
令和５年４月１日時点

局区名 課名

契約手続 工事請負契約書 23財政局 契約課

契約手続 契約書（物件供給、修理及び製造の請負） 23財政局 契約課

契約手続 請書（工事その他の請負） 23財政局 契約課

契約手続 請書（物件供給、修理及び製造の請負） 23財政局 契約課

契約手続 工事請負変更契約書 23財政局 契約課

契約手続 変更契約書（物件供給、修理及び製造の請負） 23財政局 契約課

契約手続 変更請書 23財政局 契約課

入札・見積手続 入札（見積）書 23財政局 契約課

入札・見積手続 書留郵便入札用封筒記載例 23財政局 契約課

入札・見積手続 委任状 23財政局 契約課

入札参加資格手続 競争入札参加資格審査申請書 23財政局 契約課

入札参加資格手続 使用印鑑届・委任状 23財政局 契約課

印鑑登録申請 印鑑登録申請書 25市民文化局 戸籍住民サービス課

消費者訴訟に要する費用の援助（貸付） 川崎市消費者訴訟費用貸付契約書 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（貸付資金の追加） 川崎市消費者訴訟費用貸付契約書（変更契約） 28経済労働局
消費者行政センター
(企画係)

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

浄化槽設置資金の貸付 し尿浄化槽設置資金借受申請書 30環境局 収集計画課

浄化槽設置資金の貸付 し尿浄化槽設置資金借用証書 30環境局 収集計画課

川崎市生活資金借用証書の交付 川崎市生活資金借用証書 40健康福祉局 生活保護・自立支援室

更生資金貸付金変更届 川崎市身体障害者更生資金貸付金変更届 40健康福祉局
障害者社会参加・就労
支援課

資金貸付の申請 川崎市身体障害者更生資金借入申込書 40健康福祉局
障害者社会参加・就労
支援課

資金貸付の申請 身体障害者更生資金借用証書 40健康福祉局
障害者社会参加・就労
支援課

引き続き押印が必要な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）

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

引き続き押印が必要な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）

手続名 様式名
所管課

備考

奨学金貸付申請 誓約書 40健康福祉局
看護短期大学総務学
生課

奨学金償還手続き 借用証書 40健康福祉局
看護短期大学総務学
生課

心身障害者扶養共済制度加入等の申込み 申込者告知書 40健康福祉局
障害者社会参加・就労
支援課

借用証書提出 借用証書 40健康福祉局 保健医療政策部

誓約書提出 誓約書 40健康福祉局 保健医療政策部

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
付を証明する書類の提出

母子・父子・寡婦福祉資金借用書（第9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
付を証明する書類の提出

母子・父子・寡婦福祉資金借用書（団体用）（第10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・寡婦福祉資金貸付申請書（第1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・寡婦福祉資金貸付申請書（団体用）（第5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・寡婦福祉資金継続貸付申請書（第7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・寡婦福祉資金増額貸付申請書（第11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・寡婦福祉資金保証人変更承認申請書（第18号様
式）

45こども未来局 こども家庭課

建築基準法に基づく道路の位置の指定 道路の位置の指定承諾書 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）承諾書 50まちづくり局 建築管理課

道路の位置の指定申請 道路の位置の指定承諾書 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）承諾書 50まちづくり局 建築指導課

開発行為許可申請 開発行為の施行等の同意書 50まちづくり局 宅地審査課

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）

埋葬場所の返還 埋葬場所返還届 53建設緑政局 霊園事務所

合葬型墓所の返還 墓地利用許可証（合葬型墓所用） 53建設緑政局 霊園事務所

支払請求手続 請求書 76会計室 審査課

源泉対象者の登録・変更・廃止 口座振替払登録届（源泉対象者用） 76会計室 出納課



令和５年４月１日時点

局区名 課名

引き続き押印が必要な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）

手続名 様式名
所管課

備考

債権者の登録・変更・廃止 口座振替払登録届 76会計室 出納課

口座振替手続 口座振替納付依頼書 76会計室 出納課

証券納付 手形 76会計室 出納課

契約手続 工事請負契約書 80上下水道局 管財課

契約手続 請書（工事） 80上下水道局 管財課

契約手続 工事請負変更契約書 80上下水道局 管財課

契約手続 単価契約書（工事） 80上下水道局 管財課

契約手続 変更請書 80上下水道局 管財課

契約手続 契約書（物件供給、修理及び製造の請負） 80上下水道局 管財課

契約手続 請書（物件供給、修理及び製造の請負） 80上下水道局 管財課

契約手続 単価契約書（物件） 80上下水道局 管財課

契約手続 委託契約書 80上下水道局 管財課

契約手続 単価契約書（委託） 80上下水道局 管財課

契約手続 請書（委託） 80上下水道局 管財課

契約手続 委託変更契約書 80上下水道局 管財課

契約手続 賃貸借契約書 80上下水道局 管財課

入札・見積手続 入札（見積）書 80上下水道局 管財課

入札・見積手続 委任状 80上下水道局 管財課

需給契約の締結 工業用水需給契約書 80上下水道局 工業用水課

需給契約の内容変更 工業用水需給契約変更届出書 80上下水道局 工業用水課

実習用通学定期券発売認定 実習用通学定期乗車券発売申込書 82交通局 庶務課

支払請求 請求書 83病院局 経営企画室



令和５年４月１日時点

局区名 課名

引き続き押印が必要な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）

手続名 様式名
所管課

備考

支払関係の委任 委任状 83病院局 経営企画室

還付金の支払 還付金領収書（領収証） 83病院局 経営企画室

請願・陳情 陳情書、請願書 98議会局 議事課



令和５年４月１日時点

局区名 課名

川崎市ホームページバナー掲出 広告掲載承諾書 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 広告掲載内容等の変更届出書 17総務企画局
シティプロモーション
推進室広報担当

再委託等承認申請 再委託等承認申請書 17総務企画局 行政情報課

特定個人情報の消去又は廃棄の申請 特定個人情報に係る（消去・廃棄）申請書 17総務企画局 行政情報課

特定個人情報の消去又は廃棄の報告 特定個人情報の（消去・廃棄）報告書 17総務企画局 行政情報課

特定個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者並
びに再委託の意向に関する届

特定個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者
並びに再委託の意向に関する届（新規／変更）

17総務企画局 行政情報課

特定個人情報の取扱いに係る作業場所に関する届
特定個人情報の取扱いに係る作業場所に関する届（新規／
変更）

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 特定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

指定管理業務に係る基本協定の締結 基本協定書 17総務企画局
行政改革マネジメン
ト推進室

指定管理業務に係る年度協定の締結 年度協定書 17総務企画局
行政改革マネジメン
ト推進室

民間提案制度（テーマ型・フリー型） 協定書 17総務企画局
行政改革マネジメン
ト推進室

ふるさと納税返礼品事業者の申込書 川崎市ふるさと納税返礼品等登録申出書（誓約書兼同意書） 23財政局 資金課

ホームページバナー広告受付 川崎市ホームページバナー広告掲載申込書等 23財政局 資金課

行政財産の使用申請 行政財産使用許可申請書 23財政局 資産運用課

行政財産の使用料の減額免除に係る申請 使用料減額免除申請書 23財政局 資産運用課

広告付き窓口封筒 申込書 23財政局 資産運用課

広告付き窓口封筒 役員等氏名一覧表及び同意書 23財政局 資産運用課

公有財産借受人の変更に係る届出 借受人等住所氏名変更届 23財政局 資産運用課

公有財産の貸付申請 公有財産貸付申請書 23財政局 資産運用課

公有財産の貸付料の減額免除に係る申請 貸付料減額免除申請書 23財政局 資産運用課

連帯保証人の変更に係る届出 連帯保証人変更届 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

入札参加申込書 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

川崎市暴力団排除条例に係る誓約書 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

入札書 23財政局 資産運用課

引き続き押印が必要な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

引き続き押印が必要な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

入札辞退届 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 応募申込書 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 川崎市暴力団排除条例に係る誓約書 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 連帯保証人となる旨の同意書 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 企画提案書類 23財政局 資産運用課

有価証券の残高確認 所有株式残高確認書 23財政局 資産運用課

公有財産交換伺い 公有財産交換申請書 23財政局 資産運用課

公有財産交換伺い 普通財産（土地）受領書 23財政局 資産運用課

公有財産交換伺い 受領書 23財政局 資産運用課

寄附受納伺い 寄附申請書 23財政局 資産運用課

公有財産譲渡伺い 普通財産譲受申請書 23財政局 資産運用課

公有財産譲渡伺い 普通財産譲渡代金減額申請書 23財政局 資産運用課

公有財産譲渡伺い 普通財産譲渡交換代金延納申請書 23財政局 資産運用課

公有財産譲渡伺い 普通財産（土地）受領書 23財政局 資産運用課

公有財産譲渡伺い 受領書 23財政局 資産運用課

普通財産の一般競争入札における売却 市有財産売払いの一般競争入札参加申込書 23財政局 資産運用課

普通財産の一般競争入札における売却 川崎市暴力団排除条例に係る誓約書 23財政局 資産運用課

普通財産の一般競争入札における売却 入札保証金提出書 23財政局 資産運用課

普通財産の一般競争入札における売却 入札書・委任状 23財政局 資産運用課

普通財産の一般競争入札における売却 市有財産譲渡申込書（不調分） 23財政局 資産運用課

土地境界確定 土地境界確定書 23財政局 資産運用課

土地境界確定 土地境界確定申請書 23財政局 資産運用課

契約手続 委任状 23財政局 契約課

契約手続 共同企業体協定書 23財政局 契約課



令和５年４月１日時点

局区名 課名

引き続き押印が必要な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 債権譲渡承諾依頼書 23財政局 契約課

その他手続 委任状 23財政局 契約課

その他手続 下請負人等に対する支払計画書 23財政局 契約課

その他手続 工事出来高確認協力依頼書 23財政局 契約課

その他手続 工事代金債権計算書（契約変更用） 23財政局 契約課

その他手続 工事代金債権計算書（契約解除用） 23財政局 契約課

その他手続 工事代金請求書 23財政局 契約課

その他手続 再委託承諾申請書 23財政局 契約課

入札・見積手続 一般競争入札参加申込書 23財政局 契約課

入札・見積手続 評価項目算定資料書 23財政局 契約課

入札・見積手続 評価項目算定資料書（誓約書） 23財政局 契約課

入札・見積手続 公募型指名競争入札参加申込書 23財政局 契約課

入札・見積手続 公募型指名競争入札参加申込書 23財政局 契約課

入札・見積手続 入札（見積）辞退届 23財政局 契約課

入札・見積手続 参加意向申出書 23財政局 契約課

入札参加資格手続 誓約書 23財政局 契約課

入札参加資格手続 誓約書及び同意書 23財政局 契約課

入札参加資格手続 事務所に係る調査票 23財政局 契約課

入札参加資格手続 実態調査改善報告書兼同意書 23財政局 契約課

市税の口座振替納付の申込み
口座振替納付依頼書
自動払込利用申込書

23財政局 市民税管理課

全ての市税に関する証明書等の交付の請求と固定資産課税
台帳の閲覧

・市民税・県民税、法人市民税、軽自動車税 （ 種別割 ）証明
交付申請書 23財政局 市民税管理課

全ての市税に関する証明書等の交付の請求と固定資産課税
台帳の閲覧

・証明交付・閲覧申請書（固定資産税・都市計画税）
23財政局 市民税管理課

全ての市税に関する証明書等の交付の請求と固定資産課税
台帳の閲覧

・証明交付・閲覧申請書（借地人・借家人などの方用）
23財政局 市民税管理課

全ての市税に関する証明書等の交付の請求と固定資産課税
台帳の閲覧

・課税台帳に記載されていないことの証明書
23財政局 市民税管理課



令和５年４月１日時点

局区名 課名
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手続名 様式名
所管課

備考

全ての市税に関する証明書等の交付の請求と固定資産課税
台帳の閲覧

・市税納税証明申請書（滞納処分を受けたことがない旨の証
明）

23財政局 市民税管理課

全ての市税に関する証明書等の交付の請求と固定資産課税
台帳の閲覧

代理人選任届（委任状）
23財政局 市民税管理課

全ての市税に関する証明書等の交付の請求と固定資産課税
台帳の閲覧

納税証明書交付申請書（競争入札参加資格審査申請用） 23財政局 市民税管理課

固定資産税に係る縦覧・閲覧申込 固定資産税に係る縦覧・閲覧申込書 23財政局 資産税管理課

財産の換価 配当金（残余金）領収書 23財政局 収納対策課

納税の猶予の申請 納税保証書 23財政局 収納対策課

口座振替納付（自動払込利用申込）依頼 口座振替納付（自動払込利用申込）依頼書 25市民文化局 企画課

認可地縁団体印鑑登録に関する申請 認可地縁団体印鑑登録申請書 25市民文化局 市民活動推進課

認可地縁団体印鑑登録に関する申請 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 25市民文化局 市民活動推進課

認可地縁団体印鑑登録に関する申請 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 25市民文化局 市民活動推進課

認可地縁団体印鑑登録に関する申請
認可地縁団体印鑑亡失届出書

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 連帯保証人承諾書 25市民文化局 市民活動推進課

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概算交付請求書 25市民文化局 市民スポーツ室

創業支援資金申込 誓約書（第１９号様式） 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３号委任状 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
様式第２号委任状及び承諾書

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 特定農地貸付け事業に関する貸付協定 28経済労働局 農業振興課

生産緑地買取申出 生産緑地買取申出書 28経済労働局 農地課

生産緑地買取申出 生産緑地買取申出書添付書類（権利を消滅させる旨の書面） 28経済労働局 農地課

特定生産緑地指定申出 特定生産緑地指定同意・合意書 28経済労働局 農地課

生産緑地指定申出 川崎都市計画生産緑地地区指定同意書 28経済労働局 農地課

生産緑地指定申出 川崎都市計画生産緑地地区指定同意書 28経済労働局 農地課

特定生産緑地指定申出 特定生産緑地指定期限の延長同意書 28経済労働局 農地課

農地賃貸借の合意解約 農地賃貸借の合意解約書 28経済労働局 農業委員会



令和５年４月１日時点

局区名 課名
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手続名 様式名
所管課

備考

農地賃貸借の合意解約 農地法第１８条第６項の規定による通知書 28経済労働局 農業委員会

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奨励金交付申請書（２号様
式）

28経済労働局
農業技術支援セン
ター

農業経営改善資金利子補給事業交付申請 交付申請書（第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 農業用施設等特別奨励金交付申請書（４号様式） 28経済労働局
農業技術支援セン
ター

勤労者福祉共済加入申込 川崎市勤労者福祉共済掛金口座振替納付依頼書 28経済労働局 労働雇用部

勤労者福祉共済加入申込 川崎市勤労者福祉共済給付金口座振替依頼届 28経済労働局 労働雇用部

勤労者福祉共済給付金申請 川崎市勤労者福祉共済給付金申請証明書 28経済労働局 労働雇用部

勤労者福祉共済広告掲載等確認 川崎市勤労者福祉共済会報誌等広告掲載等確認書 28経済労働局 労働雇用部

川崎市卸売市場市場使用料等口座振替納付依頼
川崎市市場使用料等口座振替納付（自動払込）依頼書（１枚
目）

28経済労働局 北部市場管理課

川崎市卸売市場市場使用料等口座振替納付依頼 川崎市市場使用料等口座振替納付（自動払込）届（２枚目） 28経済労働局 北部市場管理課

自動車保管場所使用承諾証明書の発行 自動車保管場所使用承諾証明書 28経済労働局 北部市場管理課

災害用トイレの貸付け 覚書 30環境局 収集計画課

廃棄物保管施設寄附申請 廃棄物保管施設に関する協定書 30環境局 収集計画課

環境技術産学公民連携共同研究事業に係る覚書の締結 川崎市環境技術産学公民連携共同研究事業に関する覚書 30環境局 環境総合研究所

認知症介護指導者養成研修受講申込 受講申込書 40健康福祉局 高齢者事業推進課

介護老人福祉施設等運営費貸付金に係る申請 介護老人福祉施設等運営費貸付申請書 40健康福祉局 高齢者事業推進課

住宅改造事後申請
高齢者住宅改造工事完成届（助成金振込依頼書）（住宅第６
号様式）

40健康福祉局
高齢者在宅サービ
ス課

過誤納金の還付 過誤納還付金口座振替依頼書（兼請求書） 40健康福祉局 介護保険課

住宅改修費等の受領委任払い取扱事業者登録の届け出
介護保険住宅改修費等受領委任払い取扱事業者登録届出
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取扱事業者登録の届け出
介護保険住宅改修費等受領委任払い制度に係る取扱確約
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取扱事業者登録廃止・休止・再
開の届け出

介護保険住宅改修費等受領委任払い取扱事業者廃止・休
止・再開・辞退届出書

40健康福祉局 介護保険課

住宅改修費等の受領委任払い取扱事業者登録変更の届け出
介護保険住宅改修費等受領委任払い取扱事業者登録事項
変更届出書

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の委任手続き 介護保険住宅改修費等受領委任払いに係る委任状 40健康福祉局 介護保険課

住宅改修支援事業補助金の交付取下申請 川崎市介護保険住宅改修支援事業補助金交付申請取下書 40健康福祉局 介護保険課
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引き続き押印が必要な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

住宅改修支援事業補助金の交付申請 川崎市介護保険住宅改修支援事業補助金交付申請書 40健康福祉局 介護保険課

住宅改修支援事業補助金の交付申請 川崎市介護保険住宅改修支援事業利用者別内訳書 40健康福祉局 介護保険課

精神障害者入院医療援護金支給 入院期間等の証明書（第6号様式） 40健康福祉局 精神保健課

看護師等修学資金返還申出 看護師等修学資金返還申出書 40健康福祉局 保健医療政策室

医療法人（吸収・新設）合併認可申請 合併趣意書 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 負債、債務引継承認願 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 リース引継承認願 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 拠出（寄付）申込書 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 履歴書 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 役員就任承諾書 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 管理者就任承諾書 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 代表者の原本証明 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 総会議事録 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 委任状 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 分割趣意書 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 負債、債務引継承認願 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 リース引継承認願 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 拠出（寄付）申込書 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 履歴書 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 役員就任承諾書 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 管理者就任承諾書 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 代表者の原本証明 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 総会議事録 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 委任状 40健康福祉局 医事・薬事担当
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所管課

備考

医療法人解散届 理由書 40健康福祉局 医事・薬事担当

医療法人解散届 残余財産処分案 40健康福祉局 医事・薬事担当

医療法人解散認可申請 理由書 40健康福祉局 医事・薬事担当

医療法人解散認可申請 残余財産処分案 40健康福祉局 医事・薬事担当

医療法人設立認可申請 設立趣意書 40健康福祉局 医事・薬事担当

医療法人設立認可申請 負債、債務引継承認願 40健康福祉局 医事・薬事担当

医療法人設立認可申請 リース引継承認願 40健康福祉局 医事・薬事担当

医療法人設立認可申請 拠出（寄付）申込書 40健康福祉局 医事・薬事担当

医療法人設立認可申請 履歴書 40健康福祉局 医事・薬事担当

医療法人設立認可申請 役員就任承諾書 40健康福祉局 医事・薬事担当

医療法人設立認可申請 管理者就任承諾書 40健康福祉局 医事・薬事担当

医療法人設立認可申請 設立代表者の原本証明 40健康福祉局 医事・薬事担当

医療法人設立認可申請 設立総会議事録 40健康福祉局 医事・薬事担当

医療法人設立認可申請 委任状 40健康福祉局 医事・薬事担当

医療法人役員変更届 役員就任承諾書 40健康福祉局 医事・薬事担当

医療法人役員変更届 役員辞任承諾書 40健康福祉局 医事・薬事担当

医療法人役員変更届 履歴書 40健康福祉局 医事・薬事担当

医療法人役員変更届 管理者就任承諾書 40健康福祉局 医事・薬事担当

管理者特例認可申請 理由書 40健康福祉局 医事・薬事担当

残余財産処分（帰属）認可申請 理由書 40健康福祉局 医事・薬事担当

残余財産処分（帰属）認可申請 同意書 40健康福祉局 医事・薬事担当

定款（寄付行為）変更認可申請 履歴書 40健康福祉局 医事・薬事担当

定款（寄付行為）変更認可申請 役員就任承諾書 40健康福祉局 医事・薬事担当

定款（寄付行為）変更認可申請 管理者就任承諾書 40健康福祉局 医事・薬事担当
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定款（寄付行為）変更認可申請 理事長の原本証明 40健康福祉局 医事・薬事担当

理事数特例認可申請 理由書 40健康福祉局 医事・薬事担当

理事長選出特例認可申請 理由書 40健康福祉局 医事・薬事担当

理事長選出特例認可申請 履歴書 40健康福祉局 医事・薬事担当

口座振替納付依頼 口座振替納付（自動払込利用申込書兼廃止届書）依頼書 40健康福祉局 収納管理課

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 幼児教育担当

処遇改善等加算 在職証明（願）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 本人負担額確認書 45こども未来局 幼児教育担当

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１課

処遇改善等加算 在職証明（願）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 本人負担額確認書 45こども未来局 保育第１課

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 在職証明（願）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 本人負担額確認書 45こども未来局 保育第2課

崎市未成年後見人支援事業（報酬助成）の請求 川崎市未成年後見人支援事業（報酬助成）請求書 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医療費支給
申請

小児慢性特定疾病医療費支給申請書 45こども未来局 こども保健福祉課

補助金交付請求 補助金交付請求書 50まちづくり局 企画課

区画道路拡幅整備事業の補助制度 助成金交付請求書 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 補助金交付請求書 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 補助金交付請求書 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 請求書 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 請求書 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 確約書 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 請求書 50まちづくり局
防災まちづくり推進
課
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特定建築物等耐震改修等事業助成金 確約書 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 請求書 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 確約書 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 請求書 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 確約書 50まちづくり局
防災まちづくり推進
課

川崎市インバウンドビジネス等推進事業補助金 補助金交付請求書 50まちづくり局 拠点整備推進室

滞納使用料等の分割納付手続 滞納使用料の分割納付誓約書 50まちづくり局 市営住宅管理課

市営住宅敷地等使用承諾申請 市営住宅敷地等使用承諾申請書 50まちづくり局 市営住宅管理課

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） 合意書 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） 同意書 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）

同意書 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1号様式　申請時通路維持管理承諾書 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2号様式　通路拡幅承諾書 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4号様式　専用通路等維持管理承諾書 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5号様式　土地使用承諾書 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） 認定申請同意書 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
請求書

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請求書 50まちづくり局 建築指導課

狭あい道路拡幅整備協議申出 後退用地寄附申出書（公道用） 50まちづくり局 建築審査課

宅地防災工事助成金制度 委任状 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）工事に関する土地所有権者の同意書 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請求書 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 権原譲渡証明書 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 相続を受けたことに関する証明書 50まちづくり局 宅地審査課
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所管課
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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土地使用承諾書 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 建築行為に関する同意書 50まちづくり局 宅地審査課

道路等の事業に伴う高低差処理に関する手続き 高低差処理方法の要望書 53建設緑政局 企画課

道路等の事業に伴う高低差処理に関する手続き 受領書 53建設緑政局 企画課

道路等の事業に伴う高低差処理に関する手続き 土地賃貸借契約書 53建設緑政局 企画課

道路等の事業に伴う高低差処理に関する手続き 補償金による工事施工協議書 53建設緑政局 企画課

道路等の事業に伴う高低差処理に関する手続き 擁壁等の設置に関する覚書 53建設緑政局 企画課

道路等の事業に伴う高低差処理に関する手続き 隣接地等工事補償契約書 53建設緑政局 企画課

総合調整条例に基づいて設置した公園の寄付申請 土地所有権移転登記承諾書 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いて設置した公園の寄付申請 登記原因証明情報 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 （境界）承諾書 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 土地所有権移転登記承諾書 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 登記原因証明情報 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 （境界）承諾書 53建設緑政局
みどり・多摩川協働
推進課

墓地（霊堂含む）承継申請 誓約書 53建設緑政局 霊園事務所

墓地（霊堂含む）承継申請 承継者承諾書 53建設緑政局 霊園事務所

墓地（霊堂含む）承継申請 承継者代表承諾書 53建設緑政局 霊園事務所

墓地（霊堂含む）承継申請 承継者指定書 53建設緑政局 霊園事務所

横断歩道橋（連絡通路）ネーミングライツパートナー募集
川崎市横断歩道橋（連絡通路）ネーミングライツパートナー募
集申込書

53建設緑政局 路政課

開発行為に伴う道路敷地に関する引き継ぎ
土地登記承諾書

53建設緑政局 管理課

開発行為に伴う道路敷地に関する引き継ぎ 登記原因証明情報 53建設緑政局 管理課

開発行為に伴う道路に関する協議

用途廃止（付替え）承諾書

　
53建設緑政局 管理課

開発行為に伴う道路に関する協議
帰属道路の所有権移転承諾書

53建設緑政局 管理課

道路敷地売払い
道路敷地売払い申請書

53建設緑政局 管理課
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所管課
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道路敷地売払い
用途廃止・売払い同意書

53建設緑政局 管理課

道路敷地売払い
町内会長からの用途廃止同意書

53建設緑政局 管理課

道路敷地売払い
境界承諾書（売払い）

53建設緑政局 管理課

道路敷地売払い
不動産調査報告書

53建設緑政局 管理課

道路敷地寄附
道路敷地寄附申請書

53建設緑政局 管理課

道路敷地寄附
境界承諾書（寄附）

53建設緑政局 管理課

道路敷地寄附
土地登記承諾書

53建設緑政局 管理課

道路敷地寄附 登記原因証明情報 53建設緑政局 管理課

道路付替えに伴う土地の交換 道路付替えに伴う土地の交換(寄附・売払い)申請書 53建設緑政局 管理課

道路付替えに伴う土地の交換
用途廃止・交換同意書

53建設緑政局 管理課

道路付替えに伴う土地の交換
境界承諾書（交換）

53建設緑政局 管理課

道路付替えに伴う土地の交換
不動産調査報告書

53建設緑政局 管理課

道路付替えに伴う土地の交換
土地登記承諾書

53建設緑政局 管理課

道路付替えに伴う土地の交換 登記原因証明情報 53建設緑政局 管理課

水路敷地寄附 水路敷地寄附申請書 53建設緑政局 河川課

水路敷地交換 水路敷地交換申請書 53建設緑政局 河川課

水路敷地売払い 水路敷地売払い申請書 53建設緑政局 河川課

川崎港利用促進コンテナ貨物補助制度交付請求 補助金交付請求書 58港湾局 経営企画課

崎市中小企業利用促進コンテナ貨物補助制度交付請求 補助金交付請求書 58港湾局 経営企画課

川崎市防災協力事業所登録 川崎市防災協力事業所登録（変更）申請書 60危機管理本部 危機対策部

川崎市防災協力事業所登録 川崎市防災協力事業所登録に係る役員等氏名一覧表 60危機管理本部 危機対策部

川崎市地域防災活動促進事業 川崎市地域防災活動促進助成金交付申請書（第１号様式） 60危機管理本部 危機対策部

債権者情報の変更 任意様式 76会計室 審査課

支払関係の委任 委任状 76会計室 審査課



令和５年４月１日時点

局区名 課名

引き続き押印が必要な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

支払請求 請求書 76会計室 審査課

窓口払 領収書 76会計室 審査課

物品の寄託 物品預り証 76会計室 出納課

支払金口座振替依頼 請求書・支払金口座振替依頼書 80上下水道局 財務課

契約手続 委任状 80上下水道局 管財課

契約手続 共同企業体協定書 80上下水道局 管財課

契約手続 緊急工事施行請書 80上下水道局 管財課

契約手続 合意書 80上下水道局 管財課

その他 再委託承諾申請書 80上下水道局 管財課

その他手続 債権譲渡承諾依頼書 80上下水道局 管財課

その他手続 委任状 80上下水道局 管財課

その他手続 下請負人等に対する支払計画書 80上下水道局 管財課

その他手続 工事出来高確認協力依頼書 80上下水道局 管財課

その他手続 工事代金債権計算書（契約変更用） 80上下水道局 管財課

その他手続 工事代金債権計算書（契約解除用） 80上下水道局 管財課

その他手続 工事代金請求書 80上下水道局 管財課

入札・見積手続 一般競争入札参加申込書 80上下水道局 管財課

入札・見積手続 評価項目算定資料書 80上下水道局 管財課

入札・見積手続 技術提案書 80上下水道局 管財課

入札・見積手続 プロポーザル参加意向申出書 80上下水道局 管財課

入札・見積手続 提出意思確認書 80上下水道局 管財課

入札・見積手続 公募型指名競争入札参加申込書 80上下水道局 管財課

入札・見積手続 公募型指名競争入札参加申込書（共同企業体用） 80上下水道局 管財課

入札・見積手続 入札（見積）辞退届 80上下水道局 管財課
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入札参加資格手続 川崎市上下水道局独自業者登録用紙（単独企業用） 80上下水道局 管財課

入札参加資格手続 川崎市上下水道局独自業者登録用紙（共同企業体用） 80上下水道局 管財課

入札参加資格手続 川崎市上下水道局独自業者変更登録用紙 80上下水道局 管財課

水泳教室受講料の還付 受講料返金の請求書 80上下水道局 サービス推進課

川崎市水道料金等口座振替収納事務 川崎市水道料金等口座振替依頼書・廃止・変更届 80上下水道局 営業課

メーター等の設置及び管理に関する協定の締結
工業用水道水量メーター及び自動検針記録計の設置等に関
する協定書

80上下水道局 工業用水課

契約手続 委任状 80上下水道局 下水道計画課

契約手続 共同企業体協定書 80上下水道局 下水道計画課

入札・見積手続 提案書 80上下水道局 下水道計画課

入札・見積手続 公募型プロポーザル参加意向申出書 80上下水道局 下水道計画課

譲渡申請 譲渡申請書 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 誓約書 80上下水道局 管路保全課

契約手続 委任状 80上下水道局
入江崎総合スラッジ
センター

契約手続 共同企業体協定書 80上下水道局
入江崎総合スラッジ
センター

入札参加資格確認 一般競争入札参加資格確認申請書 82交通局 経理課

入札・見積手続 委任状 82交通局 経理課

入札・見積手続 共同企業体協定書 82交通局 経理課

入札・見積手続 評価項目算定資料書 82交通局 経理課

入札・見積手続 請書 82交通局 経理課

その他手続 債権譲渡承諾依頼書 82交通局 経理課

その他手続 委任状 82交通局 経理課

その他手続 下請負人等に対する支払計画書 82交通局 経理課

その他手続 工事出来高確認協力依頼書 82交通局 経理課

その他手続 工事代金債権計算書（契約変更用） 82交通局 経理課
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その他手続 工事代金債権計算書（契約解除用） 82交通局 経理課

その他手続 工事代金請求書 82交通局 経理課

その他手続 プロポーザル参加意向申出書 82交通局 経理課

その他手続 参加意思確認書 82交通局 経理課

行政財産使用許可申請 行政財産使用許可申請書 82交通局 経理課

普通財産貸付申請 普通財産貸付申請書 82交通局 経理課

行政財産使用許可申請 行政財産使用許可申請書 83病院局 経営企画室

入札参加申込 競争参加申込書 83病院局 経営企画室

行政財産の使用料の減額免除に係る申請 使用料減額・免除申請書 83病院局 経営企画室

プロポーザル方式による適格者特定のための提案書提出 提案書 83病院局 経営企画室

補助金交付申請 補助金交付請求書（様式７） 88教育委員会 指導課

災害共済給付 災害給付金領収書 88教育委員会 健康教育課

埋蔵文化財発掘調査実施依頼 埋蔵文化財発掘調査等に係る覚書 88教育委員会 文化財課

埋蔵文化財発掘調査実施依頼 委任状 88教育委員会 文化財課

埋蔵文化財発掘調査実施依頼 委任状 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承諾書 88教育委員会 中原図書館

広告掲載許可 レシート表面広告掲載内容等の変更届出書 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承諾書 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中止・掲載内容等変更届書 88教育委員会 中原図書館



令和５年４月１日時点

局区名 課名

広告付き窓口封筒 広告付き窓口用封筒の提供に関する確認書 23財政局 資産運用課

公有財産貸付契約 公有財産貸付契約書 23財政局 資産運用課

公有財産借受契約 公有財産借受契約書 23財政局 資産運用課

市有財産一時貸付契約 市有財産一時貸付契約書 23財政局 資産運用課

市有財産（市役所・区役所駐車場）貸付契約 市有財産（土地・建物）貸付契約書 23財政局 資産運用課

公有財産交換伺い 不動産交換契約書 23財政局 資産運用課

公有財産交換伺い 登記承諾書 23財政局 資産運用課

寄附受納伺い 登記承諾書 23財政局 資産運用課

公有財産取得伺い 不動産売買契約書 23財政局 資産運用課

公有財産取得伺い 登記承諾書 23財政局 資産運用課

公有財産譲渡伺い 不動産売買契約書 23財政局 資産運用課

普通財産の一般競争入札における売却 不動産売買契約書 23財政局 資産運用課

財産の換価 所有権移転登記原因書 23財政局 収納対策課

財産の換価 所有権移転登記承諾書 23財政局 収納対策課

納税の猶予の申請 担保提供書 23財政局 収納対策課

納税の猶予の申請 抵当権設定登記承諾書 23財政局 収納対策課

納税の猶予の申請 抵当権設定登記原因書 23財政局 収納対策課

住民票の写し等の交付 住民票等の交付請求書 25市民文化局 戸籍住民サービス課

電子証明書更新 電子証明書更新申請書 25市民文化局 戸籍住民サービス課

農用地利用集積計画の作成
農用地の利用権設定同意書「農業委員会業務推進マニュア
ル」に様式例あり

28経済労働局 農地課

農業用施設用地として利用権設定 開発事業計画書 28経済労働局 農地課

共有者不明農用地に係る農用地利用集積計画同意について 別紙 28経済労働局 農地課

健康被害救済給付の請求の受理、審査、支給、支給内容の変
更

健康被害救済給付費請求書 40健康福祉局 感染症対策担当

登戸土地区画整理事業に係る所有権以外の権利の申告手続 権利変動届出書 50まちづくり局
登戸区画整理事務所
換地担当

登戸土地区画整理事業に係る所有権以外の権利の申告手続 借地権申告書 50まちづくり局
登戸区画整理事務所
換地担当

登戸土地区画整理事業に係る所有権以外の権利の申告手続 借地権以外の権利の申告書 50まちづくり局
登戸区画整理事務所
換地担当

住宅耐震改修証明 住宅耐震改修証明申請書 50まちづくり局 防災まちづくり推進課

引き続き押印が必要な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

引き続き押印が必要な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

選挙人名簿・在外選挙人名簿の閲覧申請 選挙人名簿抄本閲覧申出書
91選挙管理委員
会

各区選挙管理委員会

選挙人名簿・在外選挙人名簿の閲覧申請 在外選挙人名簿抄本閲覧申出書
91選挙管理委員
会

各区選挙管理委員会


