
部名 課名 申請書等の名称 様式を定めている法令名

1 総務部 総務課 誓約書 山陽小野田市防災士育成補助金交付要綱

2 総務部 総務課 同意書 山陽小野田市防災士育成補助金交付要綱

3 総務部 税務課 諸証明交付・閲覧申請書 ―

4 総務部 税務課 諸証明交付・閲覧申請の際の委任状 ―

5 総務部 税務課 諸証明交付・閲覧申請書（事業所証明） ―

6 総務部 税務課 （代筆による委任状作成）申立書 ―

7 総務部 税務課
納税管理人設定（変更）申告（承認申請・認
定申請）書

―

8 総務部 税務課 未登記家屋所有者変更届 ―

9 総務部 税務課 同意書 ―

10 総務部 税務課 代表納税義務者指定（変更）届 ―

11 総務部 税務課 送付先（設定・変更・解除）届 ―

12 総務部 税務課 承諾書
山陽小野田市地籍調査の成果の修正の申
出に関する要綱

13 企画部 企画課
山陽小野田市高度無線環境整備推進事業
補助金交付申請書

山陽小野田市高度無線環境整備推進事業
補助金交付要綱

14 企画部 企画課
山陽小野田市高度無線環境整備推進事業
補助金等変更申請書

山陽小野田市高度無線環境整備推進事業
補助金交付要綱

15 企画部 企画課
山陽小野田市高度無線環境整備推進事業
完了報告書

山陽小野田市高度無線環境整備推進事業
補助金交付要綱

16 企画部 企画課 消費税の額の確定に伴う報告書
山陽小野田市高度無線環境整備推進事業
補助金交付要綱

17 企画部 企画課 山陽小野田市広告掲載申込書 ―

18 企画部 情報管理課 土地使用承諾書 ―

19 企画部
シティセール
ス課

個人情報等確認承諾書 山陽小野田市転入促進条例施行規則

20 企画部
シティセール
ス課

共有名義者承諾書 山陽小野田市転入促進条例施行規則

21 企画部
シティセール
ス課

同意書 ―

22 企画部
シティセール
ス課

山陽小野田市ホームページ広告掲載申込
書

山陽小野田市ホームページ広告掲載取扱
基準

23 企画部
シティセール
ス課

広報紙への広告掲載申込書 広報紙への広告掲載基準

24 市民部
市民活動推
進課

福祉援護資金貸付金債務承認書 ―

25 市民部
市民活動推
進課

福祉援護資金分割納付誓約書 ―

26 市民部 市民課
住民票の写し・戸籍謄本（抄本）、印鑑登録
証明書等申請書

―



27 市民部 市民課 住民基本台帳閲覧申出書
山陽小野田市住民基本台帳の一部の写し
の閲覧に関する事務取扱要綱

28 市民部 市民課 委任状（本人通知制度事前登録） ―

29 市民部 環境課 委任状 ―

30 市民部 環境課 土地使用承諾書
山陽小野田市家庭用飲用井戸等整備事業
補助金交付要綱

31 福祉部 高齢福祉課 収入申告書 兼同意書 ―

32 福祉部 高齢福祉課 福祉電話利用者現況届及び同意書 ―

33 福祉部 高齢福祉課 同意書 ―

34 福祉部 高齢福祉課 身元引受書 ―

35 福祉部 高齢福祉課 誓約書 ―

36 福祉部 高齢福祉課
山陽小野田市老人ホーム入所者判定委員
会委員承諾書

―

37 福祉部 高齢福祉課 養護受託申出書 山陽小野田市老人福祉法施行細則

38 福祉部 高齢福祉課 養護老人ホーム入所受諾（不受託）書 山陽小野田市老人福祉法施行細則

39 福祉部 高齢福祉課 葬祭受託（不受託）書 山陽小野田市老人福祉法施行細則

40 福祉部 高齢福祉課 承諾書及び情報提供書 ―

41 福祉部 高齢福祉課 各種委任状 ―

42 福祉部 高齢福祉課
山陽小野田市高齢者保健福祉推進会議委
員同意書

―

43 福祉部 障害福祉課 身体障害者手帳取り下げ書 ―

44 福祉部 障害福祉課
山陽小野田市心身障害者扶養共済制度掛
金助成金支給申請書

山陽小野田市心身障害者扶養共済制度掛
金助成事業実施要綱

45 福祉部 障害福祉課 日常生活用具申請書 山陽小野田市地域生活支援事業実施要綱

46 福祉部 障害福祉課 住宅改修給付申請書 山陽小野田市地域生活支援事業実施要綱

47 福祉部 障害福祉課 身体障害者用自動車改造費助成申請書 山陽小野田市地域生活支援事業実施要綱

48 福祉部 障害福祉課
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付
申請書

山陽小野田市小児慢性特定疾病児童日常
生活用具給付事業実施要綱

49 福祉部 障害福祉課 山陽小野田市福祉タクシー券交付申請書 山陽小野田市福祉タクシー事業実施規則

50 福祉部 障害福祉課
山陽小野田市在宅酸素濃縮器利用者電気
料助成認定申請書

山陽小野田市在宅酸素濃縮器利用者電気
料助成事業実施要綱

51 福祉部 障害福祉課 難聴児補聴器（購入･修理費）助成申請書
山陽小野田市難聴児補聴器購入費等助成
事業実施要綱

52 福祉部 障害福祉課 福祉医療費受給者証交付（更新）申請書
山陽小野田市重度心身障害者医療費助成
規則

53 福祉部 障害福祉課 相続書 ―



54 福祉部 障害福祉課 補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書
山陽小野田市障害者の日常生活及び社会
生活を総合的に支援するための法律施行
細則

55 福祉部 障害福祉課 補装具費支給券
山陽小野田市障害者の日常生活及び社会
生活を総合的に支援するための法律施行
細則

56 福祉部 障害福祉課 委任状（補装具）
山陽小野田市障害者の日常生活及び社会
生活を総合的に支援するための法律施行
細則

57 福祉部 障害福祉課
自立支援医療費（育成医療・更生医療）支
給認定申請書

山陽小野田市障害者の日常生活及び社会
生活を総合的に支援するための法律施行
細則

58 福祉部 障害福祉課 日中一時支援事業利用申請書 山陽小野田市地域生活支援事業実施要綱

59 福祉部 障害福祉課 移動支援事業利用申請書 山陽小野田市地域生活支援事業実施要綱

60 福祉部 障害福祉課 同意書（課税情報確認） ―

61 福祉部 障害福祉課 同意書（児童相談所あて） ―

62 福祉部 障害福祉課 日常生活用具給付券 山陽小野田市地域生活支援事業実施要綱

63 福祉部 障害福祉課 住宅改修費給付券 山陽小野田市地域生活支援事業実施要綱

64 福祉部 障害福祉課 訪問入浴サービス利用誓約書 山陽小野田市地域生活支援事業実施要綱

65 福祉部 障害福祉課 難聴児補聴器購入費等助成券
山陽小野田市難聴児補聴器購入費等助成
事業実施要綱

66 福祉部 障害福祉課 日常生活用具給付券
山陽小野田市小児慢性特定疾病児童日常
生活用具給付事業実施要綱

67 福祉部 障害福祉課 在宅酸素濃縮器利用証明書
山陽小野田市在宅酸素濃縮器利用者電気
料助成事業実施要綱

68 福祉部 障害福祉課 念書
山陽小野田市重度心身障害者医療費助成
規則

69 福祉部 障害福祉課 診断書（日常生活用具） 山陽小野田市地域生活支援事業実施要綱

70 福祉部 障害福祉課
ネブライザー・電気式たん吸引器給付意見
書

山陽小野田市地域生活支援事業実施要綱

71 福祉部 障害福祉課 紙おむつ等給付意見書 山陽小野田市地域生活支援事業実施要綱

72 福祉部 障害福祉課 訪問入浴サービス利用診断書 山陽小野田市地域生活支援事業実施要綱

73 福祉部 障害福祉課
山陽小野田市訪問入浴サービス事業利用
記録簿

―

74 福祉部 障害福祉課 同意書 障がい者居場所募集に関する実施要綱

75 福祉部 障害福祉課 通院証明書（タクシー券） ―

76 福祉部 障害福祉課 請求書（兼口座振替依頼書） ―

77 福祉部 国保年金課
糖尿病性腎症重症化予防事業
保健指導参加申込書

―

78 福祉部 国保年金課
糖尿病性腎症重症化予防事業
個人情報提供同意書

―



79 福祉部 国保年金課
山陽小野田市国民健康保険脳ドック検診補
助金の代理請求及び代理受領委任状

山陽小野田市国民健康保険脳ドック事業実
施要綱

80 福祉部 国保年金課 返納金精算に係る同意書（兼　委任状） ―

81 福祉部 国保年金課 保険者間調整に係る申請書 ―

82 経済部 農林水産課 有害鳥獣捕獲物品借受申込書 山陽小野田市有害鳥獣捕獲物品貸付要綱

83 経済部 農林水産課 有害鳥獣捕獲物品借用書 山陽小野田市有害鳥獣捕獲物品貸付要綱

84 経済部 農林水産課 捕獲物品損傷・紛失届 山陽小野田市有害鳥獣捕獲物品貸付要綱

85 経済部 農林水産課 飼養登録更新申請書 ―

86 経済部 農林水産課 被害防止計画対象鳥獣捕獲等許可申請書 山陽小野田市有害鳥獣捕獲実施要領

87 経済部 農林水産課 捕獲隊隊員名簿 山陽小野田市有害鳥獣捕獲実施要領

88 経済部 農林水産課 その他有害鳥獣捕獲等許可申請書 山陽小野田市有害鳥獣捕獲実施要領

89 経済部 農林水産課 有害鳥獣捕獲依頼書 山陽小野田市有害鳥獣捕獲実施要領

90 経済部 農林水産課
自衛わな等による有害鳥獣捕獲等許可申
請書

山陽小野田市有害鳥獣捕獲実施要領

91 経済部 農林水産課 餌釣りによるカワウ捕獲等許可申請書 山陽小野田市有害鳥獣捕獲実施要領

92 経済部 農林水産課 有害鳥獣捕獲等許可申請書 山陽小野田市有害鳥獣捕獲実施要領

93 経済部 農林水産課 従事者名簿 山陽小野田市有害鳥獣捕獲実施要領

94 経済部 農林水産課 有害鳥獣捕獲許可要請書 山陽小野田市有害鳥獣捕獲実施要領

95 経済部 農林水産課 アライグマ等捕獲許可申請書 山陽小野田市有害鳥獣捕獲実施要領

96 経済部 農林水産課 住所等変更届 山陽小野田市有害鳥獣捕獲実施要領

97 経済部 農林水産課 許可証等紛失届 山陽小野田市有害鳥獣捕獲実施要領

98 経済部 農林水産課 許可証等再交付申請書 山陽小野田市有害鳥獣捕獲実施要領

99 経済部 農林水産課 対象鳥獣捕獲等参加証明書の交付申請書

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防
止のための特別措置に関する法律附則第３
条第１項に規定する特定鳥獣被害対策実
施隊員等に関する命令

100 経済部 農林水産課 対象鳥獣捕獲等に係る参加証明書

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防
止のための特別措置に関する法律附則第３
条第１項に規定する特定鳥獣被害対策実
施隊員等に関する命令

101 経済部 農林水産課
対象鳥獣捕獲員であることを証する証明書
の交付申請書

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防
止のための特別措置に関する法律附則第３
条第１項に規定する特定鳥獣被害対策実
施隊員等に関する命令

102 経済部 農林水産課 請求書（市民農園土地貸借） ―



103 経済部 農林水産課 飼料用作物利用供給計画書 ―

104 経済部 農林水産課 農業所得の確認に関する承諾書 ―

105 建設部 土木課 誓約書
山陽小野田市法定外公共物管理条例施行
規則

106 建設部 土木課 同意書
山陽小野田市法定外公共物管理条例施行
規則

107 建設部 土木課 急傾斜地崩壊対策事業地元負担金承諾書
山陽小野田市急傾斜地崩壊対策事業分担
金徴収条例施行規則

108 建設部 土木課 同意書
山陽小野田市小規模土木事業補助金交付
要綱

109 建設部 都市計画課 同意書 山陽小野田市都市計画提案制度手続要領

110 建設部 都市計画課 開発行為の同意書 山口県都市計画法施行細則

111 建設部 下水道課 誓約書
山陽小野田市下水道排水設備指定工事店
規則

112 建設部 下水道課 誓約書 山陽小野田市ポンプ施設設置要綱

113 建設部 下水道課 誓約書
私道への公共下水道管渠布設に関する取
り扱い基準

114 建設部 下水道課 誓約書（屋外排水[足洗い場]について） ―

115 建設部 下水道課 誓約書（旧浄化槽配管設備使用について） ―

116 建設部 下水道課
誓約書（勾配基準以下の排水設備の使用
について）

―

117 建設部 下水道課
誓約書（延長が排水設備設置基準を超える
管路の使用について）

―

118 建設部 下水道課
誓約書（掃除口未設置床下排水設備の使
用について）

―

119 建設部 下水道課 委任状 ―

120 建設部 建築住宅課 誓約書 山陽小野田市営住宅条例施行規則

121 建設部 建築住宅課 収入申告書 山陽小野田市営住宅条例施行規則

122 建設部 建築住宅課 市営住宅明渡し届 山陽小野田市営住宅条例施行規則

123 建設部 建築住宅課 駐車場使用誓約書 山陽小野田市営住宅条例施行規則

124 建設部 建築住宅課
山陽小野田市市営住宅駐車場使用（変更・
停止）申請書

―

125 建設部 建築住宅課 迷惑行為に係る誓約書
山陽小野田市営住宅における迷惑行為に
対する事務処理要綱

126 建設部 建築住宅課 誓約書
山陽小野田市営住宅の入居手続等におけ
る連帯保証人選任に関する要領

127 建設部 建築住宅課 市営住宅明渡し承諾書
市営住宅漁民アパート団地の入居者移転
に係る取扱要綱

128 建設部 建築住宅課 移転に係る誓約書
市営住宅漁民アパート団地の入居者移転
に係る取扱要綱

129 建設部 建築住宅課 木造住宅耐震診断申込書
山陽小野田市木造住宅耐震診断事業実施
要綱



130 建設部 建築住宅課 様式第2号（第5条関係）申立書
山陽小野田市木造住宅耐震診断事業実施
要綱

131 建設部 建築住宅課 受領書
山陽小野田市木造住宅耐震診断事業実施
要綱

132 建設部 建築住宅課 申立書（市税関係）
山陽小野田市住宅リフォーム資金助成事業
実施要綱

133 建設部 建築住宅課 申立書（暴力団排除関係）
山陽小野田市住宅リフォーム資金助成事業
実施要綱

134 建設部 建築住宅課 申立書（施工業者用暴力団排除関係）
山陽小野田市住宅リフォーム資金助成事業
実施要綱

135 建設部 建築住宅課 承諾書
山陽小野田市住宅リフォーム資金助成事業
実施要綱

136 建設部 建築住宅課 住宅リフォーム資金助成金工事中止届
山陽小野田市住宅リフォーム資金助成事業
実施要綱

137 監理室 監理室 誓約書

山陽小野田市建設工事等競争入札参加者
の資格審査及び選定要綱
山陽小野田市物品の調達等競争入札参加
者の資格審査及び選定要綱

138 監理室 監理室 暴力団排除に関する誓約書

山陽小野田市建設工事等競争入札参加者
の資格審査及び選定要綱
山陽小野田市物品の調達等競争入札参加
者の資格審査及び選定要綱

139 監理室 監理室 共同企業体協定書変更承認申請書
山陽小野田市特定建設工事共同企業体取
扱要綱

140 監理室 監理室 誓約書
談合情報対応マニュアル運用上の留意事
項


