届出書 30環境局 収集計画課

浄化槽使用再開の届出 浄化槽使用再開届出書 30環境局 収集計画課

浄化槽使用廃止の届出 浄化槽使用廃止届出書 30環境局 収集計画課

浄化槽の設置及び変更 浄化槽設置届出書 30環境局 収集計画課

浄化槽の設置及び変更 浄化槽変更届出書 30環境局 収集計画課

組織法に基づく届出 公害防止統括者選任・解任届出書 30環境局 環境対策推進課

組織法に基づく届出 公害防止主任管理者選任・解任届出書 30環境局 環境対策推進課



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（国や県等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

組織法に基づく届出 公害防止管理者選任・解任届出書 30環境局 環境対策推進課

組織法に基づく届出 承継届出書 30環境局 環境対策推進課

法律に基づく申請・届出 電子情報処理組織使用届出書 30環境局 地域環境共創課

法律に基づく届出
第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書
変更届出書 30環境局 地域環境共創課

申請の受付 体験の機会の場の認定申請書 30環境局 企画課

工業用水法に基づく申請 井戸使用許可申請書 30環境局 環境保全課

工業用水法に基づく申請 井戸変更許可申請書 30環境局 環境保全課

工業用水法に基づく申請 氏名等変更届 30環境局 環境保全課

工業用水法に基づく申請 許可承継届 30環境局 環境保全課

工業用水法に基づく申請 許可井戸廃止届 30環境局 環境保全課

工業用水法に基づく申請 井戸変更報告書 30環境局 環境保全課

工業用水法に基づく申請 井戸使用状況報告書 30環境局 環境保全課

工業用水法に基づく申請 井戸使用届出書 30環境局 環境保全課

法令に基づく申請・届出 氏名等変更届出書 30環境局 環境対策推進課

法令に基づく申請・届出
特定施設（有害物質貯蔵指定施設）設置（使用、変更）届出
書

30環境局 環境対策推進課

法令に基づく申請・届出 特定施設（有害物質貯蔵指定施設）使用廃止届出書 30環境局 環境対策推進課

法令に基づく申請・届出 承継届出書 30環境局 環境対策推進課

法令に基づく申請・届出 汚濁負荷量測定手法届出書 30環境局 環境対策推進課

法令に基づく申請・届出 フレキシブルディスク提出書 30環境局 環境対策推進課

一定の規模以上の土地の形質変更 一定の規模以上の土地の変更届出書 30環境局 環境保全課

汚染土壌処理業に係る許可申請 汚染土壌処理業許可申請書 30環境局 環境保全課

汚染土壌処理業に係る軽微な変更 汚染土壌処理業に係る変更届出書 30環境局 環境保全課

汚染土壌処理業に係る変更許可申請 汚染土壌処理業に係る変更許可申請書 30環境局 環境保全課

汚染土壌処理業の合併・分割承認申請 合併・分割承認申請書 30環境局 環境保全課

汚染土壌処理業の譲渡及び譲受承認申請 汚染土壌処理業譲渡及び譲受承認申請書 30環境局 環境保全課

汚染土壌処理業の承認相続 相続承認申請書 30環境局 環境保全課

汚染土壌処理施設に係る廃止等 汚染土壌処理業に係る廃止等届出書 30環境局 環境保全課

汚染土壌の区域外搬出 汚染土壌の区域外搬出届出書 30環境局 環境保全課
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汚染土壌の区域外搬出計画の変更 汚染土壌の区域外搬出変更届出書 30環境局 環境保全課

区域指定の自主申請 指定の申請書 30環境局 環境保全課

土壌汚染状況調査結果報告 土壌汚染状況調査結果報告書 30環境局 環境保全課

土壌調査一時免除申請 土壌汚染対策法第3条第1項ただし書きの確認申請書 30環境局 環境保全課

土壌調査一時免除対象地に係る承継 承継届出書 30環境局 環境保全課

土壌調査一時免除対象地に係る利用方法変更 土地利用方法変更届出書 30環境局 環境保全課

形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更
形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更届出
書

30環境局 環境保全課

要措置区域内における汚染除去等計画 要措置区域内における汚染除去等計画書 30環境局 環境保全課

一般粉じん発生施設の使用の届出 一般粉じん発生施設使用届出書 30環境局 環境対策推進課

一般粉じん発生施設の使用廃止の届出 一般粉じん発生施設使用廃止届出書 30環境局 環境対策推進課

一般粉じん発生施設の設置の届出 一般粉じん発生施設設置届出書 30環境局 環境対策推進課

一般粉じん発生施設の変更の届出 一般粉じん発生施設変更届出書 30環境局 環境対策推進課

揮発性有機化合物排出施設の使用の届出 揮発性有機化合物排出施設使用届出書 30環境局 環境対策推進課

揮発性有機化合物排出施設の使用廃止の届出 揮発性有機化合物排出施設使用廃止届出書 30環境局 環境対策推進課

揮発性有機化合物排出施設の設置の届出 揮発性有機化合物排出施設設置届出書 30環境局 環境対策推進課

揮発性有機化合物排出施設の変更の届出 揮発性有機化合物排出施設変更届出書 30環境局 環境対策推進課

特定粉じん排出等作業実施の届出 特定粉じん排出等作業実施届出書 30環境局 環境対策推進課

水銀排出施設の使用廃止の届出 水銀発生施設使用廃止届出書 30環境局 環境対策推進課

水銀排出施設の設置の届出 水銀排出施設設置届出書 30環境局 環境対策推進課

水銀排出施設の変更の届出 水銀排出施設変更届出書 30環境局 環境対策推進課

ダイオキシン類の測定結果の報告 ダイオキシン類測定結果報告書 30環境局 環境対策推進課

ダイ特法に係るフレキシブルディスク提出書 フレキシブルディスク提出書 30環境局 環境対策推進課

大防法に係る氏名等の変更の届出 氏名等変更届出書 30環境局 環境対策推進課

大防法に係る承継の届出 承継届出書 30環境局 環境対策推進課

大防法に係るフレキシブルディスク提出書 フレキシブルディスク提出書 30環境局 環境対策推進課

特定建設作業実施 特定建設作業実施届出書 30環境局 環境保全課

特定建設作業実施 特定建設作業実施届出書 30環境局 環境保全課

特定施設使用 特定施設使用届出書 30環境局 環境保全課



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（国や県等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

特定施設使用 特定施設使用届出書 30環境局 環境保全課

特定施設使用全廃 特定施設使用全廃届出書 30環境局 環境保全課

特定施設使用全廃 特定施設使用全廃届出書 30環境局 環境保全課

特定施設設置 特定施設設置届出書 30環境局 環境保全課

特定施設設置 特定施設設置届出書 30環境局 環境保全課

特定施設届出者の氏名等変更 氏名等変更届出書 30環境局 環境保全課

特定施設届出者の氏名等変更 氏名等変更届出書 30環境局 環境保全課

特定施設に係る氏名等の変更の届出 氏名等変更届出書 30環境局 環境対策推進課

特定施設に係る承継の届出 承継届出書 30環境局 環境対策推進課

特定施設に係る使用廃止の届出 特定施設使用廃止届出書 30環境局 環境対策推進課

特定施設の数（使用の方法）変更
特定施設の種類及び能力ごとの数(使用の方法）)変更届出
書

30環境局 環境保全課

特定施設の数変更 特定施設の種類ごとの数変更届出書 30環境局 環境保全課

特定施設の使用の届出 特定施設使用届出書 30環境局 環境対策推進課

特定施設の振動の防止の方法変更の届出 振動の防止の方法変更届出書 30環境局 環境保全課

特定施設の設置の届出 特定施設設置届出書 30環境局 環境対策推進課

特定施設の騒音の防止の方法変更 騒音の防止の方法変更届出書 30環境局 環境保全課

特定施設の変更の届出 特定施設変更届出書 30環境局 環境対策推進課

ばい煙発生施設の使用の届出 ばい煙発生施設使用届出書 30環境局 環境対策推進課

ばい煙発生施設の使用廃止の届出 ばい煙発生施設使用廃止届出書 30環境局 環境対策推進課

ばい煙発生施設の設置の届出 ばい煙発生施設設置届出書 30環境局 環境対策推進課

ばい煙発生施設の変更の届出 ばい煙発生施設変更届出書 30環境局 環境対策推進課

フレキシブルディスクの提出 フレキシブルディスクの提出書 30環境局 環境保全課

フレキシブルディスクの提出 フレキシブルディスクの提出書 30環境局 環境保全課

特定施設届出者の承継 承継届出書 30環境局 環境保全課

特定施設届出者の承継 承継届出書 30環境局 環境保全課

土壌汚染対策に係る届出 工事完了報告書 30環境局 環境保全課

土壌汚染対策に係る届出 措置実施完了報告書 30環境局 環境保全課

土壌汚染対策に係る届出 帯水層の深さに係る確認申請書 30環境局 環境保全課
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押印を廃止した申請書等の様式一覧（国や県等で定めている様式）
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土壌汚染対策に係る届出
指示措置と一体として行われる土地の形質の変更の確認申
請書

30環境局 環境保全課

土壌汚染対策に係る届出
地下水の水質の測定又は地下水汚染の拡大の防止が講じ
られている土地の形質の変更の確認申請書

30環境局 環境保全課

土壌汚染対策に係る届出 施行管理方針に係る確認申請書・変更届出書 30環境局 環境保全課

土壌汚染対策に係る届出
施行管理方針の確認を受けた土地内における土地の形質の
変更届出書

30環境局 環境保全課

土壌汚染対策に係る届出
施行管理方針の確認を受けた土地の汚染状況が人為等に
由来することが確認された場合等の届出書

30環境局 環境保全課

土壌汚染対策に係る届出 施行管理方針の廃止届出書 30環境局 環境保全課

土壌汚染対策に係る届出 要措置区域等に搬入された土壌に係る届出書 30環境局 環境保全課

土壌汚染対策に係る届出 搬出しようとする土壌の基準適合認定申請書 30環境局 環境保全課

土壌汚染対策に係る届出 非常災害時における汚染土壌の区域外搬出届出書 30環境局 環境保全課

土壌汚染対策に係る届出 搬出汚染土壌の運搬・処理状況確認届出書 30環境局 環境保全課

喫煙可能室の設置等に関する手続 喫煙可能室設置施設届出書 40健康福祉局 健康増進担当

喫煙可能室の設置等に関する手続 喫煙可能室設置施設変更届出書 40健康福祉局 健康増進担当

喫煙可能室の設置等に関する手続 喫煙可能室設置施設廃止届出書 40健康福祉局 健康増進担当

医薬品の販売業の許可の更新 医薬品販売業許可更新申請書 40健康福祉局 医事・薬事担当

医薬品の販売業の許可の申請
（卸売販売業）

卸売販売業許可申請書 40健康福祉局 医事・薬事担当

医薬品の販売業の許可の申請
（店舗販売業）

店舗販売業許可申請書 40健康福祉局 医事・薬事担当

医薬品の販売業の許可の申請
（店舗販売業）

業務従事証明書 40健康福祉局 医事・薬事担当

医薬品の販売業の許可の申請
（店舗販売業）

実務従事証明書 40健康福祉局 医事・薬事担当

医療法第７条第３項の許可を要しない診療所に関する取扱い
要領第６条に基づく報告書

医療法第７条第３項の許可を要しない診療所に関する取扱
い要領第６条に基づく報告書

40健康福祉局 医事・薬事担当

害虫防除の届出 害虫防除実施届 40健康福祉局 医事・薬事担当

管理医療機器等の販売業等の届出 管理医療機器等販売業・貸与業届書 40健康福祉局 医事・薬事担当

業務上取扱者の届出 毒物劇物業務上取扱者届書 40健康福祉局 医事・薬事担当

業務上取扱者の廃止の届出 廃止届 40健康福祉局 医事・薬事担当

業務上取扱者の変更の届出 変更届 40健康福祉局 医事・薬事担当

許可証の書換え交付 許可証書換え交付申請書 40健康福祉局 医事・薬事担当

許可証の再交付 許可証再交付申請書 40健康福祉局 医事・薬事担当

高度管理医療機器等の販売業等の許可の更新 高度管理医療機器等販売業・貸与業許可更新申請書 40健康福祉局 医事・薬事担当

高度管理医療機器等の販売業等の許可の申請 高度管理医療機器等販売業・貸与業許可申請書 40健康福祉局 医事・薬事担当
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押印を廃止した申請書等の様式一覧（国や県等で定めている様式）
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再生医療等製品の販売業の許可の更新 再生医療等製品販売業許可更新申請書 40健康福祉局 医事・薬事担当

再生医療等製品の販売業の許可の申請 再生医療等製品販売業許可申請書 40健康福祉局 医事・薬事担当

登録票又は許可証の書換え交付 登録票（許可証）書換え交付申請書 40健康福祉局 医事・薬事担当

登録票又は許可証の再交付 登録票（許可証）再交付申請書 40健康福祉局 医事・薬事担当

特定毒物研究者の許可の申請 特定毒物研究者許可申請書 40健康福祉局 医事・薬事担当

毒物劇物営業者等の登録等が失効した場合等の措置 特定毒物所有品目及び数量届書 40健康福祉局 医事・薬事担当

毒物劇物営業者等の廃止の届出 廃止届 40健康福祉局 医事・薬事担当

毒物劇物営業者等の変更の届出 変更届 40健康福祉局 医事・薬事担当

毒物劇物取扱責任者の届出 毒物劇物取扱責任者設置届 40健康福祉局 医事・薬事担当

毒物劇物取扱責任者の変更の届出 毒物劇物取扱責任者変更届 40健康福祉局 医事・薬事担当

毒物劇物販売業の登録の更新
毒物劇物一般販売業・農業用品目販売業・特定品目販売業
登録更新申請書

40健康福祉局 医事・薬事担当

毒物劇物販売業の登録の申請
毒物劇物一般販売業・農業用品目販売業・特定品目販売業
登録申請書

40健康福祉局 医事・薬事担当

薬局製造販売医薬品製造業の休廃止等の届出 休止・廃止・再開届書 40健康福祉局 医事・薬事担当

薬局製造販売医薬品製造業の変更の届出 変更届書 40健康福祉局 医事・薬事担当

薬局製造販売医薬品製造販売業の休廃止等の届出 休止・廃止・再開届書 40健康福祉局 医事・薬事担当

薬局製造販売医薬品製造販売業の変更の届出 変更届書 40健康福祉局 医事・薬事担当

薬局製造販売医薬品の承認事項の一部変更の承認
薬局製造販売医薬品製造販売承認事項一部変更承認申請
書

40健康福祉局 医事・薬事担当

薬局製造販売医薬品の承認事項の軽微な変更 薬局製造販売医薬品製造販売承認事項軽微変更届書 40健康福祉局 医事・薬事担当

薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可 薬局製造販売医薬品製造販売業許可申請書 40健康福祉局 医事・薬事担当

薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可の更新 薬局製造販売医薬品製造販売業許可更新申請書 40健康福祉局 医事・薬事担当

薬局製造販売医薬品の製造販売の承認
薬局製造販売医薬品製造販売承認申請書

40健康福祉局 医事・薬事担当

薬局製造販売医薬品の製造販売の届出 薬局製造販売医薬品製造販売届書 40健康福祉局 医事・薬事担当

薬局製造販売医薬品の製造販売の変更の届出 薬局製造販売医薬品製造販売届出事項変更届書 40健康福祉局 医事・薬事担当

薬局製造販売医薬品の製造業の許可 薬局製造販売医薬品製造業許可申請書 40健康福祉局 医事・薬事担当

薬局製造販売医薬品の製造業の許可の更新 薬局製造販売医薬品製造業許可更新申請書 40健康福祉局 医事・薬事担当

薬局等の休廃止等の届出 休止・廃止・再開届書 40健康福祉局 医事・薬事担当

薬局等の変更の届出 変更届書 40健康福祉局 医事・薬事担当

薬局等の変更の届出 業務従事証明書 40健康福祉局 医事・薬事担当
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薬局等の変更の届出 実務従事証明書 40健康福祉局 医事・薬事担当

薬局の許可の更新 薬局開設許可更新申請書 40健康福祉局 医事・薬事担当

薬局の許可の申請 薬局開設許可申請書 40健康福祉局 医事・薬事担当

死体解剖許可申請 承諾書 40健康福祉局 医事・薬事担当

死体解剖許可申請 証明書 40健康福祉局 医事・薬事担当

衛生検査所登録申請 衛生検査所登録申請書 40健康福祉局 医事・薬事担当

衛生検査所登録変更申請 衛生検査所登録変更申請書 40健康福祉局 医事・薬事担当

休止・廃止・再開届 休止・廃止・再開届書 40健康福祉局 医事・薬事担当

登録証明書書換え交付申請 登録証明書書換え交付申請書 40健康福祉局 医事・薬事担当

登録証明書再交付申請 登録証明書再交付申請書 40健康福祉局 医事・薬事担当

変更届 変更届書 40健康福祉局 医事・薬事担当

支給認定（新規・変更）申請 自立支援医療診断書（精神通院医療用） 40健康福祉局
国民年金・福祉医
療課

支給認定申請 意見書 40健康福祉局
国民年金・福祉医
療課

指定自立支援医療機関の更新申請（精神通院医療） 指定自立支援医療機関（精神通院医療）更新申請書 40健康福祉局
国民年金・福祉医
療課

業務規程の認可申請 業務規程認可申請書 40健康福祉局 食品安全担当

業務規程の変更認可申請 業務規程変更認可申請書 40健康福祉局 食品安全担当

業務の休廃止 業務休止・廃止許可申請書 40健康福祉局 食品安全担当

検査員の選任及び解任届 検査員選任・解任届 40健康福祉局 食品安全担当

事業計画等の認可申請 事業計画及び収支予算認可申請書 40健康福祉局 食品安全担当

事業計画等の変更認可申請 事業計画及び収支予算変更認可申請書 40健康福祉局 食品安全担当

指定検査機関の指定 指定申請書 40健康福祉局 食品安全担当

指定検査機関の変更届
名称・主たる事務所の所在地・食鳥検査の業務を行う事務所
の所在地変更届

40健康福祉局 食品安全担当

役員の選任及び解任認可申請 役員選任・解任認可申請書 40健康福祉局 食品安全担当

調理師免許申請 調理師免許申請書 40健康福祉局 食品安全担当

温泉採取許可承継承認申請書の添付書類 相続同意書 40健康福祉局 生活衛生担当

温泉採取許可の承継承認の申請 温泉採取許可承継承認申請書 40健康福祉局 生活衛生担当

温泉採取施設等の変更許可の申請 温泉採取施設等変更許可申請書 40健康福祉局 生活衛生担当

温泉成分分析を行う者の登録 登録申請書 40健康福祉局 生活衛生担当
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温泉の掘削許可の申請 温泉掘削許可申請書 40健康福祉局 生活衛生担当

温泉の採取許可の申請 温泉採取許可申請書 40健康福祉局 生活衛生担当

温泉の増掘許可の申請 温泉増掘許可申請書 40健康福祉局 生活衛生担当

温泉の動力装置許可の申請 温泉動力装置許可申請書 40健康福祉局 生活衛生担当

可燃性天然ガス濃度確認承継届出書の添付書類 相続同意書 40健康福祉局 生活衛生担当

可燃性天然ガス濃度確認の申請 可燃性天然ガス濃度確認申請書 40健康福祉局 生活衛生担当

温泉掘削（増掘、動力装置）許可の承継承認の申請 温泉掘削（増掘、動力装置）許可承継承認申請書 40健康福祉局 生活衛生担当

温泉掘削（増掘、動力装置）許可承継承認申請書の添付書類 相続同意書 40健康福祉局 生活衛生担当

温泉掘削（増掘）施設等の変更許可の申請 温泉掘削（増掘）施設等変更許可申請書 40健康福祉局 生活衛生担当

温泉掘削（増掘、動力装置）有効期間の更新の申請 温泉掘削（増掘、動力装置）有効期間更新申請書 40健康福祉局 生活衛生担当

給付金に関する申請
生活困窮者住居確保給付金支給申請書

40健康福祉局
生活保護・自立支
援室

給付金に関する申請
生活困窮者住居確保給付金確認書

40健康福祉局
生活保護・自立支
援室

給付金に関する申請
生活困窮者住居確保給付金支給申請書（期間（再）延長）

40健康福祉局
生活保護・自立支
援室

給付金に関する申請
生活困窮者住居確保給付金変更支給申請書

40健康福祉局
生活保護・自立支
援室

給付金に関する申請
入居予定住宅に関する状況通知書

40健康福祉局
生活保護・自立支
援室

給付金に関する申請
入居住宅に関する状況通知書

40健康福祉局
生活保護・自立支
援室

給付金に関する申請 住居確保報告書 40健康福祉局
生活保護・自立支
援室

給付金に関する申請
常用就職届

40健康福祉局
生活保護・自立支
援室

給付金に関する申請
生活困窮者住居確保給付金停止届

40健康福祉局
生活保護・自立支
援室

給付金に関する申請
生活困窮者住居確保給付金支給再開届

40健康福祉局
生活保護・自立支
援室

給付金に関する申請
生活困窮者住居確保給付金支給中断届

40健康福祉局
生活保護・自立支
援室

給付金に関する申請
生活困窮者住居確保給付金支給再開届

40健康福祉局
生活保護・自立支
援室

生活保護法指定医療機関指定・指定更新申請 誓約書 40健康福祉局
生活保護・自立支
援室

生活保護法指定介護機関再開届出 生活保護法指定介護機関再開届書 40健康福祉局
生活保護・自立支
援室

生活保護法指定介護機関辞退届出 生活保護法指定介護機関辞退届書 40健康福祉局
生活保護・自立支
援室

生活保護法指定介護機関処分届出 生活保護法指定介護機関処分届書 40健康福祉局
生活保護・自立支
援室

生活保護法指定介護機関の指定申請 誓約書 40健康福祉局
生活保護・自立支
援室

生活保護法指定介護機関廃止・休止届出 生活保護法指定介護機関廃止・休止届書 40健康福祉局
生活保護・自立支
援室



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（国や県等で定めている様式）
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備考

生活保護法指定介護機関変更届出 生活保護法指定介護機関変更届書 40健康福祉局
生活保護・自立支
援室

生活保護法指定助産機関・施術機関指定申請 誓約書 40健康福祉局
生活保護・自立支
援室

生活保護法による指定介護機関としての指定を不要とする申
出

生活保護法による指定介護機関としての指定を不要とする
申出書

40健康福祉局
生活保護・自立支
援室

生活困窮者就労訓練事業認定申請 生活困窮者就労訓練事業認定通知書 40健康福祉局
生活保護・自立支
援室

生活困窮者就労訓練事業認定申請 誓約書 40健康福祉局
生活保護・自立支
援室

生活困窮者就労訓練事業廃止届 認定生活困窮者就労訓練事業廃止届 40健康福祉局
生活保護・自立支
援室

生活困窮者就労訓練事業変更申請 認定生活困窮者就労訓練事業変更届 40健康福祉局
生活保護・自立支
援室

生活困窮者就労訓練事業変更申請 認定生活困窮者就労訓練事業変更届 40健康福祉局
生活保護・自立支
援室

新規無料低額宿泊所開設に関する手続き 代表者誓約書 40健康福祉局
生活保護・自立支
援室

新規無料低額宿泊所開設に関する手続き 経歴申告書 40健康福祉局
生活保護・自立支
援室

国民健康保険の被保険者の資格取得に係る届出 住民異動届 40健康福祉局 医療保険課

法第６条各号に該当しなくなったことによる国民健康保険の被
保険者の資格取得に係る届出

保険・年金資格取得喪失届 40健康福祉局 医療保険課

遺族基礎年金請求書の受付 年金請求書（国民年金遺族基礎年金） 40健康福祉局
国民年金・福祉医
療課

寡婦年金請求書の受付 年金請求書（国民年金寡婦年金） 40健康福祉局
国民年金・福祉医
療課

死亡一時金請求書の受付 年金請求書（国民年金死亡一時金） 40健康福祉局
国民年金・福祉医
療課

障害基礎年金請求書の受付 年金請求書（国民年金障害基礎年金） 40健康福祉局
国民年金・福祉医
療課

障害基礎年金請求書の受付 国民年金 厚生年金保険　診断書 40健康福祉局
国民年金・福祉医
療課

障害基礎年金請求書の受付 受診状況等証明書 40健康福祉局
国民年金・福祉医
療課

障害基礎年金請求書の受付 病歴・就労申立書 40健康福祉局
国民年金・福祉医
療課

未支給年金請求書の受付 未支給年金・未支払給付金請求書 40健康福祉局
国民年金・福祉医
療課

未支給年金請求書の受付 生計同一関係に関する申立書 40健康福祉局
国民年金・福祉医
療課

老齢基礎年金請求書の受付 年金請求書（国民年金・厚生年金保険老齢給付） 40健康福祉局
国民年金・福祉医
療課

国民年金付加保険料の納付に係る届出 国民年金被保険者関係届書（申出書） 40健康福祉局
国民年金・福祉医
療課

年金手帳再交付申請 国民年金被保険者関係届書（申出書） 40健康福祉局
国民年金・福祉医
療課

国民年金第１号被保険者の資格喪失に係る届出 国民年金被保険者関係届書（申出書） 40健康福祉局
国民年金・福祉医
療課

国民年金第１号被保険者の資格取得に係る届出 国民年金被保険者関係届書（申出書） 40健康福祉局
国民年金・福祉医
療課

国民年金任意加入被保険者の資格喪失に係る届出 国民年金被保険者関係届書（申出書） 40健康福祉局
国民年金・福祉医
療課

国民年金任意加入被保険者の資格取得に係る届出 国民年金被保険者関係届書（申出書） 40健康福祉局
国民年金・福祉医
療課
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国民年金保険料の納付に係る届出 国民年金保険料口座振替納付（変更）申出書 40健康福祉局
国民年金・福祉医
療課

銀行の届出印欄
は押印が必要

国民年金保険料の納付に係る届出 国民年金保険料口座振替辞退申出書 40健康福祉局
国民年金・福祉医
療課

銀行の届出印欄
は押印が必要

国民年金保険料の納付に係る届出 国民年金保険料クレジットカード納付（変更）申出書 40健康福祉局
国民年金・福祉医
療課

国民年金保険料の納付に係る届出 国民年金保険料クレジットカード納付辞退申出書 40健康福祉局
国民年金・福祉医
療課

国民年金保険料学生納付特例申請 国民年金保険料学生納付特例申請書 40健康福祉局
国民年金・福祉医
療課

国民年金保険料産前産後免除に係る届出 国民年金被保険者関係届書（申出書） 40健康福祉局
国民年金・福祉医
療課

国民年金保険料の法定免除に係る届出 国民年金被保険者関係届書（申出書） 40健康福祉局
国民年金・福祉医
療課

国民年金保険料免除・納付猶予申請 国民年金保険料免除・納付猶予申請書 40健康福祉局
国民年金・福祉医
療課

神奈川県在宅重度障害者等手当の認定 神奈川県在宅重度重複障害者等手当認定申請書 40健康福祉局 障害福祉課

神奈川県在宅重度障害者等手当現況届の内容の審査 神奈川県在宅重度重複障害者等手当現況届 40健康福祉局 障害福祉課

身体障害者手帳の交付申請 身体障害者手帳交付申請書 40健康福祉局 障害福祉課

障害児福祉手当の認定 障害児福祉手当認定請求書 40健康福祉局 障害福祉課

障害児福祉手当所得状況届の内容確認 障害児福祉手当所得状況届 40健康福祉局 障害福祉課

特別障害者手当の認定 特別障害者手当認定請求書 40健康福祉局 障害福祉課

特別障害者手当所得状況届の内容の審査 特別障害者手当所得状況届 40健康福祉局 障害福祉課

福祉手当所得状況届の内容確認 福祉手当所得状況届 40健康福祉局 障害福祉課

特別児童扶養手当の認定 特別児童扶養手当認定請求書 40健康福祉局 障害福祉課

特別児童扶養手当の所得状況届の内容審査 特別児童扶養手当所得状況届 40健康福祉局 障害福祉課

特別児童扶養手当額改定請求書の内容審査 特別児童扶養手当額改定請求書 40健康福祉局 障害福祉課

個人番号の変更手続 児童手当・特例給付個人番号変更等申出書 45こども未来局 こども家庭課

受給資格の消滅に係る手続き 児童手当・特例給付受給消滅届 45こども未来局 こども家庭課

受給者や児童における氏名や住所（市内）の変更手続 児童手当・特例給付氏名・住所等変更届 45こども未来局 こども家庭課

未支払の児童手当・特例給付の支払請求に係る手続 未支払児童手当・特例給付請求書 45こども未来局 こども家庭課

児童手当受給資格者からの寄附に係る手続 児童手当・特例給付に係る寄附の申出書 45こども未来局 こども家庭課

児童手当受給資格者からの寄附に係る手続
児童手当・特例給付に係る寄附変更申出書・寄附撤回申出
書

45こども未来局 こども家庭課

児童手当受給資格者の申出による学校給食費等への支出に
係る手続き

児童手当・特例給付に係る学校給食費の徴収等に関する申
出書

45こども未来局 こども家庭課

児童手当受給資格者の申出による学校給食費等への支出に
係る手続き

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・学校給食費等徴収（支払）撤回申出書

45こども未来局 こども家庭課

認定の請求に係る事実の審査 児童手当・特例給付認定請求書 45こども未来局 こども家庭課
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認定の請求に係る事実の審査 児童手当・特例給付父母指定者指定届 45こども未来局 こども家庭課

認定の請求に係る事実の審査 児童手当・特例給付別居監護申立書 45こども未来局 こども家庭課

現況の届出に係る事実の審査 児童手当・特例給付現況届 45こども未来局 こども家庭課

児童手当法第９条第１項に定める児童手当の額改定請求に
係る手続

児童手当・特例給付額改定認定請求書 45こども未来局 こども家庭課

児童扶養手当における別居監護の申立に係る手続き 別居監護申立書 45こども未来局 こども家庭課

児童扶養手当における、父又は母以外の者による対象児童
の養育に係る手続

養育申立書 45こども未来局 こども家庭課

児童扶養手当における一部停止適用除外に係る手続 一部支給停止適用除外事由届出書 45こども未来局 こども家庭課

児童扶養手当における支給停止関係の届出に関する手続
児童扶養手当支給停止関係発生・消滅・変更届・児童扶養
手当所得状況変更届

45こども未来局 こども家庭課

児童扶養手当における受給者の資格喪失に係る手続 児童扶養手当資格喪失届・死亡届・未支払手当請求書 45こども未来局 こども家庭課

児童扶養手当における受給者の氏名等変更に係る手続 児童扶養手当変更届（住所・受給者氏名・金融機関） 45こども未来局 こども家庭課

児童扶養手当における受給者の転出に係る手続 児童扶養手当転出届 45こども未来局 こども家庭課

児童扶養手当における受給者の転入に係る手続 児童扶養手当転入届 45こども未来局 こども家庭課

児童扶養手当における証書亡失に係る手続 児童扶養手当証書亡失届 45こども未来局 こども家庭課

児童扶養手当における所得状況の届出に係る手続 児童扶養手当所得状況届 45こども未来局 こども家庭課

児童扶養手当の認定請求に係る事実についての審査 児童扶養手当認定請求書 45こども未来局 こども家庭課

児童扶養手当法第８条第１項に定める児童扶養手当の額改
定請求に係る手続

児童扶養手当額改定請求書 45こども未来局 こども家庭課

特定不妊治療に係る費用の一部助成 川崎市不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書 45こども未来局 こども保健福祉課 署名は必要

特定不妊治療に係る費用の一部助成 川崎市不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書 45こども未来局 こども保健福祉課 署名は必要

療育の給付申請 療育給付(継続)申請書 45こども未来局 こども保健福祉課 署名は必要

療育の給付申請 療育給付意見書 45こども未来局 こども保健福祉課 署名は必要

児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給の認定 小児慢性特定疾病医療意見書 45こども未来局 こども保健福祉課

児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給の認定
小児慢性特定疾病に係る医療費助成申請における医療意
見書の研究利用についての同意書

45こども未来局 こども保健福祉課

児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給の認定
（更新）

小児慢性特定疾病医療意見書 45こども未来局 こども保健福祉課

児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給の認定
（更新）

小児慢性特定疾病に係る医療費助成申請における医療意
見書の研究利用についての同意書

45こども未来局 こども保健福祉課

母子保健法の規定による養育医療に要する費用の徴収 養育医療給付（継続・変更）申請書 45こども未来局 こども保健福祉課 署名は必要

母子保健法の規定による養育医療に要する費用の徴収 養育医療意見書 45こども未来局 こども保健福祉課 署名は必要

地区計画の区域内における行為の届出 地区計画の区域内における行為の届出書 50まちづくり局
景観・地区まちづく
り支援担当

地区計画の区域内における行為の届出 地区計画の区域内における行為の変更届出書 50まちづくり局
景観・地区まちづく
り支援担当
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解体工事、新築・増築工事、リフォーム工事の届出 届出書（別記様式第1号） 50まちづくり局 建築管理課

向上認定 向上計画認定申請書 50まちづくり局 建築管理課

向上認定 向上計画変更認定申請書 50まちづくり局 建築管理課

適合性判定 計画書 50まちづくり局 建築管理課

適合性判定 変更計画書 50まちづくり局 建築管理課

届出 届出書 50まちづくり局 建築管理課

届出 変更届出書 50まちづくり局 建築管理課

表示認定 表示認定申請書 50まちづくり局 建築管理課

計画認定の申請 認定申請書 50まちづくり局 建築管理課

計画認定の申請 変更認定申請書 50まちづくり局 建築管理課

地位の承継 承認申請書 50まちづくり局 建築管理課

譲受 変更認定申請書 50まちづくり局 建築管理課

認定の申請 低炭素建築物新築等計画認定申請書 50まちづくり局 建築管理課

認定の申請 低炭素建築物新築等計画変更認定申請書 50まちづくり局 建築管理課

認定申請 認定申請書 50まちづくり局 建築管理課

安全上の措置等に関する計画届受付 安全上の措置等に関する計画届 50まちづくり局 建築指導課

第102条除却の必要性に係る認定 除却の必要性に係る認定申請書 50まちづくり局 建築管理課

仮使用認定受付 仮使用認定申請書 50まちづくり局 建築指導課

一定の建築物の認定又は許可の取消し（法86条の5第1項） 認定・許可取消申請書 50まちづくり局 建築指導課

一団地に係る許可申請（法86条第3項、第4項） 許可申請書 50まちづくり局 建築指導課

一団地認定以外の建築物に係る許可申請（法86条の2第2項、
第3項）

許可申請書 50まちづくり局 建築指導課

一低における建築物の高さに係る許可申請（法55条第3項） 許可申請書（建築物） 50まちづくり局 建築指導課

卸売市場等に係る許可申請（法51条） 許可申請書（建築物） 50まちづくり局 建築指導課

仮設建築物に係る許可申請（法85条第3項、第5項、第6項） 許可申請書（仮設建築物等） 50まちづくり局 建築指導課

仮設建築物の用途変更に係る許可申請（法87条の3第5項） 許可申請書 50まちづくり局 建築指導課

仮設建築物の用途変更に係る許可申請（法87条の3第6項） 許可申請書 50まちづくり局 建築指導課

居住環境向上用途誘導地区に係る許可申請（法60条の2第1
項第3号、法60条の3第1項第3項）

許可申請書（建築物） 50まちづくり局 建築指導課

景観地区に係る許可申請（法68条第1項第2号、第2項第2号、
第3項第2号）

許可申請書（建築物） 50まちづくり局 建築指導課
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建蔽率に係る許可申請（法53条第4項、第5項、第6項第3号） 許可申請書（建築物） 50まちづくり局 建築指導課

高度地区に係る許可申請（法58条） 許可申請書（建築物） 50まちづくり局 建築指導課

高度利用地区に係る許可申請（法59条第1項第3号、第4号） 許可申請書（建築物） 50まちづくり局 建築指導課

最低敷地に係る許可申請（法53条の2第1項第3号、第4号） 許可申請書（建築物） 50まちづくり局 建築指導課

接道に係る許可申請（法43条第2項第2号） 許可申請書（建築物） 50まちづくり局 建築指導課

総合設計制度に係る許可申請（法59条の2第1項） 許可申請書（建築物） 50まちづくり局 建築指導課

地区計画等の区域内に係る許可申請（法68条の3第4項、法68
条の5の3第2項、法68条の7第5項）

許可申請書（建築物） 50まちづくり局 建築指導課

道路内建築物に係る許可申請（法44条第1項第2号、第4号） 許可申請書（建築物） 50まちづくり局 建築指導課

特定用途誘導地区に係る許可申請（法60条の3第1項第3号、
第2項）

許可申請書（建築物） 50まちづくり局 建築指導課

都市再生特別地区に係る許可申請（法60条の2第1項第3号） 許可申請書（建築物） 50まちづくり局 建築指導課

日影に係る許可申請（法56条の2第1項） 許可申請書（建築物） 50まちづくり局 建築指導課

壁面線に係る許可申請（法47条） 許可申請書（建築物） 50まちづくり局 建築指導課

容積率に係る許可申請（法52条第10項、第11項、14項） 許可申請書（建築物） 50まちづくり局 建築指導課

用途制限に係る許可申請（法48条） 許可申請書（建築物） 50まちづくり局 建築指導課

定期報告受付
（建築物・建築設備・防火設備）

定期調査報告書・定期検査報告書 50まちづくり局 建築指導課

定期報告受付
（昇降機・遊戯施設）

定期検査報告書 50まちづくり局 建築指導課

一団地認定以外の建築物に係る認定申請（法86条の2第1項） 認定申請書 50まちづくり局 建築指導課

一団地認定に係る認定申請（法86条第1項、第2項） 認定申請書 50まちづくり局 建築指導課

移転に係る認定申請（令137条の16第2号） 認定申請書 50まちづくり局 建築指導課

景観地区に係る認定申請（法68条第5項） 認定申請書 50まちづくり局 建築指導課

高架の工作物内に設ける建築物に係る認定申請（法57条第1
項）

認定申請書 50まちづくり局 建築指導課

全体計画認定（用途変更）に係る認定申請（法87条の2第1項） 全体計画認定申請書 50まちづくり局 建築指導課

全体計画認定（用途変更）の変更に係る認定申請（法87条の2
第2項）

全体計画認定申請書 50まちづくり局 建築指導課

全体計画認定に係る認定申請（法86条の8第1項） 全体計画認定申請書 50まちづくり局 建築指導課

全体計画認定の変更に係る認定申請（法86条の8第3項） 全体計画認定申請書 50まちづくり局 建築指導課

前面道路に係る認定申請（令131条の2第2項、第3項） 認定申請書 50まちづくり局 建築指導課

地区計画等の区域内に係る認定申請（法68条の3第1項、第2
項、第3項、第7項、法68条の4、法68条の5の2、法68条の5の5
第1項、第2項、法68条の5の6）

認定申請書 50まちづくり局 建築指導課

道路内建築物に係る認定申請（法44条第1項第3号） 認定申請書 50まちづくり局 建築指導課
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都市計画一団地に係る認定申請（法86条の6第2項） 認定申請書 50まちづくり局 建築指導課

一低における建築物の高さに係る認定申請（法55条第2項） 認定申請書 50まちづくり局 建築指導課

遊戯施設事故報告 遊戯施設事故報告書（速報・詳報） 50まちづくり局 建築指導課

遊戯施設事故報告
遊戯施設事故報告書（推定される事故原因及び安全対策内
容報告）

50まちづくり局 建築指導課

遊戯施設の運行管理初期点検報告 遊戯施設の運行管理初期点検報告書 50まちづくり局 建築指導課

遊戯施設の事故等対策訓練実施報告 遊戯施設の事故等対策訓練実施報告書 50まちづくり局 建築指導課

確認申請・計画通知 確認申請書・計画通知書 50まちづくり局 建築審査課

完了検査申請 完了検査申請書 50まちづくり局 建築審査課

中間検査申請 中間検査申請書 50まちづくり局 建築審査課

被相続人居住用家屋等確認申請 被相続人居住用家屋等確認申請書 50まちづくり局 住宅整備推進課

開発行為許可申請 開発行為許可申請書 50まちづくり局 宅地審査課

開発行為の工事の廃止の届出 開発行為の工事の廃止の届出書 50まちづくり局 宅地審査課

開発行為又は建築等に関する証明書の交付申請 建築確認申請書 50まちづくり局 宅地審査課

工事完了届出 工事完了届出書 50まちづくり局 宅地審査課

宅地造成に関する工事の完了検査申請 宅地造成に関する工事の完了検査申請書 50まちづくり局 宅地審査課

宅地造成に関する工事の許可申請 宅地造成に関する工事の許可申請書 50まちづくり局 宅地審査課

建築許可申請 建築許可申請書 50まちづくり局 都市計画課

地区計画の区域内における行為の届出 地区計画の区域内における行為の届出書 50まちづくり局 都市計画課

地区計画の区域内における行為の届出 地区計画の区域内における行為の変更届出書 50まちづくり局 都市計画課

第102条除却の必要性に係る認定 除却の必要性に係る認定申請書 50まちづくり局
防災まちづくり推進
課

第17条計画の認定 認定申請書 50まちづくり局
防災まちづくり推進
課

第22条建築物の地震に対する安全性に係る認定 認定申請書 50まちづくり局
防災まちづくり推進
課

第25条区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定 認定申請書 50まちづくり局
防災まちづくり推進
課

第7条耐震診断の結果の報告 耐震診断の結果の報告書 50まちづくり局
防災まちづくり推進
課

審査請求 審査請求書 50まちづくり局 まちづくり調整課

審査請求 処分に対する審査請求書 50まちづくり局 まちづくり調整課

審査請求 不作為に対する審査請求書 50まちづくり局 まちづくり調整課

審査請求 審査請求書 50まちづくり局 まちづくり調整課
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審査請求 処分に対する審査請求書 50まちづくり局 まちづくり調整課

審査請求 不作為に対する審査請求書 50まちづくり局 まちづくり調整課

誤り等訂正の申し出 誤り等訂正申出書 53建設緑政局 管理課

都市計画決定区域内における建築許可申請 建築許可申請書 53建設緑政局
みどり・多摩川協働
推進課

雨水浸透阻害行為許可申請 雨水浸透阻害行為許可申請書 53建設緑政局 河川課

河川占用許可申請 河川占用許可申請書 53建設緑政局 河川課

建築物以外の工作物の工事（土木工事等）の届出 届出書（別記様式第1号） 53建設緑政局 技術監理課

建築許可申請 建築許可申請書 53建設緑政局 道路整備課

特殊車両通行許可申請 特殊車両通行許可申請書 53建設緑政局 路政課

臨港地区内における行為の届出 臨港地区内行為届出書 58港湾局 経営企画課

火薬庫保安検査 保安検査申請書 84消防局 危険物課

火薬類廃棄許可申請 火薬類廃棄許可申請書 84消防局 危険物課

危害予防規程（変更）認可申請 危害予防規程（変更）認可申請書 84消防局 危険物課

危害予防規程変更届 危害予防規程変更届 84消防局 危険物課

火薬庫軽微変更届 火薬庫軽微変更届 84消防局 危険物課

火薬庫承継届 火薬庫承継届 84消防局 危険物課

火薬庫設置完成検査 完成検査申請書 84消防局 危険物課

火薬庫設置許可 火薬庫設置等許可申請書 84消防局 危険物課

火薬庫設置変更許可 火薬庫設置等許可申請書 84消防局 危険物課

火薬類（煙火）消費許可 火薬類消費許可申請書 84消防局 危険物課

火薬類消費許可申請　（煙火除く） 火薬類消費許可申請書 84消防局 危険物課

火薬類譲受許可 火薬類譲受許可申請書 84消防局 危険物課

火薬類譲渡許可 火薬類譲渡許可申請書 84消防局 危険物課

火薬類製造営業許可 火薬類製造営業許可申請書 84消防局 危険物課

火薬類製造施設完成検査 完成検査申請書 84消防局 危険物課

火薬類製造施設軽微変更届 火薬類製造施設軽微変更届 84消防局 危険物課

火薬類製造施設等変更許可申請 火薬類製造施設等変更許可申請書 84消防局 危険物課

火薬類製造施設変更完成検査 完成検査申請書 84消防局 危険物課
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火薬類販売営業許可 火薬類販売営業許可申請書 84消防局 危険物課

火薬類販売営業許可（紙雷管） 火薬類販売営業許可申請書 84消防局 危険物課

火薬類輸入許可 火薬類輸入許可申請書 84消防局 危険物課

火薬類輸入届 火薬類輸入届 84消防局 危険物課

危険物製造所等の設置許可 2危険物（製造所・貯蔵所・取扱所）設置許可申請書 84消防局 危険物課

移送取扱所の保安検査の申請 28移送取扱所保安検査申請書 84消防局 危険物課

浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の休止の確認申請 別２浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の休止確認申請書 84消防局 危険物課

休止中の特定屋外タンク貯蔵所の内部点検の時期延長の届
出

35休止中の特定屋外タンク貯蔵所の内部点検時期延長申請
書

84消防局 危険物課

特定屋外タンク貯蔵所の保安検査の時期延長の申請
26-2特定屋外タンク貯蔵所の保安検査時期延長申請書（タ
ンクの腐食防止等の状況）

84消防局 危険物課

特定屋外タンク貯蔵所の保安検査の時期延長の申請
26-3特定屋外タンク貯蔵所の保安検査時期延長申請書（危
険物の貯蔵管理等の状況）

84消防局 危険物課

特定屋外タンク貯蔵所の保安検査の時期延長の申請
26-4特定屋外タンク貯蔵所の保安検査時期延長申請書（タ
ンクの腐食量に係る管理等の状況）

84消防局 危険物課

特定屋外タンク貯蔵所の保安検査の時期延長の申請
26-5特定屋外タンク貯蔵所の保安検査時期延長申請書
（コーティング有）

84消防局 危険物課

特定屋外タンク貯蔵所の保安検査の時期延長の申請
26-6特定屋外タンク貯蔵所の保安検査時期延長申請書
（コーティング無）

84消防局 危険物課

保安検査の時期変更の承認申請 29保安検査時期変更承認申請書 84消防局 危険物課

屋外タンク貯蔵所の保安検査の申請 27屋外タンク貯蔵所保安検査申請書 84消防局 危険物課

休止中の地下埋没配管の漏れの点検期間の延長申請 43休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長申請書 84消防局 危険物課

休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間
の延長申請

42休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検
期間延長申請書

84消防局 危険物課

高圧ガス製造事業所の設置許可 高圧ガス製造許可申請書 84消防局 危険物課

高圧ガス貯蔵所の完成検査 第一種貯蔵所完成検査申請書 84消防局 危険物課

高圧ガス容器検査所登録・更新 容器検査所登録・更新申請書 84消防局 危険物課

高圧ガス製造事業届 高圧ガス製造事業届書 84消防局 危険物課

高圧ガス製造廃止届 高圧ガス製造廃止届書 84消防局 危険物課

保安検査記録届 保安検査記録届書 84消防局 危険物課

輸入検査結果報告書 輸入検査結果報告書 84消防局 危険物課

危害予防規程届（変更） 危害予防規程届書（変更） 84消防局 危険物課

第一種貯蔵所軽微変更届 第一種貯蔵所軽微変更届書 84消防局 危険物課

特定高圧ガス消費届 特定高圧ガス消費届書 84消防局 危険物課

共同防災組織の防災業務実施状況報告書 防災業務実施状況報告書（共同防災組織） 84消防局 危険物課
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自衛防災組織等の防災業務実施状況報告書 防災業務実施状況報告書（自衛防災組織等） 84消防局 危険物課

流出油等の防止堤設置の届出 流出油等防止堤設置届出書 84消防局 危険物課

共同防災組織の設置・変更の届出 共同防災組織設置（変更）届出書 84消防局 危険物課

大容量泡放水砲用屋外給水施設の設置の届出 大容量泡放水砲用屋外給水施設設置届出書 84消防局 危険物課

非常用通報設備の設置の届出 非常用通報設備設置届出書 84消防局 危険物課

防災管理者・副防災管理者の選任・解任の届出 防災管理者（副防災管理者）選任・解任届出書 84消防局 危険物課

防災規程の制定・変更の届出 防災規程制定（変更）届出書 84消防局 危険物課

防災要員及び防災資機材等の現況届 防災要員及び防災資機材等現況届出書 84消防局 危険物課

予防規程の制定・変更の認可 26予防規程（制定・変更）認可申請書 84消防局 危険物課

浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の休止確認に係る変更の届
出

別４浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の休止確認に係る変更
届申請書

84消防局 危険物課

屋外タンク貯蔵所の休止確認に係る変更の届出
38（特定・準特定）屋外タンク貯蔵所の休止確認に係る変更
届出書（新基準適合期限延長）

84消防局 危険物課

休止中の屋外タンク貯蔵所の再開の届出
37休止中の（特定・準特定）屋外タンク貯蔵所の再開届出書
（新基準適合期限延長）

84消防局 危険物課

休止中の特定屋外タンク貯蔵所の再開の届出
40休止中の特定屋外タンク貯蔵所の再開届出書（浮き屋根
新基準適合期限延長）

84消防局 危険物課

特定屋外タンク貯蔵所の休止確認に係る変更の届出
41特定屋外タンク貯蔵所の休止確認に係る変更届出書（浮
き屋根新基準適合期限延長）

84消防局 危険物課

特定屋外タンク貯蔵所の内部点検の時期延長の届出
33特定屋外タンク貯蔵所の内部点検時期延長届出書（タンク
の腐食防止等の状況）

84消防局 危険物課

危険物保安監督者の選任・解任の届出 20危険物保安監督者選任・解任届出書 84消防局 危険物課

危険物保安統括管理者の選任・解任の届出 19危険物保安統括管理者選任・解任届出書 84消防局 危険物課

休止中の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の再開の届出 別３休止中の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の再開届出書 84消防局 危険物課

特定屋外タンク貯蔵所の内部点検の時期延長の届出
34特定屋外タンク貯蔵所の内部点検時期延長届出書（危険
物の貯蔵管理等の状況）

84消防局 危険物課

危険物製造所等の仮使用承認 7危険物（製造所・貯蔵所・取扱所）仮使用承認申請書 84消防局 危険物課

完成検査記録届 完成検査記録届書 84消防局 危険物課

完成検査結果報告書 完成検査結果報告書 84消防局 危険物課

高圧ガス製造事業所等の完成検査 製造施設完成検査申請書 84消防局 危険物課

高圧ガス製造事業所の変更許可 高圧ガス製造施設等変更許可申請書 84消防局 危険物課

高圧ガス製造事業所の保安検査 保安検査申請書 84消防局 危険物課

高圧ガス貯蔵所の設置許可 第一種貯蔵所設置許可申請書 84消防局 危険物課

高圧ガス貯蔵所の変更許可 第一種貯蔵所位置等変更許可申請書 84消防局 危険物課

高圧ガスの輸入検査 輸入検査申請書 84消防局 危険物課
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高圧ガス販売事業承継届 高圧ガス販売事業承継届書 84消防局 危険物課

高圧ガス販売主任者届 高圧ガス販売主任者届書 84消防局 危険物課

高圧ガス保安技術管理者等届 高圧ガス保安技術管理者等届書 84消防局 危険物課

高圧ガス保安協会完成検査受検届 高圧ガス保安協会完成検査受検届書 84消防局 危険物課

高圧ガス保安協会保安検査受検届 高圧ガス保安協会保安検査受検届書 84消防局 危険物課

高圧ガス保安協会輸入検査受検届
高圧ガス保安協会輸入検査受検届書 84消防局 危険物課

高圧ガス保安主任者等届 高圧ガス保安主任者等届書 84消防局 危険物課

高圧ガス保安統括者代理者届 高圧ガス保安統括者代理者届書 84消防局 危険物課

高圧ガス保安統括者届 高圧ガス保安統括者届書 84消防局 危険物課

高圧ガス製造届 高圧ガス製造届書 84消防局 危険物課

高圧ガス製造開始届 高圧ガス製造開始届書 84消防局 危険物課

高圧ガス製造施設休止届 高圧ガス製造施設休止届書 84消防局 危険物課

高圧ガス製造施設軽微変更届 高圧ガス製造施設軽微変更届書 84消防局 危険物課

高圧ガス製造施設等変更届 高圧ガス製造施設等変更届書 84消防局 危険物課

高圧ガス販売に係る高圧ガスの種類変更届 高圧ガス販売に係る高圧ガスの種類変更届書 84消防局 危険物課

高圧ガス販売事業届 高圧ガス販売事業届書 84消防局 危険物課

高圧ガス販売事業廃止届 高圧ガス販売事業廃止届書 84消防局 危険物課

第一種製造事業承継届 第一種製造事業承継届書 84消防局 危険物課

第一種貯蔵所承継届 第一種貯蔵所承継届書 84消防局 危険物課

第二種製造事業承継届 第二種製造事業承継届書 84消防局 危険物課

特定高圧ガス取扱主任者届 特定高圧ガス取扱主任者届書 84消防局 危険物課

特別充てん許可申請 特別充てん許可申請書 84消防局 危険物課

保安検査結果報告書 保安検査結果報告書 84消防局 危険物課

冷凍保安責任者代理者届 冷凍保安責任者代理者届書 84消防局 危険物課

冷凍保安責任者届 冷凍保安責任者届書 84消防局 危険物課

危害予防規程届（制定） 危害予防規程届書（制定） 84消防局 危険物課

検査主任者届 検査主任者届書 84消防局 危険物課

指定完成検査機関完成検査受検届 指定完成検査機関完成検査受検届書 84消防局 危険物課
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指定完成検査機関保安検査受検届 指定完成検査機関保安検査受検届書 84消防局 危険物課

指定輸入検査機関輸入検査受検届 指定輸入検査機関輸入検査受検届書 84消防局 危険物課

事故届 事故届 84消防局 危険物課

第二種貯蔵所位置等変更届 第二種貯蔵所位置等変更届書 84消防局 危険物課

第二種貯蔵所設置届 第二種貯蔵所設置届書 84消防局 危険物課

貯蔵所廃止届 貯蔵所廃止届書 84消防局 危険物課

特定高圧ガス消費者承継届 特定高圧ガス消費者承継届書 84消防局 危険物課

特定高圧ガス消費施設等変更届 特定高圧ガス消費施設等変更届書 84消防局 危険物課

特定高圧ガス消費廃止届 特定高圧ガス消費廃止届書 84消防局 危険物課

容器検査所廃止届 容器検査所廃止届書 84消防局 危険物課

消防車用屋外給水施設の設置の届出 消防車用屋外給水施設設置届出書 84消防局 危険物課

防火対象物点検結果報告書の受付 防火対象物点検結果報告書 84消防局 査察課

防災管理点検の特例申請期間における管理権原者変更届出
書の受付

管理権原者変更届出書 84消防局 査察課

防災管理点検結果報告書の受付 防災管理点検結果報告書 84消防局 査察課

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書の受付 消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書 84消防局 査察課

防火対象物点検の特例申請期間における管理権原者変更届
出書の受付

管理権原者変更届出書 84消防局 査察課

防火対象物点検報告特例認定申請書の受付及び検査 防火対象物点検報告特例認定申請書 84消防局 査察課

防災管理点検報告特例認定申請書の受付及び検査 防災管理点検報告特例認定申請書 84消防局 査察課

自衛消防組織設置（変更）届 自衛消防組織設置（変更）届出書 84消防局 予防課

即時通報承認申請 即時通報承認申請書 84消防局 予防課

即時通報等承認更新申請 即時通報等承認更新申請書 84消防局 予防課

即時通報等承認内容変更届 即時通報等承認内容変更届出書 84消防局 予防課

登録申請 登録申請書 84消防局 予防課

遠隔移報システム等事故等報告 遠隔移報システム等事故等報告書 84消防局 予防課

消防計画作成（ 変更） 届 消防計画作成（ 変更） 届出書 84消防局 予防課

直接通報承認申請 直接通報承認申請書 84消防局 予防課

登録更新申請 登録更新申請書 84消防局 予防課

登録内容変更届 登録内容変更届出書 84消防局 予防課
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防火防災管理者選任（解任）届 防火防災管理者選任（解任）届出書 84消防局 予防課

危険物製造所等の変更許可及び仮使用承認
7-2危険物（製造所・貯蔵所・取扱所）変更許可及び仮使用承
認申請書

84消防局 危険物課

危険物製造所等の譲渡引渡しの届出 15危険物（製造所・貯蔵所・取扱所）譲渡引渡届出書 84消防局 危険物課

圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始の届出
圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始（廃止）届出
書

84消防局 危険物課

アルキルアルミニウム等の移送の経路等に関する届出 移送の経路等に関する書面 84消防局 危険物課

屋外タンク貯蔵所の新基準適合の届出 新基準適合届出書 84消防局 危険物課

屋外タンク貯蔵所の第一段階基準適合の届出 第一段階基準適合届出書 84消防局 危険物課

危険物製造所等の品名、数量又は指定数量の倍数変更の届
出

16危険物（製造所・貯蔵所・取扱所）品名、数量又は指定数
量の倍数変更届出書

84消防局 危険物課

危険物製造所等の廃止の届出 17危険物（製造所・貯蔵所・取扱所）廃止届出書 84消防局 危険物課

特定・準特定屋外タンク貯蔵所の休止確認の申請
特定・準特定屋外タンク貯蔵所の休止確認申請書（新基準適
合期間延長）

84消防局 危険物課

特定屋外タンク貯蔵所の休止確認の申請
特定屋外タンク貯蔵所の休止確認申請書（浮き屋根新基準
適合期限延長）

84消防局 危険物課

移送取扱所の設置、変更の完成検査の申請 9移送取扱所完成検査申請書 84消防局 危険物課

移送取扱所の設置許可 3移送取扱所設置許可申請書 84消防局 危険物課

移送取扱所の変更許可 6移送取扱所変更許可申請書 84消防局 危険物課

完成検査済証の再交付申請 12完成検査済証再交付申請書 84消防局 危険物課

危険物製造所等の設置、変更の完成検査の申請 8危険物（製造所・貯蔵所・取扱所）完成検査申請書 84消防局 危険物課

移送取扱所の変更許可及び仮使用承認 7-3移送取扱所変更許可及び仮使用承認申請書 84消防局 危険物課

危険物製造所等の設置、変更の完成検査前検査の申請 13危険物（製造所・貯蔵所・取扱所）完成検査前検査申請書 84消防局 危険物課

危険物製造所等の変更許可 5危険物（製造所・貯蔵所・取扱所）変更許可申請書 84消防局 危険物課

危険物仮貯蔵・仮取扱の承認申請 危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請書 84消防局 危険物課

実務経験証明 実務経験証明書 84消防局 危険物課

工事整備対象設備等着工届 工事整備対象設備等着工届出書 84消防局 予防課

消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書 84消防局 予防課

全体についての消防計画作成（変更）届 全体についての消防計画作成（変更）届出書 84消防局 予防課

統括防火防災管理者選任（解任）届 統括防火防災管理者選任（解任）届出書 84消防局 予防課

各種投票証明書の発行 郵便等投票証明書交付申請書など
91選挙管理委員
会

各区選挙管理委員
会

署名は必要

在外出国時申請 在外選挙人名簿登録移転申請書など
91選挙管理委員
会

各区選挙管理委員
会

署名は必要

直接請求にかかる請求申請 条例制定（改廃）請求書など
91選挙管理委員
会

選挙課

政治活動用事務所の立札・看板の類に係る証票交付申請 証票交付申請書
91選挙管理委員
会

選挙課
各区選挙管理委員
会

立候補届出 候補者届出書など
91選挙管理委員
会

選挙課
各区選挙管理委員
会

事務監査請求 事務監査請求書 92監査事務局 行政監査課 署名は必要



令和５年４月１日時点

局区名 課名

押印を廃止した申請書等の様式一覧（国や県等で定めている様式）

手続名 様式名
所管課

備考

事務監査請求 事務監査請求署名収集証明書 92監査事務局 行政監査課 署名は必要

事務監査請求 事務の監査請求に係る個別外部監査請求書 92監査事務局 行政監査課 署名は必要

事務の監査の請求代表者証明書の交付の請求 事務監査請求代表者証明書の交付申請書 92監査事務局 行政監査課 署名は必要

住民監査請求 川崎市職員措置請求書 92監査事務局 行政監査課 署名は必要

住民監査請求 川崎市職員措置請求書に係る個別外部監査請求書 92監査事務局 行政監査課 署名は必要


