
行政手続名等 申請書等の名称 根拠法令 見直し後の手順 手続担当課 特記事項

事業者からの請求書 請求書 記名のみ
会計室会計課
（各課共通）

請求書の押印を省略
する場合は住所等の
必須事項に加え、
「発行責任者又は担
当者名、連絡先」の
記載が必要

会計事務手続 印鑑等届出書（勤務者印） 名寄市会計規則第１１条第１項 記名のみ 会計室会計課

会計事務手続 収支日計表 公印を省略 会計室会計課

会計事務手続 収支月計総括表 公印を省略 会計室会計課

会計事務手続
現金領収証書綴
（使用者印）

名寄市会計規則第３２条第１項 記名のみ 会計室会計課

会計事務手続 現金領収書取扱状況報告書 名寄市会計規則第３２条第１項 記名のみ 会計室会計課

会計事務手続 現金領収証綴受払簿 名寄市会計規則第３２条第１項 記名のみ 会計室会計課

会計事務手続
出納員等徴収金払込領収簿
（所属長、払込出納員認印）

名寄市会計規則第３２条第２項 記名のみ 会計室会計課

会計事務手続 不渡小切手報告書 名寄市会計規則第３７条第１項 記名のみ 会計室会計課

会計事務手続 証券還付通知書 名寄市会計規則第３８条第２項 公印を省略 会計室会計課

会計事務手続 収納金計算書 名寄市会計規則第４０条第６項 記名のみ 会計室会計課

会計事務手続 収入未済額繰越調書 名寄市会計規則第４５条第３項 記名のみ 会計室会計課

会計事務手続 支払調書 名寄市会計規則第５７条 記名のみ 会計室会計課

会計事務手続
前渡資金精算書、
概算払精算書

名寄市会計規則第５８条第１項、第６１
条第１項

記名のみ 会計室会計課

会計事務手続 繰替払整理簿 名寄市会計規則第６４条 記名のみ 会計室会計課

会計事務手続
小切手振出済通知書、
預金払出済通知書

名寄市会計規則第７３条第２項 公印を省略 会計室会計課

出納員等の収納事務に関する手続 会計管理者への承認申請書
名寄市会計規則第３１条第１項、第３２
条第２項

記名のみ 会計室会計課

出納員等の収納事務に関する手続 会計管理者の承認書
名寄市会計規則第３１条第１項、第３２
条第２項

公印を省略 会計室会計課

支払案内書メール通知に関する手続 支払案内書メール通知申請書 記名のみ 会計室会計課

支払案内書メール通知に関する手続 支払案内書メール通知変更届 記名のみ 会計室会計課

入札参加に関する手続
特定建設工事共同企業体競争入札参加資
格審査申請書

記名のみ 総務部財政課

入札参加に関する手続
特定建設工事共同企業体競争入札参加申
込書

記名のみ 総務部財政課

入札参加に関する手続 共同企業体構成員資格調書 記名のみ 総務部財政課

入札参加に関する手続 同種工事実績調書 記名のみ 総務部財政課

入札参加に関する手続 資本関係・人的関係調書 記名のみ 総務部財政課

入札参加に関する手続
経常建設共同企業体競争入札参加資格審
査申請書

記名のみ 総務部財政課

入札参加に関する手続 経常建設共同企業体競争入札参加申込書 記名のみ 総務部財政課

備品貸出に関する手続 借用書 署名又は記名押印 総務部智恵文支所

分館交付金に関する手続
智恵文公民館分館事業(概算)交付金交付
申請書(様式1)

署名又は記名押印
教育委員会生涯学
習課（智恵文）

分館交付金に関する手続 智恵文公民館分館事業実績報告書(様式5) 署名又は記名押印
教育委員会生涯学
習課（智恵文）

移住に関する手続 就業証明書 名寄市移住支援金交付要綱第４条第２項 記名のみ
総合政策部
秘書広報課

移住に関する手続 口座振込申出書 名寄市移住支援金交付要綱第４条第３項 記名のみ
総合政策部
秘書広報課

移住に関する手続 移住支援金交付決定通知書 名寄市移住支援金交付要綱第６条第１項 記名のみ
総合政策部
秘書広報課

移住に関する手続 移住支援金交付決定通知書（再交付） 名寄市移住支援金交付要綱第８条第２項 記名のみ
総合政策部
秘書広報課

移住に関する手続 移住体験等受入決定通知書 名寄市移住体験等事業実施要綱第７条 記名のみ
総合政策部
秘書広報課

移住に関する手続 移住体験等受入報告書 名寄市移住体験等事業実施要綱第10条 記名のみ
総合政策部
秘書広報課

移住に関する手続 移住体験等報告書 名寄市移住体験等事業実施要綱第11条 記名のみ
総合政策部
秘書広報課

廃校体育施設利用に関する手続 廃校体育施設用鍵受渡誓約書 署名又は記名押印
総合政策部風連ス
ポーツ施設担当

サンシャインホール使用に関する手続
名寄市風連サンシャインホール鍵受渡誓
約書

署名又は記名押印
総合政策部風連ス
ポーツ施設担当

スポーツ施設等使用に関する手続
学校開放事業及び各スポーツ施設利用団
体登録書

署名又は記名押印
総合政策部風連ス
ポーツ施設担当

行政手続における押印の義務付け廃止一覧表（２）（国や道、市の内部規程で定めているもの）

《押印義務付け廃止後の取り扱い》

署名又は記名押印：氏名を自署するもの（署名ができない場合は記名押印に代えることができます。）

記名のみ：代筆や印刷された記名によるもの

公印を省略：市が発する文書で軽易と認められるもの

　行政手続の簡素化により市民の皆様の利便性の向上を図るため、下記の申請書等について、氏名欄の押印や市が発する文書で軽易なものの公印の義務付け
を廃止します。（掲載している申請書等は、令和４年４月１日時点で国の法律や北海道の条例等で定めているもの、名寄市の内部規程で定めているものなど
です。）



スポーツ施設等使用に関する手続 団体登録申請書 署名又は記名押印
総合政策部風連ス
ポーツ施設担当

国民健康保険限度額適用認定証発行の手
続

国民健康保険（限度額適用・標準負担
額・限度額適用標準負担額減額）認定申
請書

署名又は記名押印 市民部市民課

国民健康保険食事差額支給の手続
国民健康保険食事療養費標準負担額減額
差額支給申請書

署名又は記名押印 市民部市民課

国民健康保険高額療養費（外来年間合
算）の手続

国民健康保険　高額療養費（外来年間合
算）支給申請書兼自己負担額証明書交付
申請書

署名又は記名押印 市民部市民課

国民健康保険高額療養費の手続 国民健康保険高額療養費支給申請書 署名又は記名押印 市民部市民課

国民健康保険基準収入額適用の手続 国民健康保険基準収入額適用申請書 署名又は記名押印 市民部市民課

国民健康保険特定疾病認定の手続 国民健康保険特定疾病認定申請書 署名又は記名押印 市民部市民課

国民健康保険特例対象被保険者等（非自
発的失業者）に係る手続

特例対象被保険者等（非自発的失業者）
にかかわる申告書

署名又は記名押印 市民部市民課

国民健康保険委任払の手続 委任状（委任払い用） 署名又は記名押印 市民部市民課

国民健康保険委任払の手続 高額療養費医療機関受療委任払い通知書 記名のみ 市民部市民課

国民健康保険被保険者証受領の手続 名寄市国民健康保険被保険者証受領書 署名又は記名押印 市民部市民課

国民健康保険セルフ税制に関する手続
特定一般用薬品等購入費を支払った場合
の所得控除に関する証明依頼書

署名又は記名押印 市民部市民課

講師謝礼 講師謝礼受領書 署名又は記名押印 市民部市民課

支出調書 支出調書 署名又は記名押印 市民部市民課

墓地、納骨堂の遺骨を移す手続
墓地・火葬
改葬許可申請書

署名又は記名押印 市民部環境生活課

墓地、納骨堂の遺骨を移す手続
墓地・火葬
改葬承諾書（改葬許可申請の添付書類）

署名又は記名押印 市民部環境生活課

個人住民税に関する手続 特別徴収希望届出書 記名のみ 市民部税務課

個人住民税に関する手続
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出
書

記名のみ 市民部税務課

個人住民税に関する手続 個人住民税に係る普通徴収への切替申請 記名のみ 市民部税務課

個人住民税に関する手続 給与支払告書（総括表） 記名のみ 市民部税務課

税の証明に関する手続 証明書等交付申請書（税務課用） 署名又は記名押印 市民部税務課

納税に関する手続 延滞金減免申請書 名寄市税条例施行規則第９条第２項 署名又は記名押印 市民部税務課

納税に関する手続 分納誓約書 名寄市税条例第９条第１項第５号 署名又は記名押印 市民部税務課

納税に関する手続 徴収猶予申請書 地方税法第１５条の２第１項 署名又は記名押印 市民部税務課

納税に関する手続 換価猶予申請書 国税徴収法施行令第５３条 署名又は記名押印 市民部税務課

納税に関する手続 過誤納金還付・充当通知書 名寄市会計規則第４１条・第４２条 公印を省略 市民部税務課

納税に関する手続 口座振替明細書 名寄市会計規則第３３条第２項 公印を省略 市民部税務課

固定資産税及び都市計画税に関する手続
固定資産税納税管理人申告（承認申請）
書

地方税法第３５５条、市税条例第６４条 記名のみ 市民部税務課
本人確認証の提示・写し
の添付

固定資産税及び都市計画税に関する手続 固定資産税納税管理人変更申告書 地方税法第３５５条、市税条例第６４条 記名のみ 市民部税務課
本人確認証の提示・写し
の添付

固定資産税及び都市計画税に関する手続
固定資産税納税管理人廃止申告（承認申
請）書

地方税法第３５５条、市税条例第６４条 記名のみ 市民部税務課
本人確認証の提示・写し
の添付

固定資産税及び都市計画税に関する手続 共有代表者指定届出書 署名又は記名押印 市民部税務課

固定資産税及び都市計画税に関する手続 共有代表者変更届出書 署名又は記名押印 市民部税務課

固定資産税及び都市計画税に関する手続 固定資産　相続人代表者指定届出書 地方税法第９条の２第１項 記名のみ 市民部税務課
本人確認証の提示・写し
の添付

固定資産税及び都市計画税に関する手続 固定資産　相続人代表者変更届出書 地方税法第９条の２第１項 記名のみ 市民部税務課
本人確認証の提示・写し
の添付

固定資産税及び都市計画税に関する手続 家屋取り壊し届 署名又は記名押印 市民部税務課

固定資産税及び都市計画税に関する手続 家屋（一部）取り壊し届 署名又は記名押印 市民部税務課

固定資産税及び都市計画税に関する手続 未登記家屋名義変更届出書 記名のみ 市民部税務課
本人確認証の提示・写し
の添付

固定資産税及び都市計画税に関する手続 家屋用途変更届出書 署名又は記名押印 市民部税務課

固定資産税及び都市計画税に関する手続 償却資産申告書 地方税法第３８３条 署名又は記名押印 市民部税務課

固定資産税及び都市計画税に関する手続 償却資産種類別明細書(償却資産申告書) 地方税法第３８３条 署名又は記名押印 市民部税務課

固定資産税及び都市計画税に関する手続 固定資産税特例適用申請書
地方税法第３４９条の３、地方税法附則
第１５条

署名又は記名押印 市民部税務課

固定資産税及び都市計画税に関する手続 耐震改修に係る固定資産税減額申告書
地方税法附則第１５条の９第１項、市税
条例附則第１０条の３第７項

署名又は記名押印 市民部税務課

固定資産税及び都市計画税に関する手続
住宅熱損失防止（省エネ）改修に伴う固
定資産税の減額申告書

地方税法附則第１５条の９第９項、市税
条例附則第１０条の３第８項

署名又は記名押印 市民部税務課

固定資産税及び都市計画税に関する手続
高齢者等居住等（バリアフリー）改修工
事に係る固定資産税減額申告書

地方税法附則第１５条の９第４項・第５
項・第６項、市税条例附則第１０条の３

署名又は記名押印 市民部税務課

固定資産税及び都市計画税に関する手続
サービス付き高齢者向け住宅に対する固
定資産税の減額申告書

地方税法附則第１５条の８第２項、市税
条例附則第１０条の３第４項

署名又は記名押印 市民部税務課

固定資産税及び都市計画税に関する手続 固定資産税課税免除申告書 署名又は記名押印 市民部税務課

固定資産税及び都市計画税に関する手続 新築住宅固定資産税減額申告書
地方税法附則１５条の６・１５条の７、
市税条例附則第１０条の３

署名又は記名押印 市民部税務課

固定資産税及び都市計画税に関する手続 住宅用地（変更）申告書 地方税法第３８４条 署名又は記名押印 市民部税務課

固定資産税及び都市計画税に関する手続
固定資産税・都市計画税減免申請書（生
活保護者用）

地方税法第３６７条、市税条例第７１条
第２項

署名又は記名押印 市民部税務課

固定資産税及び都市計画税に関する手続
固定資産税・都市計画税減免申請書（公
衆浴場設置事業者用）

地方税法第３６７条、市税の減免に関す
る規則の規定第７条

署名又は記名押印 市民部税務課



固定資産税及び都市計画税に関する手続 減免申請書（罹災用） 地方税法第３６７条 署名又は記名押印 市民部税務課

固定資産税及び都市計画税に関する手続 被災住宅用地申告書 地方税法第３８４条の２ 署名又は記名押印 市民部税務課

固定資産税及び都市計画税に関する手続
固定資産税・都市計画税非課税適用申告
書

地方税法第３４８条、地方税法附則第１
４条

署名又は記名押印 市民部税務課

固定資産税及び都市計画税に関する手続 固定資産課税台帳等閲覧・縦覧申請書 記名のみ 市民部税務課
本人確認証の提示・写し
の添付

軽自動車税に関する手続 軽自動車税減免申請書 名寄市税の減免に関する規則 署名又は記名押印 市民部税務課

個人住民税に関する手続 収入申告書 署名又は記名押印 市民部税務課

個人住民税に関する手続
個人住民税特別徴収義務者指定の猶予申
請

記名のみ 市民部税務課

個人住民税に関する手続
市民税・道民税特別徴収税額の納期の特
例に関する承認申請書

市税条例 記名のみ 市民部税務課

個人住民税に関する手続 市町村民税・道府県民税申告書 地方税法施行規則 署名又は記名押印 市民部税務課

個人住民税に関する手続 退職所得等の分離課税に係る納入申告書 地方税法施行規則 記名のみ 市民部税務課

個人住民税に関する手続 退職所得申告書 地方税法施行規則 署名又は記名押印 市民部税務課

法人市民税に関する手続
確定・中間申告書
（修正申告書を含む。）

地方税法施行規則 記名のみ 市民部税務課

法人市民税に関する手続
予定申告書
（修正申告書を含む。）  

地方税法施行規則 記名のみ 市民部税務課

法人市民税に関する手続 更正請求書 地方税法施行規則 記名のみ 市民部税務課

たばこ税に関する手続
市町村たばこ税申告書
（修正申告書を含む。）  

地方税法施行規則 記名のみ 市民部税務課

軽自動車税に関する手続関する手続 軽自動車税（種別割）申告書（報告書） 地方税法施行規則 記名のみ 市民部税務課
本人確認証の提示・写し
の添付

個人事業営業届に関する手続 営業届兼営業届出済証明願（個人事業） 地方自治法第２条第２号 署名又は記名押印 市民部税務課

軽自動車税に関する手続関する手続 軽自動車標識交付申請書 地方税法施行規則 記名のみ 市民部税務課
本人確認証の提示・写し
の添付

児童手当に関する手続 児童手当・特例給付父母指定者指定届 児童手当法施行規則第1条の3 署名又は記名押印
健康福祉部こども
未来課

児童手当に関する手続 児童手当・特例給付　認定請求書 児童手当法施行規則第1条の４ 署名又は記名押印
健康福祉部こども
未来課

児童手当に関する手続
児童手当・特例給付　認定請求書（施設
等受給資格者用）

児童手当法施行規則第1条の４ 署名又は記名押印
健康福祉部こども
未来課

児童手当に関する手続
児童手当・特例給付　額改定認定請求書　
額改定届

児童手当法施行規則第２条・第3条 署名又は記名押印
健康福祉部こども
未来課

児童手当に関する手続
児童手当・特例給付　額改定認定請求書　
額改定届（施設等受給者用）

児童手当法施行規則第２条・第3条 署名又は記名押印
健康福祉部こども
未来課

児童手当に関する手続 児童手当・特例給付　現況届 児童手当法施行規則第４条 署名又は記名押印
健康福祉部こども
未来課

児童手当に関する手続 児童手当　現況届（施設等受給者用） 児童手当法施行規則第４条 署名又は記名押印
健康福祉部こども
未来課

児童手当に関する手続 児童手当・特例給付　氏名住所等変更届 児童手当法施行規則第５条・第６条 署名又は記名押印
健康福祉部こども
未来課

児童手当に関する手続
児童手当　氏名住所等変更届（施設等受
給者用）

児童手当法施行規則第５条・第６条 署名又は記名押印
健康福祉部こども
未来課

児童手当に関する手続 児童手当・特例給付　受給事由消滅届 児童手当法施行規則第７条 署名又は記名押印
健康福祉部こども
未来課

児童手当に関する手続
児童手当　受給事由消滅届（施設用受給
者用）

児童手当法施行規則第７条 署名又は記名押印
健康福祉部こども
未来課

児童手当に関する手続 未支払　児童手当・特例給付　請求書 児童手当法施行規則第９条 署名又は記名押印
健康福祉部こども
未来課

児童手当に関する手続
未支払　児童手当　請求書（施設等受給
資格者用）

児童手当法施行規則第９条 署名又は記名押印
健康福祉部こども
未来課

児童手当に関する手続 児童手当・特例給付に係る寄付の申出書 児童手当法施行規則第12条の９ 署名又は記名押印
健康福祉部こども
未来課

児童手当に関する手続
児童手当・特例給付に係る学校給食費等
の徴収等に関する申出書

児童手当法施行規則第12条の10 署名又は記名押印
健康福祉部こども
未来課

児童扶養手当に関する手続 児童扶養手当被災状況書 児童扶養手当法施行規則第１条 署名又は記名押印
健康福祉部こども
未来課

児童扶養手当に関する手続 児童扶養手当額改定請求書 児童扶養手当法施行規則第２条 署名又は記名押印
健康福祉部こども
未来課

児童扶養手当に関する手続 児童扶養手当額改定届 児童扶養手当法施行規則第３条 署名又は記名押印
健康福祉部こども
未来課

児童扶養手当に関する手続
児童扶養手当支給停止関係（発生・消
滅・変更）届

児童扶養手当法施行規則第３条の２ 署名又は記名押印
健康福祉部こども
未来課

児童扶養手当に関する手続 公的年金給付等需給状況届 児童扶養手当法施行規則第３条の３ 署名又は記名押印
健康福祉部こども
未来課

児童扶養手当に関する手続
児童扶養手当一部支給停止適用除外事由
届出書

児童扶養手当法施行規則第３条の４ 署名又は記名押印
健康福祉部こども
未来課

児童扶養手当に関する手続 児童扶養手当証書亡失届 児童扶養手当法施行規則第10条 署名又は記名押印
健康福祉部こども
未来課

児童扶養手当に関する手続 児童扶養手当資格喪失届 児童扶養手当法施行規則第11条 署名又は記名押印
健康福祉部こども
未来課

児童扶養手当に関する手続 未支払児童扶養手当請求書 児童扶養手当法施行規則第12条の４ 署名又は記名押印
健康福祉部こども
未来課

こども発達支援事業に関する手続 児童発達支援計画 署名又は記名押印
健康福祉部こども
未来課

こども発達支援事業に関する手続 児童発達支援計画　中間評価 署名又は記名押印
健康福祉部こども
未来課

こども発達支援事業に関する手続 児童発達支援計画　終了評価 署名又は記名押印
健康福祉部こども
未来課

こども発達支援事業に関する手続
名寄市こども発達支援センター　ケース
連絡資料

署名又は記名押印
健康福祉部こども
未来課

こども発達支援事業に関する手続 児童発達支援提供実績記録票 署名又は記名押印
健康福祉部こども
未来課

保育所に関する手続 保育所児童家庭異動届 署名又は記名押印
健康福祉部こども
未来課

介護保険手続全般
委任状（介護保険要介護・要支援認定申
請等）

署名又は記名押印
健康福祉部高齢者
支援課

本人の意思確認が必
要

土地改良財産の使用に関する手続 土地改良財産　他目的使用等申請 土地改良財産取扱規定 記名のみ 経済部耕地林務課

河川法関係許可申請の手続 河川法関係許可申請書の作成依頼 記名のみ 経済部耕地林務課



河川の占用に関する手続 河川法23、24条の許可申請（経由進達） 記名のみ 経済部耕地林務課

ガス事業法立入検査等に関する手続 立入検査結果通知書
名寄市ガス事業法立入検査等事務処理要
綱

記名のみ 経済部産業振興課

ガス事業法立入検査等に関する手続 改善報告書
名寄市ガス事業法立入検査等事務処理要
綱

記名のみ 経済部産業振興課

中小企業特別融資・信用保証料等補給に
関する手続

斡旋申込書・保証料補給申請書
名寄市中小企業特別融資及び信用保証料
等補給制度に関する要綱

署名又は記名押印 経済部産業振興課

中小企業特別融資・信用保証料等補給に
関する手続

創業計画書
名寄市中小企業特別融資及び信用保証料
等補給制度に関する要綱

記名のみ 経済部産業振興課

中小企業特別融資・信用保証料等補給に
関する手続

中小企業設備資金融資斡旋申込書
名寄市中小企業特別融資及び信用保証料
等補給制度に関する要綱

署名又は記名押印 経済部産業振興課

中小企業特別融資・信用保証料等補給に
関する手続

中小企業設備資金融資斡旋協議書
名寄市中小企業特別融資及び信用保証料
等補給制度に関する要綱

記名のみ 経済部産業振興課

中小企業特別融資・信用保証料等補給に
関する手続

中小企業設備資金融資斡旋書
名寄市中小企業特別融資及び信用保証料
等補給制度に関する要綱

記名のみ 経済部産業振興課

中小企業特別融資・信用保証料等補給に
関する手続

中小企業設備資金利子補給申請書
名寄市中小企業特別融資及び信用保証料
等補給制度に関する要綱

署名又は記名押印 経済部産業振興課

中小企業特別融資・信用保証料等補給に
関する手続

中小企業特別融資保証料繰上完済報告書
名寄市中小企業特別融資及び信用保証料
等補給制度に関する要綱

署名又は記名押印 経済部産業振興課

担い手確保・経営強化支援事業補助金に
関する手続

担い手確保・経営強化支援事業助成金交
付申請書

名寄市担い手確保・経営強化支援事業補
助金交付要綱

記名のみ 経済部農務課

担い手確保・経営強化支援事業補助金に
関する手続

納税対応状況申出書
名寄市担い手確保・経営強化支援事業補
助金交付要綱

記名のみ 経済部農務課

担い手確保・経営強化支援事業補助金に
関する手続

担い手確保・経営強化支援事業（追加的
信用供与補助事業）助成金交付申請書

名寄市担い手確保・経営強化支援事業補
助金交付要綱

記名のみ 経済部農務課

担い手確保・経営強化支援事業補助金に
関する手続

担い手確保・経営強化支援事業助成金変
更承認申請書

名寄市担い手確保・経営強化支援事業補
助金交付要綱

記名のみ 経済部農務課

担い手確保・経営強化支援事業補助金に
関する手続

担い手確保・経営強化支援事業（追加的
信用供与補助事業）助成金変更承認申請
書

名寄市担い手確保・経営強化支援事業補
助金交付要綱

記名のみ 経済部農務課

担い手確保・経営強化支援事業補助金に
関する手続

担い手確保・経営強化支援事業に係る交
付決定前着工届

名寄市担い手確保・経営強化支援事業補
助金交付要綱

記名のみ 経済部農務課

担い手確保・経営強化支援事業補助金に
関する手続

担い手確保・経営強化支援事業に係る着
工届

名寄市担い手確保・経営強化支援事業補
助金交付要綱

記名のみ 経済部農務課

担い手確保・経営強化支援事業補助金に
関する手続

担い手確保・経営強化支援事業に係る竣
工（納入）届

名寄市担い手確保・経営強化支援事業補
助金交付要綱

記名のみ 経済部農務課

担い手確保・経営強化支援事業補助金に
関する手続

担い手確保・経営強化支援事業助成金実
績報告書

名寄市担い手確保・経営強化支援事業補
助金交付要綱

記名のみ 経済部農務課

担い手確保・経営強化支援事業補助金に
関する手続

担い手確保・経営強化支援事業（融資主
体型補助事業）助成金概算払請求書

名寄市担い手確保・経営強化支援事業補
助金交付要綱

記名のみ 経済部農務課

担い手確保・経営強化支援事業補助金に
関する手続

担い手確保・経営強化支援事業（追加的
信用供与補助事業）助成金実績報告書

名寄市担い手確保・経営強化支援事業補
助金交付要綱

記名のみ 経済部農務課

担い手確保・経営強化支援事業補助金に
関する手続

仕入れに係る消費税等相当額報告書
名寄市担い手確保・経営強化支援事業補
助金交付要綱

記名のみ 経済部農務課

市営住宅入居に関する手続 入居時誓約書 名寄市営住宅管理条例第23条 署名又は記名押印 建設水道部建築課

市営住宅退去に関する手続 退去手続代行申立書 民法第656条 署名又は記名押印 建設水道部建築課

市営住宅に関する入居中の手続 入室同意書 民法第656条 署名又は記名押印 建設水道部建築課

市営住宅入居に関する手続 申立書_入居申込時(持家あり) 名寄市営住宅管理要綱第2条第2項第2号 署名又は記名押印 建設水道部建築課

市営住宅入居に関する手続 申立書_入居申込時(離婚) 名寄市営住宅管理条例第6条第3項 署名又は記名押印 建設水道部建築課

市営住宅に関する入居中の手続
証明書等交付申請書(家賃証明書、自動車
保管場所使用承諾証明書)

署名又は記名押印 建設水道部建築課

市営住宅退去に関する手続 残置物撤去に関する誓約書 名寄市営住宅管理要綱第12条 署名又は記名押印 建設水道部建築課

市営住宅退去に関する手続 車庫解体誓約書 名寄市営住宅管理要綱第12条 署名又は記名押印 建設水道部建築課

市営住宅駐車場使用に関する手続 車庫所有権譲渡確認書 名寄市営住宅管理要綱第11条 署名又は記名押印 建設水道部建築課

市営住宅入居に関する手続 無職無収入申出書
名寄市営住宅管理条例施行規則第9条、第
10条第2項

署名又は記名押印 建設水道部建築課

市営住宅入居に関する手続 委任状（抽選会、退去手続の代理人） 民法第656条 署名又は記名押印 建設水道部建築課

市営住宅駐車場使用に関する手続 風舞団地第２駐車場使用許可申請書 署名又は記名押印 建設水道部建築課

都市計画証明に関する手続 住所変更証明願 記名のみ
建設水道部都市整
備課

都市計画証明に関する手続 住所変更証明書 公印を省略
建設水道部都市整
備課

都市計画証明に関する手続 用途地域証明願 記名のみ
建設水道部都市整
備課

都市計画証明に関する手続 用途地域証明書 公印を省略
建設水道部都市整
備課

開発・建築行為等に関する手続 立地適正化計画届け出関係一式 都市再生特別措置法 記名のみ
建設水道部都市整
備課

砂利採取に関する手続 砂利採取に係る事業への同意願い 公印を省略
建設水道部都市整
備課

排水設備工事に関する手続
公共下水道（流域下水道）使用開始（変
更）届

記名のみ 上下水道室工務課

排水設備工事に関する手続 公共下水道（流域下水道）使用開始届 記名のみ 上下水道室工務課

排水設備工事に関する手続 特定施設設置届出書 記名のみ 上下水道室工務課

排水設備工事に関する手続 特定施設使用届出書 記名のみ 上下水道室工務課

排水設備工事に関する手続 特定施設の構造等変更届出書 記名のみ 上下水道室工務課

排水設備工事に関する手続 氏名変更等届出書 記名のみ 上下水道室工務課

排水設備工事に関する手続 特定施設使用廃止届出書 記名のみ 上下水道室工務課

排水設備工事に関する手続 承継届出書 記名のみ 上下水道室工務課

給水装置工事に関する手続 給水装置工事申込書 記名のみ 上下水道室工務課



給水装置工事に関する手続 利害関係人同意書 署名又は記名押印 上下水道室工務課

給水装置工事に関する手続 給水装置工事承認書 名寄市事務処理規定第26条 公印を省略 上下水道室工務課

指定給水装置工事事業者に関する手続 指定給水装置工事事業者指定申請書 記名のみ 上下水道室工務課

指定給水装置工事事業者に関する手続
指定給水装置工事事業者指定申請書(更
新)

記名のみ 上下水道室工務課

指定給水装置工事事業者に関する手続 誓約書 記名のみ 上下水道室工務課

指定給水装置工事事業者に関する手続
給水装置工事主任技術者選任・解任届出
書

記名のみ 上下水道室工務課

指定給水装置工事事業者に関する手続
指定給水装置工事事業者指定事項変更届
出書

記名のみ 上下水道室工務課

指定給水装置工事事業者に関する手続
指定給水装置工事事業者廃止休止再開届
出書

記名のみ 上下水道室工務課

水道施設等折損に関する手続
水道施設等破損事故の発生について(報
告)

記名のみ 上下水道室工務課

上下水道料金債務承認及び分納誓約に関
する手続

水道料金・下水道使用料債務承認書及び
分納誓約書

署名又は記名押印 上下水道室業務課

貯水槽に関する手続 貯水槽水道設置届 記名のみ 上下水道室工務課

貯水槽に関する手続 貯水槽水道変更（廃止）届 記名のみ 上下水道室工務課

名寄市立学校職員の在宅勤務に関する手
続

在宅勤務命令簿（別記様式第1号）、在宅
勤務実施報告書（別記様式第2号）

新型コロナウィルス感染症対策のための
一斉臨時休業期間等における道立学校職
員の在宅勤務実施要領

署名又は記名押印
教育委員会学校教
育課

小中学校への体験入学に関する手続 体験入学申請書 記名のみ
教育委員会学校教
育課

小中学校への体験入学に関する手続 体験入学の承認について 記名のみ
教育委員会学校教
育課

自治体間における区域外就学の協議に関
する手続

区域外就学の協議について 公印を省略
教育委員会学校教
育課

特認校就学に関する手続
小規模校における通学区域外(特認校)に
関する取扱要領　通学経路届

記名のみ
教育委員会学校教
育課

特認校就学に関する手続
小規模校における通学区域外(特認校)に
関する取扱要領　入学学校指定変更許可
願

署名又は記名押印
教育委員会学校教
育課

特認校就学に関する手続
小規模校における通学区域外(特認校)に
関する取扱要領　学校長意見書

公印を省略
教育委員会学校教
育課

児童生徒の動態報告に関する手続 児童生徒動態状況定例報告書 公印を省略
教育委員会学校教
育課

学校内無線LANへの接続許可申請に関する
手続

情報機器無線ＬＡＮ接続許可願 公印を省略
教育委員会学校教
育課

フッ化ナトリウム水溶液の調製及び保管
に関する業務報告に関する手続

フッ化物洗口調製及び薬剤保管業務報告
書

公印を省略
教育委員会学校教
育課

結核健診の実施報告に関する手続 結核健診実施状況報告書 公印を省略
教育委員会学校教
育課

尿検査の実施報告に関する手続 尿検査実施集計表 公印を省略
教育委員会学校教
育課

就学援助費受給申請に関する手続 就学援助費受給申請書 署名又は記名押印
教育委員会学校教
育課

就学援助費に関する手続 医療券交付申請書 公印を省略
教育委員会学校教
育課

就学援助費に関する手続 就学援助　口座振込申請書 公印を省略
教育委員会学校教
育課

就学援助費に関する手続 修学旅行実施計画書 公印を省略
教育委員会学校教
育課

就学援助費に関する手続 宿泊研修実施計画書 公印を省略
教育委員会学校教
育課

就学援助費に関する手続 修学旅行実施報告書 公印を省略
教育委員会学校教
育課

就学援助費に関する手続 宿泊研修実施報告書 公印を省略
教育委員会学校教
育課

就学援助費に関する手続 学校病罹患調書 署名又は記名押印
教育委員会学校教
育課

就学援助費に関する手続
就学援助体育実技用具（ゲレンデス
キー）引換券

署名又は記名押印
教育委員会学校教
育課

就学援助費に関する手続 体育実技用具（柔道着）引換券 署名又は記名押印
教育委員会学校教
育課

遠距離通学費に関する手続 遠距離通学費交付申請書 署名又は記名押印
教育委員会学校教
育課

遠距離通学費に関する手続 通学用バス定期券受取書 署名又は記名押印
教育委員会学校教
育課

遠距離通学費に関する手続
遠距離児童生徒通学補助に係る登校日数
の証明

公印を省略
教育委員会学校教
育課

遠距離通学費に関する手続 遠距離通学定期券等購入報告書 署名又は記名押印
教育委員会学校教
育課

遠距離通学費に関する手続 乗車料金証明書 公印を省略
教育委員会学校教
育課

特別支援教育就学奨励費に関する手続 学校給食費食数報告書 公印を省略
教育委員会学校教
育課

特別支援教育就学奨励費に関する手続
特別支援教育就学奨励費に係る収入額・
需要額調書(別紙様式４)

署名又は記名押印
教育委員会学校教
育課

特別支援教育就学奨励費に関する手続 交通費所要額申請書 記名のみ
教育委員会学校教
育課

特別支援教育就学奨励費に関する手続 通級指導教室出席日数の証明 公印を省略
教育委員会学校教
育課

特別支援学級入級に関する手続 特別支援学級入級承諾について 署名又は記名押印
教育委員会学校教
育課

学校給食提供に関する手続
児童・生徒にかかわるアレルギー給食の
依頼について(校長→教育長)

記名のみ
教育部学校給食セ
ンター

物品借用に関する手続 給食センター物品の借用願 署名又は記名押印
教育部学校給食セ
ンター

学校給食提供に関する手続
学校給食飲用牛乳停止依頼書(校長→教育
長)

記名のみ
教育部学校給食セ
ンター

学校給食提供に関する手続
学校給食飲用牛乳停止申出書(保護者→学
校長)

署名又は記名押印
教育部学校給食セ
ンター

児童クラブ利用に関する手続
○名寄市児童クラブ管理運営要綱
○様式第２号（第５条関係）承諾書

署名又は記名押印
[教育委員会児童
センター]



名寄市子ども会育成連合会リーダー養成
事業参加申込み

名寄市子ども会育成連合会
わくわく！体験交流会申込、保護者承諾
書

署名又は記名押印 教育部生涯学習課

野外体験学習参加申込み
野外体験学習「へっちゃＬＡＮＤ」保護
者承諾書

署名又は記名押印 教育部生涯学習課

名寄ピヤシリ大学への入学
名寄ピヤシリ大学
入学願書

名寄ピヤシリ大学学則 署名又は記名押印 教育部生涯学習課

名寄ピヤシリ大学の休学
名寄ピヤシリ大学
休学願

名寄ピヤシリ大学学則 署名又は記名押印 教育部生涯学習課

名寄ピヤシリ大学の退学
名寄ピヤシリ大学
退学届

名寄ピヤシリ大学学則 署名又は記名押印 教育部生涯学習課

名寄ピヤシリ大学の復学
名寄ピヤシリ大学
復学届

名寄ピヤシリ大学学則 署名又は記名押印 教育部生涯学習課

名寄ピヤシリ大学大学院への入学
名寄ピヤシリ大学
大学院入学願書

名寄ピヤシリ大学学則 署名又は記名押印 教育部生涯学習課

家庭教育学級交付金の申請
家庭教育学級運営事業交付金
交付申請書

名寄市家庭教育学級運営事業交付金交付
基準

署名又は記名押印 教育部生涯学習課

家庭教育学級交付金の事業報告
家庭教育学級運営事業交付金
事業報告書

名寄市家庭教育学級運営事業交付金交付
基準

署名又は記名押印 教育部生涯学習課

家庭教育学級交付金の事業決算
家庭教育学級運営事業交付金
事業決算書

名寄市家庭教育学級運営事業交付金交付
基準

署名又は記名押印 教育部生涯学習課

名寄市子ども会育成連合会備品の借用
名寄市子ども会育成連合会
物品借用願

署名又は記名押印 教育部生涯学習課

公民館分館事業交付金の申請
名寄市公民館分館事業交付金
交付申請書

名寄市公民館分館事業交付金交付基準 署名又は記名押印 教育部生涯学習課

公民館分館事業交付金の事業報告
名寄市公民館分館事業交付金
事業報告書

名寄市公民館分館事業交付金交付基準 署名又は記名押印 教育部生涯学習課

公民館の共催申請手続 名寄市公民館共催依頼書 署名又は記名押印 教育部生涯学習課

公民館の共催承認 名寄市公民館共催承認通知書 公印を省略 教育部生涯学習課

施設物品の借用手続 物品の借用願いについて 署名又は記名押印 教育部生涯学習課

施設の利用申請手続 名寄市内高等学校部活動利用支援申請書 署名又は記名押印 教育部生涯学習課

施設の利用許可
名寄市内高等学校部活動利用支援決定通
知書

公印を省略 教育部生涯学習課

公民館の後援申請手続 後援名義使用承認願出書 署名又は記名押印 教育部生涯学習課

団体登録手続 社会教育関係団体登録申請書 署名又は記名押印 教育部生涯学習課

団体登録決定 社会教育関係団体登録決定通知書 公印を省略 教育部生涯学習課

瑞生大学入学に関する手続 瑞生大学　入学願書 署名又は記名押印
教育部風連生涯学
習担当

瑞生大学入学に関する手続 瑞生大学　入学願書 署名又は記名押印
教育部風連生涯学
習担当

天文台ロゴマーク使用に関する手続
なよろ市立天文台ロゴマーク使用許可申
請書

記名のみ 教育部天文台

天文台ロゴマーク使用に関する手続
なよろ市立天文台ロゴマーク使用許可(変
更)決定通知書

公印を省略 教育部天文台

天文台ロゴマーク使用に関する手続
なよろ市立天文台ロゴマーク使用不許可
通知書

公印を省略 教育部天文台

天文台ロゴマーク使用に関する手続 なよろ市立天文台ロゴマーク使用届出書 記名のみ 教育部天文台

天文台ロゴマーク使用に関する手続
なよろ市立天文台ロゴマーク使用許可取
消通知書

公印を省略 教育部天文台

天文台ロゴマーク使用に関する手続
なよろ市立天文台ロゴマーク使用内容変
更許可申請書

記名のみ 教育部天文台

天文台著作物使用に関する手続 なよろ市立天文台著作物使用許可申請書 記名のみ 教育部天文台

天文台著作物使用に関する手続
なよろ市立天文台著作物使用許可（変
更）決定通知書

公印を省略 教育部天文台

天文台著作物使用に関する手続
なよろ市立天文台著作物使用不許可通知
書

公印を省略 教育部天文台

天文台著作物使用に関する手続 なよろ市立天文台著作物使用届出書 記名のみ 教育部天文台

天文台著作物使用に関する手続
なよろ市立天文台著作物使用許可取消通
知書

公印を省略 教育部天文台

天文台著作物使用に関する手続
なよろ市立天文台著作物使用内容変更許
可申請書

記名のみ 教育部天文台

市立大学の名義使用に関する手続 名義使用許可申請書（共催・後援等）
名寄市立大学の名義の使用に関する規程
第６条第１項

署名又は記名押印 市立大学

市立大学の名義使用に関する手続 名義使用許可申請書（その他名義）
名寄市立大学の名義の使用に関する規程
第６条第２項

署名又は記名押印 市立大学

市立大学の名義使用に関する手続 名義使用報告書
名寄市立大学の名義の使用に関する規程
第13条

署名又は記名押印 市立大学

市立大学コミュニティケア教育研究セン
ター課題研究に関する手続

課題研究申請書
名寄市立大学コミュニティケア教育研究
センター課題研究に関する規程第５条第
１項

署名又は記名押印 市立大学

市立大学コミュニティケア教育研究セン
ター課題研究に関する手続

課題研究交付申請書
名寄市立大学コミュニティケア教育研究
センター課題研究に関する規程第５条第
４項

署名又は記名押印 市立大学

市立大学コミュニティケア教育研究セン
ター課題研究に関する手続

課題研究実施報告書
名寄市立大学コミュニティケア教育研究
センター課題研究に関する規程第６条第
１項

署名又は記名押印 市立大学

市立大学コミュニティケア教育研究セン
ター課題研究に関する手続

課題研究中止承認申請書
名寄市立大学コミュニティケア教育研究
センター課題研究に関する規程第７条第
１項

署名又は記名押印 市立大学

地元定着推進事業に関する手続 奨学金返還支援事業登録申請書
名寄市立大学卒業生地元定着化推進事業
実施要綱第７条第1項

署名又は記名押印 市立大学

地元定着推進事業に関する手続 奨学金返還支援事業交付申請書
名寄市立大学卒業生地元定着化推進事業
実施要綱第９条第1項

署名又は記名押印 市立大学

地元定着推進事業に関する手続 在籍証明書
名寄市立大学卒業生地元定着化推進事業
実施要綱第９条第1項

署名又は記名押印 市立大学

地元定着推進事業に関する手続 地元就業支度金助成事業交付申請書
名寄市立大学卒業生地元定着化推進事業
実施要綱第13条第1項

署名又は記名押印 市立大学

実習経費助成金に関する手続
名寄市立大学実習経費等助成金（概算
払）実績報告書

名寄市立大学実習経費等助成金交付要綱
第９条第1項

署名又は記名押印 市立大学

給付型奨学金に関する手続 名寄市立大学給付型奨学金給付申請書
名寄市立大学奨学金給付条例施行規則第
３条第1項

署名又は記名押印 市立大学



給付型奨学金に関する手続 誓約書
名寄市立大学奨学金給付条例施行規則第
４条第2項

署名又は記名押印 市立大学

給付型奨学金に関する手続 奨学金口座振替申出書
名寄市立大学奨学金給付条例施行規則第
４条第2項

署名又は記名押印 市立大学

給付型奨学金に関する手続
名寄市立大学災害等一時給付奨学金給付
申請書

名寄市立大学奨学金給付条例施行規則第
９条第1項

署名又は記名押印 市立大学

海外留学等奨学金に関する手続 海外留学等奨学金交付申請書
名寄市立大学学生海外留学等奨学金交付
要綱第５条第1項

署名又は記名押印 市立大学

海外留学等奨学金に関する手続 海外留学等奨学金成果報告書
名寄市立大学学生海外留学等奨学金交付
要綱第８条

署名又は記名押印 市立大学

市立大学倫理申請に関する手続 名寄市立大学倫理委員会審査申請書 名寄市立大学倫理委員会規程第８条 署名又は記名押印 市立大学

市立大学倫理申請に関する手続 利益相反自己申告書 名寄市立大学倫理委員会規程第８条 署名又は記名押印 市立大学

市立大学倫理申請に関する手続 名寄市立大学倫理委員会研究参加届 名寄市立大学倫理委員会規程第８条 署名又は記名押印 市立大学

市立大学倫理申請に関する手続 名寄市立大学倫理委員会異議申立書 名寄市立大学倫理委員会規程第８条 署名又は記名押印 市立大学

市立大学倫理申請に関する手続
名寄市立大学研究倫理委員会研究計画変
更申請書

名寄市立大学倫理委員会規程第８条 署名又は記名押印 市立大学

市立大学倫理申請に関する手続
名寄市立大学研究倫理委員会研究計画停
止・中止報告書

名寄市立大学倫理委員会規程第８条 署名又は記名押印 市立大学

市立大学倫理申請に関する手続
名寄市立大学研究倫理委員会研究計画終
了報告書

名寄市立大学倫理委員会規程第８条 署名又は記名押印 市立大学

市立大学倫理申請に関する手続 研究生入学願書 名寄市立大学研究生規程第３条 公印を省略 市立大学

市立大学倫理申請に関する手続 研究期間延長願 名寄市立大学研究生規程第６条第2項 署名又は記名押印 市立大学

市立大学倫理申請に関する手続 研究生聴講願 名寄市立大学研究生規程第10条第3項 署名又は記名押印 市立大学

市立大学倫理申請に関する手続 研究終了願 名寄市立大学研究生規程第11条 署名又は記名押印 市立大学

市立大学倫理申請に関する手続 研究終了証 名寄市立大学研究生規程第12条 署名又は記名押印 市立大学

市立大学倫理申請に関する手続 研究委託申込書 名寄市立大学受託研究取扱規程第６条 署名又は記名押印 市立大学

市立大学倫理申請に関する手続 受託研究計画書
名寄市立大学受託研究取扱規程第７条第1
項

署名又は記名押印 市立大学

市立大学倫理申請に関する手続 意見書
名寄市立大学受託研究取扱規程第７条第1
項

署名又は記名押印 市立大学

市立大学倫理申請に関する手続 研究完了報告書
名寄市立大学受託研究取扱規程第７条第3
項

署名又は記名押印 市立大学

市立大学倫理申請に関する手続 共同研究申込書 名寄市立大学共同研究取扱規程第５条 署名又は記名押印 市立大学

市立大学倫理申請に関する手続 共同研究計画書
名寄市立大学共同研究取扱規程第６条第1
項

署名又は記名押印 市立大学

市立大学倫理申請に関する手続 意見書
名寄市立大学共同研究取扱規程第６条第1
項

署名又は記名押印 市立大学

市立大学倫理申請に関する手続 研究完了報告書 名寄市立大学共同研究取扱規程第10条 署名又は記名押印 市立大学

市立大学組換えDNA実験安全管理に関する
手続

遺伝子組換え生物等の譲渡・提供・委託
に関する情報提供書

名寄市立大学組換えＤＮＡ実験安全管理
規程

署名又は記名押印 市立大学

市立大学動物実験に関する手続 動物実験計画書 名寄市立大学動物実験規程第12条第1項 署名又は記名押印 市立大学

市立大学動物実験に関する手続 動物実験計画（変更・更新）承認申請書 名寄市立大学動物実験規程第12条第1項 署名又は記名押印 市立大学

市立大学動物実験に関する手続 動物実験終了報告書 名寄市立大学動物実験規程第12条第1項 署名又は記名押印 市立大学

市立大学動物実験に関する手続
飼養保管施設設置（新規・更新・変更）
承認申請書

名寄市立大学動物実験規程第22条第1項 署名又は記名押印 市立大学

市立大学動物実験に関する手続
実験室設置（新規・更新・変更）承認申
請書

名寄市立大学動物実験規程第24条第1項 署名又は記名押印 市立大学

市立大学動物実験に関する手続 施設等（飼養保管施設・実験室）廃止届 名寄市立大学動物実験規程第27条第1項 署名又は記名押印 市立大学

市立大学動物実験に関する手続 実験動物種等及び使用数報告書 名寄市立大学動物実験規程第19条 署名又は記名押印 市立大学

市立大学動物実験に関する手続 実験動物管理記録 名寄市立大学動物実験規程第19条 署名又は記名押印 市立大学

市立大学科学研究費補助金事務取扱に関
する手続

科学研究費補助金交付前使用願
名寄市立大学科学研究費補助金事務取扱
要綱第９条

署名又は記名押印 市立大学

市立大学科学研究費補助金事務取扱に関
する手続

特別枠支援による研究・事業申請書
名寄市立大学学術研究等支援特別枠に関
する規程第３条第1項

署名又は記名押印 市立大学

市立大学科学研究費補助金事務取扱に関
する手続

特別枠支援による研究・事業成果報告書
名寄市立大学学術研究等支援特別枠に関
する規程第４条

署名又は記名押印 市立大学

市立大学国内・国外研修に関する手続 国内・国外研修申請書
名寄市立大学国内・国外研修規程に係る
申請書等の取扱要綱第２条

署名又は記名押印 市立大学

市立大学国内・国外研修に関する手続 国内（国外）研修帰任報告書
名寄市立大学国内・国外研修規程に係る
申請書等の取扱要綱第２条

署名又は記名押印 市立大学

市立大学教員の大学促進に関する手続 名寄市立大学大学院等進学希望申請書
名寄市立大学教員の大学院等進学促進に
関する方針

署名又は記名押印 市立大学

市立大学教員の大学促進に関する手続 名寄市立大学大学院等進学終了報告書
名寄市立大学教員の大学院等進学促進に
関する方針

署名又は記名押印 市立大学

市立大学教員の大学促進に関する手続 名寄市立大学大学院等進学計画変更届
名寄市立大学教員の大学院等進学促進に
関する方針

署名又は記名押印 市立大学

看護師等額資金貸与手続 学資金貸与申請書 署名又は記名押印
市立総合病院総務
課

看護師等額資金貸与手続 学資金口座振替申出書 記名のみ
市立総合病院総務
課

看護師等額資金貸与手続 学資金誓約書 署名又は記名押印
市立総合病院総務
課

看護師等額資金貸与手続 学資金借用証書 署名又は記名押印
市立総合病院総務
課

看護師等額資金貸与手続 学資金変換猶予申請書 署名又は記名押印
市立総合病院総務
課

看護師等額資金貸与手続 学資金貸与辞退届 署名又は記名押印
市立総合病院総務
課

病院事業行政財産目的外使用手続 病院事業行政財産目的外使用許可申請書 署名又は記名押印
市立総合病院総務
課

院内保育所入退所手続 院内保育所入所申込書 署名又は記名押印
市立総合病院総務
課

院内保育所入退所手続 院内保育所退所届 署名又は記名押印
市立総合病院総務
課



入院関係手続
入院申込（誓約）書・身元引受人兼診療
費支払保証書

署名又は記名押印
市立総合病院医事
課

市議会等に関する手続 会議結果報告について 自治法第123条第４項 公印を省略 [議会事務局]

市議会等に関する手続 議決の送付について
自治法第16条第1項
自治法第219条第1項

公印を省略 [議会事務局]

市議会等に関する手続 文書による質問書
基本条例第11条第3号
先例及び申し合わせ事項38

記名のみ [議会事務局]

市議会等に関する手続 欠席届【本会議】
会議規則第２条
先例及び申し合わせ事項４

記名のみ [議会事務局]

市議会等に関する手続 欠席届【委員会】
会議規則第89条
先例及び申し合わせ事項４

記名のみ [議会事務局]

市議会等に関する手続 説明員の出席要求書（委員会）
委員会条例第20条
先例及び申し合わせ事項97

公印を省略 [議会事務局]

市議会等に関する手続 説明員の出席要求書（協議の場）
先例及び申し合わせ事項97

公印を省略 [議会事務局]

市議会等に関する手続 欠席届【協議等の場】 先例及び申し合わせ事項４ 記名のみ [議会事務局]

市議会等に関する手続 遅刻・早退届 先例及び申し合わせ事項４ 記名のみ [議会事務局]

市議会議員の会派等に関する手続 会派結成届 先例及び申し合わせ事項85 記名のみ [議会事務局]

市議会議員の会派等に関する手続 会派に属さない議員の呼称届出書 先例及び申し合わせ事項88 記名のみ [議会事務局]

証人の実費弁償に関する手続 名寄市証人の実費弁償口座の届出 署名又は記名押印 [議会事務局]

市議会議員の会派等に関する手続 会派所属議員の変更届 記名のみ [議会事務局]

市議会議員に関する手続 履歴書の複写承諾書 署名又は記名押印 [議会事務局]

市議会議員の報酬等に関する手続
名寄市議会議員の報酬等に係る口座番号
の届出

署名又は記名押印 [議会事務局]

市議会議員の報酬等に関する手続
会派（政務活動費）に係る口座番号の届
出

署名又は記名押印 [議会事務局]


