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行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

表彰事務 善行者表彰被表彰候補者推薦書 秘書課

表彰事務 堺市地域活動貢献者感謝状被贈呈候補者推薦書 秘書課

ハニワ部長・ハニワちゃん写真・イラスト申請 ハニワ部長・ハニワちゃん写真・イラスト使用承認申請書 広報戦略推進課

ハニワ部長・ハニワちゃん写真・イラスト申請 誓約書 広報戦略推進課

自主防災組織 堺市自主防災組織登録申請書 危機管理課

自主防災組織 堺市自主防災組織登録同意書 危機管理課

自主防災組織 堺市自主防災訓練実施計画書 危機管理課

自主防災組織 堺市防災資機材支給申請書 危機管理課

自主防災組織 堺市防災資機材受領書 危機管理課

自主防災訓練 堺市自主防災活動助成金交付申請書 危機管理課

自主防災訓練 堺市自主防災活動助成金事業変更届 危機管理課

自主防災訓練 堺市自主防災活動助成金事業中止届 危機管理課

自主防災訓練 堺市自主防災活動助成金実績報告書兼事業実施報告書 危機管理課

自主防災訓練 堺市自主防災活動助成金交付請求書 危機管理課

自主防災訓練 堺市自主防災活動助成金清算書 危機管理課

地区防災計画 堺市地域防災計画への規定に関する同意書 防災課

地区防災計画 提案型地区防災計画提案書 防災課

地区防災計画 提案型地区防災計画提案取り下げ書 防災課

市章使用申請 市章使用申請書 総務課

堺市本庁舎使用等許可 堺市庁舎使用等許可申請書 総務課

堺市本庁舎使用等許可 協働事業参画申請書 総務課

堺市本庁舎使用等許可 誓約書 総務課

堺市本庁舎使用等許可 庁内一時立入許可及び庁内立入証借用申請書 総務課

堺市本庁舎使用等許可 弁当販売等庁内一時立入許可申請書 総務課

堺市本庁舎構内拾得物取扱 拾得物受領書 総務課

堺市職員厚生事業補助金 堺市職員厚生事業補助金交付申請書 労務課

堺市職員厚生事業補助金 役員情報届出書 労務課

堺市職員厚生事業補助金 堺市職員厚生事業補助金交付請求書 労務課

堺市職員厚生事業補助金 堺市職員厚生事業補助金精算書 労務課

押印を廃止した申請書等の一覧
行政手続における負担を軽減するため、下記の申請書等への押印を廃止し、署名（一部は記名）に変更します。

※ 署名の場合、個人、個人事業者、法人格のない団体については、本人（代表者）が手書きしない場合は記名押印も可とします。
※ 法人については、原則として記名押印とします。
※ この一覧には、同一の申請書等を使用する行政手続が複数含まれています。



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

堺市ふるさと応援寄附金協力事業者公募 堺市ふるさと応援寄附金返礼品協力事業者登録申込書兼変更届 資金課

堺市ふるさと応援寄附金協力事業者公募 堺市ふるさと応援寄附金返礼品登録申請書 資金課

堺市ふるさと応援寄附金協力事業者公募 堺市ふるさと応援寄附金返礼品変更申請書 資金課

堺市ふるさと応援寄附金協力事業者公募 堺市ふるさと応援寄附金返礼品（協力事業者登録・提供）取りやめ報告書 資金課

堺市補助金交付規則 堺市補助金交付申請書 財政課

堺市補助金交付規則 堺市補助金実績報告書 財政課

堺市補助金交付規則 堺市補助金交付請求書 財政課

堺市補助金交付規則 堺市補助金精算書 財政課

行政財産目的外使用許可 行政財産目的外使用許可申請書 財産活用課

行政財産目的外使用許可 行政財産目的外使用料減額・免除申請書 財産活用課

行政財産目的外使用許可 行政財産目的外使用許可変更届 財産活用課

行政財産目的外使用許可 行政財産目的外使用許可変更申請書 財産活用課

普通財産の貸付 公有財産貸付申請書 財産活用課

普通財産の貸付 公有財産借受保証人変更届出書 財産活用課

普通財産の貸付 公有財産借受人事由変更届出書 財産活用課

普通財産の貸付 公有財産返還届出書 財産活用課

市税関係書類あて先変更 市税関係書類あて先変更届出書 税制課

税証明交付停止 税証明交付停止申出書 税制課

税務証明交付停止 税証明交付停止解除申出書 税制課

寄附金税額控除 寄附金税額控除に係る指定申請書 税制課

寄附金税額控除 寄附金税額控除に係る指定変更届出書 税制課

納税管理人申告 納税管理人申告（申請）書 税制課

減免事由消滅届出 市税にかかる減免事由消滅届出書 税制課

固定資産税返還金請求 返還金交付申出書兼口座振替依頼書（委任欄） 税務運営課

軽自動車税（種別割）賦課 軽自動車税（種別割）排気量変更明細書兼誓約書 法人諸税課

軽自動車税（種別割）賦課 ミニカーへの改造自動車等届出書 法人諸税課

軽自動車税（種別割）賦課 原動機付自転車への改造自動車等届出書 法人諸税課

軽自動車税（種別割）賦課 原動機付自転車試乗標識交付申請書 法人諸税課

軽自動車税（種別割）賦課 販売証明書・廃車申告済証等提出不能の理由書 法人諸税課

軽自動車税（種別割）賦課 軽自動車税（種別割）納税義務者変更申告書 法人諸税課

軽自動車税（種別割）賦課 軽自動車税（種別割）に関する申出書 法人諸税課

軽自動車税(種別割)減免申請 軽自動車税(種別割)の減免申請書 法人諸税課

軽自動車税(種別割)減免申請 生活保護受給状況調査の同意書 法人諸税課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

軽自動車税（種別割）課税免除申請 軽自動車税（種別割）の課税免除申請書 法人諸税課

入湯税関係 入湯税納入申告書 法人諸税課

入湯税関係 鉱泉浴場経営（異動）申告書 法人諸税課

法人市民税関係 法人（設立・設置）申告書 法人諸税課

法人市民税関係 法人異動申告書 法人諸税課

事業所税関係 事業所等（新設・廃止）申告書 法人諸税課

事業所税関係 事業所用家屋貸付等申告書 法人諸税課

事業所税減免申請 事業所税減免申請書 法人諸税課

個人市民税・府民税減免申請 個人市民税・府民税減免申請書 市民税課

固定資産税減免申請 固定資産税・都市計画税（土地・家屋）減免申請書 固定資産税課

固定資産税減免申請 固定資産税・都市計画税（償却資産）減免申請書 固定資産税課

固定資産税賦課 家屋新築・増築・滅失・その他届出書 固定資産税課

固定資産税賦課 耐震基準適合住宅に係る固定資産税の減額に関する申告書 固定資産税課

固定資産税賦課 高齢者等居住改修住宅等に係る固定資産税の減額に関する申告書 固定資産税課

固定資産税賦課 熱損失防止改修住宅等に係る固定資産税の減額に関する申告書 固定資産税課

固定資産税賦課 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額に関する申告書 固定資産税課

固定資産税賦課 耐震基準適合家屋に係る固定資産税の減額に関する申告書 固定資産税課

固定資産税賦課 改修実演芸術公演施設に係る固定資産税等の減額に関する申告書 固定資産税課

固定資産税賦課 高規格堤防の整備に伴う建替家屋に係る固定資産税の減額に関する申告書 固定資産税課

税務証明の交付申請 住宅用家屋証明申請書 固定資産税課

固定資産税賦課 固定資産税・都市計画税（土地・家屋)再調査申出書 固定資産税課

固定資産税賦課 固定資産現所有者申告書 固定資産税課

固定資産税賦課 固定資産税・都市計画税（土地・家屋)非課税適用・非課税適用除外届出書 固定資産税課

固定資産税返還金請求 （返還金）共有者代表者指定届出書 固定資産税課

固定資産税返還金請求 （返還金）相続人代表者指定届出書 固定資産税課

延滞金減免申請 延滞金減免申請書 納税課

税務証明の交付申請 酒類販売業（製造）免許申請に係る納税証明申請書 納税課

税務証明の交付申請 滞納処分に係る市税の納税証明申請書 納税課

換価の猶予関係 換価の猶予申請書 納税課

換価の猶予関係 換価の猶予期間延長申請書 納税課

市税分納誓約 市税分納誓約書 納税課

市税等の還付 市税等還付金及び還付加算金領収書 納税課

有価証券組戻（依頼返却）申請 有価証券組戻（依頼返却）申請書兼受領書 納税課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

滞納処分関係
差押調書（謄本）
※捜索時の動産差押

納税課

滞納処分関係 債権差押通知書（副本） 納税課

滞納処分関係 取上調書 納税課

滞納処分関係 交付要求書（副本） 納税課

保全担保関係 担保提供書 納税課

保全担保関係 担保受領書 納税課

税務証明の交付申請 納税証明申請書(市税に関し未納のないことの証明) 税務サービス課

定期検査合格証明に係る事務 定期検査合格証明願 消費生活センター

堺市消費生活協議会事業補助金交付事務 堺市消費生活協議会事業補助金交付申請書 消費生活センター

堺市消費生活協議会事業補助金交付事務 堺市消費生活協議会事業補助金実績報告書 消費生活センター

堺市消費生活協議会事業補助金交付事務 堺市消費生活協議会事業補助金交付請求書 消費生活センター

堺市消費生活協議会事業補助金交付事務 堺市消費生活協議会事業補助金精算書 消費生活センター

堺市消費生活条例訴訟に係る事務 訴訟資金貸付申請書 消費生活センター

堺市消費生活条例訴訟に係る事務 借用証書 消費生活センター

堺市消費生活条例訴訟に係る事務 訴訟資金追加貸付申請書 消費生活センター

堺市消費生活条例訴訟に係る事務 訴訟資金貸付金返還猶予申請書 消費生活センター

堺市消費生活条例訴訟に係る事務 訴訟資金貸付金返還免除申請書 消費生活センター

堺市消費者啓発員事務 啓発員業務報告書 消費生活センター

番号制度事務 マイナンバーカードに関するその他申請書（個人番号カード交付申請書以外） 戸籍住民課

住居表示事務 住居番号付定等届出・申出書 戸籍住民課

認可地縁団体印鑑証明書交付事務 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 市民協働課

堺市認定防犯灯電気料金支援金交付 堺市防犯灯認定申請書 市民協働課

堺市認定防犯灯電気料金支援金交付 堺市認定防犯灯台帳確認届 市民協働課

堺市認定防犯灯電気料金支援金交付 堺市認定防犯灯電気料金支援金受領委任状 市民協働課

堺市認定防犯灯電気料金支援金交付 堺市認定防犯灯電気料金支援金実績報告書 市民協働課

堺市認定防犯灯電気料金支援金交付 堺市認定防犯灯電気料金支援金交付請求書 市民協働課

堺市認定防犯灯電気料金支援金交付 堺市防犯灯認定廃止届 市民協働課

堺市認定防犯灯電気料金支援金交付 堺市防犯灯認定変更申請書 市民協働課

堺市自治会活動推進補助金交付事務 堺市補助金交付申請書 市民協働課

堺市自治会活動推進補助金交付事務 堺市補助金実績報告書 市民協働課

堺市自治会活動推進補助金交付事務 堺市補助金交付請求書 市民協働課

堺市自治会活動推進補助金交付事務 堺市補助金精算書 市民協働課

堺市AED電極パッド等交換補助金交付事務 堺市AED電極パッド等交換補助金交付申請書 市民協働課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

堺市AED電極パッド等交換補助金交付事務 堺市AED電極パッド等交換補助金実績報告書 市民協働課

堺市AED電極パッド等交換補助金交付事務 堺市AED電極パッド等交換補助金交付請求書 市民協働課

堺市AED設置等補助金交付事務 堺市AED設置等補助金交付申請書 市民協働課

堺市AED設置等補助金交付事務 堺市AED設置等補助金実績報告書 市民協働課

堺市AED設置等補助金交付事務 堺市AED設置等補助金交付請求書 市民協働課

堺市自治会次世代担い手創生事業補助金交付事務 堺市自治会次世代担い手創生事業補助金交付申請書 市民協働課

堺市自治会次世代担い手創生事業補助金交付事務 堺市自治会次世代担い手創生事業補助金変更交付申請書 市民協働課

堺市自治会次世代担い手創生事業補助金交付事務 堺市自治会次世代担い手創生事業補助金実績報告書 市民協働課

堺市自治会次世代担い手創生事業補助金交付事務 堺市自治会次世代担い手創生事業補助金交付請求書 市民協働課

堺市自治会次世代担い手創生事業補助金交付事務 堺市自治会次世代担い手創生事業補助金精算書 市民協働課

堺市自治会施設賠償責任保険補助金交付事務 堺市自治会施設賠償責任保険補助金交付申請書 市民協働課

堺市自治会施設賠償責任保険補助金交付事務 堺市自治会施設賠償責任保険補助金変更交付申請書 市民協働課

堺市自治会施設賠償責任保険補助金交付事務 堺市自治会施設賠償責任保険補助金実績報告書 市民協働課

堺市自治会施設賠償責任保険補助金交付事務 堺市自治会施設賠償責任保険補助金交付請求書 市民協働課

堺市自治会施設賠償責任保険補助金交付事務 堺市自治会施設賠償責任保険補助金精算書 市民協働課

堺市掲示板設置補助金交付事務 堺市補助金交付申請書 市民協働課

堺市掲示板設置補助金交付事務 堺市掲示板設置補助金事業変更承認申請書 市民協働課

堺市掲示板設置補助金交付事務 堺市掲示板設置補助金事業中止承認申請書 市民協働課

堺市掲示板設置補助金交付事務 堺市掲示板設置補助金変更交付申請書 市民協働課

堺市掲示板設置補助金交付事務 堺市掲示板設置補助金実績報告書 市民協働課

堺市掲示板設置補助金交付事務 堺市補助金交付請求書 市民協働課

堺市献血推進協議会補助金交付事務 堺市補助金交付申請書 市民協働課

堺市献血推進協議会補助金交付事務 堺市補助金実績報告書 市民協働課

堺市献血推進協議会補助金交付事務 堺市補助金交付請求書 市民協働課

堺市献血推進協議会補助金交付事務 堺市補助金精算書 市民協働課

堺市地域会館整備費補助金交付事務 堺市地域会館整備計画事前相談書 市民協働課

堺市地域会館整備費補助金交付事務 校区内自治会の同意書 市民協働課

堺市地域会館整備費補助金交付事務 堺市地域会館整備費補助金交付申請書 市民協働課

堺市地域会館整備費補助金交付事務 地域会館整備計画変更承認申請書 市民協働課

堺市地域会館整備費補助金交付事務 地域会館整備計画中止承認申請書 市民協働課

堺市地域会館整備費補助金交付事務 地域会館工事着工届 市民協働課

堺市地域会館整備費補助金交付事務 堺市地域会館整備費補助金実績報告書 市民協働課

堺市地域会館整備費補助金交付事務 地域会館工事完了届 市民協働課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

堺市地域会館整備費補助金交付事務 地域会館整備費補助金交付請求書 市民協働課

堺市地域会館大規模改修補助金交付事務 地域会館大規模改修計画事前相談書 市民協働課

堺市地域会館大規模改修補助金交付事務 校区内自治会の同意書 市民協働課

堺市地域会館大規模改修補助金交付事務 堺市地域会館大規模改修補助金交付申請書 市民協働課

堺市地域会館大規模改修補助金交付事務 地域会館大規模改修計画変更承認申請書 市民協働課

堺市地域会館大規模改修補助金交付事務 地域会館大規模改修計画中止承認申請書 市民協働課

堺市地域会館大規模改修補助金交付事務 地域会館大規模改修工事着工届 市民協働課

堺市地域会館大規模改修補助金交付事務 堺市地域会館大規模改修補助金実績報告書 市民協働課

堺市地域会館大規模改修補助金交付事務 地域会館大規模改修工事完了届 市民協働課

堺市地域会館大規模改修補助金交付事務 堺市地域会館大規模改修補助金交付請求書 市民協働課

堺市地域会館地域会館耐震診断補助金交付事務 堺市地域会館耐震診断計画事前相談書 市民協働課

堺市地域会館地域会館耐震診断補助金交付事務 校区内自治会の同意書 市民協働課

堺市地域会館地域会館耐震診断補助金交付事務 堺市地域会館耐震診断補助金交付申請書 市民協働課

堺市地域会館地域会館耐震診断補助金交付事務 地域会館耐震診断計画変更承認申請書 市民協働課

堺市地域会館地域会館耐震診断補助金交付事務 地域会館耐震診断計画中止承認申請書 市民協働課

堺市地域会館地域会館耐震診断補助金交付事務 地域会館耐震診断着手届 市民協働課

堺市地域会館地域会館耐震診断補助金交付事務 堺市地域会館耐震診断補助金実績報告書 市民協働課

堺市地域会館地域会館耐震診断補助金交付事務 堺市地域会館耐震診断補助金交付請求書 市民協働課

堺市地域会館地域会館耐震改修等補助金交付事務 事前相談書 市民協働課

堺市地域会館地域会館耐震改修等補助金交付事務 堺市地域会館地域会館耐震改修等補助金交付申請書 市民協働課

堺市地域会館地域会館耐震改修等補助金交付事務 校区内自治会の同意書 市民協働課

堺市地域会館地域会館耐震改修等補助金交付事務 計画変更承認申請書 市民協働課

堺市地域会館地域会館耐震改修等補助金交付事務 計画中止承認申請書 市民協働課

堺市地域会館地域会館耐震改修等補助金交付事務 補助金変更交付申請書 市民協働課

堺市地域会館地域会館耐震改修等補助金交付事務 着手届 市民協働課

堺市地域会館地域会館耐震改修等補助金交付事務 補助金実績報告書 市民協働課

堺市地域会館建設用地等の購入に係る事務 堺市地域会館建設用地等購入事前相談書 市民協働課

堺市地域会館建設用地等の購入に係る事務 堺市地域会館建設用地等購入申請書 市民協働課

堺市地域会館建設用地等の購入に係る事務 校区住民の総意を確認した同意書 市民協働課

堺市地域会館建設用地等の購入に係る事務 地域会館建設に係る誓約書 市民協働課

堺市地域会館建設用地等の購入に係る事務 校区住民の総意を確認した同意書【借地購入の場合】 市民協働課

堺市地域会館建設用地等の購入に係る事務 堺市地域会館建設用地等購入依頼書 市民協働課

堺市地域まちづくり支援事業補助金交付事務 堺市地域まちづくり支援事業補助金交付申請書 市民協働課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

堺市地域まちづくり支援事業補助金交付事務 堺市地域まちづくり支援事業補助金変更交付申請書 市民協働課

堺市地域まちづくり支援事業補助金交付事務 堺市地域まちづくり支援事業補助金実績報告書 市民協働課

堺市地域まちづくり支援事業補助金交付事務 堺市地域まちづくり支援事業実施報告書 市民協働課

堺市地域まちづくり支援事業補助金交付事務 堺市地域まちづくり支援事業補助金交付請求書 市民協働課

堺市地域まちづくり支援事業補助金交付事務 堺市地域まちづくり支援事業補助金精算書 市民協働課

堺市地域貢献事業所防犯カメラ設置事業補助金交付事務 堺市地域貢献事業所防犯カメラ設置事業補助金交付申請書 市民協働課

堺市地域貢献事業所防犯カメラ設置事業補助金交付事務 堺市地域貢献事業所防犯カメラ設置事業補助金変更交付申請書 市民協働課

堺市地域貢献事業所防犯カメラ設置事業補助金交付事務 堺市地域貢献事業所防犯カメラ設置事業補助金実績報告書 市民協働課

堺市地域貢献事業所防犯カメラ設置事業補助金交付事務 堺市補助金交付請求書 市民協働課

堺市防犯事業補助金交付事務 堺市防犯事業補助金交付申請書 市民協働課

堺市防犯事業補助金交付事務 堺市防犯事業補助金実績報告書 市民協働課

堺市防犯事業補助金交付事務 堺市防犯事業補助金交付請求書 市民協働課

堺市防犯事業補助金交付事務 堺市防犯事業補助金精算書 市民協働課

堺市防犯事業補助金交付事務 堺市防犯事業補助金変更交付申請書 市民協働課

堺市防犯灯設置事業補助金交付事務 堺市防犯灯設置事業補助金交付申請書 市民協働課

堺市防犯灯設置事業補助金交付事務 堺市防犯灯設置事業補助金変更交付申請書 市民協働課

堺市防犯灯設置事業補助金交付事務 堺市防犯灯設置事業補助金実績報告書 市民協働課

堺市防犯灯設置事業補助金交付事務 堺市防犯灯設置事業補助金交付請求書 市民協働課

堺市防犯灯設置事業補助金交付事務 堺市防犯灯設置事業補助金精算書 市民協働課

堺市防犯カメラ設置事業補助金交付事務 堺市防犯カメラ設置事業補助金交付申請書 市民協働課

堺市防犯カメラ設置事業補助金交付事務 堺市防犯カメラ設置事業補助金実績報告書 市民協働課

堺市防犯カメラ設置事業補助金交付事務 堺市防犯カメラ設置事業補助金交付請求書 市民協働課

堺市防犯カメラ設置事業補助金交付事務 堺市防犯カメラ設置事業補助金変更交付申請書 市民協働課

堺市自主防犯パトロール団体防犯資機材等支給に係る事務 堺市自主防犯パトロール団体登録申請書 市民協働課

堺市自主防犯パトロール団体防犯資機材等支給に係る事務 堺市防犯パトロール用品支給申請書 市民協働課

堺市自主防犯パトロール団体防犯資機材等支給に係る事務 堺市防犯パトロール車両支給申請書 市民協働課

堺市自主防犯パトロール団体防犯資機材等支給に係る事務 堺市防犯資機材受領書 市民協働課

堺市青色防犯パトロール活動補助金交付事務 堺市青色防犯パトロール活動補助金交付申請書 市民協働課

堺市青色防犯パトロール活動補助金交付事務 堺市青色防犯パトロール活動補助金実績報告書 市民協働課

堺市青色防犯パトロール活動補助金交付事務 堺市青色防犯パトロール活動補助金交付請求書 市民協働課

堺市青色防犯パトロール活動補助金交付事務 堺市青色防犯パトロール活動補助金精算書 市民協働課

堺市青色防犯パトロール活動補助金交付事務 青色防犯パトロール活動補助金変更交付申請書 市民協働課

堺市青色防犯パトロール車両修繕等補助金交付事務 堺市青色防犯パトロール車両修繕等補助金交付申請書 市民協働課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

堺市青色防犯パトロール車両修繕等補助金交付事務 堺市青色防犯パトロール車両修繕等補助金実績報告書 市民協働課

堺市青色防犯パトロール車両修繕等補助金交付事務 堺市青色防犯パトロール車両修繕等補助金交付請求書 市民協働課

堺市青色防犯パトロール車両修繕等補助金交付事務 堺市青色防犯パトロール車両修繕等補助金変更交付申請書 市民協働課

堺市青色防犯パトロール車両安全運行支援補助金交付事務 堺市青色防犯パトロール車両安全運行支援補助金交付申請書 市民協働課

堺市青色防犯パトロール車両安全運行支援補助金交付事務 堺市青色防犯パトロール車両安全運行支援補助金変更交付申請書 市民協働課

堺市青色防犯パトロール車両安全運行支援補助金交付事務 堺市青色防犯パトロール車両安全運行支援補助金実績報告書 市民協働課

堺市青色防犯パトロール車両安全運行支援補助金交付事務 堺市青色防犯パトロール車両安全運行支援補助金交付請求書 市民協働課

堺市青色防犯パトロール車両安全運行支援補助金交付事務 堺市青色防犯パトロール車両安全運行支援補助金精算書 市民協働課

堺市犯罪被害者等日常生活支援の実施に係る事務 犯罪被害者等日常生活支援（配食サービス）利用申請書 市民協働課

堺市犯罪被害者等日常生活支援の実施に係る事務 犯罪被害者等日常生活支援（ホームヘルプサービス）利用申請書 市民協働課

堺市犯罪被害者等日常生活支援の実施に係る事務 犯罪被害についての申立書 市民協働課

堺市犯罪被害者等日常生活支援の実施に係る事務 犯罪被害者等日常生活支援（配食サービス）利用変更申請書 市民協働課

堺市犯罪被害者等日常生活支援の実施に係る事務 犯罪被害者等日常生活支援（ホームヘルプサービス）利用変更申請書 市民協働課

堺市犯罪被害者等一時避難住宅の提供に係る事務 行政財産目的外使用許可申請書 市民協働課

堺市犯罪被害者等一時避難住宅の提供に係る事務 行政財産目的外使用料減額・免除申請書 市民協働課

堺市犯罪被害者等一時避難住宅の提供に係る事務 犯罪被害についての申立書 市民協働課

NPO法人所轄庁事務 特定非営利活動法人設立認証申請書 市民協働課

NPO法人所轄庁事務 就任承諾及び誓約書 市民協働課

NPO法人所轄庁事務 確認書 市民協働課

NPO法人所轄庁事務 補正書 市民協働課

NPO法人所轄庁事務 特定非営利活動法人解散届出書 市民協働課

NPO法人所轄庁事務 特定非営利活動法人清算人就任届出書 市民協働課

NPO法人所轄庁事務 特定非営利活動法人残余財産譲渡認証申請書 市民協働課

NPO法人所轄庁事務 特定非営利活動法人清算結了届出書 市民協働課

さかいNPO協働大賞 さかいNPO協働大賞応募用紙 市民協働課

堺市立人権ふれあいセンター使用等申請 堺市立人権ふれあいセンター使用料還付申請書 人権企画調整課

堺市立人権ふれあいセンター使用等申請 堺市立人権ふれあいセンター破損（滅失）届 人権企画調整課

堺市人権教育推進協議会事業補助金交付 堺市人権教育推進協議会事業補助金交付申請書 人権推進課

堺市人権教育推進協議会事業補助金交付 堺市人権教育推進協議会事業補助金実績報告書 人権推進課

堺市人権教育推進協議会事業補助金交付 堺市人権教育推進協議会事業補助金交付請求書 人権推進課

堺市人権教育推進協議会事業補助金交付 堺市人権教育推進協議会事業補助金精算書 人権推進課

堺市立平和と人権資料館資料貸出等申請 資料貸出許可申請書 平和と人権資料館

堺市立男女共同参画センター使用許可に係る事務 堺市立男女共同参画センター使用許可変更申請書
男女共同参画セン
ター



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

堺市立男女共同参画センター使用許可に係る事務 堺市立男女共同参画センター使用料減免申請書
男女共同参画セン
ター

堺市立男女共同参画センター使用許可に係る事務 堺市立男女共同参画センター使用料還付申請書
男女共同参画セン
ター

堺市立男女共同参画センター使用許可に係る事務 堺市立男女共同参画センター破損（滅失）届
男女共同参画セン
ター

公益社団法人堺観光コンベンション協会事業補助 堺市補助金交付申請書 観光推進課

公益社団法人堺観光コンベンション協会事業補助 堺市補助金実績報告書 観光推進課

公益社団法人堺観光コンベンション協会事業補助 公益社団法人堺観光コンベンション協会事業補助金変更交付申請書 観光推進課

観覧料減免申請 堺市立歴史文化にぎわいプラザ観覧料減免申請書 観光推進課

観覧料還付申請 堺市立歴史文化にぎわいプラザ観覧料還付申請書 観光推進課

使用許可変更申請 堺市立歴史文化にぎわいプラザ使用許可変更申請書 観光推進課

使用料減免申請 堺市立歴史文化にぎわいプラザ使用料減免申請書 観光推進課

使用料還付申請 堺市立歴史文化にぎわいプラザ使用料還付申請書 観光推進課

特別利用許可申請 堺市立歴史文化にぎわいプラザ特別利用許可申請書 観光推進課

利用料減免申請 堺市立歴史文化にぎわいプラザ利用料減免申請書 観光推進課

利用料還付申請 堺市立歴史文化にぎわいプラザ利用料還付申請書 観光推進課

資料館外貸出許可申請 堺市立歴史文化にぎわいプラザ資料館外貸出許可申請書 観光推進課

資料寄贈申込 堺市立歴史文化にぎわいプラザ資料寄贈申込書 観光推進課

資料寄託申込 堺市立歴史文化にぎわいプラザ資料寄託申込書 観光推進課

破損（滅失）届 堺市立歴史文化にぎわいプラザ破損（滅失）届 観光推進課

公益財団法人堺市教育スポーツ振興事業団補助金 公益財団法人堺市教育スポーツ振興事業団補助金交付申請書 スポーツ推進課

公益財団法人堺市教育スポーツ振興事業団補助金 公益財団法人堺市教育スポーツ振興事業団補助金変更交付申請書 スポーツ推進課

公益財団法人堺市教育スポーツ振興事業団補助金  公益財団法人堺市教育スポーツ振興事業団補助事業実績報告書 スポーツ推進課

公益財団法人堺市教育スポーツ振興事業団補助金 公益財団法人堺市教育スポーツ振興事業団補助事業収支決算書 スポーツ推進課

公益財団法人堺市教育スポーツ振興事業団補助金 堺市補助金交付請求書 スポーツ推進課

公益財団法人堺市教育スポーツ振興事業団補助金 公益財団法人堺市教育スポーツ振興事業団補助金精算書 スポーツ推進課

公益財団法人堺市教育スポーツ振興事業団補助金 請求書 （口座振替用） スポーツ推進課

西日本実業団相撲選手権大会補助金
全日本相撲選手権大会補助金
全国学生相撲選手権大会補助金
全国学生相撲個人体重別選手権大会補助金

堺市補助金交付申請書 スポーツ推進課

西日本実業団相撲選手権大会補助金
全日本相撲選手権大会補助金
全国学生相撲選手権大会補助金
全国学生相撲個人体重別選手権大会補助金

堺市補助金実績報告書 スポーツ推進課

西日本実業団相撲選手権大会補助金
全日本相撲選手権大会補助金
全国学生相撲選手権大会補助金
全国学生相撲個人体重別選手権大会補助金

堺市補助金交付請求書 スポーツ推進課

西日本実業団相撲選手権大会補助金
全日本相撲選手権大会補助金
全国学生相撲選手権大会補助金
全国学生相撲個人体重別選手権大会補助金

堺市補助金精算書 スポーツ推進課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

堺市学生競技スポーツ大会出場奨励金 堺市学生競技スポーツ大会出場奨励金交付申請書 スポーツ推進課

堺市スポーツ協会事業補助金 堺市スポーツ協会事業補助金交付申請書 スポーツ推進課

堺市スポーツ協会事業補助金 堺市スポーツ協会事業補助金実績報告書 スポーツ推進課

堺市スポーツ協会事業補助金 堺市スポーツ協会事業補助金交付請求書 スポーツ推進課

堺市スポーツ協会事業補助金 堺市スポーツ協会事業補助金精算書 スポーツ推進課

堺市スポーツ少年団事業補助金 堺市スポーツ少年団事業補助金交付申請書 スポーツ推進課

堺市スポーツ少年団事業補助金 堺市スポーツ協会事業補助金実績報告書 スポーツ推進課

堺市スポーツ少年団事業補助金 堺市スポーツ協会事業補助金交付請求書 スポーツ推進課

堺市スポーツ少年団事業補助金 堺市スポーツ協会事業補助金精算書 スポーツ推進課

堺市総合型地域スポーツクラブ設立補助金 堺市総合型地域スポーツクラブ設立補助金交付申請書 スポーツ推進課

堺市総合型地域スポーツクラブ設立補助金 堺市総合型地域スポーツクラブ設立補助金交付請求書 スポーツ推進課

堺市総合型地域スポーツクラブ設立補助金 堺市総合型地域スポーツクラブ設立補助金実績報告書 スポーツ推進課

堺市総合型地域スポーツクラブ設立補助金 堺市総合型地域スポーツクラブ設立補助金精算書 スポーツ推進課

堺市総合型地域スポーツクラブ運営補助金 堺市総合型地域スポーツクラブ運営補助金交付申請書 スポーツ推進課

堺市総合型地域スポーツクラブ運営補助金 堺市総合型地域スポーツクラブ運営補助金交付請求書 スポーツ推進課

堺市総合型地域スポーツクラブ運営補助金 堺市総合型地域スポーツクラブ運営補助金実績報告書 スポーツ推進課

堺市総合型地域スポーツクラブ運営補助金 堺市総合型地域スポーツクラブ運営補助金精算書 スポーツ推進課

堺市スポーツ施設情報システム利用者登録申請業務 堺市スポーツ施設情報システム利用者登録申請書 スポーツ施設課

優先利用調整依頼業務 優先利用依頼書 スポーツ施設課

施設使用関係業務 堺市立○○体育館使用申請書 スポーツ施設課

施設使用関係業務 堺市立○○体育館使用許可変更申請書 スポーツ施設課

施設使用関係業務 堺市立体育館使用料減免申請書 スポーツ施設課

施設使用関係業務 堺市立体育館使用料還付申請書 スポーツ施設課

施設使用関係業務 堺市立体育館破損（滅失）届 スポーツ施設課

施設使用関係業務 堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター使用申請書 スポーツ施設課

施設使用関係業務 堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター使用許可変更申請書 スポーツ施設課

施設使用関係業務 堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター使用料減免申請書 スポーツ施設課

施設使用関係業務 堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター使用料還付申請書 スポーツ施設課

施設使用関係業務 堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター破損（滅失）届 スポーツ施設課

施設使用関係業務 堺市美原Ｂ＆Ｇ海洋センター使用申請書 スポーツ施設課

施設使用関係業務 堺市美原Ｂ＆Ｇ海洋センター使用許可変更申請書 スポーツ施設課

施設使用関係業務 堺市美原Ｂ＆Ｇ海洋センター使用料減免申請書 スポーツ施設課

施設使用関係業務 堺市美原Ｂ＆Ｇ海洋センター施設使用料還付申請書 スポーツ施設課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

施設使用関係業務 堺市美原Ｂ＆Ｇ海洋センター破損（滅失）届 スポーツ施設課

施設使用関係業務 堺市スポーツ施設使用申請書 スポーツ施設課

施設使用関係業務 堺市スポーツ施設使用許可変更申請書 スポーツ施設課

施設使用関係業務 堺市スポーツ施設使用料減免申請書 スポーツ施設課

施設使用関係業務 堺市スポーツ施設使用料還付申請書 スポーツ施設課

施設使用関係業務 堺市スポーツ施設破損（滅失）届 スポーツ施設課

施設使用関係業務 堺市立美原総合スポーツセンター使用申請書 スポーツ施設課

施設使用関係業務 堺市立美原総合スポーツセンター使用許可変更申請書 スポーツ施設課

施設使用関係業務 堺市立美原総合スポーツセンター使用料減免申請書 スポーツ施設課

施設使用関係業務 堺市立美原総合スポーツセンター使用料還付申請書 スポーツ施設課

施設使用関係業務 堺市立美原総合スポーツセンター破損（滅失）届 スポーツ施設課

自治会長から提出される堺市ミニスポーツ広場の使用(廃止)届 堺市ミニ・スポーツ広場使用(廃止)届 スポーツ施設課

堺市民間非営利団体による日本語教室開催事業補助金 様式1（申請書） 国際課

堺市民間非営利団体による日本語教室開催事業補助金 様式6（実績報告書） 国際課

堺市民間非営利団体による日本語教室開催事業補助金 様式8（収支決算書） 国際課

堺市民間非営利団体による日本語教室開催事業補助金 様式10（交付請求書） 国際課

堺市民間非営利団体による日本語教室開催事業補助金 様式11（精算書） 国際課

堺市姉妹・友好都市協会事業補助金交付要綱 様式1（申請書） 国際課

堺市姉妹・友好都市協会事業補助金交付要綱 様式6（実績報告書） 国際課

堺市姉妹・友好都市協会事業補助金交付要綱 様式10（交付請求書） 国際課

堺市姉妹・友好都市協会事業補助金交付要綱 様式11（精算書） 国際課

堺市立文化会館の使用 堺市立〇〇文化会館使用料還付申請書 文化課

堺市立文化会館の使用 破損（滅失）届 文化課

堺市立文化館の使用 アルフォンス・ミュシャ館観覧料還付申請書 文化課

堺市立文化館の使用 堺市立文化館使用料還付申請書 文化課

アルフォンス・ミュシャ作品等の貸付申請 堺市アルフォンス・ミュシャ作品等貸付申請書 文化課

アルフォンス・ミュシャ作品等の貸付申請 借受書 文化課

福助資料の貸付申請 堺市美術資料貸付申込書 文化課

福助資料の貸付申請 預かり書 文化課

堺市民芸術文化ホールの使用 堺市民芸術文化ホール使用許可変更申請書 文化課

堺市民芸術文化ホールの使用 堺市民芸術文化ホール使用料減免申請書 文化課

堺市民芸術文化ホールの使用 堺市民芸術文化ホール使用料還付申請書 文化課

堺市民芸術文化ホールの使用 堺市民芸術文化ホール破損（滅失）届 文化課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

堺市芸術文化創造発信事業補助金 堺市芸術文化創造発信事業補助金交付申請書 文化課

堺市芸術文化創造発信事業補助金 補助金実績報告書 文化課

堺市芸術文化創造発信事業補助金 堺市芸術文化創造発信事業補助金収支決算書 文化課

堺市芸術文化創造発信事業補助金 堺市芸術文化創造発信事業補助金交付請求書 文化課

堺ブランド桜「与謝野晶子」の与謝野晶子ゆかりの地への配付 堺ブランド桜「与謝野晶子」配付申込書 文化課

堺ブランド桜「与謝野晶子」の与謝野晶子ゆかりの地への配付 堺ブランド桜「与謝野晶子」植樹報告書 文化課

公益財団法人堺市文化振興財団事業補助金 公益財団法人堺市文化振興財団事業補助金変更交付申請書 文化課

公益財団法人堺市文化振興財団事業補助金 堺市補助金交付申請書 文化課

公益財団法人堺市文化振興財団事業補助金 堺市補助金実績報告書 文化課

公益財団法人堺市文化振興財団事業補助金 堺市補助金交付請求書 文化課

公益財団法人堺市文化振興財団事業補助金 堺市補助金精算書 文化課

堺市民芸術祭開催事業補助金 堺市補助金交付申請書 文化課

堺市民芸術祭開催事業補助金 堺市補助金実績報告書 文化課

堺市民芸術祭開催事業補助金 堺市補助金交付請求書 文化課

堺市民芸術祭開催事業補助金 堺市補助金精算書 文化課

堺美術協会展開催事業補助金 堺市補助金交付申請書 文化課

堺美術協会展開催事業補助金 堺市補助金実績報告書 文化課

堺美術協会展開催事業補助金 堺市補助金交付請求書 文化課

与謝野晶子倶楽部事業補助金 与謝野晶子倶楽部事業補助金交付申請書 文化課

与謝野晶子倶楽部事業補助金 堺市補助金交付請求書 文化課

与謝野晶子倶楽部事業補助金 与謝野晶子倶楽部事業補助金実績報告書 文化課

与謝野晶子倶楽部事業補助金 与謝野晶子倶楽部事業補助金精算書 文化課

文化財指定および管理 同意書 文化財課

文化財指定および管理 指定書（認定書）再交付申請書 文化財課

文化財指定および管理 管理責任者選任（解任）届 文化財課

文化財指定および管理 管理責任者変更届 文化財課

文化財指定および管理 所有者変更届 文化財課

文化財指定および管理 所有者変更届 文化財課

文化財指定および管理 所有者（管理責任者）の氏名等変更届 文化財課

文化財指定および管理 滅失等届 文化財課

文化財指定および管理 所在場所変更届 文化財課

文化財指定および管理 現状変更等許可申請書 文化財課

文化財指定および管理 現状変更等届 文化財課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

文化財指定および管理 現状変更等終了報告書 文化財課

文化財指定および管理 修理届 文化財課

文化財指定および管理 修理終了報告書 文化財課

文化財指定および管理 保持者氏名等変更届 文化財課

文化財指定および管理 保持者心身故障届 文化財課

文化財指定および管理 保持者死亡届 文化財課

文化財指定および管理 保持団体（保存団体）名称等変更届 文化財課

文化財指定および管理 保持団体（保存団体）構成員異動届 文化財課

文化財指定および管理 保持団体（保存団体）解散届 文化財課

文化財指定および管理 土地の所在等異動届 文化財課

文化財指定および管理 同意書 文化財課

文化財に対する補助金 堺市文化財保存事業補助金交付申請書 文化財課

文化財に対する補助金 堺市文化財保存事業計画変更承認申請書 文化財課

文化財に対する補助金 堺市文化財保存事業補助金実績報告書 文化財課

文化財に対する補助金 堺市文化財保存事業補助金交付請求書 文化財課

文化財に対する補助金 堺市文化財保存事業補助金精算書 文化財課

博物館設置の登録等にかかる手続き 登録申請書 文化財課

博物館設置の登録等にかかる手続き 博物館登録事項等変更届出書 文化財課

博物館設置の登録等にかかる手続き 博物館廃止届出書 文化財課

文化財資料の貸出し等および寄贈に関する手続き 文化財資料貸出許可申請書 文化財課

文化財資料の貸出し等および寄贈に関する手続き 文化財資料特別利用許可申請書 文化財課

文化財資料の貸出し等および寄贈に関する手続き 文化財資料掲載等許可申請書 文化財課

文化財資料の貸出し等および寄贈に関する手続き 文化財資料寄贈申請書 文化財課

町家歴史館の管理・運営 堺市立町家歴史館入館料減免申請書 文化財課

町家歴史館の管理・運営 堺市立町家歴史館入館料還付申請書 文化財課

補助金の交付 堺市世界遺産保全活用推進事業補助金交付申請書 世界遺産課

補助金の交付 堺市世界遺産保全活用推進事業補助金変更交付申請書 世界遺産課

補助金の交付 堺市世界遺産保全活用推進事業補助金実績報告書 世界遺産課

補助金の交付 堺市世界遺産保全活用推進事業補助金交付請求書 世界遺産課

補助金の交付 堺市補助金精算書 世界遺産課

堺市茶室使用許可申請 堺市茶室使用許可申請書 学芸課

堺市茶室使用料減免申請 堺市茶室使用料減免申請書 学芸課

堺市茶室使用料還付申請 堺市茶室使用料還付申請書 学芸課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

堺市茶室破損（滅失） 堺市茶室破損（滅失）届 学芸課

特別利用許可申請書 特別利用許可申請書 学芸課

館外貸出許可申請 館外貸出許可申請書 学芸課

資料寄贈申込 資料寄贈申込書 学芸課

資料寄託申込 資料寄託申込書 学芸課

堺市博物館観覧料（特別観覧料）減免申請 堺市博物館観覧料（特別観覧料）減免申請書 学芸課

堺市博物館観覧料（特別観覧料）還付申請 堺市博物館観覧料（特別観覧料）還付申請書 学芸課

堺市博物館使用料還付申請 堺市博物館使用料還付申請書 学芸課

堺市博物館特別利用料還付申請 堺市博物館特別利用料還付申請書 学芸課

堺市立みはら歴史博物館特別利用許可申請 堺市立みはら歴史博物館特別利用許可申請書 学芸課

堺市立みはら歴史博物館資料館外貸出許可申請 堺市立みはら歴史博物館資料館外貸出許可申請書 学芸課

堺市立みはら歴史博物館資料寄贈申込 堺市立みはら歴史博物館資料寄贈申込書 学芸課

堺市立みはら歴史博物館資料寄託申込 堺市立みはら歴史博物館資料寄託申込書 学芸課

堺市立みはら歴史博物館破損（滅失） 堺市立みはら歴史博物館破損（滅失）届 学芸課

堺市立みはら歴史博物館特別利用料減免申請 堺市立みはら歴史博物館特別利用料減免申請書 学芸課

堺市立みはら歴史博物館ホール棟使用料減免申請 堺市立みはら歴史博物館ホール等使用料減免申請書 学芸課

堺市立みはら歴史博物館観覧料還付申請 堺市立みはら歴史博物館観覧料還付申請書 学芸課

堺市立みはら歴史博物館特別利用料還付申請 堺市立みはら歴史博物館特別利用料還付申請書 学芸課

堺市立みはら歴史博物館ホール棟使用料還付申請 堺市立みはら歴史博物館ホール等使用料還付申請書 学芸課

堺市博物館資料収集に関する評価 堺市博物館資料収集に関する評価書 学芸課

堺市環境マスコットキャラクターデザイン及び着ぐるみ使用承認
の申請

堺市環境マスコットキャラクターデザイン及び着ぐるみ使用承認申請書 環境政策課

堺市環境マスコットキャラクターデザイン及び着ぐるみ使用承認
内容変更の申請

堺市環境マスコットキャラクターデザイン及び着ぐるみ使用承認内容変更申請書 環境政策課

堺市環境マスコットキャラクターデザイン及び着ぐるみ使用者変
更の届出

堺市環境マスコットキャラクターデザイン及び着ぐるみ使用者変更届出書 環境政策課

体験の機会の場の認定の申請 誓約書（暴力団又は暴力団員、暴力団密接関係者でない旨の誓約） 環境政策課

堺市スマートハウス化支援事業補助金 補助金交付申請書 環境エネルギー課

堺市スマートハウス化支援事業補助金 補助金交付請求書 環境エネルギー課

堺市スマートハウス化支援事業補助金 役員情報届出書 環境エネルギー課

堺市スマートハウス化支援事業補助金 電力販売事業登録申請書 環境エネルギー課

堺市ZEH支援事業補助金 補助金交付申請書 環境エネルギー課

堺市ZEH支援事業補助金 実績報告書 環境エネルギー課

堺市ZEH支援事業補助金 補助金交付請求書 環境エネルギー課

堺市ZEH支援事業補助金 変更承認申請書 環境エネルギー課

堺市ZEH支援事業補助金 中止・廃止承認申請書 環境エネルギー課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

堺市ZEH支援事業補助金 事業承継承認申請書 環境エネルギー課

堺市スマートファクトリー・スマートオフィス導入支援事業補助金 補助金交付申請書 環境エネルギー課

堺市スマートファクトリー・スマートオフィス導入支援事業補助金 同意書 環境エネルギー課

堺市スマートファクトリー・スマートオフィス導入支援事業補助金 実績報告書 環境エネルギー課

堺市スマートファクトリー・スマートオフィス導入支援事業補助金 補助金交付請求書 環境エネルギー課

堺市電力の調達に係る環境配慮 堺市環境に配慮した電力調達評価項目報告書 環境エネルギー課

堺市電力の調達に係る環境配慮 グリーン電力証書の堺市への譲渡予定報告書 環境エネルギー課

堺市電力の調達に係る環境配慮 二酸化炭素排出量の代理無効化予定量報告書 環境エネルギー課

有害鳥獣捕獲許可 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書 環境共生課

有害鳥獣捕獲許可 申請者名簿兼従事者名簿 環境共生課

有害鳥獣捕獲許可 有害鳥獣捕獲依頼書 環境共生課

有害鳥獣捕獲許可 有害鳥獣捕獲申請に係る被害状況調査書 環境共生課

有害鳥獣捕獲許可 捕獲許可証等再交付申請書・住所等変更届出書・亡失届出書 環境共生課

鳥獣飼養登録 飼養登録更新申請書 環境共生課

鳥獣飼養登録 登録票再交付申請書・住所等変更届出書 環境共生課

鳥獣飼養登録 亡失届出書 環境共生課

鳥獣飼養登録 飼養登録変更届 環境共生課

環境影響評価 配慮計画書等提出書 環境共生課

環境影響評価 環境影響評価実施計画書提出書 環境共生課

環境影響評価 環境影響評価方法書等提出書 環境共生課

環境影響評価
環境影響評価方法書についての意見の概要及び方法書意見に対する見解書提
出書

環境共生課

環境影響評価 環境影響評価準備書等提出書 環境共生課

環境影響評価 説明会開催結果報告書 環境共生課

環境影響評価
環境影響評価準備書についての意見の概要及び準備書意見に対する見解書提
出書

環境共生課

環境影響評価 公述意見見解書提出書 環境共生課

環境影響評価 環境影響評価書等提出書 環境共生課

環境影響評価 対象事業工事着手届 環境共生課

環境影響評価 対象事業完了届 環境共生課

環境影響評価 事後調査計画書提出書 環境共生課

環境影響評価 事後調査報告書提出書 環境共生課

環境影響評価 氏名変更等届出書 環境共生課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

環境影響評価 対象事業変更届出書 環境共生課

環境影響評価 対象事業廃止等届出書 環境共生課

環境影響評価 事業者届出書 環境共生課

環境影響評価 自主的環境影響評価実施申出書 環境共生課

建設汚泥自ら利用届出 建設汚泥の処理・利用に関する計画書 環境対策課

施設の使用申請 堺市立のびやか健康館使用申請書 環境事業管理課

施設の使用変更申請 堺市立のびやか健康館使用許可変更申請書 環境事業管理課

施設等の破損(減失)届 堺市立のびやか健康館破損(減失)届 環境事業管理課

有価物集団回収実施団体登録事務 堺市有価物集団回収実施団体登録申請書 資源循環推進課

有価物集団回収実施団体登録抹消事務 堺市有価物集団回収実施団体登録抹消届 資源循環推進課

ごみ減量化等啓発物品貸出 ごみ減量化等啓発物品貸出申請書 資源循環推進課

堺市４Ｒアドバイザー登録制度 ４Ｒアドバイザー登録申請書 資源循環推進課

一般廃棄物処理業許可等 一般廃棄物収集運搬業(許可・更新許可)申請書 資源循環推進課

一般廃棄物処理業許可等 一般廃棄物処分業(許可・更新許可)申請書 資源循環推進課

一般廃棄物処理業許可等 一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書 資源循環推進課

一般廃棄物再生利用業指定等 再生利用業個別指定申請書 資源循環推進課

一般廃棄物再生利用業指定等 再生利用業個別指定変更承認申請書 資源循環推進課

一般廃棄物処理業許可等 一般廃棄物収集運搬業変更承認申請書 資源循環推進課

一般廃棄物処理業許可等 許可証再交付申請書 資源循環推進課

大規模建築物に係る届出等 廃棄物管理責任者選任(変更)届 資源循環推進課

大規模建築物に係る届出等 事業系一般廃棄物減量等計画書 資源循環推進課

一般廃棄物再生利用業指定等 再生利用業個別指定(変更・廃止)届出書 資源循環推進課

一般廃棄物再生利用業指定等 指定証再交付申請書 資源循環推進課

浄化槽清掃業許可等 浄化槽清掃業許可申請書 資源循環推進課

浄化槽清掃業許可等 浄化槽清掃業許可書再交付申請書 資源循環推進課

浄化槽清掃業許可等 浄化槽清掃業変更届出書 資源循環推進課

浄化槽清掃業許可等 浄化槽清掃業（休止・廃止）届出書 資源循環推進課

一般廃棄物再生利用業指定等 一般廃棄物再生利用業事前協議書 資源循環推進課

一般廃棄物再生利用業指定等 車両使用承諾証明書 資源循環推進課

一般廃棄物再生利用業指定等 施設使用承諾証明書 資源循環推進課

一般廃棄物再生利用業指定等 納税証明書等が添付できない理由書 資源循環推進課

一般廃棄物再生利用業指定等 市税調査に関する同意書 資源循環推進課

一般廃棄物再生利用業指定等 搬入先変更承認申請書 資源循環推進課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

一般廃棄物再生利用業指定等 指定証亡失・滅失申立書 資源循環推進課

一般廃棄物再生利用業指定等 一般廃棄物再生輸送業における処理計画書（様式第３３号） 資源循環推進課

一般廃棄物再生利用業指定等 一般廃棄物再生輸送業における処理計画書（様式第３４号） 資源循環推進課

一般廃棄物再生利用業指定等 一般廃棄物再生輸送業における処理計画書（様式第３５号） 資源循環推進課

一般廃棄物再生利用業指定等 一般廃棄物再生活用業における処理計画書（様式第３６号） 資源循環推進課

一般廃棄物処理施設許可等 一般廃棄物処理施設欠格要件該当届出書 資源循環推進課

一般廃棄物処理業許可等 車両使用承諾証明書 資源循環推進課

一般廃棄物処理業許可等 施設使用承諾証明書 資源循環推進課

一般廃棄物処理業許可等 納税証明書等が添付できない理由書 資源循環推進課

一般廃棄物処理業許可等 同意書 資源循環推進課

一般廃棄物処理業許可等 亡失等に関する届出書 資源循環推進課

一般廃棄物処理業許可等 臨時車両マグネット再貸与申請書 資源循環推進課

一般廃棄物処理業許可等 一般廃棄物（資源物）収集運搬業実績報告書 資源循環推進課

一般廃棄物処理業許可等 許可証亡失・滅失申立書 資源循環推進課

一般廃棄物処理業許可等 一般廃棄物処分業事前協議書 資源循環推進課

一般廃棄物処理業許可等 施設使用承諾証明書 資源循環推進課

一般廃棄物処理業許可等 納税証明書等が添付できない理由書 資源循環推進課

一般廃棄物処理業許可等 市税調査に関する同意書 資源循環推進課

一般廃棄物処理業許可等 一般廃棄物処分業処理計画書 資源循環推進課

一般廃棄物処理業許可等 許可証亡失・滅失申立書 資源循環推進課

一般廃棄物の処理手数料の減免申請書 一般廃棄物処理手数料減免申請書 環境業務課

まち美化促進団体（アドプト団体）の認定申込書 堺市まち美化促進実施団体認定申込書 環境業務課

美化活動（アドプト活動）の事故報告書 堺市美化活動事故等報告書 環境業務課

堺市路上喫煙等マナー向上サポーター登録申込書 堺市路上喫煙等マナー向上サポーター登録申込書 環境業務課

不良状態解消措置の助成金申請書 不良状態解消措置一部助成申請書 環境業務課

一般廃棄物収集処理 一般廃棄物処理申込書（様式第２号（甲）（乙）） 環境業務課

カラスネット譲渡申請 カラスネット譲渡申請書 環境業務課

カラスネット譲渡申請 カラスネット譲渡受領書 環境業務課

し尿収集処理 し尿くみ取手数料減免申請書 環境業務課

廃棄物搬入許可 廃棄物搬入許可申請書
クリーンセンター管理
課

廃棄物搬入許可 廃棄物搬入許可書再交付申請書
クリーンセンター管理
課

廃棄物搬入許可 搬入承認カード再貸与申請書
クリーンセンター管理
課

廃棄物搬入許可 廃棄物搬入許可変更承認申請書
クリーンセンター管理
課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

廃棄物搬入許可 廃棄物搬入許可（変更・廃止）届出書
クリーンセンター管理
課

廃棄物搬入許可 計量カード貸与申請書
クリーンセンター管理
課

廃棄物搬入許可 計量カード変更承認申請書
クリーンセンター管理
課

廃棄物搬入許可 計量カード変更届
クリーンセンター管理
課

廃棄物搬入許可 計量(搬入承認)カード亡失等に関する届出書
クリーンセンター管理
課

廃棄物搬入許可 計量カード再貸与申請書
クリーンセンター管理
課

廃棄物搬入許可 計量(搬入承認)カード返納届出書
クリーンセンター管理
課

ふれあいサポート収集 ふれあいサポート収集申込書兼調査記録票
クリーンセンター環境
事業所

定款変更届 定款変更届 健康福祉総務課

法人台帳記載事項変更届 法人台帳記載事項変更届 健康福祉総務課

基本財産担保提供届 基本財産担保提供届 健康福祉総務課

登録免許税法別表第3の１０の項の第3欄の第1号（第3号、第4
号）に掲げる登記に係る証明

登録免許税法別表第3の１０の項の第3欄の第1号（第3号、第4号）に掲げる登記
に係る証明願

健康福祉総務課

堺市小口更生資金貸付事務 堺市小口更生資金借受申込書 生活援護管理課

住宅扶助費代理納付事務 住宅扶助費代理納付依頼書 生活援護管理課

住宅扶助費代理納付事務 口座指定書 生活援護管理課

住宅扶助費代理納付事務 住宅扶助費代理納付変更届 生活援護管理課

住宅扶助費代理納付事務 住宅扶助費代理納付終了届出書 生活援護管理課

行旅病人及び行旅死亡人等取扱事業 行旅死亡人遺骨・遺体引取願 生活援護管理課

行旅病人及び行旅死亡人等取扱事業 行旅死亡人遺骨・遺体受領書 生活援護管理課

無料低額介護老人保健施設利用事業 無料低額介護老人保健施設利用事業開始届 生活援護管理課

無料低額介護老人保健施設利用事業 無料低額介護老人保健施設利用事業変更届 生活援護管理課

無料低額介護老人保健施設利用事業 無料低額介護老人保健施設事業廃止（停止）届 生活援護管理課

無料低額診療事業 無料低額診療事業開始届 生活援護管理課

無料低額診療事業 無料低額診療事業変更届 生活援護管理課

無料低額診療事業 無料低額診療事業廃止（停止）届 生活援護管理課

無料低額宿泊事業 堺市第二種社会福祉事業【無料定額宿泊所】開始届 生活援護管理課

無料低額宿泊事業 役員等名簿 生活援護管理課

無料低額宿泊事業 誓約書（個人用） 生活援護管理課

無料低額宿泊事業 誓約書（法人用） 生活援護管理課

無料低額宿泊事業 経歴申告書 生活援護管理課

無料低額宿泊事業 堺市第二種社会福祉事業【無料定額宿泊所】変更届 生活援護管理課

無料低額宿泊事業 堺市第二種社会福祉事業【無料定額宿泊所】変更届（休止・再開） 生活援護管理課

無料低額宿泊事業 堺市第二種社会福祉事業【無料定額宿泊所】廃止届 生活援護管理課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

無料低額宿泊事業
堺市第二種社会福祉事業【無料定額宿泊所】届出受理証明書に係る交付申請
書

生活援護管理課

保護施設運営管理業務 運営状況報告書 生活援護管理課

保護施設運営管理業務 事業実施状況報告書 生活援護管理課

保護施設運営管理業務 事務費精算報告書 生活援護管理課

保護施設運営管理業務 入所被保護者状況変更届出書 生活援護管理課

保護施設運営管理業務 事業予定報告書 生活援護管理課

堺市キャリアサポート事業 堺市キャリアサポート事業申込書 生活援護管理課

堺市高校卒業見込者等への進路支援事業 堺市高校卒業見込者等への進路支援事業利用申込書 生活援護管理課

多重債務整理支援プログラム 同意書 生活援護管理課

堺市学習と居場所づくり支援事業 堺市学習と居場所づくり支援事業利用申込書 生活援護管理課

国民健康保険料延滞金の減免申請 延滞金減免申請書 国民健康保険課

国民健康保険料の徴収猶予申請 徴収猶予申請書 国民健康保険課

国民健康保険料の減免申請 減免申請書 国民健康保険課

療養費の支給 国民健康保険療養費支給申請書 国民健康保険課

療養費の支給 国民健康保険生活療養標準負担額減額差額支給申請書 国民健康保険課

療養費の支給 国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給申請書 国民健康保険課

精神・結核医療給付金の支給 精神・結核医療給付金支給申請書 国民健康保険課

高額介護合算療養費の支給 高額介護合算療養費支給申請書 国民健康保険課

出産育児一時金の支給 出産育児一時金支給申請書 国民健康保険課

高額療養費の支給 高額療養費支給申請書 国民健康保険課

高額療養費の支給 高額療養費（外来年間合算）支給申請書 国民健康保険課

葬祭費の支給 葬祭費支給申請書 国民健康保険課

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給 誓約書（相続人が申請する場合） 国民健康保険課

一部負担金の免除及び徴収猶予 堺市国民健康保険一部負担金（免除・徴収猶予）申請書 国民健康保険課

国民健康保険料還付金の受領 国民健康保険料過誤納還付金領収書 国民健康保険課

療養費等の支給 領収書 国民健康保険課

後期高齢者医療保険料の延滞金免除申請 堺市後期高齢者医療保険料延滞金免除申請書 医療年金課

後期高齢者医療保険料の納付方法変更申出 後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書 医療年金課

後期高齢者医療保険料納付方法変更撤回の申出 後期高齢者医療保険料納付方法変更撤回申出書 医療年金課

重度障害者医療費助成の医療証再交付申請 医療証再交付申請書 医療年金課

重度障害者医療費助成の医療費支給申請 重度障害者医療費支給申請書 医療年金課

重度障害者医療費助成の一部自己負担額償還申請 重度障害者医療一部自己負担額償還申請書 医療年金課

ひとり親家庭医療費助成の医療証更新申請・資格変更届 ひとり親家庭医療医療証更新申請書 医療年金課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

ひとり親家庭医療費助成の医療証再交付申請 医療証再交付申請書 医療年金課

ひとり親家庭医療費助成の医療費支給申請 ひとり親家庭医療費支給申請書 医療年金課

ひとり親家庭医療費助成の一部自己負担額償還申請 ひとり親家庭医療一部自己負担額償還申請書 医療年金課

子ども医療費助成の医療費・食事療養標準負担額支給申請 子ども医療費・食事療養標準負担額支給申請書 医療年金課

子ども医療費助成の一部自己負担額償還申請 子ども医療一部自己負担額償還申請書 医療年金課

子ども医療費助成の医療証再交付申請 医療証再交付申請書 医療年金課

堺市社会福祉法人堺市社会福祉協議会補助金 堺市補助金交付申請書 長寿支援課

堺市社会福祉法人堺市社会福祉協議会補助金 堺市補助金実績報告書 長寿支援課

堺市社会福祉法人堺市社会福祉協議会補助金 堺市補助金交付請求書 長寿支援課

堺市社会福祉法人堺市社会福祉協議会補助金 堺市補助金精算書 長寿支援課

堺市総合福祉会館管理運営補助金 堺市補助金交付申請書 長寿支援課

堺市総合福祉会館管理運営補助金 堺市補助金実績報告書 長寿支援課

堺市総合福祉会館管理運営補助金 堺市補助金交付請求書 長寿支援課

堺市総合福祉会館管理運営補助金 堺市補助金精算書 長寿支援課

堺市社会福祉協議会区事務所設置運営事業補助金 堺市補助金交付申請書 長寿支援課

堺市社会福祉協議会区事務所設置運営事業補助金 堺市補助金実績報告書 長寿支援課

堺市社会福祉協議会区事務所設置運営事業補助金 堺市補助金交付請求書 長寿支援課

堺市社会福祉協議会区事務所設置運営事業補助金 堺市補助金精算書 長寿支援課

堺市地域のつながりハート事業補助金 堺市補助金交付申請書 長寿支援課

堺市地域のつながりハート事業補助金 堺市補助金実績報告書 長寿支援課

堺市地域のつながりハート事業補助金 堺市補助金交付請求書 長寿支援課

堺市地域のつながりハート事業補助金 堺市補助金精算書 長寿支援課

堺市日常生活自立支援事業補助金 堺市補助金交付申請書 長寿支援課

堺市日常生活自立支援事業補助金 堺市補助金実績報告書 長寿支援課

堺市日常生活自立支援事業補助金 堺市補助金交付請求書 長寿支援課

堺市日常生活自立支援事業補助金 堺市補助金精算書 長寿支援課

堺市ボランティアネットワーク推進事業補助金 堺市補助金交付申請書 長寿支援課

堺市ボランティアネットワーク推進事業補助金 堺市補助金実績報告書 長寿支援課

堺市ボランティアネットワーク推進事業補助金 堺市補助金交付請求書 長寿支援課

堺市ボランティアネットワーク推進事業補助金 堺市補助金精算書 長寿支援課

堺市地域福祉推進事業補助金 堺市補助金交付申請書 長寿支援課

堺市地域福祉推進事業補助金 堺市補助金実績報告書 長寿支援課

堺市地域福祉推進事業補助金 堺市補助金交付請求書 長寿支援課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

堺市地域福祉推進事業補助金 堺市補助金精算書 長寿支援課

堺市総合福祉会館特定天井耐震改修工事等補助金 堺市補助金交付申請書 長寿支援課

堺市総合福祉会館特定天井耐震改修工事等補助金 堺市補助金実績報告書 長寿支援課

堺市総合福祉会館特定天井耐震改修工事等補助金 堺市補助金交付請求書 長寿支援課

堺市総合福祉会館特定天井耐震改修工事等補助金 堺市補助金精算書 長寿支援課

堺市民生委員児童委員活動事業補助金 堺市補助金交付申請書 長寿支援課

堺市民生委員児童委員活動事業補助金 堺市補助金実績報告書 長寿支援課

堺市民生委員児童委員活動事業補助金 堺市補助金交付請求書 長寿支援課

堺市民生委員児童委員活動事業補助金 堺市補助金精算書 長寿支援課

堺市保護司会事業補助金 堺市補助金交付申請書 長寿支援課

堺市保護司会事業補助金 堺市補助金実績報告書 長寿支援課

堺市保護司会事業補助金 堺市補助金交付請求書 長寿支援課

堺市保護司会事業補助金 堺市補助金精算書 長寿支援課

堺市更生保護女性会事業補助金 堺市補助金交付申請書 長寿支援課

堺市更生保護女性会事業補助金 堺市補助金実績報告書 長寿支援課

堺市更生保護女性会事業補助金 堺市補助金交付請求書 長寿支援課

堺市更生保護女性会事業補助金 堺市補助金精算書 長寿支援課

堺市成年後見制度利用支援給付金交付申請 堺市成年後見制度利用支援給付金交付申請書 長寿支援課

堺市シルバー人材センター運営補助金 堺市補助金交付申請書 長寿支援課

堺市シルバー人材センター運営補助金 堺市シルバー人材センター運営補助金変更交付申請書 長寿支援課

堺市シルバー人材センター運営補助金 堺市補助金実績報告書 長寿支援課

堺市シルバー人材センター運営補助金 堺市補助金交付請求書 長寿支援課

堺市シルバー人材センター運営補助金 堺市シルバー人材センター運営補助金変更交付請求書 長寿支援課

堺市シルバー人材センター運営補助金 堺市補助金精算書 長寿支援課

堺市老人クラブ連合会補助金 堺市補助金交付申請書 長寿支援課

堺市老人クラブ連合会補助金 堺市補助金実績報告書 長寿支援課

堺市老人クラブ連合会補助金 堺市補助金交付請求書 長寿支援課

堺市老人クラブ連合会補助金 堺市補助金精算書 長寿支援課

堺市老人クラブ活動補助金 堺市老人クラブ活動補助金交付申請書 長寿支援課

堺市老人クラブ活動補助金 堺市老人クラブ活動補助金実績報告書 長寿支援課

堺市老人クラブ活動補助金 堺市老人クラブ活動補助金交付請求書 長寿支援課

堺市老人クラブ活動補助金 堺市老人クラブ活動補助金清算書 長寿支援課

堺市遺族会運営補助金 堺市補助金交付申請書 長寿支援課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

堺市遺族会運営補助金 堺市補助金実績報告書 長寿支援課

堺市遺族会運営補助金 堺市補助金交付請求書 長寿支援課

堺市遺族会運営補助金 堺市補助金精算書 長寿支援課

堺原爆被害者の会運営補助金 堺市補助金交付申請書 長寿支援課

堺原爆被害者の会運営補助金 堺市補助金実績報告書 長寿支援課

堺原爆被害者の会運営補助金 堺市補助金交付請求書 長寿支援課

堺原爆被害者の会運営補助金 堺市補助金精算書 長寿支援課

堺市在日外国人高齢者給付金支給 堺市在日外国人高齢者給付金支給申請書 長寿支援課

堺市在日外国人高齢者給付金支給 堺市在日外国人高齢者給付金現況届 長寿支援課

堺市在日外国人高齢者給付金支給 堺市在日外国人高齢者給付金資格要件変更届 長寿支援課

堺市在日外国人高齢者給付金支給 堺市在日外国人高齢者給付金未支給金請求書 長寿支援課

堺市立老人集会所使用申込 堺市立老人集会所使用申込書 長寿支援課

堺市高齢者緊急通報システム事業 堺市高齢者緊急通報システム利用申請書 地域包括ケア推進課

堺市高齢者緊急通報システム事業 堺市高齢者緊急通報システム利用終了（変更）事由発生届 地域包括ケア推進課

堺市高齢者緊急通報システム事業 堺市高齢者緊急通報システム利用同意書 地域包括ケア推進課

堺市高齢者紙おむつ給付事業 堺市高齢者紙おむつ給付申請書 地域包括ケア推進課

堺市高齢者紙おむつ給付事業 堺市高齢者おむつ購入費等支給請求書 地域包括ケア推進課

堺市高齢者紙おむつ給付事業 堺市高齢者紙おむつ給付申請内容変更・給付辞退届出書 地域包括ケア推進課

堺市高齢者紙おむつ給付事業 堺市高齢者紙おむつ給付業者登録申請書 地域包括ケア推進課

堺市高齢者紙おむつ給付事業 堺市高齢者紙おむつ給付業者登録変更（廃止）届出書 地域包括ケア推進課

堺市高齢者紙おむつ給付事業 堺市高齢者紙おむつ給付事業請求書 地域包括ケア推進課

堺市高齢者見守りネットワーク事業 堺市高齢者見守りネットワーク登録届出書 地域包括ケア推進課

堺市高齢者見守りネットワーク事業 堺市高齢者見守りネットワーク登録変更届 地域包括ケア推進課

堺市高齢者見守りネットワーク事業 堺市高齢者見守りネットワーク登録取消申出書 地域包括ケア推進課

堺市高齢者徘徊ＳＯＳネットワーク事業 堺市高齢者徘徊ＳＯＳネットワーク利用登録申請書 地域包括ケア推進課

堺市高齢者徘徊ＳＯＳネットワーク事業 堺市高齢者徘徊ＳＯＳネットワーク利用申出書 地域包括ケア推進課

堺市高齢者徘徊ＳＯＳネットワーク事業 堺市高齢者徘徊ＳＯＳネットワーク利用登録終了・変更届出書 地域包括ケア推進課

堺市高齢者徘徊ＳＯＳネットワーク事業 堺市高齢者徘徊ＳＯＳネットワーク協力者登録届出書 地域包括ケア推進課

堺市高齢者徘徊ＳＯＳネットワーク事業 堺市高齢者徘徊ＳＯＳネットワーク協力機関協力機関登録変更（廃止）届出書 地域包括ケア推進課

堺市軽費老人ホーム等事務費補助金 堺市軽費老人ホーム等事務費補助金交付申請書 地域包括ケア推進課

堺市軽費老人ホーム等事務費補助金 堺市軽費老人ホーム等事務費補助金変更交付申請書 地域包括ケア推進課

堺市軽費老人ホーム等事務費補助金 堺市軽費老人ホーム等事務費補助金実績報告書 地域包括ケア推進課

堺市軽費老人ホーム等事務費補助金 堺市軽費老人ホーム等事務費補助金収支決算（見込）書 地域包括ケア推進課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

堺市軽費老人ホーム等事務費補助金 堺市軽費老人ホーム等事務費補助金精算書 地域包括ケア推進課

堺市軽費老人ホーム等事務費補助金 堺市軽費老人ホーム等事務費補助金交付請求書 地域包括ケア推進課

堺市高齢者等住宅改修費支給事業 堺市高齢者等住宅改修費交付申請書 地域包括ケア推進課

堺市高齢者等住宅改修費支給事業 堺市高齢者等住宅改修理由書 地域包括ケア推進課

堺市高齢者緊急一時入所事業 堺市高齢者緊急一時入所利用申請書 地域包括ケア推進課

堺市高齢者緊急一時入所事業 健康診断書 地域包括ケア推進課

老人福祉施設入所措置 老人ホーム入所申請書 地域包括ケア推進課

老人福祉施設入所措置 収入申告書 地域包括ケア推進課

老人福祉施設入所措置 調査の同意書 地域包括ケア推進課

老人福祉施設入所措置 入所承諾(不承諾)通知書 地域包括ケア推進課

老人福祉施設入所措置 葬祭依頼書 地域包括ケア推進課

老人福祉施設入所措置 被措置者状況変更等届出書 地域包括ケア推進課

老人福祉施設入所措置 健康診断書 地域包括ケア推進課

堺市老人福祉施設入所者給付金 堺市老人福祉施設入所者給付金受領書 地域包括ケア推進課

堺市老人福祉施設入所者給付金 堺市老人福祉施設入所者給付金受給資格者名簿 地域包括ケア推進課

堺市老人福祉施設入所者給付金 堺市老人福祉施設入所者給付金請求書 地域包括ケア推進課

堺市老人福祉施設入所者給付金 堺市老人福祉施設入所者給付金返納書 地域包括ケア推進課

堺市高齢者生活管理指導短期入所事業 堺市高齢者生活管理指導短期入所利用者登録申請書 地域包括ケア推進課

堺市高齢者生活管理指導短期入所事業 堺市高齢者生活管理指導短期入所利用施設変更申請書 地域包括ケア推進課

堺市高齢者生活管理指導短期入所事業 健康診断書 地域包括ケア推進課

堺市高齢者生活管理指導短期入所事業 堺市高齢者生活管理指導短期入所事業受託料請求書 地域包括ケア推進課

堺市高齢者生活管理指導短期入所事業 堺市高齢者生活管理指導短期入所事業業務完了届 地域包括ケア推進課

堺市高齢者日常生活用具給付事業 堺市日常生活用具給付申請書 地域包括ケア推進課

堺市高齢者日常生活用具給付事業 堺市高齢者日常生活用具給付券 地域包括ケア推進課

車いすバンク事業 車いすバンク利用申込書 地域包括ケア推進課

在宅ケア継続支援事業 堺市新型コロナウイルス感染症在宅ケア継続支援事業利用申請書 地域包括ケア推進課

堺ぬくもりカフェ登録事業 堺ぬくもりカフェ登録申込書 地域包括ケア推進課

堺ぬくもりカフェ登録事業 堺ぬくもりカフェ登録変更届 地域包括ケア推進課

堺ぬくもりカフェ登録事業 堺ぬくもりカフェ登録廃止届 地域包括ケア推進課

堺市認知症疾患医療センター運営事業 堺市認知症疾患医療センター指定申請書 地域包括ケア推進課

堺市認知症疾患医療センター運営事業 実務経験申告書 地域包括ケア推進課

堺市認知症疾患医療センター運営事業 連携に関する承諾書 地域包括ケア推進課

堺市認知症疾患医療センター運営事業 堺市認知症疾患医療センター指定申請事項等変更届 地域包括ケア推進課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

堺市認知症疾患医療センター運営事業 堺市認知症疾患医療センター指定辞退届 地域包括ケア推進課

堺市認知症介護指導者養成研修等事業 堺市認知症介護指導者養成研修等事業補助金交付申請書 地域包括ケア推進課

堺市認知症介護指導者養成研修等事業 役員情報届出書 地域包括ケア推進課

堺市認知症介護指導者養成研修等事業 堺市認知症介護指導者養成研修等事業補助金実績報告書 地域包括ケア推進課

介護保険・被保険者証交付 堺市介護保険被保険者証交付申請書 介護保険課

介護保険・被保険者証交付 堺市介護保険被保険者証再交付申請書 介護保険課

介護保険料額修正 堺市介護保険料額修正申請書 介護保険課

介護保険・延滞金免除 堺市介護保険料延滞金免除申請書 介護保険課

介護保険料徴収猶予 堺市介護保険料徴収猶予申請書 介護保険課

介護保険料減免 堺市介護保険料減免申請書 介護保険課

介護保険料減免 堺市介護保険料減免理由消滅届出書 介護保険課

介護保険料減免 収入・資産等申告書 介護保険課

介護保険・負担割合証の再交付 堺市介護保険被保険者証等再交付申請書 介護保険課

介護給付等対象サービスの種類の指定変更 堺市介護保険サービス種類指定変更申請書 介護保険課

介護保険・基準収入額適用申請 堺市介護保険基準収入額適用申請書 介護保険課

介護保険・高額介護サービス費の支給申請 堺市介護保険高額介護（介護予防）サービス費支給申請書 介護保険課

介護保険・高額介護サービス費の支給申請  堺市介護保険高額介護サービス費受領委任払承認申請書兼支給申請書 介護保険課

介護保険・高額介護サービス費の支給申請 堺市受領委任払同意書 介護保険課

介護保険・高額医療合算介護サービス費の支給申請
堺市介護保険高額医療合算介護（介護予防）サービス費支給申請書兼自己負
担額証明書交付申請書

介護保険課

介護保険・特定入所者負担限度額認定 堺市介護保険負担限度額認定申請書 介護保険課

介護保険・特定入所者負担限度額認定 同意書 介護保険課

介護保険・特定負担限度額認定（旧措置入所者）
堺市介護保険特定負担限度額認定申請書（特別養護老人ホームの要介護旧措
置入所者に関する認定申請）

介護保険課

介護保険・利用者負担限度額減額・免除（旧措置入所者）
堺市介護保険利用者負担額減額・免除等申請書（特別養護老人ホームの要介
護旧措置入所者に関する認定申請）

介護保険課

介護保険・特定入所者負担限度額特例申請 市町村民税課税層における食費・居住費の特例減額措置に係る資産等申告書 介護保険課

介護保険・利用者負担減免 堺市介護保険利用者負担額減免・免除申請書 介護保険課

介護保険・福祉用具購入 堺市介護保険居宅介護（介護予防）福祉用具購入費支給申請書 介護保険課

介護保険・福祉用具購入 堺市介護保険居宅介護（介護予防）福祉用具購入届 介護保険課

介護保険・福祉用具購入 堺市介護保険福祉用具購入費受領委任払承認申請書兼同意書 介護保険課

介護保険・住宅改修 堺市介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費支給申請書 介護保険課

介護保険・住宅改修 堺市介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修完了届 介護保険課

介護保険・住宅改修
要介護・要支援新規認定中又は入院・入所中の居宅介護(介護予防)住宅改修
事前着工承認申請書

介護保険課

介護保険・住宅改修 堺市介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修承諾書（賃借人） 介護保険課

介護保険・住宅改修 堺市介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修承諾書（住宅所有者） 介護保険課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

介護保険・住宅改修 堺市介護保険住宅改修費受領委任払承認申請書兼同意書 介護保険課

家族介護慰労金の支給申請 堺市家族介護慰労金支給申請書 介護保険課

家族介護慰労金の支給申請 同意書 介護保険課

社会福祉法人介護保険利用者負担軽減確認証交付の申請 利用者負担軽減対象確認申請書 介護保険課

社会福祉法人介護保険利用者負担軽減確認証交付の申請 収入・資産等申告書 介護保険課

社会福祉法人介護保険利用者負担軽減確認証交付の申請 調査の同意書 介護保険課

介護保険・社会福祉法人利用者負担軽減制度事業補助金 事前協議書 介護保険課

介護保険・社会福祉法人利用者負担軽減制度事業補助金 堺市社会福祉法人介護保険利用者負担軽減制度事業補助金交付申請書 介護保険課

介護保険・社会福祉法人利用者負担軽減制度事業補助金 堺市社会福祉法人介護保険利用者負担軽減制度事業補助金変更交付申請書 介護保険課

介護保険・社会福祉法人利用者負担軽減制度事業補助金 堺市社会福祉法人介護保険利用者負担軽減制度事業補助金実績報告書 介護保険課

介護保険・社会福祉法人軽減申出 堺市社会福祉法人による利用者負担軽減申出書 介護保険課

介護保険・社会福祉法人軽減申出 堺市社会福祉法人による利用者負担軽減廃止申出書 介護保険課

介護保険・住所地特例者世帯管理 申請書 介護保険課

介護保険・住所地特例者世帯管理 堺市介護保険住所地特例者の世帯管理に係る変更届 介護保険課

介護保険・給付費償還払い申請 堺市介護保険居宅介護（介護予防）サービス費等支給申請書（償還払用） 介護保険課

介護保険・給付費償還払い申請 堺市介護保険特定入所者介護（介護予防）サービス費支給申請書（償還払） 介護保険課

介護保険・不納欠損処理 分納誓約書 介護保険課

介護保険・住宅改修手数料支給申請 堺市介護保険住宅改修支援手数料支給申請書 介護保険課

介護保険・訪問介護利用者負担額の減額（障害ホームヘルプ
サービス支援）

堺市介護保険訪問介護利用者負担額減額申請書 介護保険課

介護保険・福祉用具貸与理由書 指定（介護予防）福祉用具貸与理由書 介護保険課

介護保険・過誤申立 過誤申立書 介護保険課

介護保険・口座振込依頼書 口座振込依頼書 介護保険課

介護保険・給付制限に係る申請書 堺市介護保険支払方法終了申請書 介護保険課

介護保険・給付制限に係る申請書 堺市介護保険給付支払い一時差止等依頼書 介護保険課

介護保険・給付制限に係る申請書 堺市介護保険給付支払い一時差止等措置終了依頼書 介護保険課

介護保険・給付制限に係る申請書 堺市介護保険給付額減額免除申請書 介護保険課

介護保険認定資料非開示 堺市介護保険認定資料非開示請求書 介護保険課

介護保険認定資料非開示請求解除 堺市介護保険認定資料非開示請求解除請求書 介護保険課

介護保険要介護・要支援認定 堺市介護保険要介護・要支援認定申請書 介護保険課

介護保険要介護・要支援認定取下 堺市介護保険要介護・要支援認定申請取下書 介護保険課

介護保険居宅（介護予防）サービス計画作成・介護予防マネジ
メント依頼（変更）

堺市居宅（介護予防）サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼（変更）
届出書（甲）

介護保険課

介護保険居宅（介護予防）サービス計画作成・介護予防マネジ
メント依頼（変更）

堺市居宅（介護予防）サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼（変更）
届出書（乙）

介護保険課

介護保険要介護・要支援認定取消 堺市介護保険要介護・要支援認定取消届 介護保険課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

介護保険認定資料提供 資料提供依頼書兼受領書 介護保険課

介護保険被保険者証受領 堺市介護保険被保険者証受領書 介護保険課

介護保険要介護・要支援認定不利益処分 承諾書 介護保険課

堺市有料老人ホーム立入検査 改善報告書 介護事業者課

老人居宅生活支援事業開始・変更届 老人居宅生活支援事業開始・変更届出書 介護事業者課

老人居宅生活支援事業廃止・休止届 老人居宅生活支援事業廃止・休止届出書 介護事業者課

老人デイサービスセンター等設置・変更届 老人デイサービスセンター等設置・変更届出書 介護事業者課

老人デイサービスセンター等廃止・休止届 老人デイサービスセンター等廃止・休止届出書 介護事業者課

有料老人ホーム設置届 有料老人ホーム設置届出書 介護事業者課

有料老人ホーム事業変更届 有料老人ホーム事業変更届出書 介護事業者課

有料老人ホーム廃止・休止届 有料老人ホーム廃止・休止届出書 介護事業者課

堺市障害者虐待防止事業に係る一時保護時の食費等の支給 堺市障害者虐待防止事業に係る一時保護時の食費等支給申請書 障害施策推進課

身体障害者相談員業務の報告 業務報告書 障害施策推進課

知的障害者相談員業務の報告 業務報告書 障害施策推進課

精神障害者相談員業務の報告 業務報告書 障害施策推進課

堺市障害者基幹相談支援センター事業に係る報告書 堺市障害者基幹相談支援センター事業実施状況報告書 障害施策推進課

堺市障害者相談支援機能強化事業に係る報告書 堺市障害者相談支援機能強化事業専門家活動実績報告書 障害施策推進課

堺市障害者相談支援機能強化事業に係る申請書 堺市障害者相談支援機能強化事業専門家登録取消申請書 障害施策推進課

堺市障害者自動車運転免許取得費助成 堺市障害者自動車運転免許取得費助成申請書 障害施策推進課

堺市身体障害者用自動車改造費助成 堺市身体障害者用自動車改造費助成申請書 障害施策推進課

自立支援医療(育成・更生・精神通院医療）関連業務 育成医療用補装具交付申請書 障害施策推進課

自立支援医療(育成・更生・精神通院医療）関連業務 自立支援医療(育成・更生・精神通院）受給者証再交付申請書 障害施策推進課

堺市障害者団体社会参加促進事業補助金支出業務 堺市補助金交付申請書 障害施策推進課

堺市障害者団体社会参加促進事業補助金支出業務 事業計画書 障害施策推進課

堺市障害者団体社会参加促進事業補助金支出業務 収支予算書 障害施策推進課

堺市障害者団体社会参加促進事業補助金支出業務 堺市補助金実績報告書 障害施策推進課

堺市障害者団体社会参加促進事業補助金支出業務 収支決算書 障害施策推進課

副申関係業務 堺市総合福祉会館使用料減免の副申について（依頼） 障害施策推進課

副申関係業務 副申書再発行依頼書 障害施策推進課

障害者計画相談支援に係る申請書 計画相談支援給付費支給申請書 障害施策推進課

障害者計画相談支援に係る届出書 計画相談支援依頼（変更）届出書 障害施策推進課

障害者計画相談支援に係る届出書 サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案 障害施策推進課

障害者計画相談支援に係る届出書 サービス等利用計画・障害児支援利用計画 障害施策推進課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

障害者計画相談支援に係る届出書 モニタリング報告書（継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助） 障害施策推進課

障害者計画相談支援に係る申出書 計画相談支援及び障害児相談支援について（申出書） 障害施策推進課

健康福祉プラザ管理運営 健康福祉センター専用使用申請書 障害施策推進課

健康福祉プラザ管理運営 健康福祉センター使用許可変更申請書 障害施策推進課

健康福祉プラザ管理運営 健康福祉センター専用使用料減免申請書 障害施策推進課

健康福祉プラザ管理運営 健康福祉センター使用料還付申請書 障害施策推進課

健康福祉プラザ管理運営 堺市立健康福祉プラザ破損(滅失)届 障害施策推進課

障害者移動支援事業 堺市障害者移動支援費支給申請書 障害者支援課

障害者移動支援事業 堺市障害者移動支援費支給量変更申請書 障害者支援課

障害者日中一時支援事業 堺市障害者日中一時支援申請書 障害者支援課

障害者日中一時支援事業 堺市障害者日中一時支援支給量変更申請書 障害者支援課

自立支援給付
介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給
申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書

障害者支援課

自立支援給付
介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者
負担額減額・免除等変更申請書

障害者支援課

自立支援給付
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の規定に係る
利用者負担額災害等減免申請書

障害者支援課

自立支援給付 収入申告書 障害者支援課

自立支援給付 給与証明書 障害者支援課

自立支援給付 高額障害福祉サービス費・高額障害児通所（入所）給付費支給申請書 障害者支援課

自立支援給付 新高額障害福祉サービス等給付費支給申請書 障害者支援課

重度障害者就業支援事業 堺市重度障害者就業支援費支給申請書 障害者支援課

重度障害者就業支援事業 堺市重度障害者就業支援費支給量変更申請書 障害者支援課

重度障害者入院時コミュニケーション事業 堺市重度障害者入院時コミュニケーション支援費支給申請書 障害者支援課

重度障害者入院時コミュニケーション事業 堺市重度障害者入院時コミュニケーション支援申請内容変更届出書 障害者支援課

訪問入浴サービス事業 堺市訪問入浴サービス利用申請書 障害者支援課

自立支援給付 障害支援区分変更認定申出書 障害者支援課

自立支援給付 聴き取り調査等にかかる情報提供の同意書 障害者支援課

自立支援給付 資料提供依頼書兼受領書 障害者支援課

身体障害者緊急通報システム事業 堺市身体障害者緊急通報システム利用申請書 障害者支援課

身体障害者緊急通報システム事業 堺市身体障害者緊急通報システム利用終了（変更）事由発生届 障害者支援課

重症障害者医療的ケア支援事業 堺市重症障害者医療的ケア支援申請書 障害者支援課

堺市外国人重度障害者特別給付金 堺市外国人重度障害者特別給付金支給（更新）申請書 障害者支援課

堺市外国人重度障害者特別給付金 公的年金受給状況等申立書 障害者支援課

堺市外国人重度障害者特別給付金 現況届 障害者支援課

堺市外国人重度障害者特別給付金 資格要件変更届 障害者支援課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

堺市外国人重度障害者特別給付金 請求書 障害者支援課

障害者（児）日常生活用具給付 堺市障害者（児）日常生活用具給付申請書 障害者支援課

障害者（児）日常生活用具給付 診断書 障害者支援課

障害者（児）日常生活用具給付 日常生活用具給付意見書 障害者支援課

障害者（児）日常生活用具給付 日常生活用具給付券 障害者支援課

障害者（児）日常生活用具給付 点字図書発行証明書 障害者支援課

障害者（児）住宅改修費 堺市重度障害者等住宅改修費給付申請書 障害者支援課

障害者（児）住宅改修費 住宅改修費給付券 障害者支援課

障害者（児）住宅改修費 堺市重度障害者等住宅改修費工事完了届 障害者支援課

障害者（児）住宅改修費 堺市重度障害者等住宅改修費工事変更申請書 障害者支援課

障害者（児）住宅改修費 堺市重度障害者等住宅改修費工事中止・廃止承認申請書 障害者支援課

障害者（児）住宅改修費 住宅改修費変更給付券 障害者支援課

障害者（児）短期入所緊急利用 堺市障害者（児）短期入所緊急利用申請書 障害者支援課

障害者（児）短期入所緊急利用 堺市障害者（児）短期入所緊急利用期間延長申請書 障害者支援課

特別障害者手当等給付 障害児福祉手当、特別障害者手当、福祉手当　氏名等変更届 障害者支援課

特別障害者手当等給付 障害児福祉手当、特別障害者手当、福祉手当　受給資格喪失届 障害者支援課

特別障害者手当等給付
障害児福祉手当、特別障害者手当、福祉手当　受給者死亡届兼未支払手当請
求書

障害者支援課

障害者扶養共済制度 加入等申込書 障害者支援課

障害者扶養共済制度 年金管理者指定届書 障害者支援課

障害者扶養共済制度 掛金減免申請書 障害者支援課

障害者扶養共済制度 減免理由消滅届出書 障害者支援課

障害者扶養共済制度 年金給付請求書 障害者支援課

障害者扶養共済制度 加入証書等再交付申請書 障害者支援課

障害者扶養共済制度 加入証書等書換交付申請書 障害者支援課

障害者扶養共済制度 弔慰金給付請求書 障害者支援課

障害者扶養共済制度 脱退一時金給付請求書 障害者支援課

障害者扶養共済制度 加入者等脱退（減少）届書 障害者支援課

障害者扶養共済制度 氏名・住所変更届書 障害者支援課

障害者扶養共済制度 死亡・障害届書 障害者支援課

障害者扶養共済制度 年金管理者変更届書 障害者支援課

障害者扶養共済制度 年金支給停止理由発生・消滅届書 障害者支援課

障害者扶養共済制度 年金受給権者現況届書 障害者支援課

身体障害者福祉電話 堺市身体障害者電話設置費助成申請書 障害者支援課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

身体障害者福祉電話 身体障害者電話設置費助成請求書 障害者支援課

身体障害者福祉電話 堺市在宅重度障害者等用福祉電話機器設置承認申請書 障害者支援課

身体障害者福祉電話 堺市在宅重度障害者等用福祉電話機器工事費・使用料助成申請書 障害者支援課

身体障害者福祉電話 堺市在宅重度障害者等用福祉電話機器助成終了届・変更届 障害者支援課

タクシー利用料金助成 堺市重度障害者福祉タクシー利用券交付申請書 障害者支援課

タクシー利用料金助成 堺市重度障害者福祉タクシー利用券再交付申請書 障害者支援課

タクシー利用料金助成 堺市重度障害者福祉タクシー利用券異動届出書 障害者支援課

舳松職能訓練センター 堺市立舳松職能訓練センター入所許可申請書 障害者支援課

補装具 補装具費（購入・借受け・修理）支給申請書 障害者支援課

補装具 補装具費支給券 障害者支援課

難聴児特別補聴器購入等費用支給事業の支給申請 堺市難聴児特別補聴器等購入費等支給申請書 障害者支援課

難聴児特別補聴器購入等費用支給事業の支給申請 堺市難聴児特別補聴器等購入費等支給意見書 障害者支援課

難聴児特別補聴器購入等費用支給事業の支給申請 堺市難聴児特別補聴器等購入費等支給意見書（イヤモールド交換） 障害者支援課

難聴児特別補聴器購入等費用支給事業の支給申請 堺市難聴児特別補聴器等購入費等支給券 障害者支援課

難聴児特別補聴器購入等費用支給事業の支給申請 堺市難聴児特別補聴器購入費等の支給に係る検査料支給申請書 障害者支援課

補装具給付金 堺市障害者等補装具給付金支給申請書 障害者支援課

補装具給付金 堺市障害者等補装具給付金請求書（直接請求用） 障害者支援課

身体障害者介助者用車いす電動補助装置購入費の支給申請 堺市身体障害者介助者用車いす電動補助装置購入費支給申請書 障害者支援課

身体障害者介助者用車いす電動補助装置購入費の支給申請 堺市身体障害者介助者用車いす電動補助装置購入費支給券 障害者支援課

堺市障害者授産製品等アンテナショップ事業補助金 堺市障害者授産製品等アンテナショップ事業補助金変更交付申請書 障害者支援課

重症心身障害者（児）支援センター利用調整 利用調整依頼書 障害者支援課

重症心身障害者（児）支援センター利用調整 利用調整辞退届出書 障害者支援課

社会福祉施設整備資金借入金利子補助金 社会福祉施設整備資金借入金利子補助金実績報告書 障害者支援課

重度障害者歯科診療所管理運営補助金 堺市重度障害者歯科診療所管理運営補助金変更交付申請書 障害者支援課

重度障害者歯科診療所管理運営補助金 消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書 障害者支援課

堺市社会福祉施設等施設整備費補助 堺市社会福祉施設等施設整備費補助金協議書 障害者支援課

堺市社会福祉施設等施設整備費補助 堺市社会福祉施設等施設整備費補助金交付申請書 障害者支援課

堺市社会福祉施設等施設整備費補助 入札参加業者報告書 障害者支援課

堺市社会福祉施設等施設整備費補助 入札結果報告書 障害者支援課

堺市社会福祉施設等施設整備費補助 工事着工報告書 障害者支援課

堺市社会福祉施設等施設整備費補助 工事（設計監理委託）契約金額報告書 障害者支援課

堺市社会福祉施設等施設整備費補助 工事完了報告書 障害者支援課

堺市社会福祉施設等施設整備費補助 工事進捗状況報告書 障害者支援課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

堺市社会福祉施設等施設整備費補助 堺市社会福祉施設等施設整備費補助金実績報告書 障害者支援課

堺市社会福祉施設等施設整備費補助 堺市社会福祉施設等施設整備費補助金年度終了実績報告書 障害者支援課

堺市社会福祉施設等施設整備費補助 消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書 障害者支援課

堺市社会福祉施設等施設整備費補助 堺市社会福祉施設等施設整備費補助金変更交付申請書 障害者支援課

障害者生活介護事業所機能強化事業 堺市補助金変更交付申請書 障害者支援課

障害者生活介護事業所機能強化事業 堺市障害者生活介護事業所機能強化事業実施状況報告書 障害者支援課

重度障害者対応型共同生活援助事業 堺市重度障害者対応型共同生活援助事業運営補助金変更交付申請書 障害者支援課

重度障害者対応型共同生活援助事業 堺市重度障害者対応型共同生活援助事業運営補助金実施状況報告書 障害者支援課

障害者グループホーム整備促進事業 堺市障害者グループホーム整備促進事業補助金変更交付申請書 障害者支援課

障害者グループホーム整備促進事業 堺市障害者グループホーム整備促進事業補助金年度終了実績報告書 障害者支援課

障害者グループホーム整備促進事業 消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書 障害者支援課

障害者緊急時対応事業 堺市障害者緊急時対応事業利用登録申請書 障害者支援課

障害者緊急時対応事業 堺市障害者緊急時対応事業利用登録申請内容変更届出書 障害者支援課

障害者緊急時対応事業 堺市障害者緊急時対応事業利用登録通知書再交付申請書 障害者支援課

障害者緊急時対応事業 堺市障害者緊急時対応業務計画書 障害者支援課

障害者緊急時対応事業 堺市障害者緊急時対応業務実施状況報告書 障害者支援課

障害者緊急時対応事業 堺市障害者緊急時対応業務実施報告書 障害者支援課

地域活動支援センター運営補助 堺市地域活動支援センター運営補助金変更交付申請書 障害者支援課

地域活動支援センター運営補助 堺市障害者地域活動支援センター運営補助金活動状況報告書 障害者支援課

地域活動支援センター運営事業 堺市障害者地域活動支援センター運営事業計画書 障害者支援課

地域活動支援センター運営事業 堺市障害者地域活動支援センター運営事業利用者通所状況報告書 障害者支援課

地域活動支援センター運営事業 堺市障害者地域活動支援センター運営事業実施状況報告書 障害者支援課

地域活動支援センター運営事業 堺市障害者地域活動支援センター運営事業実績報告書 障害者支援課

障害者就業・生活支援事業 堺市障害者就業・生活支援事業計画書 障害者支援課

障害者就業・生活支援事業 堺市障害者就業・生活支援事業月間実施報告書 障害者支援課

障害者就業・生活支援事業 堺市障害者就業・生活支援事業実績報告書兼完了届 障害者支援課

医療型短期入所整備促進事業 堺市医療型短期入所整備促進事業補助金交付申請書 障害者支援課

医療型短期入所整備促進事業 堺市医療型短期入所整備促進事業補助金変更交付申請書 障害者支援課

医療型短期入所整備促進事業 消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書 障害者支援課

医療型短期入所整備促進事業 堺市補助金実績報告書 障害者支援課

医療型短期入所整備促進事業 堺市補助金交付請求書 障害者支援課

医療型短期入所整備促進事業 堺市補助金精算書 障害者支援課

障害者福祉ホーム運営補助 堺市補助金交付申請書 障害者支援課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

障害者福祉ホーム運営補助 堺市補助金実績報告書 障害者支援課

障害者福祉ホーム運営補助 堺市補助金交付請求書 障害者支援課

障害者福祉ホーム運営補助 堺市補助金精算書 障害者支援課

短期入所事業所運営補助事業 堺市補助金交付申請書 障害者支援課

短期入所事業所運営補助事業 堺市補助金実績報告書 障害者支援課

短期入所事業所運営補助事業 堺市補助金交付請求書 障害者支援課

短期入所事業所運営補助事業 堺市補助金精算書 障害者支援課

短期入所事業所運営補助事業 堺市補助金変更交付申請書 障害者支援課

堺市重症心身特別介護加算事業 堺市重症心身障害児・重症心身障害者特別介護加算費支給申請書 障害者支援課

堺市社会福祉施設等施設整備費補助 堺市補助金精算書 障害者支援課

障害者生活介護事業所機能強化事業 堺市補助金交付申請書 障害者支援課

障害者生活介護事業所機能強化事業 堺市補助金実績報告書 障害者支援課

障害者生活介護事業所機能強化事業 堺市補助金交付請求書 障害者支援課

障害者生活介護事業所機能強化事業 堺市補助金精算書 障害者支援課

重度障害者対応型共同生活援助事業 堺市補助金交付申請書 障害者支援課

重度障害者対応型共同生活援助事業 堺市補助金実績報告書 障害者支援課

重度障害者対応型共同生活援助事業 堺市補助金交付請求書 障害者支援課

重度障害者対応型共同生活援助事業 堺市補助金精算書 障害者支援課

障害者グループホーム整備促進事業 堺市補助金交付申請書 障害者支援課

障害者グループホーム整備促進事業 堺市補助金実績報告書 障害者支援課

障害者グループホーム整備促進事業 堺市補助金交付請求書 障害者支援課

障害者グループホーム整備促進事業 堺市補助金精算書 障害者支援課

地域活動支援センター運営補助 堺市補助金交付申請書 障害者支援課

地域活動支援センター運営補助 堺市補助金実績報告書 障害者支援課

地域活動支援センター運営補助 堺市補助金交付請求書 障害者支援課

地域活動支援センター運営補助 堺市補助金精算書 障害者支援課

重度障害者歯科診療所管理運営補助金 堺市補助金交付申請書 障害者支援課

重度障害者歯科診療所管理運営補助金 堺市補助金実績報告書 障害者支援課

重度障害者歯科診療所管理運営補助金 堺市補助金交付請求書 障害者支援課

重度障害者歯科診療所管理運営補助金 堺市補助金精算書 障害者支援課

社会福祉施設整備資金借入金利子補助金 堺市補助金交付申請書 障害者支援課

社会福祉施設整備資金借入金利子補助金 堺市補助金交付請求書 障害者支援課

社会福祉施設整備資金借入金利子補助金 堺市補助金精算書 障害者支援課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

堺市障害者授産製品等アンテナショップ事業補助金 堺市補助金交付申請書 障害者支援課

堺市障害者授産製品等アンテナショップ事業補助金 堺市補助金実績報告書 障害者支援課

堺市障害者授産製品等アンテナショップ事業補助金 堺市補助金交付請求書 障害者支援課

堺市障害者授産製品等アンテナショップ事業補助金 堺市補助金精算書 障害者支援課

身体障害者手帳関連業務 身体障害者手帳交付申請書 再 障害者更生相談所

堺市身体障害者手帳に要する診断書の無料交付事業 堺市身体障害者手帳診断書無料交付申請書 障害者更生相談所

堺市身体障害者手帳に要する診断書の無料交付事業 堺市身体障害者手帳診断書無料交付承認申請書 障害者更生相談所

療育手帳関連業務 療育手帳交付申請書 障害者更生相談所

療育手帳関連業務 申出書 障害者更生相談所

療育手帳関連業務 療育手帳更新申請書 障害者更生相談所

療育手帳関連業務 療育手帳記載事項変更届出書 障害者更生相談所

療育手帳関連業務 療育手帳再交付申請書 障害者更生相談所

療育手帳関連業務 療育手帳返還届出書 障害者更生相談所

堺市禁煙取組優良施設ステッカー交付 堺市禁煙取組優良施設ステッカー交付申請書 健康医療推進課

堺市成人歯科検診事業 堺市成人歯科検診一部負担金免除申請書 健康医療推進課

救急医療対策事業運営費補助金交付 堺市救急医療対策事業運営費補助金交付申請書 健康医療推進課

救急医療対策事業運営費補助金交付 堺市救急医療対策事業運営費補助金変更交付申請書 健康医療推進課

救急医療対策事業運営費補助金交付 堺市救急医療対策事業運営費補助金実績報告書 健康医療推進課

救急医療対策事業運営費補助金交付 堺市救急医療対策事業運営費補助金交付請求書 健康医療推進課

救急医療対策事業運営費補助金交付 堺市補助金精算書 健康医療推進課

救急医療対策事業設備整備費補助金交付 堺市救急医療対策事業設備整備費補助金交付申請書 健康医療推進課

救急医療対策事業設備整備費補助金交付 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 健康医療推進課

救急医療対策事業設備整備費補助金交付 堺市救急医療対策事業設備整備費補助金事業実績報告書 健康医療推進課

救急医療対策事業設備整備費補助金交付 堺市補助金交付請求書 健康医療推進課

救急医療対策事業設備整備費補助金交付 堺市補助金精算書 健康医療推進課

二次救急医療輪番体制確保支援事業補助金交付 堺市二次救急医療輪番体制確保支援事業補助金交付申請書 健康医療推進課

二次救急医療輪番体制確保支援事業補助金交付 堺市二次救急医療輪番体制確保支援事業補助金変更交付申請書 健康医療推進課

二次救急医療輪番体制確保支援事業補助金交付 堺市二次救急医療輪番体制確保支援事業補助金実績報告書 健康医療推進課

二次救急医療輪番体制確保支援事業補助金交付 堺市二次救急医療輪番体制確保支援事業補助金交付請求書 健康医療推進課

堺市健康づくりパートナー登録事業 堺市健康づくりパートナー登録申込書 健康医療推進課

堺市健康づくりパートナー登録事業 堺市健康づくりパートナー登録変更届 健康医療推進課

堺市健康づくりパートナー登録事業 堺市健康づくりパートナー登録廃止届 健康医療推進課

堺市がん検診受診促進企業等連携協定 堺市がん検診受診促進企業等連携協定申込書 健康医療推進課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

堺市がん検診受診促進企業等連携協定 堺市がん検診受診促進企業等連携協定報告書 健康医療推進課

堺市がん検診の総合支援事業 堺市がん検診助成金申請書兼実績報告書 健康医療推進課

堺市がん検診の総合支援事業 検診受診証明書 健康医療推進課

堺市がん検診の総合支援事業 堺市がん検診助成金請求書兼口座振替依頼書 健康医療推進課

胃がん検診事業 堺市胃がん検診一部負担金免除申請書 健康医療推進課

肺がん検診事業 堺市肺がん検診一部負担金免除申請書 健康医療推進課

大腸がん検診事業 堺市大腸がん検診一部負担金免除申請書 健康医療推進課

子宮がん検診事業 堺市子宮がん検診一部負担金免除申請書 健康医療推進課

乳がん検診事業 堺市乳がん検診一部負担金免除申請書 健康医療推進課

胃がんリスク検査事業 堺市胃がんリスク検査一部負担金免除申請書 健康医療推進課

前立腺がん検査事業 堺市前立腺がん検査一部負担金免除申請書 健康医療推進課

骨粗しょう症予防検診事業 堺市骨粗しょう症予防検診検診料免除申請書 健康医療推進課

肝炎ウイルス検診事業 堺市肝炎ウイルス検診一部負担金免除申請書 健康医療推進課

胃、肺、大腸、子宮、乳がん検診、胃がんリスク検査、前立腺
がん検査、骨粗しょう症予防検診、成人歯科検診、肝炎ウイル
ス検診事業

堺市健康診査一部負担金免除申請書 健康医療推進課

堺市健康づくり推進市民会議運営事業補助金 堺市健康づくり推進市民会議運営事業補助金交付申請書 健康医療推進課

堺市健康づくり推進市民会議運営事業補助金 堺市健康づくり推進市民会議運営事業補助金実績報告書 健康医療推進課

堺市健康づくり推進市民会議運営事業補助金 堺市健康づくり推進市民会議運営事業交付請求書 健康医療推進課

堺市健康づくり推進市民会議運営事業補助金 堺市健康づくり推進市民会議運営事業補助金精算書 健康医療推進課

堺市口腔保健センター運営事業補助金 堺市補助金交付申請書 健康医療推進課

堺市口腔保健センター運営事業補助金 堺市補助金実績報告書 健康医療推進課

堺市口腔保健センター運営事業補助金 堺市補助金交付請求書 健康医療推進課

堺市口腔保健センター運営事業補助金 堺市補助金精算書 健康医療推進課

堺市堺看護専門学校運営補助金交付要綱 堺市補助金交付申請書 健康医療推進課

堺市堺看護専門学校運営補助金交付要綱 堺市補助金実績報告書 健康医療推進課

堺市堺看護専門学校運営補助金交付要綱 堺市補助金交付請求書 健康医療推進課

堺市堺看護専門学校運営補助金交付要綱 堺市補助金精算書 健康医療推進課

斎場施設使用申請 堺市立斎場使用許可申請書（甲） 斎場

斎場施設使用申請 堺市立斎場使用許可申請書（乙） 斎場

斎場施設使用申請
堺市立斎場使用許可申請書
（改葬遺骨）（丙）

斎場

斎場施設使用申請 堺市立斎場使用許可申請書（丁） 斎場

斎場施設使用料減免 堺市立斎場使用料減免申請書 斎場

斎場施設使用料還付 堺市立斎場使用料還付申請書 斎場



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

斎場施設破損届 堺市立斎場施設等破損（滅失）届 斎場

墓地使用許可申請 堺市立斎場墓地使用許可申請書 斎場

墓地使用許可証再交付 堺市立斎場墓地使用許可証再交付申請書 斎場

墓地使用許可証記載事項変更 堺市立斎場墓地使用許可証記載事項変更申請書 斎場

工事完了届 工事完了届 斎場

取扱店指定申請 堺市規格葬儀取扱店指定申請書 斎場

取扱店指定誓約 誓約書 斎場

取扱店申請事項変更 堺市規格葬儀取扱店指定申請事項変更届出書 斎場

取扱休止・廃止 堺市規格葬儀取扱休止・廃止届出書 斎場

取扱店営業承継 堺市規格葬儀取扱店営業承継届出書 斎場

取扱店指定証再交付 堺市規格葬儀取扱店指定証再交付願 斎場

システム使用申請 堺市立斎場予約システム使用申請書（新規） 斎場

システム使用変更 堺市立斎場予約システム使用変更届 斎場

システムID返還 堺市立斎場予約システムID返還届 斎場

精神障害者保健福祉手帳診断書料給付関係 堺市精神障害者保健福祉手帳診断書料給付申請書 精神保健課

精神障害者保健福祉手帳診断書料給付関係 堺市精神障害者保健福祉手帳診断書料給付申請書（償還払用） 精神保健課

病院指定関係
（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律関係）

病院概要書 精神保健課

病院指定関係
（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律関係）

承諾書（指定病院指定関係） 精神保健課

病院指定関係
（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律関係）

指定病院指定事項等変更届 精神保健課

病院指定関係
（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律関係）

指定病院指定辞退書 精神保健課

病院指定関係
（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律関係）

精神科緊急病院指定申請書 精神保健課

病院指定関係
（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律関係）

応急入院指定病院指定申請書 精神保健課

病院指定関係
（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律関係）

承諾書（応急入院指定病院指定関係） 精神保健課

病院指定関係
（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律関係）

応急入院指定病院指定申請事項等変更届 精神保健課

病院指定関係
（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律関係）

応急入院指定病院指定辞退書 精神保健課

病院指定関係
（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律関係）

特例措置を採ることができる応急入院指定病院指定辞退書 精神保健課

病院指定関係
（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律関係）

特定病院認定申請事項等変更届 精神保健課

病院指定関係
（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律関係）

特定病院認定辞退書 精神保健課

移送関係 移送制度利用申出書 精神保健課

移送関係 移送制度に係る精神障害者等診察依頼書兼同意書 精神保健課

移送関係 医療保護入院及び応急入院のための移送に関する診察記録票 精神保健課

依存症専門医療機関等選定関係 堺市依存症専門医療機関・依存症治療拠点機関選定申請書 精神保健課

依存症専門医療機関等選定関係 辞退届 精神保健課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

措置診察 精神障害者等診察及び保護申請書 精神保健課

措置入院者に係る届出 措置入院者無断退去報告書 精神保健課

措置入院者に係る届出 無断退去措置入院患者発見報告書 精神保健課

措置入院者に係る届出 仮退院者再入院届 精神保健課

自動車税等減免 自動車税等に係る証明書交付願 精神保健課

表彰事務 推薦書 精神保健課

ピアサポーター登録等に係る届出 ピアサポーター登録申込書 こころの健康センター

ピアサポーター登録等に係る届出 ピアサポーター登録事項変更届 こころの健康センター

ピアサポーター登録等に係る届出 ピアサポーター登録辞退届 こころの健康センター

ピアサポーター登録等に係る届出 ピアサポーター活動計画表兼誓約書 こころの健康センター

ピアサポーター登録等に係る届出 ピアサポーター活動予定表 こころの健康センター

ピアサポーター登録等に係る届出 ピアサポーター活動報告書 こころの健康センター

ピアサポーター登録等に係る届出 ピアサポーター活動実施状況表 こころの健康センター

公害医療手帳更新申請 認定更新申請書 保健医療課

障害補補償費請求 障害補補償費請求書 保健医療課

公害精密検査 検査成績表 保健医療課

障害補補償費改定請求 障害補補償費改定請求書 保健医療課

公害医療手帳 住所等変更届書 保健医療課

認定都道府県知事等変更 認定都道府県知事等変更届 保健医療課

公害医療手帳 公害医療手帳再交付申請書 保健医療課

療養手当請求 療養手当請求書 保健医療課

公害医療手帳 公害医療手帳返還届 保健医療課

障害補償費請求 未支給の補償給付申請書 保健医療課

遺族補償費請求 遺族補償費請求書 保健医療課

遺族補償費請求 遺族調書（遺族補償費請求用） 保健医療課

遺族補償費一時金請求 遺族補償費一時金請求書 保健医療課

遺族補償費一時金請求 遺族調書（遺族補償費一時金請求用） 保健医療課

葬祭料請求 葬祭料請求書 保健医療課

公害審査再調査請求 再調査の請求書 保健医療課

遺族補償費請求 生計同一申立書 保健医療課

遺族補償費請求 生計関係申立書 保健医療課

遺族補償費請求 内縁関係申立書 保健医療課

遺族補償費請求 遺族補償費不支給事由該当届 保健医療課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

遺族補償費受給者　住所変更 遺族補償費受給者　住所変更届 保健医療課

遺族補償費請求 辞退届（公害遺族記載用） 保健医療課

遺族補償費請求 同意書（公害遺族記載用） 保健医療課

アスベスト検診申込 読影・精密検査　実施医療機関申込書 保健医療課

インフルエンザ予防接種 インフル予防接種自己負担金助成金申請書 保健医療課

特定医療費の支給 堺市特定医療費（指定難病）請求書 保健医療課

特定疾病（指定難病）支給認定 堺市特定医療費（指定難病）支給認定申請書（新規） 保健医療課

特定疾病（指定難病）支給認定 堺市特定医療費（指定難病）支給認定申請書（更新） 保健医療課

特定疾病（指定難病）支給認定 堺市不認定通知書再交付申請書 保健医療課

申請内容の変更の届出及び支給認定の変更の申請 堺市特定医療費（指定難病）支給認定変更届出書兼変更申請書 保健医療課

医療受給者証の再交付 堺市特定医療費（指定難病）受給者証再交付申請書 保健医療課

指定医療機関の指定 堺市指定医療機関指定申請書 保健医療課

指定医療機関の指定の更新 堺市指定医療機関指定更新申請書 保健医療課

指定医療機関の変更の届出 堺市指定医療機関変更届出書 保健医療課

指定医療機関の業務休止等の届出 堺市指定医療機関業務休止等届出書 保健医療課

指定医療機関の指定の辞退 堺市指定医療機関指定辞退申出書 保健医療課

指定医療機関指定通知の再交付 堺市指定医療機関指定通知書再交付申請書 保健医療課

指定医の指定 堺市指定医指定申請書兼経歴書 保健医療課

指定医の指定の更新 堺市指定医指定更新申請書 保健医療課

指定医の変更の届出 堺市指定医変更届出書 保健医療課

指定医の指定の辞退 堺市指定医指定辞退申出書 保健医療課

指定医指定通知書の再交付 堺市指定医指定通知書再交付申請書 保健医療課

特定医療費の請求 堺市特定医療費（指定難病）証明書 保健医療課

特定医療費の請求 堺市特定医療費（指定難病）証明書 保健医療課

特定医療費の請求 特定医療費（指定難病）の請求に係る申立書 保健医療課

支給認定の申請 住民票の確認に係る同意書 保健医療課

支給認定の申請 保険者への情報提供等に係る同意書 保健医療課

支給認定の申請 他の都道府県等からの情報提供に係る同意書 保健医療課

支給認定の申請 堺市指定難病に係る医療費総額証明書 保健医療課

支給認定の申請の取り下げ 堺市特定医療費（指定難病）支給認定申請取下げ届出書 保健医療課

指定医療機関の指定の申請 堺市指定医療機関指定申請に係る申立書 保健医療課

支給認定の申請 申立書兼同意書 保健医療課

支給認定の申請 申立書（閉庁日等用） 保健医療課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

支給認定の申請 申立書（国保組合用） 保健医療課

支給認定の申請 同意書（研究利用） 保健医療課

堺市在宅人工呼吸器使用患者支援事業 堺市在宅人工呼吸器使用患者支援事業登録申請書 保健医療課

堺市在宅人工呼吸器使用患者支援事業 堺市在宅人工呼吸器使用患者支援事業訪問看護指示料請求書 保健医療課

堺市在宅人工呼吸器使用患者支援事業 堺市在宅人工呼吸器使用患者支援事業訪問訪問看護費用請求書 保健医療課

堺市在宅人工呼吸器使用患者支援事業 堺市在宅人工呼吸器使用患者支援事業実績報告書 保健医療課

小児慢性特定疾病医療費助成事業（医療費助成関係） 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書 保健医療課

小児慢性特定疾病医療費助成事業（医療費助成関係） 小児慢性特定疾病医療意見書（別紙） 保健医療課

小児慢性特定疾病医療費助成事業（医療費助成関係） 同意書 保健医療課

小児慢性特定疾病医療費助成事業（医療費助成関係） 堺市小児慢性特定疾病医療受給者証記載事項変更届兼変更申請書 保健医療課

小児慢性特定疾病医療費助成事業（医療費助成関係） 小児慢性特定疾病医療費請求書 保健医療課

小児慢性特定疾病医療費助成事業（医療費助成関係） 堺市小児慢性特定疾病医療費証明書 保健医療課

小児慢性特定疾病医療費助成事業（医療費助成関係） 堺市小児慢性特定疾病医療受給者証再交付願 保健医療課

小児慢性特定疾病医療費助成事業（医療費助成関係） 小児慢性特定疾病に係る医療費総額証明書 保健医療課

小児慢性特定疾病医療費助成事業（医療費助成関係） 申立書 保健医療課

小児慢性特定疾病医療費助成事業（医療費助成関係） 申立書（業種別国民健康保険組合用） 保健医療課

小児慢性特定疾病医療費助成事業（医療費助成関係） 誓約書 保健医療課

小児慢性特定疾病医療費助成事業（医療費助成関係） 審査票 保健医療課

小児慢性特定疾病医療費助成事業（日常生活用具給付関係） 堺市小児慢性特定疾病児日常生活用具給付申請書 保健医療課

小児慢性特定疾病医療費助成事業（日常生活用具給付関係） 医師の意見書 保健医療課

小児慢性特定疾病医療費助成事業（日常生活用具給付関係） 誓約書 保健医療課

小児慢性特定疾病医療費助成事業（指定医関係） 小児慢性特定疾病指定医指定申請書 保健医療課

小児慢性特定疾病医療費助成事業（指定医関係） 経歴書 保健医療課

小児慢性特定疾病医療費助成事業（指定医関係） 小児慢性特定指定医変更届出書 保健医療課

小児慢性特定疾病医療費助成事業（指定医関係） 堺市小児慢性特定疾病指定医更新申請書 保健医療課

小児慢性特定疾病医療費助成事業（指定医関係） 辞退届 保健医療課

小児慢性特定疾病医療費助成事業（指定医療機関関係） 堺市指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書 保健医療課

小児慢性特定疾病医療費助成事業（指定医療機関関係） 堺市指定小児慢性特定疾病医療機関変更届 保健医療課

小児慢性特定疾病医療費助成事業（指定医療機関関係） 指定小児慢性特定疾病医療機関指定更新申請書 保健医療課

小児慢性特定疾病医療費助成事業（指定医療機関関係） 辞退届 保健医療課

特定医療費助成事業 臨床調査個人票の医師照会回答票 保健医療課

特定医療費助成事業 情報提供複写申出書（指定難病） 保健医療課

療養生活環境整備
（ホームヘルパー養成研修事業）

難病患者等ホームヘルパー養成研修事業者指定申請書 保健医療課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

療養生活環境整備
（ホームヘルパー養成研修事業）

講師履歴 保健医療課

療養生活環境整備
（ホームヘルパー養成研修事業）

難病患者等ホームヘルパー養成研修事業変更承認申請書 保健医療課

療養生活環境整備
（ホームヘルパー養成研修事業）

難病患者等ホームヘルパー養成研修事業変更届出書 保健医療課

療養生活環境整備
（ホームヘルパー養成研修事業）

難病患者等ホームヘルパー養成研修事業休・廃止及び再開届出書 保健医療課

療養生活環境整備
（ホームヘルパー養成研修事業）

難病患者等ホームヘルパー養成研修事業実績報告書 保健医療課

療養生活環境整備
（ホームヘルパー養成研修事業）

堺市難病患者等ホームヘルパー養成研修受講申込書【難病基礎課程Ⅰ】 保健医療課

被爆二世健康管理
被爆者二世健康管理票交付依頼に係る必要書類を提示することができない旨
の申立書

保健医療課

医療機器整備助成事業補助金 医療機器整備助成事業補助金交付要望書 保健医療課

医療機器整備助成事業補助金 医療機器整備助成事業補助金交付申請書 保健医療課

医療機器整備助成事業補助金 医療機器整備助成事業補助金変更承認申請書 保健医療課

医療機器整備助成事業補助金 医療機器整備助成事業補助金中止・廃止承認申請書 保健医療課

医療機器整備助成事業補助金 医療機器整備助成事業補助金交付申請取下書 保健医療課

医療機器整備助成事業補助金 医療機器整備助成事業完了報告書 保健医療課

医療機器整備助成事業補助金 医療機器整備助成事業補助金交付請求書 保健医療課

実習受け入れ申請関係
（看護学生、医学生、助産師学生）

実習受け入れ申請書 保健医療課

実習受け入れ申請関係
（看護学生、医学生、助産師学生）

実習受け入れ変更申請書 保健医療課

実習受け入れ申請関係
（看護学生、医学生、助産師学生）

実習実績報告書 保健医療課

堺市定期予防接種費用助成 堺市定期予防接種費用助成申請書 感染症対策課

堺市定期予防接種費用助成 堺市定期予防接種費用助成請求書 感染症対策課

堺市定期予防接種の実施 堺市予防接種実施依頼書発行願 感染症対策課

堺市インフルエンザ予防接種の実施 堺市予防接種実施依頼書発行願 感染症対策課

堺市特別の理由による任意予防接種費用助成 堺市特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定申請書 感染症対策課

堺市特別の理由による任意予防接種費用助成 堺市特別の理由による任意予防接種費用助成申請書 感染症対策課

堺市特別の理由による任意予防接種費用助成 堺市特別の理由による任意予防接種費用助成請求書 感染症対策課

堺市風しん予防接種費用補助金 堺市風しん予防接種費用補助金交付申請書兼実績報告書 感染症対策課

堺市風しん予防接種費用補助金 堺市風しん予防接種費用補助金交付請求書 感染症対策課

堺市結核対策費補助金 堺市補助金交付申請書 感染症対策課

堺市結核対策費補助金 役員情報届出書 感染症対策課

堺市結核対策費補助金 堺市補助金実績報告書 感染症対策課

堺市結核対策費補助金 堺市補助金交付請求書 感染症対策課

堺市結核対策費補助金 口座振替依頼書 感染症対策課

結核指定医療機関申請書等 結核指定医療機関　申請書 感染症対策課

結核指定医療機関申請書等 結核指定医療機関　辞退書 感染症対策課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

結核指定医療機関申請書等 結核指定医療機関　変更届 感染症対策課

DOTS支援実施薬局登録 DOTS支援実施薬局登録申込書 感染症対策課

肝炎ウイルス精密検査の結果報告 肝炎ウイルス精密検査の結果について（報告） 感染症対策課

堺市結核対策費補助金 代表者変更届 感染症対策課

肺がん・結核検診 X線フィルム貸出申請書 感染症対策課

堺市新型コロナウイルス感染症医療従事者宿泊費助成金交付
事業

堺市新型コロナウイルス感染症医療従事者宿泊助成金交付申請書 感染症対策課

堺市新型コロナウイルス感染症医療従事者宿泊費助成金交付
事業

堺市新型コロナウイルス感染症医療従事者宿泊助成金請求書 感染症対策課

食品営業許可 露店による食品営業施設の大要 食品衛生課

食品営業許可 自動車営業による食品営業施設の大要 食品衛生課

食品営業許可 食品営業許可に係る相続同意書 食品衛生課

食品営業許可 雇用証明書 食品衛生課

ふぐ処理業許可 ふぐ処理業に係る相続同意書 食品衛生課

食中毒調査関係 営業自粛書 食品衛生課

食中毒調査関係 自主廃棄書 食品衛生課

食中毒調査関係 保管請書 食品衛生課

食中毒調査関係 任意提出書 食品衛生課

食中毒調査関係 現認書 食品衛生課

食中毒調査関係 供述調書 食品衛生課

食中毒調査関係 受領書 食品衛生課

犬猫譲渡希望登録申請 犬猫譲渡希望登録申請書 動物指導センター

犬猫飼育希望登録申請 犬猫飼育希望登録申請 動物指導センター

収容犬猫トライアル飼育申請 収容犬猫トライアル飼育申請書 動物指導センター

特定動物引取 特定動物引取申請書 動物指導センター

飼い犬引取 犬引取申請書 動物指導センター

飼い猫引取 猫引取申請書 動物指導センター

収容動物返還 収容動物返還申請書 動物指導センター

収容動物譲受 収容動物譲受申請書 動物指導センター

飼い猫不妊手術助成金交付申請 猫不妊手術助成金交付申請書兼実績報告書 動物指導センター

飼い猫不妊手術助成金交付申請 猫不妊手術助成金交付申請書兼実績報告書(動物病院記載欄) 動物指導センター

飼い猫不妊手術助成金交付請求 猫不妊手術助成金交付請求書 動物指導センター

地域猫不妊手術助成金申請 地域猫不妊手術助成金申請書 動物指導センター

地域猫不妊手術助成金実績報告 地域猫不妊手術助成金実績報告書 動物指導センター

地域猫不妊手術助成金実績報告 不妊手術実施証明書 動物指導センター



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

地域猫不妊手術助成金交付変更届出 地域猫不妊手術助成金交付変更届出書 動物指導センター

地域猫不妊手術助成金請求 地域猫不妊手術助成金請求書 動物指導センター

堺市公衆浴場衛生確保事業補助金 堺市公衆浴場衛生確保事業補助金交付申請書 環境薬務課

堺市公衆浴場衛生確保事業補助金 堺市補助金実績報告書 環境薬務課

堺市公衆浴場衛生確保事業補助金 堺市補助金交付請求書 環境薬務課

堺市公衆浴場衛生確保事業補助金 堺市補助金精算書 環境薬務課

住居環境改善援助事業 住居環境改善援助事業同意書 生活衛生センター

検査成績報告書の再発行 検査成績報告書等再発行申請書等 衛生研究所

堺市子ども食堂開設支援補助金 堺市子ども食堂開設支援補助金交付申請書 子ども企画課

堺市子ども食堂開設支援補助金 堺市子ども食堂開設支援補助金交付変更申請書 子ども企画課

堺市子ども食堂開設支援補助金 堺市子ども食堂開設支援補助金事業中止（廃止）届 子ども企画課

堺市子ども食堂開設支援補助金 堺市子ども食堂開設支援補助金実績報告書 子ども企画課

堺市子ども食堂開設支援補助金 堺市子ども食堂開設支援補助金交付請求書 子ども企画課

堺市子ども食堂開設支援補助金 堺市子ども食堂開設支援補助金精算書 子ども企画課

みんなの子育てひろば運営事業 堺市みんなの子育てひろば運営補助金交付申請書類 子ども育成課

みんなの子育てひろば運営事業 堺市みんなの子育てひろば運営補助金実績報告書類 子ども育成課

みんなの子育てひろば運営事業 堺市みんなの子育てひろば事業計画変更申請書 子ども育成課

みんなの子育てひろば運営事業 堺市みんなの子育てひろば開設場所の他事業使用に係る事前協議書 子ども育成課

みんなの子育てひろば運営事業 堺市みんなの子育てひろば開設場所の他事業使用(四半期)報告書 子ども育成課

みんなの子育てひろば運営事業 堺市みんなの子育てひろば開設場所の他事業使用に係る事前協議取り下げ届 子ども育成課

みんなの子育てひろば運営事業 みんなの子育てひろば運営事業新規運営団体応募書類関係 子ども育成課

みんなの子育てひろば運営事業 堺市みんなの子育てひろば休館届 子ども育成課

みんなの子育てひろば運営事業 堺市みんなの子育てひろば事業実施状況報告書 子ども育成課

みんなの子育てひろば運営事業 堺市みんなの子育てひろば運営補助金交付請求書 子ども育成課

病児保育事業 堺市病児・病後児保育事業実施施設指定申請書 子ども育成課

病児保育事業 堺市病児・病後児保育事業実施施設指定更新申請書 子ども育成課

病児保育事業 堺市病児・病後児保育診療情報提供書（医師連絡票） 子ども育成課

病児保育事業 堺市病児・病後児保育事業実施状況報告書 子ども育成課

病児保育事業 堺市病児・病後児保育事業情報提供・巡回支援実施状況報告書 子ども育成課

病児保育事業 堺市病児・病後児保育施設開設経費等補助金交付申請書類 子ども育成課

病児保育事業 堺市病児・病後児保育施設開設経費等補助金実績報告書類 子ども育成課

病児保育事業 堺市病児・病後児保育施設開設経費等補助金交付請求書類 子ども育成課

病児保育事業 堺市病児・病後児保育事業補助金交付申請書類 子ども育成課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

病児保育事業 堺市病児・病後児保育事業補助金変更交付申請書類 子ども育成課

病児保育事業 堺市病児・病後児保育事業補助金実績報告書類 子ども育成課

病児保育事業 堺市病児・病後児保育事業補助金交付請求書類 子ども育成課

病児保育事業 堺市病児・病後児保育事業補助金精算書類 子ども育成課

病児保育事業 病児保育事業開始届出書 子ども育成課

堺市子育てアドバイザー事業 堺市子育てアドバイザー登録申請書類 子ども育成課

堺市子育てアドバイザー事業 堺市子育てアドバイザー登録抹消届 子ども育成課

堺市子育てアドバイザー事業 堺市子育てアドバイザー派遣事業利用同意書 子ども育成課

堺市子育てアドバイザー事業 堺市子育てアドバイザー登録事項変更届 子ども育成課

堺市子育てアドバイザー事業 堺市子育てアドバイザー登録証紛失届及び再発行願 子ども育成課

堺市子育てアドバイザー事業 個人情報保護誓約書 子ども育成課

堺市乳児家庭全戸訪問事業 堺市乳児家庭全戸訪問事業実施施設指定申請書 子ども育成課

堺市乳児家庭全戸訪問事業 堺市こんにちは赤ちゃん訪問従事者届出書 子ども育成課

堺市乳児家庭全戸訪問事業
堺市こんにちは赤ちゃん訪問従事者要件確認依頼書
兼堺市こんにちは赤ちゃん訪問従事者証再発行願

子ども育成課

堺市乳児家庭全戸訪問事業 堺市こんにちは赤ちゃん訪問従事者証紛失届及び再発行願 子ども育成課

堺市育児支援ヘルパー派遣事業 誓約書 子ども育成課

堺市育児支援ヘルパー派遣事業 堺市育児支援ヘルパー派遣事業 事業所届出書 子ども育成課

堺市育児支援ヘルパー派遣事業 堺市育児支援ヘルパー派遣事業登録事業者募集関係書類 子ども育成課

堺市育児支援ヘルパー派遣事業 堺市育児支援ヘルパー派遣事業登録辞退届 子ども育成課

妊婦健康診査受診票交付 妊婦健康診査受診票交付申請書 子ども育成課

妊婦健康診査 妊婦健康診査受診票 子ども育成課

産婦健康診査 産婦健康診査受診票(兼結果通知書） 子ども育成課

乳児一般健康診査 乳児一般健康診査受診票（兼結果通知書） 子ども育成課

乳児一般健康診査 乳児後期健診受診票 子ども育成課

新生児聴覚検査 新生児聴覚検査受検票（兼結果通知書） 子ども育成課

特定不妊治療費助成児童実施医療機関指定 特定不妊治療費助成事業実施医療機関指定申請書 子ども育成課

特定不妊治療費助成児童実施医療機関指定 特定不妊治療費助成事業実施医療機関誓約書 子ども育成課

妊娠届出 妊娠届出書 子ども育成課

養育医療 養育医療給付申請書 子ども育成課

養育医療 養育医療継続診療協議申出書 子ども育成課

養育医療 移送費請求書 子ども育成課

養育医療 養育医療機関指定申請書(病院・診療所用） 子ども育成課

養育医療 養育医療機関指定申請書(薬局用） 子ども育成課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

養育医療 養育医療機関指定申請内容変更届 子ども育成課

養育医療 指定養育医療機関休止（再開）届 子ども育成課

養育医療
指定養育医療機関の医療法（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性
の確保等も関する法律）による被処分届

子ども育成課

養育医療 指定養育医療機関指定辞退届 子ども育成課

養育医療 指定養育医療機関状況報告書 子ども育成課

養育医療 養育医療券再交付申請書 子ども育成課

療育の給付 療育給付申請書 子ども育成課

療育の給付 移送給付申請書 子ども育成課

療育の給付 療育券再交付申請書 子ども育成課

療育の給付 補装具治療協議書 子ども育成課

療育の給付 学習用品及び日用品要求書 子ども育成課

療育の給付 学習用品及び日用品受領書 子ども育成課

療育の給付 移送費請求書 子ども育成課

乳幼児精密健康診査 乳幼児精密健康診査受診申請書 子ども育成課

乳幼児精密健康診査 乳幼児精密健康診査費請求明細書兼結果報告書 子ども育成課

新生児訪問等訪問指導 新生児訪問等訪問指導員登録個人情報の保護等に係る誓約書 子ども育成課

新生児訪問等訪問指導 堺市新生児等訪問指導等報告書 子ども育成課

宿泊型産後ケア 堺市宿泊型産後ケア事業利用申請書兼情報提供書 子ども育成課

宿泊型産後ケア 宿泊型産後ケア事業実施報告書 子ども育成課

堺元気っ子づくり推進事業補助金 堺元気っ子づくり推進事業補助金交付申請書 子ども育成課

堺元気っ子づくり推進事業補助金 堺元気っ子づくり推進事業補助金実績報告書 子ども育成課

堺元気っ子づくり推進事業補助金 堺元気っ子づくり推進事業補助金収支決算書 子ども育成課

堺元気っ子づくり推進事業補助金 堺元気っ子づくり推進事業補助金交付請求書 子ども育成課

堺元気っ子づくり推進事業補助金 堺元気っ子づくり推進事業補助金精算書 子ども育成課

堺元気っ子づくり推進事業補助金 堺元気っ子づくり推進事業補助金変更交付申請書 子ども育成課

堺元気っ子づくり推進事業補助金 支払証明書 子ども育成課

ちびっ子老人憩いの広場助成補助金 堺市ちびっこ老人憩いの広場遊具等整備助成申請書 子ども育成課

ちびっ子老人憩いの広場助成補助金 堺市ちびっこ老人憩いの広場廃止届出書 子ども育成課

堺市青少年指導員連絡協議会活動事業補助金 堺市青少年指導員連絡協議会活動事業補助金交付申請書 子ども育成課

堺市青少年指導員連絡協議会活動事業補助金 堺市青少年指導員連絡協議会活動事業補助金実績報告書 子ども育成課

堺市青少年指導員連絡協議会活動事業補助金 堺市青少年指導員連絡協議会活動事業収支決算書 子ども育成課

堺市青少年指導員連絡協議会活動事業補助金 堺市青少年指導員連絡協議会活動事業補助金精算書 子ども育成課

堺市青少年指導員校区活動事業補助金 堺市青少年指導員校区活動事業補助金交付申請書 子ども育成課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

堺市青少年指導員校区活動事業補助金 堺市青少年指導員校区活動事業補助金交付請求書 子ども育成課

堺市青少年指導員校区活動事業補助金 堺市青少年指導員校区活動事業補助金実績報告書 子ども育成課

堺市青少年指導員校区活動事業補助金 堺市青少年指導員校区活動事業収支決算書 子ども育成課

堺市青少年指導員校区活動事業補助金 堺市青少年指導員校区活動事業補助金精算書 子ども育成課

堺市青少年指導員に対する感謝状贈呈要項 堺市青少年指導員感謝状被贈呈者推薦書 子ども育成課

青少年指導員連絡協議会規約 堺市青少年指導員推薦書 子ども育成課

青少年指導員連絡協議会規約 堺市青少年指導員 校区幹事・副幹事 変更届 子ども育成課

青少年指導員連絡協議会規約 堺市青少年指導員変更・追加届 子ども育成課

青少年指導員連絡協議会後援名義 後援名義申請書 子ども育成課

青少年指導員連絡協議会後援名義 後援名義実績報告書 子ども育成課

指定管理者関係
（青少年センター・家・日高）

堺市立青少年センター等使用料減免申請書 子ども育成課

指定管理者関係
（青少年センター・家・日高）

堺市立青少年センター等使用料還付申請書 子ども育成課

指定管理者関係
（青少年センター・家・日高）

堺市立青少年センター等破損（滅失）届 子ども育成課

児童福祉施設認可 児童福祉施設設置認可申請書 子ども家庭課

児童福祉施設認可 児童福祉施設変更届出書 子ども家庭課

児童福祉施設認可 児童福祉施設（廃止・休止）承認申請書 子ども家庭課

障害児通所給付費 障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 子ども家庭課

障害児通所給付費 障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書 子ども家庭課

障害児通所給付費 特例障害児通所給付費支給申請書 子ども家庭課

障害児通所給付費・障害児入所給付費 高額障害児（通所・入所）給付費支給申請書 子ども家庭課

障害児入所給付費 障害児入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 子ども家庭課

障害児相談支援給付費 障害児相談支援給付費支給申請書 子ども家庭課

障害児相談支援給付費 障害児相談支援依頼（変更）届出書 子ども家庭課

障害児通所給付費・障害児入所給付費 児童福祉法の規定に係る利用者負担額災害等減免申請書 子ども家庭課

障害児通所給付費・障害児入所給付費 収入申告書 子ども家庭課

障害児通所給付費・障害児入所給付費 給与証明書 子ども家庭課

障害児通所給付費 利用者負担上限額管理事務依頼（変更）届出書 子ども家庭課

堺市障害児通所支援事業所整備費補助金申請 堺市障害児通所支援事業所整備費補助金交付申請書 子ども家庭課

堺市障害児通所支援事業所整備費補助金申請 入札参加業者報告書 子ども家庭課

堺市障害児通所支援事業所整備費補助金申請 入札結果報告書 子ども家庭課

堺市障害児通所支援事業所整備費補助金申請 工事着工報告書 子ども家庭課

堺市障害児通所支援事業所整備費補助金申請 事業完了報告書 子ども家庭課

堺市障害児通所支援事業所整備費補助金申請 堺市障害児通所支援事業所整備費補助金実績報告書 子ども家庭課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

通所入所調整 利用調整依頼書 子ども家庭課

通所入所調整 欠員発生連絡票 子ども家庭課

児童手当 児童手当・特例給付父母指定者指定届 子ども家庭課

児童手当 児童手当・特例給付認定請求書 子ども家庭課

児童手当 児童手当・特例給付別居監護申立書 子ども家庭課

児童手当 児童手当における寡婦（夫）控除のみなし適用申請書 子ども家庭課

児童手当 児童手当認定請求書（施設等受給資格者用） 子ども家庭課

児童手当 児童手当・特例給付請求（届）書 子ども家庭課

児童手当 児童手当請求（届）書（施設等受給者用） 子ども家庭課

児童手当 児童手当・特例給付現況届 子ども家庭課

児童手当 児童手当現況届（施設等受給者用） 子ども家庭課

児童手当 未支払児童手当・特例給付請求書 子ども家庭課

児童手当 未支払児童手当請求書（施設等受給資格者用） 子ども家庭課

児童手当 児童手当・特例給付寄附変更・撤回申出書 子ども家庭課

児童手当 児童手当・特例給付個人番号変更等申立書 子ども家庭課

助産 助産施設入所申込書 子ども家庭課

高等職業訓練促進給付金 堺市高等職業訓練促進給付金等支給申請書 子ども家庭課

高等職業訓練促進給付金 １６歳以上１９歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書 子ども家庭課

高等職業訓練促進給付金 堺市高等職業訓練促進給付金受給資格変更喪失届 子ども家庭課

自立支援教育訓練給付金 堺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 子ども家庭課

自立支援教育訓練給付金 １６歳以上１９歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書 子ども家庭課

自立支援教育訓練給付金 堺市自立支援教育訓練給付金支給申請書 子ども家庭課

ひとり親家庭学び直し支援事業 堺市ひとり親家庭学び直し支援事業受講対象講座指定申請書 子ども家庭課

ひとり親家庭学び直し支援事業 堺市ひとり親家庭学び直し支援事業給付金支給申請書 子ども家庭課

ひとり親家庭等日常生活支援事業 堺市ひとり親家庭等日常生活支援事業派遣対象家庭登録申請書 子ども家庭課

ひとり親家庭等日常生活支援事業 堺市ひとり親家庭等日常生活支援事業派遣申出書 子ども家庭課

ひとり親家庭等日常生活支援事業 堺市ひとり親家庭等日常生活支援事業派遣登録変更届 子ども家庭課

養育費に関する公正証書等作成促進給付金 堺市養育費に関する公正証書等作成促進給付金支給申請書 子ども家庭課

養育費に関する公正証書等作成促進給付金 堺市養育費に関する公正証書等作成促進給付金支給申請に係る同意書 子ども家庭課

養育費に関する公正証書等作成促進給付金 １６歳以上１９歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書 子ども家庭課

養育費に関する公正証書等作成促進給付金 堺市養育費に関する公正証書等作成促進給付金支給申請取下書 子ども家庭課

養育費の保証促進給付金 堺市養育費の保証促進給付金支給申請書 子ども家庭課

養育費の保証促進給付金 堺市養育費の保証促進給付金支給申請に係る同意書 子ども家庭課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

養育費の保証促進給付金 １６歳以上１９歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書 子ども家庭課

養育費の保証促進給付金 堺市養育費の保証促進給付金支給申請取下書 子ども家庭課

交通遺児手当 堺市交通遺児手当支給申請書 子ども家庭課

交通遺児手当 堺市交通遺児手当資格喪失届 子ども家庭課

母子生活支援施設 母子生活支援施設入所申込書 子ども家庭課

女性相談 堺市ＤＶ被害者等自立支援金支給申請書 子ども家庭課

母子生活支援施設 援護事業利用申込書 子ども家庭課

母子生活支援施設 堺市ＤＶ被害者等援護事業終了報告書 子ども家庭課

母子父子寡婦福祉資金貸付金 母子・父子・寡婦福祉資金貸付申請書 子ども家庭課

母子父子寡婦福祉資金貸付金 母子・父子・寡婦福祉資金貸付辞退等申出書 子ども家庭課

母子父子寡婦福祉資金貸付金 氏名等変更届 子ども家庭課

母子父子寡婦福祉資金貸付金 同意書 子ども家庭課

母子父子寡婦福祉資金貸付金 創業計画書 子ども家庭課

母子父子寡婦福祉資金貸付金 誓約書 子ども家庭課

母子父子寡婦福祉資金貸付金 証明書 子ども家庭課

母子父子寡婦福祉資金貸付金 診断書（堺市母子父子寡婦福祉資金申請用） 子ども家庭課

母子父子寡婦福祉資金貸付金 結婚予定申出書 子ども家庭課

母子父子寡婦福祉資金貸付金 母子・父子・寡婦福祉資金貸付申請取下申出書 子ども家庭課

母子父子寡婦福祉資金貸付金 貸付停止事由発生届 子ども家庭課

母子父子寡婦福祉資金貸付金 休学・復学届 子ども家庭課

母子父子寡婦福祉資金貸付金 堺市母子・父子・寡婦福祉資金継続貸付申請書 子ども家庭課

母子父子寡婦福祉資金貸付金 連帯保証人変更承認申請書 子ども家庭課

母子父子寡婦福祉資金貸付金 母子・父子・寡婦福祉資金貸付金増額申請書 子ども家庭課

母子父子寡婦福祉資金貸付金 償還誓約書 子ども家庭課

母子父子寡婦福祉資金貸付金 償還方法変更・繰上償還申請書 子ども家庭課

母子父子寡婦福祉資金貸付金 還付請求書 子ども家庭課

母子父子寡婦福祉資金貸付金 分割納入誓約書 子ども家庭課

母子父子寡婦福祉資金貸付金 違約金徴収免除申請書 子ども家庭課

母子父子寡婦福祉資金貸付金 母子・父子・寡婦福祉資金償還金支払猶予申請書 子ども家庭課

母子父子寡婦福祉資金貸付金 据置期間延長申請書 子ども家庭課

母子父子寡婦福祉資金貸付金 母子・父子・寡婦福祉資金貸付金償還免除申請書 子ども家庭課

母子父子寡婦福祉資金貸付金 消滅時効援用の通知書 子ども家庭課

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 堺市ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金変更交付申請書 子ども家庭課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 堺市ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業　貸付状況報告書 子ども家庭課

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
堺市ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金に係る消費税仕入控
除税額報告書

子ども家庭課

母子生活支援施設 堺市母子生活支援施設処遇向上事業補助金変更交付申請書 子ども家庭課

児童自立生活援助事業 児童自立生活援助実施申込書 子ども家庭課

里親登録 里親登録申請書 子ども家庭課

里親登録 専門里親登録申請書 子ども家庭課

里親登録 里親登録消除申出書 子ども家庭課

里親登録 里親登録更新申請書 子ども家庭課

里親登録 専門里親登録更新申請書 子ども家庭課

里親登録 里親登録事項変更届出書 子ども家庭課

里親登録 委託児童事故届出書 子ども家庭課

里親登録 委託児童養育困難届出書 子ども家庭課

同居児童届出 同居児童届出書 子ども家庭課

同居児童届出 同居廃止届出書 子ども家庭課

堺市障害児一時保護委託支援金支給 堺市障害児一時保護委託実施施設指定申請書 子ども家庭課

堺市障害児一時保護委託支援金支給 堺市障害児一時保護委託支援金請求書 子ども家庭課

堺市養育里親支援金支給 堺市養育里親支援金支給申請書 子ども家庭課

堺市養育里親支援金支給 堺市養育里親支援金請求書 子ども家庭課

児童養護施設事業費等補助金 児童養護施設事業費等補助金交付申請書 子ども家庭課

児童養護施設事業費等補助金 児童養護施設事業費等補助金実績報告書 子ども家庭課

児童養護施設事業費等補助金 児童養護施設事業費等補助金請求書 子ども家庭課

児童養護施設乳児生活支援事業費補助金 児童養護施設乳児生活支援事業費補助金変更交付申請書 子ども家庭課

児童養護施設利用者等サービス向上支援事業費補助金 児童養護施設利用者等サービス向上支援事業費補助金交付申請書 子ども家庭課

児童養護施設利用者等サービス向上支援事業費補助金 役員情報届出書 子ども家庭課

児童養護施設利用者等サービス向上支援事業費補助金 児童養護施設利用者等サービス向上支援事業費補助金変更交付申請書 子ども家庭課

児童養護施設利用者等サービス向上支援事業費補助金 児童養護施設利用者等サービス向上支援事業費補助金実績報告書 子ども家庭課

堺市社会的養護自立支援事業費補助金 堺市社会的養護自立支援事業費補助金交付申請書 子ども家庭課

堺市社会的養護自立支援事業費補助金 役員情報届出書 子ども家庭課

堺市社会的養護自立支援事業費補助金 堺市社会的養護自立支援事業費補助金変更交付申請書 子ども家庭課

堺市社会的養護自立支援事業費補助金 堺市社会的養護自立支援事業費補助金実績報告書 子ども家庭課

堺市社会的養護自立支援事業費補助金 堺市社会的養護自立支援事業費補助金請求書 子ども家庭課

堺市障害児一時保護委託支援金 堺市障害児一時保護委託実施施設指定申請書 子ども家庭課

堺市障害児一時保護委託支援金 堺市障害児一時保護委託支援金請求書 子ども家庭課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

児童養護施設職員人材確保事業補助金 児童養護施設職員人材確保事業補助金交付申請書 子ども家庭課

児童養護施設職員人材確保事業補助金 役員情報届出書 子ども家庭課

児童養護施設職員人材確保事業補助金 児童養護施設職員人材確保事業補助金変更交付申請書 子ども家庭課

児童養護施設職員人材確保事業補助金 児童養護施設職員人材確保事業補助金交付請求書 子ども家庭課

堺市青少年非行防止対策補助金 堺市青少年非行防止対策補助金交付申請書 子ども家庭課

堺市青少年非行防止対策補助金 事業計画書 子ども家庭課

堺市青少年非行防止対策補助金 事業収支予算書 子ども家庭課

堺市青少年非行防止対策補助金 堺市青少年非行防止対策補助金実績報告書 子ども家庭課

堺市青少年非行防止対策補助金 事業実施報告書 子ども家庭課

堺市青少年非行防止対策補助金 事業収支決算書 子ども家庭課

堺市青少年非行防止対策補助金 堺市青少年非行防止対策補助金交付請求書 子ども家庭課

堺市青少年非行防止対策補助金 堺市青少年非行防止対策補助金交付精算書 子ども家庭課

堺市子育て短期支援事業 堺市子育て短期支援事業申請書 子ども家庭課

一時預かり事業補助金 交付申請書 幼保推進課

一時預かり事業補助金 変更交付申請書 幼保推進課

一時預かり事業補助金 実績報告書 幼保推進課

一時預かり事業補助金 交付請求書 幼保推進課

一時預かり事業 一時預かり事業開始届 幼保推進課

施設型給付費・地域型保育給付費（子ども・子育て支援法） 請求書 幼保推進課

処遇改善等加算 勤務証明発行依頼書 幼保推進課

保育士宿舎借り上げ支援事業 堺市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金補助金交付申請書 幼保推進課

保育士宿舎借り上げ支援事業 雇用証明書 幼保推進課

保育士宿舎借り上げ支援事業 堺市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金変更交付申請書 幼保推進課

保育士宿舎借り上げ支援事業 堺市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金実績報告書 幼保推進課

保育士宿舎借り上げ支援事業 堺市保育士宿舎借り上げ支援事業交付請求書（確定払による場合） 幼保推進課

堺市事業所内保育施設設置支援事業 堺市事業所内保育施設設置支援事業補助金交付申請書 幼保推進課

堺市事業所内保育施設設置支援事業 堺市事業所内保育施設設置支援事業補助金交付申請書 幼保推進課

堺市事業所内保育施設設置支援事業 堺市事業所内保育施設設置支援事業補助金変更交付申請書 幼保推進課

堺市事業所内保育施設設置支援事業 堺市事業所内保育施設設置支援事業補助金実績報告書 幼保推進課

堺市事業所内保育施設設置支援事業 堺市事業所内保育施設設置支援事業補助金実績報告書 幼保推進課

堺市事業所内保育施設設置支援事業 堺市事業所内保育施設設置支援事業収支決算書 幼保推進課

堺市事業所内保育施設設置支援事業 堺市事業所内保育施設設置支援事業収支決算書 幼保推進課

堺市事業所内保育施設設置支援事業 堺市事業所内保育施設設置支援事業補助金交付請求書 幼保推進課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

堺市事業所内保育施設設置支援事業 堺市事業所内保育施設設置支援事業補助金交付請求書 幼保推進課

堺市事業所内保育施設設置支援事業 事業所内保育施設入所届出書 幼保推進課

堺市事業所内保育施設設置支援事業 マイナンバー申告書 幼保推進課

堺市事業所内保育施設設置支援事業 消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書 幼保推進課

堺市認証保育所運営補助金 堺市認証保育所運営補助金交付申請書 幼保推進課

堺市認証保育所運営補助金 堺市認証保育所運営補助金変更交付申請書 幼保推進課

堺市認証保育所運営補助金 堺市認証保育所運営補助金実績報告書 幼保推進課

堺市認証保育所運営補助金 堺市認証保育所入所届出書 幼保推進課

堺市認証保育所運営補助金 マイナンバー申告書 幼保推進課

堺市認証保育所運営補助金 堺市認証保育所運営補助金請求書 幼保推進課

堺市認証保育所運営補助金 兄弟姉妹入所軽減分対象児童届出書 幼保推進課

認証保育所保育料軽減制度 認証保育所保育料軽減利用申込書 幼保推進課

堺市民間認定こども園・保育所運営補助金 堺市民間認定こども園・保育所運営補助金交付申請書 幼保推進課

堺市民間認定こども園・保育所運営補助金 堺市民間認定こども園・保育所運営補助金変更交付申請書 幼保推進課

堺市民間認定こども園・保育所運営補助金 堺市民間認定こども園・保育所運営補助金実績報告書 幼保推進課

堺市民間認定こども園・保育所運営補助金 堺市民間認定こども園・保育所運営補助金請求書 幼保推進課

堺市民間認定こども園・保育所運営補助金 堺市民間認定こども園・保育所運営補助金請求書 幼保推進課

堺市民間認定こども園・保育所運営補助金 堺市民間認定こども園・保育所運営補助金精算書 幼保推進課

堺市私立幼稚園運営補助金 堺市私立幼稚園運営補助金交付申請書 幼保推進課

堺市私立幼稚園運営補助金 堺市私立幼稚園運営補助金変更交付申請書 幼保推進課

堺市私立幼稚園運営補助金 堺市私立幼稚園運営補助金実績報告書 幼保推進課

堺市私立幼稚園運営補助金 堺市私立幼稚園運営補助金交付請求書（確定払による場合） 幼保推進課

堺市私立幼稚園運営補助金 堺市私立幼稚園運営補助金交付請求書（概算払による場合） 幼保推進課

堺市私立幼稚園運営補助金 堺市私立幼稚園運営補助金精算書 幼保推進課

堺市地域型保育事業運営補助金 堺市地域型保育事業運営補助金交付申請書 幼保推進課

堺市地域型保育事業運営補助金 堺市地域型保育事業運営補助金変更交付申請書 幼保推進課

堺市地域型保育事業運営補助金 堺市地域型保育事業運営補助金実績報告書 幼保推進課

堺市地域型保育事業運営補助金 堺市地域型保育事業運営補助金交付請求書（確定払による場合） 幼保推進課

堺市地域型保育事業運営補助金 堺市地域型保育事業運営補助金交付請求書（概算払による場合） 幼保推進課

堺市地域型保育事業運営補助金 堺市地域型保育事業運営補助金精算書 幼保推進課

堺市延長保育事業補助金 堺市延長保育事業補助金交付申請書 幼保推進課

堺市延長保育事業補助金 堺市延長保育事業補助金変更交付申請書 幼保推進課

堺市延長保育事業補助金 堺市延長保育事業補助金実績報告書 幼保推進課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

堺市延長保育事業補助金 堺市延長保育事業補助金交付請求書（確定払による場合） 幼保推進課

堺市延長保育事業補助金 堺市延長保育事業補助金交付請求書（概算払による場合） 幼保推進課

堺市産休等代替職員費補助金 堺市産休等代替職員費補助金交付申請書 幼保推進課

堺市産休等代替職員費補助金 堺市産休等代替職員費補助金実績報告書 幼保推進課

堺市産休等代替職員費補助金 堺市産休等代替職員費補助金請求書 幼保推進課

堺市家庭支援推進保育事業補助金 堺市家庭支援推進保育事業補助金交付申請書 幼保推進課

堺市家庭支援推進保育事業補助金 堺市家庭支援推進保育事業補助金変更交付申請書 幼保推進課

堺市家庭支援推進保育事業補助金 堺市家庭支援推進保育事業補助金実績報告書 幼保推進課

堺市家庭支援推進保育事業補助金 堺市家庭支援推進保育事業補助金交付請求書（確定払による場合） 幼保推進課

堺市家庭支援推進保育事業補助金 堺市家庭支援推進保育事業補助金交付請求書（概算払による場合） 幼保推進課

堺市保育教諭等人材確保事業補助金 堺市保育教諭等人材確保事業実施計画書 幼保推進課

堺市保育教諭等人材確保事業補助金 堺市保育教諭等人材確保事業補助金交付申請書 幼保推進課

堺市保育教諭等人材確保事業補助金 堺市保育教諭等人材確保事業実施計画完了報告書 幼保推進課

堺市保育教諭等人材確保事業補助金 堺市保育教諭等人材確保事業実施状況報告書 幼保推進課

堺市保育教諭等人材確保事業補助金 堺市保育教諭等人材確保事業補助金実績報告書 幼保推進課

堺市保育教諭等人材確保事業補助金 堺市保育教諭等人材確保事業補助金交付請求書 幼保推進課

堺市新型コロナウイルス感染症対策事業補助金 堺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 幼保推進課

堺市新型コロナウイルス感染症対策事業補助金 堺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 幼保推進課

堺市新型コロナウイルス感染症対策事業補助金 堺市保育教諭等人材確保事業補助金交付請求書 幼保推進課

業務管理体制
（業務管理体制の届出）

堺市子ども・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 幼保推進課

業務管理体制
（届出事項の変更の届出）

堺市子ども・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
（届出事項の変更）

幼保推進課

業務管理体制
（区分の変更の届出）

堺市子ども・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 幼保推進課

堺市休暇取得促進支援等事業補助金
（交付申請書）

堺市休暇取得促進支援等事業補助金交付申請書 幼保推進課

堺市休暇取得促進支援等事業補助金
（変更交付申請書）

堺市休暇取得促進支援等事業補助金変更交付申請書 幼保推進課

堺市休暇取得促進支援等事業補助金
（実績報告書）

堺市休暇取得促進支援等事業補助金実績報告書 幼保推進課

堺市休暇取得促進支援等事業補助金
（交付請求書）

堺市休暇取得促進支援等事業補助金交付請求書 幼保推進課

施設型給付費等にかかる加算認定
（適用申請）【施設型 地域型】

施設型給付費等にかかる加算（調整）適用申請書 幼保推進課

施設型給付費等にかかる加算認定（実績報告書）【施設型 地
域型】

施設型給付費等にかかる加算（調整）実績報告書 幼保推進課

認可外保育施設の設置 認可外保育施設設置届 幼保推進課

認可外保育施設の設置 認可外保育施設届出事項変更届 幼保推進課

認可外保育施設の設置 認可外保育施設休止・廃止届 幼保推進課

認可外保育施設設置届対象外施設の設置 認可外保育施設設置届対象外施設申出書 幼保推進課

認可外保育施設設置届対象外施設の設置 認可外保育施設設置届対象外施設変更申出書 幼保推進課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

認可外保育施設設置届対象外施設の設置 認可外保育施設設置届対象外施設休止・廃止申出書 幼保推進課

副申書 副申書発行願 幼保推進課

特定教育・保育施設　実地指導　結果 指摘事項改善報告書 幼保推進課

地域型保育事業・認証保育所・事業所内保育施設立ち入り検
査結果

指摘事項改善報告書 幼保推進課

教育・保育給付認定申請 教育・保育給付認定申請書 幼保推進課

教育・保育給付認定申請 教育・保育給付認定申請書兼利用（調整）申込書 幼保推進課

教育・保育給付認定に係る現況届 現況届兼転所に係る利用（調整）申込書 幼保推進課

教育・保育給付認定申請 教育・保育給付認定（変更・取消）申請（届出）書 幼保推進課

教育・保育給付認定申請 支給認定証再交付申請書 幼保推進課

施設等利用給付認定申請 施設等利用給付認定・変更申請書（法第30条の4第1号） 幼保推進課

施設等利用給付認定申請 施設等利用給付認定・変更申請書（法第30条の4第2号・第3号） 幼保推進課

施設等利用給付認定に係る現況届 施設等利用給付認定現況届 幼保推進課

施設等利用給付認定申請 施設等利用給付認定（変更・取消）申請（届出）書 幼保推進課

施設等利用費請求 施設等利用費請求書 幼保推進課

施設等利用費請求（法定代理受領） 施設等利用費請求書（法定代理受領用） 幼保推進課

施設等利用費請求（法定代理受領） （請求に関する）委任状 幼保推進課

保育事由確認 就労証明書 幼保推進課

利用調整関係 復職証明書 幼保推進課

利用調整関係 保育受託証明書 幼保推進課

利用調整関係 転入に関する誓約書 幼保推進課

利用調整関係 転所希望届 幼保推進課

利用調整関係 育休減点に関する同意書 幼保推進課

利用調整関係 保育施設待機証明書等発行願 幼保推進課

堺市認可外保育施設等多子世帯利用者負担補助金申請 保育の必要性の認定申請書 幼保推進課

堺市認可外保育施設等多子世帯利用者負担補助金申請 教育・保育給付認定申請書兼利用（調整）申込書 幼保推進課

堺市認可外保育施設等多子世帯利用者負担補助金申請 堺市認可外保育施設等多子世帯利用者負担補助金交付申請書 幼保推進課

堺市認可外保育施設等多子世帯利用者負担補助金申請 堺市認可外保育施設等多子世帯利用者負担補助金交付請求書 幼保推進課

利用者負担額減免申請 利用者負担額減免申請書 幼保推進課

新型コロナウイルス感染症による収入減少世帯における利用
者負担額減免申請

利用者負担額減免申請書　兼　収入状況申出書 幼保推進課

堺市私立幼稚園幼児補助金 堺市私立幼稚園幼児補助金交付申請書 幼保推進課

堺市私立幼稚園幼児補助金 園児異動報告書 幼保推進課

堺市私立幼稚園幼児補助金 堺市私立幼稚園幼児補助金交付請求書 幼保推進課

堺市私立幼稚園預かり保育推進事業補助金 堺市私立幼稚園預かり保育推進事業補助金交付申請書 幼保推進課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

堺市私立幼稚園預かり保育推進事業補助金 堺市私立幼稚園預かり保育推進事業補助金実績報告書 幼保推進課

堺市私立幼稚園預かり保育推進事業補助金 堺市私立幼稚園預かり保育推進事業収支決算書 幼保推進課

堺市私立幼稚園預かり保育推進事業補助金 堺市私立幼稚園預かり保育推進事業補助金交付請求書 幼保推進課

堺市私立幼稚園幼児健康管理事業補助金 堺市私立幼稚園幼児健康管理事業補助金交付申請書 幼保推進課

堺市私立幼稚園幼児健康管理事業補助金 堺市私立幼稚園幼児健康管理事業補助金実績報告書 幼保推進課

堺市私立幼稚園幼児健康管理事業補助金 堺市私立幼稚園幼児健康管理事業補助金 収支決算書 幼保推進課

堺市私立幼稚園幼児健康管理事業補助金 堺市私立幼稚園幼児健康管理事業補助金交付請求書 幼保推進課

堺市実費徴収に係る補足給付費 堺市実費徴収に係る補足給付費申請書 幼保推進課

私立幼稚園2歳児預かり事業 堺市幼稚園型Ⅱ一時預かり事業補助金交付申請書 幼保推進課

施設等利用給付認定 休園報告書 幼保推進課

施設等利用給付認定 入園辞退届 幼保推進課

保育事由確認 堺市期間限定保育利用調整申込同意書 待機児童対策室

保育事由確認 送迎保育ステーションの利用についての同意書 待機児童対策室

小規模保育事業運営事業者募集 小規模保育事業応募申請書 待機児童対策室

小規模保育事業運営事業者募集 法人代表者・施設長（管理者）予定者の履歴書 待機児童対策室

小規模保育事業運営事業者募集 誓約書 待機児童対策室

幼保連携型認定こども園運営事業者募集 幼保連携型認定こども園応募申請書 待機児童対策室

幼保連携型認定こども園運営事業者募集 誓約書 待機児童対策室

幼保連携型認定こども園運営事業者募集 履歴書（代表者（または理事長予定者）・園長予定者） 待機児童対策室

幼保連携型認定こども園運営事業者募集 寄附申出書兼資産申立書 待機児童対策室

社会福祉施設整備資金借入金利子補助金 堺市補助金交付申請書 待機児童対策室

社会福祉施設整備資金借入金利子補助金 役員情報届出書 待機児童対策室

社会福祉施設整備資金借入金利子補助金 堺市補助金実績報告書 待機児童対策室

社会福祉施設整備資金借入金利子補助金 堺市補助金交付請求書 待機児童対策室

社会福祉施設整備資金借入金利子補助金 堺市補助金清算書 待機児童対策室

堺市小規模保育事業等開設経費補助金 堺市小規模保育事業開設経費補助金交付申請書 待機児童対策室

堺市小規模保育事業等開設経費補助金 役員情報届出書 待機児童対策室

堺市小規模保育事業等開設経費補助金 堺市小規模保育事業開設経費補助金実績報告書 待機児童対策室

堺市小規模保育事業等開設経費補助金 堺市小規模保育事業開設経費補助金請求書 待機児童対策室

堺市保育所等整備費補助金 堺市保育所等整備費補助金交付申請書 待機児童対策室

堺市保育所等整備費補助金 役員情報届出書 待機児童対策室

堺市保育所等整備費補助金 入札参加業者報告書 待機児童対策室

堺市保育所等整備費補助金 入札結果報告書 待機児童対策室



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

堺市保育所等整備費補助金 工事着工報告書 待機児童対策室

堺市保育所等整備費補助金 事業完了報告書 待機児童対策室

堺市保育所等整備費補助金 実績報告書 待機児童対策室

堺市保育所等整備費補助金 年度終了実績報告書 待機児童対策室

堺市保育所等整備費補助金 請求書 待機児童対策室

堺市民間保育所等整備費補助金 堺市保育所等整備費補助金交付申請書 待機児童対策室

堺市民間保育所等整備費補助金 役員情報届出書 待機児童対策室

堺市民間保育所等整備費補助金 入札参加業者報告書 待機児童対策室

堺市民間保育所等整備費補助金 入札結果報告書 待機児童対策室

堺市民間保育所等整備費補助金 工事着工報告書 待機児童対策室

堺市民間保育所等整備費補助金 事業完了報告書 待機児童対策室

堺市民間保育所等整備費補助金 実績報告書 待機児童対策室

堺市民間保育所等整備費補助金 請求書 待機児童対策室

堺市さかい保育士修学支援事業補助金 交付申請書 幼保運営課

堺市さかい保育士修学支援事業補助金 誓約書 幼保運営課

堺市さかい保育士修学支援事業補助金 推薦書 幼保運営課

堺市さかい保育士修学支援事業補助金 採用(予定)証明書（本人部分） 幼保運営課

堺市さかい保育士修学支援事業補助金 採用(予定)証明書（法人部分） 幼保運営課

堺市さかい保育士修学支援事業補助金 従事期間証明書（本人部分） 幼保運営課

堺市さかい保育士修学支援事業補助金 従事期間証明書（法人部分） 幼保運営課

堺市さかい保育士修学支援事業補助金 届出内容等変更報告書 幼保運営課

堺市さかい保育士修学支援事業補助金 実績報告書 幼保運営課

堺市さかい保育士修学支援事業補助金 交付請求書 幼保運営課

堺市さかい保育士修学支援事業補助金 精算書 幼保運営課

堺市さかい保育士就職支援事業補助金 交付申請書 幼保運営課

堺市さかい保育士就職支援事業補助金 雇用証明書 幼保運営課

堺市さかい保育士就職支援事業補助金 変更交付申請書 幼保運営課

堺市さかい保育士就職支援事業補助金 実績報告書 幼保運営課

堺市さかい保育士就職支援事業補助金 交付請求書 幼保運営課

堺市さかい保育士等就職応援事業 交付申請書 幼保運営課

堺市さかい保育士等就職応援事業 変更交付申請書 幼保運営課

堺市さかい保育士等就職応援事業 実績報告書 幼保運営課

堺市さかい保育士等就職応援事業 実施状況報告書 幼保運営課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

堺市さかい保育士等就職応援事業 交付請求書 幼保運営課

堺市さかい保育士等就職応援事業 精算書 幼保運営課

堺市さかい保育士等就職応援事業 消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書 幼保運営課

堺市保育士等就職促進事業 交付申請書兼実績報告書 幼保運営課

堺市保育士等就職促進事業 誓約書 幼保運営課

堺市保育士等就職促進事業 従事期間証明書（本人部分） 幼保運営課

堺市保育士等就職促進事業 従事期間証明書（施設部分） 幼保運営課

堺市保育士等就職促進事業 変更届 幼保運営課

堺市保育士等就職促進事業 交付請求書 幼保運営課

こども園入退園 堺市立幼保連携型認定こども園入園申込書 幼保運営課

こども園入退園 堺市立幼保連携型認定こども園退園届 幼保運営課

こども園給食提供 給食提供申込書 幼保運営課

こども園給食提供 給食提供辞退届 幼保運営課

一時預かり事業 堺市立幼保連携型認定こども園一時預かり利用登録申請書（幼稚園型） 幼保運営課

一時預かり事業
堺市立幼保連携型認定こども園一時預かり利用登録申請書（幼稚園型）（保育
時間利用）

幼保運営課

一時預かり事業
堺市立幼保連携型認定こども園一時預かり利用登録申請書（幼稚園型）（延長
保育利用）

幼保運営課

認可外保育施設運営状況徴収 認可外保育施設運営状況報告書 幼保運営課

認可外保育施設立入検査後の改善結果徴収 認可外保育施設立入調査の結果について（報告） 幼保運営課

誓約書の提出 誓約書
虐待対策課
育成相談課

措置の同意 承諾書
虐待対策課
育成相談課

堺市頑張る中小企業応援補助金 堺市頑張る中小企業応援補助金交付申請書 産業政策課

堺市頑張る中小企業応援補助金 誓約書 産業政策課

堺市頑張る中小企業応援補助金 堺市頑張る中小企業応援補助金交付請求書 産業政策課

堺市中規模小売店舗の設置に関する要綱に基づく届出 堺市中規模小売店舗設置届出書 商業流通課

堺市経済振興指導団体事業補助金 補助金交付申請書 商業流通課

堺市経済振興指導団体事業補助金 実績報告書 商業流通課

堺市経済振興指導団体事業補助金 交付請求書 商業流通課

堺市経済振興指導団体事業補助金 精算書 商業流通課

堺市販路開拓支援事業補助金 補助金交付申請書 商業流通課

堺市販路開拓支援事業補助金 実績報告書 商業流通課

堺市販路開拓支援事業補助金 交付請求書 商業流通課

堺市販路開拓支援事業補助金 精算書 商業流通課

堺市商業共同施設設置事業補助金 補助金交付申請書 商業流通課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

堺市商業共同施設設置事業補助金 実績報告書 商業流通課

堺市商業共同施設設置事業補助金 交付請求書 商業流通課

堺市商業共同施設機能向上支援事業補助金 補助金交付申請書 商業流通課

堺市商業共同施設機能向上支援事業補助金 交付請求書 商業流通課

堺市地域コミュニティ形成促進事業補助金 補助金交付申請書 商業流通課

堺市地域コミュニティ形成促進事業補助金 実績報告書 商業流通課

堺市地域コミュニティ形成促進事業補助金 交付請求書 商業流通課

堺市地域コミュニティ形成促進事業補助金 推薦書 商業流通課

堺市地域コミュニティ形成促進事業補助金 効果〔予測・検証〕報告書 商業流通課

堺市中心市街地まちづくり支援事業補助金 補助金交付申請書 商業流通課

堺市中心市街地まちづくり支援事業補助金 実績報告書 商業流通課

堺市中心市街地まちづくり支援事業補助金 交付請求書 商業流通課

堺市中心市街地まちづくり支援事業補助金 精算書 商業流通課

堺市中心市街地まちづくり支援事業補助金 変更交付申請書 商業流通課

堺市中心市街地まちづくり支援事業補助金 委託業務成果報告書 商業流通課

堺市買物弱者対策ビジネス支援事業補助金 補助金交付申請書 商業流通課

堺市買物弱者対策ビジネス支援事業補助金 実績報告書 商業流通課

堺市買物弱者対策ビジネス支援事業補助金 交付請求書 商業流通課

堺市買物弱者対策ビジネス支援事業補助金 精算書 商業流通課

堺市新型コロナウイルス感染症対策商店街等支援事業補助金 補助金交付申請書 商業流通課

堺市新型コロナウイルス感染症対策商店街等支援事業補助金 変更（中止・廃止）申請書 商業流通課

堺市新型コロナウイルス感染症対策商店街等支援事業補助金 実績報告書 商業流通課

堺市新型コロナウイルス感染症対策商店街等支援事業補助金 交付請求書 商業流通課

堺市伝統産業後継者育成事業補助金 堺市伝統産業後継者育成事業補助金交付申請書 ものづくり支援課

堺市伝統産業後継者育成事業補助金 推薦書 ものづくり支援課

堺市伝統産業後継者育成事業補助金 堺市伝統産業後継者育成事業補助金変更（中止・廃止）届出書 ものづくり支援課

堺市伝統産業後継者育成事業補助金 堺市伝統産業後継者育成事業補助金実績報告書 ものづくり支援課

堺市伝統産業後継者育成事業補助金 堺市伝統産業後継者育成事業補助金交付 ものづくり支援課

堺市伝統産業後継者育成事業補助金 堺市伝統産業後継者育成事業補助金精算書 ものづくり支援課

堺市地場産業振興事業補助金 堺市地場産業振興事業補助金交付申請書 ものづくり支援課

堺市地場産業振興事業補助金 堺市地場産業振興事業補助金変更交付申請書 ものづくり支援課

堺市地場産業振興事業補助金 堺市地場産業振興事業補助金実績報告書 ものづくり支援課

堺市地場産業振興事業補助金 堺市地場産業振興事業補助金交付請求書 ものづくり支援課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

堺市地場産業振興事業補助金 堺市地場産業振興事業補助金精算書 ものづくり支援課

堺市公益財団法人堺市産業振興センター事業補助金 堺市公益財団法人堺市産業振興センター事業補助金交付申請書 ものづくり支援課

堺市公益財団法人堺市産業振興センター事業補助金 堺市公益財団法人堺市産業振興センター事業補助金変更交付申請書 ものづくり支援課

堺市公益財団法人堺市産業振興センター事業補助金 堺市公益財団法人堺市産業振興センター事業補助金実績報告書 ものづくり支援課

堺市公益財団法人堺市産業振興センター事業補助金 堺市公益財団法人堺市産業振興センター事業補助金交付請求書 ものづくり支援課

堺市公益財団法人堺市産業振興センター事業補助金 堺市補助金精算書 ものづくり支援課

ものづくり商談会等開催事業補助金 堺市ものづくり商談会等開催事業補助金交付申請書 ものづくり支援課

ものづくり商談会等開催事業補助金 堺市ものづくり商談会等開催事業補助金変更承認申請書 ものづくり支援課

ものづくり商談会等開催事業補助金 堺市ものづくり商談会等開催事業中止（廃止）承認申請書 ものづくり支援課

ものづくり商談会等開催事業補助金 堺市ものづくり商談会等開催事業補助金実績報告書 ものづくり支援課

ものづくり商談会等開催事業補助金 堺市ものづくり商談会等開催事業補助金交付 ものづくり支援課

ものづくり新事業チャレンジ支援補助金 堺市ものづくり新事業チャレンジ事業計画認定申請書 ものづくり支援課

ものづくり新事業チャレンジ支援補助金 堺市ものづくり新事業チャレンジ支援補助金交付申請書 ものづくり支援課

ものづくり新事業チャレンジ支援補助金 堺市ものづくり新事業チャレンジ支援補助金変更（中止・廃止）届出書 ものづくり支援課

ものづくり新事業チャレンジ支援補助金 堺市ものづくり新事業チャレンジ支援補助金実績報告書 ものづくり支援課

ものづくり新事業チャレンジ支援補助金 堺市ものづくり新事業チャレンジ支援補助金交付請求書 ものづくり支援課

ものづくり新事業チャレンジ支援補助金 堺市ものづくり新事業チャレンジ事業実施経過報告書 ものづくり支援課

スマートものづくり導入支援補助金 堺市スマートものづくり導入支援補助金交付申請書 ものづくり支援課

スマートものづくり導入支援補助金 堺市スマートものづくり導入支援補助金変更承認申請書 ものづくり支援課

スマートものづくり導入支援補助金 堺市スマートものづくり導入支援補助金中止（廃止）承認申請書 ものづくり支援課

スマートものづくり導入支援補助金 堺市スマートものづくり導入支援補助金実績報告書 ものづくり支援課

スマートものづくり導入支援補助金 堺市スマートものづくり導入支援補助金交付請求書 ものづくり支援課

スマートものづくり導入支援補助金 堺市スマートものづくり導入支援事業実施経過報告書 ものづくり支援課

堺市インキュベーション施設入居者支援補助金 堺市インキュベーション施設入居者支援補助金交付申請書 ものづくり支援課

堺市インキュベーション施設入居者支援補助金 堺市インキュベーション施設入居者支援補助金実績報告書 ものづくり支援課

堺市インキュベーション施設入居者支援補助金 堺市インキュベーション施設入居者支援補助金交付請求書 ものづくり支援課

堺市インキュベーション施設入居者支援補助金 堺市インキュベーション施設入居者支援補助金変更（中止・廃止）届出書 ものづくり支援課

堺市中小企業デジタルトランスフォーメーション促進補助金 堺市中小企業デジタルトランスフォーメーション促進補助金交付申請書 ものづくり支援課

堺市中小企業デジタルトランスフォーメーション促進補助金 堺市中小企業デジタルトランスフォーメーション促進補助金変更承認申請書 ものづくり支援課

堺市中小企業デジタルトランスフォーメーション促進補助金
堺市中小企業デジタルトランスフォーメーション促進補助金中止（廃止）承認申請
書

ものづくり支援課

堺市中小企業デジタルトランスフォーメーション促進補助金 堺市中小企業デジタルトランスフォーメーション促進補助金実績報告書 ものづくり支援課

堺市中小企業デジタルトランスフォーメーション促進補助金 堺市中小企業デジタルトランスフォーメーション促進補助金交付請求書 ものづくり支援課

堺市テレワーク導入支援補助金 堺市テレワーク導入支援補助金交付申請書（第２回募集分） ものづくり支援課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

堺市テレワーク導入支援補助金 堺市テレワーク導入支援補助金変更承認申請書（第２回募集分） ものづくり支援課

堺市テレワーク導入支援補助金 堺市テレワーク導入支援補助金中止（廃止）承認申請書（第２回募集分） ものづくり支援課

堺市テレワーク導入支援補助金 堺市テレワーク導入支援補助金実績報告書（第２回募集分） ものづくり支援課

堺市テレワーク導入支援補助金 堺市テレワーク導入支援補助金交付請求書（第２回募集分） ものづくり支援課

堺市女性雇用促進等職場環境整備支援事業補助金 堺市女性雇用促進等職場環境整備支援事業補助金交付申請書 雇用推進課

堺市女性雇用促進等職場環境整備支援事業補助金 堺市女性雇用促進等職場環境整備支援事業補助金変更（中止・廃止）届出書 雇用推進課

堺市女性雇用促進等職場環境整備支援事業補助金 堺市女性雇用促進等職場環境整備支援事業補助金実績報告書 雇用推進課

堺市女性雇用促進等職場環境整備支援事業補助金 女性労働者雇用状況報告書 雇用推進課

堺市女性雇用促進等職場環境整備支援事業補助金 堺市女性雇用促進等職場環境整備支援事業補助金交付請求書 雇用推進課

堺市立勤労者総合福祉センター 堺市立勤労者総合福祉センター使用許可変更申請書 雇用推進課

堺市立勤労者総合福祉センター 堺市立勤労者総合福祉センター使用料減免申請書 雇用推進課

堺市立勤労者総合福祉センター 堺市立勤労者総合福祉センター使用料還付申請書 雇用推進課

堺市立勤労者総合福祉センター 破損（滅失）届 雇用推進課

堺市障害者雇用貢献企業認定制度 堺市障害者雇用貢献企業認定申請書 雇用推進課

堺市障害者雇用貢献企業認定制度 障害者台帳 雇用推進課

堺市障害者雇用貢献企業認定制度
堺市内障害者就労施設等又は障害者を雇用している企業との取引又は出資確
認用書類

雇用推進課

堺市障害者雇用貢献企業認定制度
事業所等開設・新規部門設置、子会社活用・設立、協同組合活用・設立による障
害者雇用確認用資料

雇用推進課

堺市障害者雇用貢献企業認定制度 障害者就労支援機関からの利用者の受入れによる障害者雇用確認用資料 雇用推進課

堺市障害者雇用貢献企業認定制度 堺市障害者雇用貢献企業変更届 雇用推進課

堺市障害者雇用貢献企業認定制度 堺市障害者雇用推進奨励金交付申請書 雇用推進課

堺市多様な人材の活躍推進企業認定制度 堺市多様な人材の活躍推進企業認定申請書 雇用推進課

堺市多様な人材の活躍推進企業認定制度 堺市多様な人材の活躍推進企業変更届 雇用推進課

堺市多様な人材の活躍推進企業認定制度 堺市多様な人材の活躍推進企業認定辞退届出書 雇用推進課

堺市多様な人材の活躍推進企業認定制度 堺市多様な人材の活躍推進奨励金交付申請書 雇用推進課

堺市多様な人材の活躍推進企業認定制度 堺市多様な人材の活躍推進奨励金交付請求書 雇用推進課

（公財）堺市勤労者福祉サービスセンター補助金 堺市補助金交付申請書 雇用推進課

（公財）堺市勤労者福祉サービスセンター補助金 公益財団法人堺市勤労者福祉サービスセンター補助金変更交付申請書 雇用推進課

（公財）堺市勤労者福祉サービスセンター補助金 堺市補助金実績報告書 雇用推進課

（公財）堺市勤労者福祉サービスセンター補助金 堺市補助金精算書 雇用推進課

堺市勤労者福祉事業補助金 堺市勤労者福祉事業補助金交付申請書 雇用推進課

堺市勤労者福祉事業補助金 役員情報届出書 雇用推進課

堺市勤労者福祉事業補助金 堺市勤労者福祉事業補助金実績報告書 雇用推進課

堺市勤労者福祉事業補助金 堺市勤労者福祉事業補助金精算書 雇用推進課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

堺市市民農園開設事業補助金 堺市補助金交付申請書 農水産課

堺市市民農園開設事業補助金 堺市補助金実績報告書 農水産課

堺市市民農園開設事業補助金 堺市補助金交付請求書 農水産課

堺市市民農園開設事業補助金 堺市補助金精算書 農水産課

堺ファーマ―支援事業補助金 堺市補助金交付申請書 農水産課

堺ファーマ―支援事業補助金 堺市補助金実績報告書 農水産課

堺ファーマー支援事業補助金 堺市補助金交付請求書 農水産課

堺ファーマー支援事業補助金 堺市補助金精算書 農水産課

堺ファーマー支援事業補助金 着手届 農水産課

堺ファーマー支援事業補助金 完了届 農水産課

堺ファーマ―支援事業補助金 新規就農計画書 農水産課

堺市農業用ハウス強靭化緊急対策事業補助金 堺市補助金交付申請書 農水産課

堺市農業用ハウス強靭化緊急対策事業補助金 堺市補助金実績報告書 農水産課

堺市農業用ハウス強靭化緊急対策事業補助金 堺市補助金交付請求書 農水産課

堺市農業用ハウス強靭化緊急対策事業補助金 堺市補助金精算書 農水産課

堺市農業用ハウス強靭化緊急対策事業補助金 着手届 農水産課

堺市農業用ハウス強靭化緊急対策事業補助金 交付決定前着手届 農水産課

堺市農業用ハウス強靭化緊急対策事業補助金 完了届 農水産課

堺市農業用ハウス強靭化緊急対策事業補助金 消費税等相当額報告書 農水産課

堺市農空間保全活性化事業補助金 堺市農空間保全活性化事業補助金交付申請書 農水産課

堺市農空間保全活性化事業補助金 堺市農空間保全活性化事業補助金実績報告書 農水産課

堺市農空間保全活性化事業補助金 堺市農空間保全活性化事業補助金交付請求書 農水産課

堺市農空間保全活性化事業補助金 工事完了届 農水産課

堺市畜産経営環境整備事業補助金 堺市補助金交付申請書 農水産課

堺市畜産経営環境整備事業補助金 堺市補助金実績報告書 農水産課

堺市畜産経営環境整備事業補助金 堺市補助金交付請求書 農水産課

堺市畜産経営環境整備事業補助金 堺市補助金精算書 農水産課

堺市畜産経営環境整備事業補助金 着手届 農水産課

堺市畜産経営環境整備事業補助金 完了届 農水産課

堺市農地利用集積促進事業奨励金 堺市農地利用集積促進事業奨励金交付申請書 農水産課

堺市有害鳥獣被害防止奨励金 堺市有害鳥獣捕獲報告書 農水産課

堺市有害鳥獣被害防止支援事業補助金 堺市補助金交付申請書 農水産課

堺市有害鳥獣被害防止支援事業補助金 堺市補助金実績報告書 農水産課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

堺市有害鳥獣被害防止支援事業補助金 堺市補助金交付請求書 農水産課

堺市有害鳥獣被害防止支援事業補助金 堺市補助金精算書 農水産課

堺市畜産環境整備事業補助金 堺市畜産環境整備事業補助金交付申請書 農水産課

堺市畜産環境整備事業補助金 事業着手届 農水産課

堺市畜産環境整備事業補助金 堺市畜産環境整備事業計画変更承認申請書 農水産課

堺市畜産環境整備事業補助金 堺市畜産環境整備事業中止（廃止）承認申請書 農水産課

堺市畜産環境整備事業補助金 畜産環境整備事業実績報告書 農水産課

農業共済組合推進対策事業補助金 堺市補助金交付申請書 農水産課

農業共済組合推進対策事業補助金 堺市補助金実績報告書 農水産課

農業共済組合推進対策事業補助金 堺市補助金交付請求書 農水産課

農業共済組合推進対策事業補助金 堺市補助金精算書 農水産課

堺市水産振興対策事業補助金 堺市補助金交付申請書 農水産課

堺市水産振興対策事業補助金 堺市補助金実績報告書 農水産課

堺市水産振興対策事業補助金 堺市補助金交付請求書 農水産課

堺市水産振興対策事業補助金 堺市補助金精算書 農水産課

堺市立青果地方卸売市場買受人承認申請 買受人承認申請書 農水産課

堺市立青果地方卸売市場使用許可申請 堺市立青果地方卸売市場使用許可申請書 農水産課

堺市立青果地方卸売市場使用許可申請 堺市立青果地方卸売市場使用証書 農水産課

堺市立フォレストガーデン使用許可申請 堺市立フォレストガーデン使用許可申請書 農水産課

堺市立フォレストガーデン使用料減免申請 堺市立フォレストガーデン使用料減免申請書 農水産課

堺市立フォレストガーデン市民菜園使用申込 堺市立フォレストガーデン市民菜園使用申込書 農水産課

堺市立農業公園施設使用許可申請 堺市立農業公園施設使用許可申請書 農水産課

防災協力農地登録申出 堺市防災協力農地登録申出書 農水産課

防災協力農地登録取消届出 堺市防災協力農地登録取消届出書 農水産課

堺市農業委員会委員推薦申込 堺市農業委員会委員推薦申込書（個人推薦用） 農水産課

堺市農業委員会委員推薦申込 堺市農業委員会委員推薦申込書（法人又は団体推薦用） 農水産課

堺市農業委員会委員応募申込 堺市農業委員会委員応募申込書 農水産課

農用地利用集積計画公告証明 農用地利用集積計画公告証明願 農地課

農業用施設改良等事業 堺市農業用施設改良等事業依頼書 農業土木課

農業用施設改良事業 堺市土地改良補助金交付申請書 農業土木課

農業用施設改良事業 堺市補助金実績報告書 農業土木課

農業用施設改良事業 堺市土地改良補助金収支決算書 農業土木課

農業用施設改良事業 堺市補助金交付請求書 農業土木課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

農業用施設改良事業 堺市補助金清算書 農業土木課

農業用施設改良事業 工事完了届 農業土木課

土地改良事業分担金 土地改良事業分担金免除（徴収猶予）申請書 農業土木課

生産緑地の指定申出 生産緑地地区指定相談書 都市計画課

生産緑地の指定申出 生産緑地地区指定相談書の取下げ願 都市計画課

特定生産緑地の指定申出 特定生産緑地指定希望申出書 都市計画課

特定生産緑地の指定申出 特定生産緑地指定希望申出書の取下げ願 都市計画課

測量法に基づく申請 測量成果の複製承認申請書 都市計画課

測量法に基づく申請 測量成果の使用承認申請書 都市計画課

地区計画等の届出 地区計画の区域内における行為の事前届出書 都市計画課

都市計画法に基づく都市計画の決定等の提案 都市計画決定等に関する提案書 都市計画課

大規模建築物等の届出（民）（官） 景観計画区域内における行為の事前協議申出書 都市景観室

大規模建築物等の届出（民） 景観計画区域内における行為の届出書 都市景観室

大規模建築物等の届出（民） 景観計画区域内における行為の変更届出書 都市景観室

大規模建築物等の届出（民） 景観計画区域内における行為（完了・中止）届出書 都市景観室

景観重要建造物 景観重要建造物・景観重要樹木の指定提案書 都市景観室

景観重要建造物 景観重要建造物・景観重要樹木の現状変更許可申請書 都市景観室

景観重要建造物 景観重要建造物・景観重要樹木の所有者変更届出書 都市景観室

景観地区における認定申請（民）（官） 景観地区内における事前協議申出書 都市景観室

景観地区における認定申請（民） 景観地区内における行為（完了・中止）届出書 都市景観室

景観協定 景観協定認可申請書 都市景観室

景観協定 景観協定認可意見書 都市景観室

景観協定 景観協定変更認可申請書 都市景観室

景観協定 景観協定区域除外届出書 都市景観室

景観協定 景観協定加入届出書 都市景観室

景観協定 景観協定廃止認可申請書 都市景観室

景観協定 景観協定発効届出書 都市景観室

景観協定 景観形成推進団体認定申請書 都市景観室

大規模建築物等の届出（官） 景観計画区域内における行為の通知書 都市景観室

大規模建築物等の届出（官） 景観計画区域内における行為の変更通知書 都市景観室

景観地区における認定申請（官） 景観地区内における建築物の計画通知 都市景観室

堺市街なみ環境整備事業修景施設整備補助金交付申請 堺市街なみ環境整備事業修景施設整備補助金交付申請書 都市景観室

堺市街なみ環境整備事業修景施設整備補助金交付申請 事業計画書 都市景観室



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

堺市街なみ環境整備事業修景施設整備補助金交付申請 堺市街なみ環境整備事業修景施設整備補助金　年度　収支予算書 都市景観室

堺市街なみ環境整備事業修景施設整備補助金交付申請 堺市街なみ環境整備事業修景施設整備着手届 都市景観室

堺市街なみ環境整備事業修景施設整備補助金交付申請 堺市街なみ環境整備事業修景施設整備補助金変更交付申請書 都市景観室

堺市街なみ環境整備事業修景施設整備補助金交付申請 堺市街なみ環境整備事業修景施設整備補助金実績報告書 都市景観室

堺市街なみ環境整備事業修景施設整備補助金交付申請 堺市街なみ環境整備事業修景施設整備補助金　収支決算書 都市景観室

堺市街なみ環境整備事業修景施設整備補助金交付申請 堺市街なみ環境整備事業修景施設整備補助金代理受領予定届出書 都市景観室

堺市街なみ環境整備事業修景施設整備補助金交付申請 堺市街なみ環境整備事業修景施設整備補助金交付請求書 都市景観室

堺市街なみ環境整備事業修景施設整備補助金交付申請 堺市街なみ環境整備事業修景施設整備補助金の代理受領に係る委任状 都市景観室

堺市街なみ環境整備事業協議会活動補助金交付申請 堺市街なみ環境整備事業協議会活動補助金交付申請書 都市景観室

堺市街なみ環境整備事業協議会活動補助金交付申請 堺市街なみ環境整備事業協議会活動　年度　収支予算書 都市景観室

堺市街なみ環境整備事業協議会活動補助金交付申請 堺市街なみ環境整備事業協議会活動事業着手届 都市景観室

堺市街なみ環境整備事業協議会活動補助金交付申請 堺市街なみ環境整備事業協議会活動補助金変更交付申請書 都市景観室

堺市街なみ環境整備事業協議会活動補助金交付申請 堺市街なみ環境整備事業協議会活動補助金実績報告書 都市景観室

堺市街なみ環境整備事業協議会活動補助金交付申請 堺市街なみ環境整備事業協議会活動　年度　収支決算書 都市景観室

堺市街なみ環境整備事業協議会活動補助金交付申請 堺市街なみ環境整備事業協議会活動補助金交付請求書 都市景観室

堺市街なみ環境整備事業協議会活動補助金交付申請 堺市街なみ環境整備事業協議会活動補助金精算書 都市景観室

堺市屋外広告物許可申請 堺市屋外広告物許可申請書 都市景観室

堺市屋外広告物許可申請 堺市屋外広告物事前協議書 都市景観室

堺市屋外広告物許可申請 堺市屋外広告物許可事項変更届出書 都市景観室

堺市屋外広告物許可申請 堺市屋外広告物自主点検結果報告書 都市景観室

堺市屋外広告物許可申請 堺市屋外広告物工事完了届出書 都市景観室

堺市屋外広告物許可申請 堺市屋外広告物工事取止届出書 都市景観室

堺市屋外広告物許可申請 堺市公共広告物設置届出書 都市景観室

堺市屋外広告物許可申請 堺市屋外広告物改修計画書 都市景観室

堺市屋外広告物許可申請 堺市屋外広告物管理者届出書 都市景観室

堺市屋外広告物許可申請 堺市屋外広告物滅失届出書 都市景観室

堺市屋外広告物許可申請 堺市屋外広告物除却届出書 都市景観室

堺市除却広告物等返還 堺市除却広告物等返還受領書 都市景観室

堺市屋外広告業登録申請 堺市屋外広告業登録申請書 都市景観室

堺市屋外広告業登録申請 略歴書 都市景観室

堺市屋外広告業登録申請 誓約書 都市景観室

堺市屋外広告業登録申請 堺市屋外広告業登録事項変更届出書 都市景観室

堺市屋外広告業登録申請 堺市屋外広告業廃業等届出書 都市景観室



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

堺市特例屋外業届出 堺市特例屋外業届出書 都市景観室

堺市特例屋外業届出 堺市特例屋外広告業届出事項変更届出書 都市景観室

堺市屋外広告業者監督処分簿閲覧申込 堺市屋外広告業者監督処分簿閲覧申込書 都市景観室

堺市屋外広告物講習会受講申込 堺市屋外広告物講習会受講申込書 都市景観室

堺市屋外広告物適正化促進事業補助金交付申請 堺市屋外広告物適正化促進事業補助金交付事前協議書 都市景観室

堺市屋外広告物適正化促進事業補助金交付申請 堺市屋外広告物適正化促進事業補助金収支予算書 都市景観室

堺市屋外広告物適正化促進事業補助金交付申請 堺市屋外広告物適正化促進事業補助金交付申請書 都市景観室

堺市屋外広告物適正化促進事業補助金交付申請 堺市屋外広告物適正化促進事業補助金交付変更申請書 都市景観室

堺市屋外広告物適正化促進事業補助金交付申請 堺市屋外広告物適正化促進事業補助金完了実績報告書 都市景観室

堺市屋外広告物適正化促進事業補助金交付申請 堺市屋外広告物適正化促進事業補助金収支決算書 都市景観室

堺市屋外広告物適正化促進事業補助金交付申請 堺市屋外広告物適正化促進事業補助金交付請求書 都市景観室

市民交流広場（Minaさかい）の使用申請 堺市市民交流広場使用許可申請書 都心まちづくり課

市民交流広場（Minaさかい）の使用変更申請 堺市市民交流広場使用許可変更申請書 都心まちづくり課

市民交流広場（Minaさかい）の使用料還付申請 堺市市民交流広場使用料還付申請書 都心まちづくり課

市民交流広場（Minaさかい）の破損届 堺市市民交流広場破損（滅失）届 都心まちづくり課

泉北高速鉄道等通学定期補助制度に係る申請 在住等に関する申出書 交通政策課

泉北高速鉄道等通学定期補助制度に係る申請 氏名相違に関する申立書 交通政策課

泉北高速鉄道等通学定期補助制度に係る申請 住所相違に関する申立書 交通政策課

附置義務駐車場に係る届出 附置義務駐車施設設置（変更）届出書 交通政策課

附置義務駐車場に係る届出 附置義務駐車施設設置（変更）特例承認申請書 交通政策課

附置義務駐車場に係る届出 附置義務駐車施設使用承諾書 交通政策課

附置義務駐車場に係る届出 駐車施設工事完了届 交通政策課

堺市タクシー応援事業補助金の交付申請 堺市タクシー応援事業補助金交付申請書　（個人タクシー用） 公共交通課

堺市タクシー応援事業補助金の交付申請の取下げ 堺市タクシー応援事業補助金交付申請取下届出書　（個人タクシー用） 公共交通課

堺市タクシー応援事業補助金の申請内容の変更 堺市タクシー応援事業補助金変更承認申請書　（個人タクシー用） 公共交通課

堺市タクシー応援事業補助金の実績報告 堺市タクシー応援事業補助金実績報告書　（個人タクシー用） 公共交通課

堺市タクシー応援事業補助金の請求 堺市タクシー応援事業補助金交付請求書　（個人タクシー用） 公共交通課

堺市タクシー応援事業補助金の事業の中止又は廃止の承認 堺市タクシー応援事業補助金中止（廃止）承認申請書　（個人タクシー用） 公共交通課

堺市タクシー応援事業補助金の財産処分 堺市タクシー応援事業補助金財産処分承認申請書　（個人タクシー用） 公共交通課

清算金の分納申請 清算金分納申請書 都市整備推進課

清算金の繰上納付申請 清算金繰上納付申請書 都市整備推進課

清算金納期限の延長申請 納期限延長申請書 都市整備推進課

清算金延滞金の減免申請 延滞金減免申請書 都市整備推進課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

清算金供託不要の届出 清算金供託不要申出書 都市整備推進課

清算金を納入すべき者又は交付を受けるべき者の氏名・住所
変更の届出

氏名・住所変更届出書 都市整備推進課

優良建築物等整備事業補助金の協議 堺市優良建築物等整備事業補助金協議書 都市整備推進課

優良建築物等整備事業補助金の交付申請 堺市優良建築物等整備事業補助金交付申請書 都市整備推進課

優良建築物等整備事業補助金の経費の配分変更の承認申請 堺市優良建築物等整備事業補助金の経費の配分変更承認申請書 都市整備推進課

優良建築物等整備事業の事業内容の承認申請 堺市優良建築物等整備事業の事業内容承認申請書 都市整備推進課

優良建築物等整備事業補助金交付の変更申請 堺市優良建築物等整備事業補助金交付変更申請書 都市整備推進課

優良建築物等整備事業中止（又は廃止）の承認申請 堺市優良建築物等整備事業中止（又は廃止）承認申請書 都市整備推進課

優良建築物等整備事業完了予定期日変更の報告 堺市優良建築物等整備事業完了予定期日変更報告書 都市整備推進課

優良建築物等整備事業着手の届出 堺市優良建築物等整備事業着手届 都市整備推進課

優良建築物等整備事業遂行状況の報告 堺市優良建築物等整備事業遂行状況報告書 都市整備推進課

優良建築物等整備事業完了の届出 堺市優良建築物等整備事業完了届 都市整備推進課

優良建築物等整備事業完了実績の報告 堺市優良建築物等整備事業完了実績報告書 都市整備推進課

優良建築物等整備事業収支決算書の提出 堺市優良建築物等整備事業収支決算書 都市整備推進課

優良建築物等整備事業年度終了実績の報告 堺市優良建築物等整備事業年度終了実績報告書 都市整備推進課

優良建築物等整備事業補助金の交付請求 堺市優良建築物等整備事業補助金交付請求書 都市整備推進課

優良建築物等整備事業の完了に伴う残存物件の継続使用の
承認申請

堺市優良建築物等整備事業の完了に伴う残存物件の継続使用承認申請書 都市整備推進課

再開発推進団体等補助金の交付申請 堺市再開発推進団体等補助金交付申請書 都市整備推進課

再開発推進団体承継の承認申請 堺市再開発推進団体承継承認申請書 都市整備推進課

再開発推進団体等補助金の実績報告 堺市再開発推進団体等補助金実績報告書 都市整備推進課

再開発推進団体等補助金の交付請求 堺市再開発推進団体等補助金交付請求書 都市整備推進課

市街地再開発事業補助金の協議 堺市市街地再開発事業補助金協議書 都市整備推進課

市街地再開発事業補助金の交付申請 堺市市街地再開発事業補助金交付申請書 都市整備推進課

市街地再開発事業補助金の経費の配分変更の承認申請 堺市市街地再開発事業補助金の経費の配分変更承認申請書 都市整備推進課

市街地再開発事業の事業内容変更の承認申請 堺市市街地再開発事業の事業内容変更承認申請書 都市整備推進課

市街地再開発事業補助金交付の変更申請 堺市市街地再開発事業補助金交付変更申請書 都市整備推進課

市街地再開発事業中止（又は廃止）の承認申請 堺市市街地再開発事業中止（又は廃止）承認申請書 都市整備推進課

市街地再開発事業完了予定期日変更の報告 堺市市街地再開発事業完了予定期日変更報告書 都市整備推進課

市街地再開発事業着手の届出 堺市市街地再開発事業着手届 都市整備推進課

市街地再開発事業遂行状況の報告 堺市市街地再開発事業遂行状況報告書 都市整備推進課

市街地再開発事業完了の届出 堺市市街地再開発事業完了届 都市整備推進課

市街地再開発事業補助金完了実績の報告 堺市市街地再開発事業補助金完了実績報告書 都市整備推進課

市街地再開発事業収支決算書の提出 堺市市街地再開発事業収支決算書 都市整備推進課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

市街地再開発事業年度終了実績の報告 堺市市街地再開発事業年度終了実績報告書 都市整備推進課

市街地再開発事業補助金の交付請求 堺市市街地再開発事業補助金交付請求書 都市整備推進課

市街地再開発事業の完了に伴う残存物件の継続使用の承認
申請

堺市市街地再開発事業の完了に伴う残存物件の継続使用承認申請書 都市整備推進課

土地区画整理事業補助金の協議 堺市土地区画整理事業補助金協議書 都市整備推進課

土地区画整理事業補助金の交付申請 堺市土地区画整理事業補助金交付申請書 都市整備推進課

土地区画整理事業歳入歳出予算書抜すいの提出 歳入歳出予算書抜すい 都市整備推進課

土地区画整理事業補助金交付申請の取下げ申請 堺市土地区画整理事業補助金交付申請取下げ申請書 都市整備推進課

土地区画整理事業補助金交付決定額の変更申請 堺市土地区画整理事業補助金交付決定額変更申請書 都市整備推進課

土地区画整理事業補助金交付決定の経費の配分及び内容の
変更申請

堺市土地区画整理事業補助金交付決定の経費の配分及び内容変更申請書 都市整備推進課

土地区画整理事業着手の届出 堺市土地区画整理事業着手届 都市整備推進課

土地区画整理事業完了の届出 堺市土地区画整理事業完了届 都市整備推進課

土地区画整理事業補助金完了実績の報告 堺市土地区画整理事業補助金完了実績報告書 都市整備推進課

土地区画整理事業補助金終了実績の報告 堺市土地区画整理事業補助金終了実績報告書 都市整備推進課

土地区画整理事業収支決算書の提出 収支決算書 都市整備推進課

土地区画整理事業決算見込書の提出 決算見込書 都市整備推進課

土地区画整理事業に係る契約調書の提出 契約調書 都市整備推進課

土地区画整理事業補助金の交付請求 堺市土地区画整理事業補助金交付請求書 都市整備推進課

土地区画整理事業補助金精算書の提出 堺市土地区画整理事業補助金精算書 都市整備推進課

密集住宅市街地整備促進事業木造住宅建替促進補助金の事
前協議申請

補助金事前協議書 都市整備推進課

密集住宅市街地整備促進事業木造住宅建替促進補助金の交
付申請

補助金交付申請書 都市整備推進課

密集住宅市街地整備促進事業木造住宅建替促進補助金の交
付申請に関わる納税状況調査同意書の提出

納税状況調査同意書 都市整備推進課

密集住宅市街地整備促進事業木造住宅建替促進補助金の交
付申請に関わる誓約書の提出

誓約書 都市整備推進課

密集住宅市街地整備促進事業木造住宅建替促進補助金の交
付申請に関わる届出

代表者選任届 都市整備推進課

密集住宅市街地整備促進事業木造住宅建替促進補助金の全
体設計承認申請

全体設計承認申請書 都市整備推進課

堺市密集住宅市街地整備促進事業木造住宅建替促進補助金
の交付申請取下書の提出

補助金交付申請取下書 都市整備推進課

密集住宅市街地整備促進事業木造住宅建替促進補助金の交
付に関わる届出

事業着手届 都市整備推進課

密集住宅市街地整備促進事業木造住宅建替促進補助金の事
業変更等に関わる申請

事業変更等承認申請書 都市整備推進課

密集住宅市街地整備促進事業木造住宅建替促進補助金の交
付決定変更申請

補助金交付決定変更申請書 都市整備推進課

密集住宅市街地整備促進事業木造住宅建替促進補助金の全
体承認変更申請

全体設計承認変更申請書 都市整備推進課

密集住宅市街地整備促進事業木造住宅建替促進補助金の交
付に関わる届出

事業完了届 都市整備推進課

密集住宅市街地整備促進事業木造住宅建替促進補助金の交
付に関わる報告

完了実績報告書 都市整備推進課

密集住宅市街地整備促進事業木造住宅建替促進補助金の交
付請求書の提出

補助金交付請求書 都市整備推進課

密集住宅市街地整備促進事業木造住宅建替促進補助金の代
理受領に関する委任状の提出

補助金の代理受領に係る委任状 都市整備推進課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

密集住宅市街地整備促進事業木造住宅建替促進補助金の事
業承継承認申請

事業承継承認申請書 都市整備推進課

密集住宅市街地整備促進事業木造賃貸住宅建替家賃補助金
の交付申請

堺市密集住宅市街地整備促進事業木造賃貸住宅建替家賃補助金交付申請書 都市整備推進課

密集住宅市街地整備促進事業木造賃貸住宅建替家賃補助金
の交付に関わる報告

堺市密集住宅市街地整備促進事業木造賃貸住宅建替家賃補助金実績報告書 都市整備推進課

密集住宅市街地整備促進事業木造賃貸住宅建替家賃補助金
の交付に関わる決算書の提出

収支決算書 都市整備推進課

密集住宅市街地整備促進事業木造賃貸住宅建替家賃補助金
の交付請求書の提出

堺市密集住宅市街地整備促進事業木造賃貸住宅建替家賃補助金交付請求書 都市整備推進課

密集住宅市街地整備促進事業木造賃貸住宅建替家賃補助金
の精算書提出

堺市密集住宅市街地整備促進事業木造賃貸住宅建替家賃補助金精算書 都市整備推進課

密集住宅市街地整備促進事業木造賃貸住宅建替計画作成補
助金の交付申請

堺市密集住宅市街地整備促進事業木造賃貸住宅建替計画作成補助金交付申
請書

都市整備推進課

密集住宅市街地整備促進事業木造賃貸住宅建替計画作成補
助金の交付に関わる報告

堺市密集住宅市街地整備促進事業木造賃貸住宅建替計画作成補助金実績報
告書

都市整備推進課

密集住宅市街地整備促進事業木造賃貸住宅建替計画作成補
助金の交付に関わる決算書の提出

収支決算書 都市整備推進課

密集住宅市街地整備促進事業木造賃貸住宅建替計画作成補
助金の交付請求書の提出

堺市密集住宅市街地整備促進事業木造賃貸住宅建替計画作成補助金交付請
求書

都市整備推進課

堺市泉北ニュータウン子育て世帯等住まいアシスト事業 堺市泉北ニュータウン子育て世帯等住まいアシスト事業要件確認申込書 住宅まちづくり課

堺市泉北ニュータウン子育て世帯等住まいアシスト事業 堺市泉北ニュータウン子育て世帯等住まいアシスト事業誓約書 住宅まちづくり課

堺市泉北ニュータウン子育て世帯等住まいアシスト事業
堺市泉北ニュータウン子育て世帯等住まいアシスト事業関連調査に関する同意
書

住宅まちづくり課

堺市泉北ニュータウン子育て世帯等住まいアシスト事業 堺市泉北ニュータウン子育て世帯等住まいアシスト事業補助金交付申請書 住宅まちづくり課

堺市泉北ニュータウン子育て世帯等住まいアシスト事業
堺市泉北ニュータウン子育て世帯等住まいアシスト事業実施報告書兼収支決算
書

住宅まちづくり課

堺市泉北ニュータウン子育て世帯等住まいアシスト事業 堺市泉北ニュータウン子育て世帯等住まいアシスト事業補助金交付請求書 住宅まちづくり課

堺市泉北ニュータウン子育て世帯等住まいアシスト事業 堺市泉北ニュータウン子育て世帯等住まいアシスト事業異動等届出書 住宅まちづくり課

堺市泉北ニュータウン子育て世帯等住まいアシスト事業 堺市泉北ニュータウン子育て世帯等住まいアシスト事業終了届出書 住宅まちづくり課

サービス付き高齢者向け住宅登録事業 サービス付き高齢者向け住宅事業の登録に係る事前協議について 住宅まちづくり課

サービス付き高齢者向け住宅登録事業 立入検査における指摘事項の改善報告について 住宅まちづくり課

サービス付き高齢者向け住宅登録事業 サービス付き高齢者向け住宅定期報告書 住宅まちづくり課

サービス付き高齢者向け住宅登録事業 サービス付き高齢者向け住宅事業廃業等届出書 住宅まちづくり課

サービス付き高齢者向け住宅登録事業 サービス付き高齢者向け住宅事業登録抹消申請書 住宅まちづくり課

長期優良住宅の普及の促進に関する法律による認定申請等 申請取下げ届出書 住宅まちづくり課

長期優良住宅の普及の促進に関する法律による認定申請等 軽微な変更届書 住宅まちづくり課

長期優良住宅の普及の促進に関する法律による認定申請等 建築工事完了報告書 住宅まちづくり課

長期優良住宅の普及の促進に関する法律による認定申請等 認定長期優良住宅に係る建築及び維持保全の状況報告書 住宅まちづくり課

長期優良住宅の普及の促進に関する法律による認定申請等 建築又は維持保全の取りやめ届出書 住宅まちづくり課

分譲マンション建替え支援制度 堺市分譲マンション建替え支援制度補助金交付申請書 住宅まちづくり課

分譲マンション建替え支援制度 堺市分譲マンション建替え支援制度補助金交付申請概要書 住宅まちづくり課

分譲マンション建替え支援制度 堺市分譲マンション建替え支援制度着手届 住宅まちづくり課

分譲マンション建替え支援制度 堺市分譲マンション建替え支援制度完了届 住宅まちづくり課

分譲マンション建替え支援制度 堺市分譲マンション建替え支援制度補助金実績報告書 住宅まちづくり課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

分譲マンション建替え支援制度 堺市分譲マンション建替え支援制度補助金交付請求書 住宅まちづくり課

分譲マンション建替え支援制度 堺市分譲マンション建替え支援制度補助金交付変更申請書 住宅まちづくり課

分譲マンション建替え支援制度 堺市分譲マンション建替え支援制度未完了報告書 住宅まちづくり課

分譲マンション建替え支援制度 堺市分譲マンション建替え支援制度事業遂行困難報告書 住宅まちづくり課

分譲マンション建替え支援制度 堺市分譲マンション建替え支援制度年度終了実績報告書 住宅まちづくり課

終身建物賃貸借事業 終身建物賃貸借事業変更認可申請書 住宅まちづくり課

終身建物賃貸借事業 終身建物賃貸借事業変更届出書 住宅まちづくり課

終身建物賃貸借事業 終身建物賃貸借解約申入れ承認申請書 住宅まちづくり課

終身建物賃貸借事業 終身建物賃貸借認可事業者地位承継届出書 住宅まちづくり課

終身建物賃貸借事業 終身建物賃貸借認可事業者地位承継承認申請書 住宅まちづくり課

終身建物賃貸借事業 終身建物賃貸借契約締結報告書 住宅まちづくり課

終身建物賃貸借事業 終身建物賃貸借事業管理状況等報告書 住宅まちづくり課

終身建物賃貸借事業 終身建物賃貸借事業廃止届出書 住宅まちづくり課

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業 様式第4号住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業廃止届出書 住宅まちづくり課

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業 様式第6号住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅管理状況報告書 住宅まちづくり課

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業 様式第9号住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅改善状況報告書 住宅まちづくり課

市営住宅管理運営 堺市営住宅入居申込書
住宅管理課
住宅改良課

市営住宅管理運営 保証人削除届出書
住宅管理課
住宅改良課

市営住宅管理運営 保証人住所・氏名変更届
住宅管理課
住宅改良課

市営住宅管理運営 同居承認申請書
住宅管理課
住宅改良課

市営住宅管理運営 異動届
住宅管理課
住宅改良課

市営住宅管理運営 入居権承継承認申請書
住宅管理課
住宅改良課

市営住宅管理運営 併用承認申請書
住宅管理課
住宅改良課

市営住宅管理運営 明渡期限延長申出書
住宅管理課
住宅改良課

市営住宅管理運営 住宅あっせん願
住宅管理課
住宅改良課

市営住宅管理運営 市営住宅相互交換願
住宅管理課
住宅改良課

市営住宅管理運営 市営住宅返還届
住宅管理課
住宅改良課

市営住宅管理運営 公営住宅使用許可申請書
住宅管理課
住宅改良課

市営住宅管理運営 堺市営住宅駐車場使用申込書 住宅管理課

市営住宅管理運営 堺市営住宅駐車場返還届 住宅管理課

市営住宅管理運営 住宅替願
住宅管理課
住宅改良課

市営住宅管理運営 堺市住宅地区改良事業営業施設使用承認申請書
住宅管理課
住宅改良課

市営住宅管理運営 堺市住宅地区改良事業営業施設営業種目変更承認申請書
住宅管理課
住宅改良課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

市営住宅管理運営 堺市住宅地区改良事業営業施設使用承継承認申請書
住宅管理課
住宅改良課

市営住宅管理運営 堺市住宅地区改良事業営業施設返還届
住宅管理課
住宅改良課

市営住宅管理運営 一時不在承認申請書
住宅管理課
住宅改良課

市営住宅管理運営 誓約書
住宅管理課
住宅改良課

市営住宅管理運営 一時不在期間延長承認申請書
住宅管理課
住宅改良課

市営住宅管理運営 一時不在に係る帰宅届
住宅管理課
住宅改良課

市営住宅管理運営 明渡相談書
住宅管理課
住宅改良課

市営住宅管理運営 市営住宅被害状況報告書 住宅管理課

市営住宅管理運営 意見申立書
住宅管理課
住宅改良課

市営住宅管理運営 収入再認定請求書
住宅管理課
住宅改良課

市営住宅管理運営 収入申告書兼同居者異動届
住宅管理課
住宅改良課

市営住宅管理運営 収入申告書兼同居者異動届（督促）
住宅管理課
住宅改良課

市営住宅管理運営 収入申告書兼同居者異動届（催告）
住宅管理課
住宅改良課

市営住宅管理運営 堺市営住宅駐車場使用料減免申請書 住宅管理課

市営住宅管理運営 堺市営住宅駐車場保証金徴収猶予申請書 住宅管理課

市営住宅管理運営 保管場所使用承諾証明申請書 住宅管理課

市営住宅管理運営 堺市営住宅使用料減免等申請書
住宅管理課
住宅改良課

市営住宅管理運営 住宅使用料納入誓約書
住宅管理課
住宅改良課

市営住宅管理運営 誓約書 住宅管理課

市営特定公共賃貸住宅管理運営 堺市特定優良賃貸住宅入居申込書 住宅管理課

市営特定公共賃貸住宅管理運営 連帯保証人削除届出書 住宅管理課

市営特定公共賃貸住宅管理運営 連帯保証人住所・氏名等変更届 住宅管理課

市営特定公共賃貸住宅管理運営 入居届 住宅管理課

市営特定公共賃貸住宅管理運営 住宅使用料減額申請書 住宅管理課

市営特定公共賃貸住宅管理運営 所得再認定申請書 住宅管理課

市営特定公共賃貸住宅管理運営 使用料減免・徴収猶予申請書 住宅管理課

市営特定公共賃貸住宅管理運営 同居許可申請書 住宅管理課

市営特定公共賃貸住宅管理運営 同居者異動届 住宅管理課

市営特定公共賃貸住宅管理運営 入居者・同居者氏名変更届 住宅管理課

市営特定公共賃貸住宅管理運営 一時不在許可申請書 住宅管理課

市営特定公共賃貸住宅管理運営 住宅用途一部変更許可申請書 住宅管理課

市営特定公共賃貸住宅管理運営 入居権承継許可申請書 住宅管理課

市営特定公共賃貸住宅管理運営 住宅返還届 住宅管理課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

市営特定公共賃貸住宅管理運営 堺市特定優良賃貸住宅駐車場使用申込書 住宅管理課

市営特定公共賃貸住宅管理運営 堺市特定優良賃貸住宅駐車場返還届 住宅管理課

堺市営住宅管理 市営住宅検査及び修繕費振替依頼書
住宅管理課
住宅改良課

堺市営住宅管理 堺市営住宅返還時の修繕費用査定表
住宅管理課
住宅改良課

堺市営住宅管理 堺市特定公共賃貸住宅返還時の修繕費用査定表 住宅管理課

堺市営住宅管理 模様替え・増築承認申請書
住宅管理課
住宅改良課

堺市営住宅管理 誓約書
住宅管理課
住宅改良課

堺市営住宅管理 模様替え等・工作物設置許可申請書 住宅管理課

堺市営住宅管理 市営住宅改修（軽微）申出書
住宅管理課
住宅改良課

堺市営住宅管理 誓約書
住宅管理課
住宅改良課

堺市営住宅管理 植物の栽培実施届 住宅管理課

堺市営住宅管理 植物の栽培終了届 住宅管理課

市営住宅管理運営 保証金免除申請書 住宅改良課

堺市建築基準法施行細則第7条保存建築物の指定等申請 保存建築物の指定等申請書 建築安全課

堺市建築基準法施行細則第7条の2防火壁の設置を有しない
建築物認定申請

防火壁の設置を有しない建築物認定申請 建築安全課

堺市建築基準法施行細則第7条の13許可等取下届出 許可等取下届出書 建築安全課

堺市建築基準法施行細則第9条の3、第9条の4、第9条の5コン
クリート工事施工(計画・結果)報告書

コンクリート工事施工(計画・結果)報告書 建築安全課

堺市建築基準法施行細則第8条許可等受け人変更届出書 許可等受け人変更届出書 建築安全課

堺市建築基準法施行細則第9条の2工事監理者選定届 工事監理者選定届 建築安全課

堺市建築基準法施行細則第10条、第11条確認事項変更届 確認事項変更届 建築安全課

堺市建築基準法施行細則第10条の2・11条の2全体計画認定
事項変更届出

全体計画認定事項変更届 建築安全課

堺市建築基準法施行細則第11条軽微な変更届 軽微な変更届 建築安全課

堺市建築基準法施行細則第12条の工事の取りやめ届 工事の取りやめ届 建築安全課

堺市建築基準法施行細則第16条建築協定認可申請 建築協定認可申請書 建築安全課

建築基準法第74条の2第3項借地権消滅等届出 借地権消滅等届出書 建築安全課

建築基準法第75条の2第1項・2項建築協定加入 建築協定加入書 建築安全課

府条例等制限緩和認定申請 制限緩和認定申請書 建築安全課

府条例認定申請 認定申請書 建築安全課

都市計画法第65条第1項許可 都市計画法第65条許可申請書 建築安全課

土地区画整理法第76条許可 土地区画整理法第76条許可申請 建築安全課

建築基準法許認可事前相談 許認可事前相談書 建築安全課

建築物省エネ法 建築物エネルギー消費性能確保計画（提出・通知）取下届 建築安全課

建築物省エネ法
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第11条の軽微変更
該当証明申請書

建築安全課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

建築物省エネ法 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に係る申請取下書 建築安全課

建築物省エネ法 建築物のエネルギー消費性能の認定に係る申請取下書 建築安全課

建築物省エネ法
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第29条の軽微変更
該当証明申請書

建築安全課

建築物省エネ法
認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物に係る建築工事完了
報告書

建築安全課

建築物省エネ法 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の状況報告書 建築安全課

建築物省エネ法 基準適合認定建築物に係る状況報告書 建築安全課

建築物省エネ法
認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の建築の取りやめに
関する届出書

建築安全課

建築物省エネ法 堺市認定建築物エネルギー消費性能向上計画であることの証明書交付申請書 建築安全課

建築物省エネ法 堺市基準適合認定建築物であることの証明書交付申請書 建築安全課

低炭素建築物新築等計画の認定 低炭素建築物新築等計画の認定に係る申請取下げ届出書 建築安全課

低炭素建築物新築等計画の認定 低炭素建築物新築等計画に係る軽微な変更届出書 建築安全課

低炭素建築物新築等計画の認定 認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物に係る建築工事完了報告書 建築安全課

低炭素建築物新築等計画の認定 認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の状況報告書 建築安全課

低炭素建築物新築等計画の認定 認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築の取りやめ届出書 建築安全課

低炭素建築物新築等計画の認定 認定低炭素建築物新築等計画であることの証明書交付申請書 建築安全課

堺市建築物の総合環境配慮制度 堺市建築物環境計画書 建築安全課

堺市建築物の総合環境配慮制度 堺市建築物環境計画変更届出書 建築安全課

堺市建築物の総合環境配慮制度 堺市建築物工事取りやめ届出書 建築安全課

堺市建築物の総合環境配慮制度 堺市建築物工事完了届出書 建築安全課

堺市建築物の総合環境配慮制度 堺市建築物環境性能表示届出書 建築安全課

堺市建築物の総合環境配慮制度 堺市建築物環境性能表示変更届出書 建築安全課

 狭あい道路後退事前協議書  狭あい道路後退事前協議書 建築安全課

開発行為等に係る適用法令等要否判定依頼 開発行為等に係る適用法令等要否判定依頼書 宅地安全課

開発行為等に係る適用法令等要否判定依頼 開発行為等に係る適用法令等要否判定依頼書 宅地安全課

開発行為等に係る適用法令等要否判定依頼
開発行為等に係る適用法令等要否判定依頼書
添付書類　委任状

宅地安全課

開発行為等に係る計画の公開に関する届出
開発行為等に係る計画の公開に関する届出書（設計者、工事監理者、工事施工
者、担当者）

宅地安全課

開発行為等に係る計画の公開に関する届出
開発行為等に係る計画の公開に関する届出書
添付書類　説明会質疑応答報告書

宅地安全課

開発行為等に係る計画の公開に関する届出 意見書 宅地安全課

開発行為等に係る計画の公開に関する届出 中高層建築物等に係るあっせん申出書 宅地安全課

開発行為等に係る計画の公開に関する届出 中高層建築物等に係る調停申出書 宅地安全課

開発行為等に係る計画の公開に関する届出 中高層建築物等に係る調停手続に関する同意確認書 宅地安全課

開発行為等に係る公共・公益施設に関する事前協議（条例第7
条第1項）

開発行為等に係る公共・公益施設に関する事前協議申出書（代理人） 宅地安全課

開発行為等に係る公共・公益施設に関する事前協議（条例第7
条第1項）（変更）

開発行為等に係る公共・公益施設に関する事前協議申出書（変更）（代理人） 宅地安全課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

開発行為等に係る公共・公益施設に関する事前協議（条例第7
条第2項）

開発行為等に係る公共・公益施設に関する事前協議申出書（代理人） 宅地安全課

開発行為等に係る公共・公益施設に関する事前協議（条例第7
条第2項）（変更）

開発行為等に係る公共・公益施設に関する事前協議申出書（変更）（代理人） 宅地安全課

開発行為等中止・廃止申出（条例協議用） 開発行為等中止・廃止申出書（代理人） 宅地安全課

開発行為等名義変更申請（条例協議用） 開発行為等名義変更承認申請書（代理人） 宅地安全課

開発登録簿の写し交付申請 開発登録簿の写し交付申請書 宅地安全課

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 宅地安全課

宅地造成に関する工事の協議申出 宅地造成に関する工事の協議申出書 宅地安全課

宅地造成に関する工事の変更届出 宅地造成に関する工事の変更届出書 宅地安全課

（宅地造成に関する工事の）中止・再開・廃止届 （宅地造成に関する工事の）中止・再開・廃止届 宅地安全課

建築基準法第43条第2項の規定にかかる事前相談 建築基準法第43条第3項の規定にかかる事前相談書 宅地安全課

許可等事項変更届 許可等事項変更届 宅地安全課

許可等取下げ届 許可等取下げ届 宅地安全課

住宅・建築物の耐震改修確認事業の確認申請 耐震改修計画確認申請書 建築防災推進課

住宅・建築物の耐震改修確認事業の中間及び完了検査申請 耐震改修工事中間及び完了検査申請書 建築防災推進課

住宅・建築物の耐震改修確認事業の変更確認申請 耐震改修計画変更確認申請書 建築防災推進課

堺市住宅・建築物耐震診断補助金の交付申請 堺市住宅・建築物耐震診断補助金交付申請書 建築防災推進課

堺市住宅・建築物耐震診断補助金の交付申請 占有者（居住者）の耐震診断実施に対する同意書 建築防災推進課

堺市住宅・建築物耐震診断補助金の交付申請 申請者以外の所有者の耐震診断実施に対する同意書 建築防災推進課

堺市住宅・建築物耐震診断補助金の交付申請 居住予定である旨の申立書 建築防災推進課

堺市住宅・建築物耐震診断補助金の交付申請 空家住宅である旨の申立書 建築防災推進課

堺市住宅・建築物耐震診断補助金の実績報告 堺市住宅・建築物耐震診断補助金実績報告書 建築防災推進課

堺市住宅・建築物耐震診断補助金の実績報告 代理受領予定届出書 建築防災推進課

堺市住宅・建築物耐震診断補助金の交付請求 堺市住宅・建築物耐震診断補助金交付請求書 建築防災推進課

堺市住宅・建築物耐震診断補助金の交付請求 補助金の代理受領に係る委任状 建築防災推進課

堺市住宅・建築物耐震改修等補助金の交付申請 堺市住宅・建築物耐震改修計画設計補助金交付申請書 建築防災推進課

堺市住宅・建築物耐震改修等補助金の交付申請 居住者の同意書 建築防災推進課

堺市住宅・建築物耐震改修等補助金の交付申請 補助金交付申請者以外の建築物所有者の同意書 建築防災推進課

堺市住宅・建築物耐震改修等補助金の交付申請 空家住宅である旨の申立書 建築防災推進課

堺市住宅・建築物耐震改修等補助金の着手届 着手届 建築防災推進課

堺市住宅・建築物耐震改修等補助金の実績報告 堺市住宅・建築物耐震改修計画設計完了実績報告書 建築防災推進課

堺市住宅・建築物耐震改修等補助金の実績報告 代理受領予定届出書 建築防災推進課

堺市住宅・建築物耐震改修等補助金の実績報告 堺市住宅・建築物耐震改修計画設計収支決算書 建築防災推進課

堺市住宅・建築物耐震改修等補助金の交付請求 堺市住宅・建築物耐震改修計画設計補助金交付請求書 建築防災推進課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

堺市住宅・建築物耐震改修等補助金の交付請求 補助金の代理受領に係る委任状 建築防災推進課

堺市住宅・建築物耐震改修等補助金の変更交付申請 堺市住宅・建築物耐震改修計画設計補助金変更交付申請書 建築防災推進課

堺市住宅・建築物耐震改修等補助金の廃止届 堺市住宅・建築物耐震改修計画設計廃止（中止）届 建築防災推進課

堺市住宅・建築物耐震改修等補助金の遅滞等報告 堺市住宅・建築物耐震改修計画設計遅滞等報告書 建築防災推進課

堺市住宅・建築物耐震改修等補助金の年度終了実績 堺市住宅・建築物耐震改修計画設計補助金年度終了実績報告書 建築防災推進課

堺市住宅・建築物耐震改修等補助金の交付申請 堺市住宅・建築物耐震改修補助金交付申請書 建築防災推進課

堺市住宅・建築物耐震改修等補助金の着手届 着手届 建築防災推進課

堺市住宅・建築物耐震改修等補助金の着手届 工事監理者選定届 建築防災推進課

堺市住宅・建築物耐震改修等補助金の実績報告 堺市住宅・建築物耐震改修工事完了実績報告書 建築防災推進課

堺市住宅・建築物耐震改修等補助金の交付請求 堺市住宅・建築物耐震改修補助金交付請求書 建築防災推進課

堺市住宅・建築物耐震改修等補助金の変更交付申請 堺市住宅・建築物耐震改修補助金変更交付申請書 建築防災推進課

堺市住宅・建築物耐震改修等補助金の廃止届 堺市住宅・建築物工事廃止（中止）届 建築防災推進課

堺市住宅・建築物耐震改修等補助金の遅滞等報告 堺市住宅・建築物耐震改修工事遅滞等報告書 建築防災推進課

堺市住宅・建築物耐震改修等補助金の実績報告 代理受領予定届出書 建築防災推進課

堺市住宅・建築物耐震改修等補助金の実績報告 堺市住宅・建築物耐震改修工事収支決算書 建築防災推進課

堺市住宅・建築物耐震改修等補助金の交付請求 補助金の代理受領に係る委任状 建築防災推進課

堺市住宅・建築物耐震改修等補助金の年度終了実績報告 堺市住宅・建築物耐震改修工事年度終了実績報告書 建築防災推進課

堺市住宅・建築物耐震改修等補助金の交付申請 堺市緊急交通路沿道建築物除却補助金交付申請書 建築防災推進課

堺市住宅・建築物耐震改修等補助金の着手届 着手届 建築防災推進課

堺市住宅・建築物耐震改修等補助金の実績報告 堺市緊急交通路沿道建築物除却工事完了実績報告書 建築防災推進課

堺市住宅・建築物耐震改修等補助金の実績報告 代理受領予定届出書 建築防災推進課

堺市住宅・建築物耐震改修等補助金の実績報告 堺市緊急交通路沿道建築物除却工事収支決算書 建築防災推進課

堺市住宅・建築物耐震改修等補助金の交付請求 堺市緊急交通路沿道建築物除却補助金交付請求書 建築防災推進課

堺市住宅・建築物耐震改修等補助金の交付請求 補助金の代理受領に係る委任状 建築防災推進課

堺市住宅・建築物耐震改修等補助金の変更交付申請 堺市緊急交通路沿道建築物除却補助金変更交付申請書 建築防災推進課

堺市住宅・建築物耐震改修等補助金の廃止届 堺市緊急交通路沿道建築物除却工事廃止（中止）届 建築防災推進課

堺市住宅・建築物耐震改修等補助金の遅滞等報告 堺市緊急交通路沿道建築物除却工事遅滞等報告書 建築防災推進課

堺市住宅・建築物耐震改修等補助金の年度終了実績報告 堺市緊急交通路沿道建築物除却工事年度終了実績報告書 建築防災推進課

堺市住宅・建築物省エネ改修補助金の交付申請 堺市住宅・建築物省エネ改修補助金交付申請書 建築防災推進課

堺市住宅・建築物省エネ改修補助金の交付申請 居住者の同意書 建築防災推進課

堺市住宅・建築物省エネ改修補助金の交付申請 補助金交付申請者以外の建築物所有者の同意書 建築防災推進課

堺市住宅・建築物省エネ改修補助金の変更交付申請 堺市住宅・建築物省エネ改修補助金変更交付申請書 建築防災推進課

堺市住宅・建築物省エネ改修補助金の着手届 着手届 建築防災推進課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

堺市住宅・建築物省エネ改修補助金の着手届 工事監理者選定届 建築防災推進課

堺市住宅・建築物省エネ改修補助金の実績報告 堺市住宅・建築物省エネ改修実績報告書 建築防災推進課

堺市住宅・建築物省エネ改修補助金の実績報告 代理受領予定届出書 建築防災推進課

堺市住宅・建築物省エネ改修補助金の交付請求 補助金の代理受領に係る委任状 建築防災推進課

堺市住宅・建築物省エネ改修補助金の交付請求 堺市住宅・建築物省エネ改修等補助金交付請求書 建築防災推進課

堺市住宅・建築物省エネ改修補助金の廃止届 堺市住宅・建築物省エネ改修等補助金廃止（中止）届 建築防災推進課

堺市住宅・建築物省エネ改修補助金の年度終了実績報告 堺市住宅・建築物省エネ改修年度終了実績報告書 建築防災推進課

堺市住宅・建築物防火断熱改修等補助金の交付申請 堺市住宅・建築物防火断熱改修補助金交付申請書 建築防災推進課

堺市住宅・建築物防火断熱改修等補助金の交付申請 居住者の同意書 建築防災推進課

堺市住宅・建築物防火断熱改修等補助金の交付申請 補助金交付申請者以外の建築物所有者の同意書 建築防災推進課

堺市住宅・建築物防火断熱改修等補助金の交付申請 空家住宅である旨の申立書 建築防災推進課

堺市住宅・建築物防火断熱改修等補助金の変更交付申請 堺市住宅・建築物防火断熱改修補助金変更交付申請書 建築防災推進課

堺市住宅・建築物防火断熱改修等補助金の着手届 着手届 建築防災推進課

堺市住宅・建築物防火断熱改修等補助金の実績報告 堺市住宅・建築物防火断熱改修実績報告書 建築防災推進課

堺市住宅・建築物防火断熱改修等補助金の実績報告 代理受領予定届出書 建築防災推進課

堺市住宅・建築物防火断熱改修等補助金の交付請求 補助金の代理受領に係る委任状 建築防災推進課

堺市住宅・建築物防火断熱改修等補助金の交付請求 堺市住宅・建築物防火断熱改修等補助金交付請求書 建築防災推進課

堺市住宅・建築物防火断熱改修等補助金の廃止届 堺市住宅・建築物防火断熱改修補助金廃止（中止）届 建築防災推進課

堺市住宅・建築物防火断熱改修等補助金の年度終了実績報
告

堺市住宅・建築物防火断熱改修補助金年度終了実績報告書 建築防災推進課

堺市住宅・建築物吹付けアスベスト対策事業補助金の交付申
請

堺市住宅・建築物吹付けアスベスト対策事業　分析調査事業補助金交付申請書 建築防災推進課

堺市住宅・建築物吹付けアスベスト対策事業補助金の交付申
請

堺市住宅・建築物吹付けアスベスト対策事業　除去等事業補助金交付申請書 建築防災推進課

堺市住宅・建築物吹付けアスベスト対策事業補助金の交付申
請

居住者の同意書 建築防災推進課

堺市住宅・建築物吹付けアスベスト対策事業補助金の交付申
請

補助金交付を受けようとする者以外の建築物所有者の同意書 建築防災推進課

堺市住宅・建築物吹付けアスベスト対策事業補助金の変更交
付申請

堺市住宅・建築物吹付けアスベスト対策事業　分析調査事業補助金変更交付申
請書

建築防災推進課

堺市住宅・建築物吹付けアスベスト対策事業補助金の変更交
付申請

堺市住宅・建築物吹付けアスベスト対策事業　除去等事業補助金変更交付申請
書

建築防災推進課

堺市住宅・建築物吹付けアスベスト対策事業補助金の着手届 堺市住宅・建築物吹付けアスベスト対策事業　事業着手届 建築防災推進課

堺市住宅・建築物吹付けアスベスト対策事業補助金の完了実
績報告

堺市住宅・建築物吹付けアスベスト対策事業　分析調査事業完了実績報告書 建築防災推進課

堺市住宅・建築物吹付けアスベスト対策事業補助金の完了実
績報告

堺市住宅・建築物吹付けアスベスト対策事業　除去等事業完了実績報告書 建築防災推進課

堺市住宅・建築物吹付けアスベスト対策事業補助金の交付請
求

堺市住宅・建築物吹付けアスベスト対策事業　補助金交付請求書 建築防災推進課

堺市共助の避難場所耐震診断・耐震改修等補助金の交付申
請

堺市共助の避難場所耐震診断・耐震改修等補助金交付申請書 建築防災推進課

堺市共助の避難場所耐震診断・耐震改修等補助金の交付申
請

土砂災害指定緊急避難場所建替補助金交付申請書 建築防災推進課

堺市共助の避難場所耐震診断・耐震改修等補助金の交付申
請

居住者の同意書 建築防災推進課

堺市共助の避難場所耐震診断・耐震改修等補助金の交付申
請

補助金交付申請者以外の建築物所有者の同意書 建築防災推進課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

堺市共助の避難場所耐震診断・耐震改修等補助金の着手届 着手届 建築防災推進課

堺市共助の避難場所耐震診断・耐震改修等補助金の着手届 工事監理者選定届 建築防災推進課

堺市共助の避難場所耐震診断・耐震改修等補助金の実績報
告

堺市共助の避難場所耐震診断・耐震改修等補助金完了実績報告書 建築防災推進課

堺市共助の避難場所耐震診断・耐震改修等補助金の実績報
告

代理受領予定届出書 建築防災推進課

堺市共助の避難場所耐震診断・耐震改修等補助金の交付請
求

堺市共助の避難場所耐震診断・耐震改修等補助金交付請求書 建築防災推進課

堺市共助の避難場所耐震診断・耐震改修等補助金の交付請
求

補助金の代理受領に係る委任状 建築防災推進課

堺市共助の避難場所耐震診断・耐震改修等補助金の変更交
付申請

堺市共助の避難場所耐震診断・耐震改修等補助金変更交付申請書 建築防災推進課

堺市共助の避難場所耐震診断・耐震改修等補助金の廃止届 堺市共助の避難場所耐震診断・耐震改修等補助事業廃止（中止）届 建築防災推進課

堺市共助の避難場所耐震診断・耐震改修等補助金の遅滞等
報告

堺市共助の避難場所耐震診断・耐震改修等補助事業遅滞等報告書 建築防災推進課

堺市共助の避難場所耐震診断・耐震改修等補助金の年度終
了実績報告

堺市共助の避難場所耐震診断・耐震改修等補助金年度終了実績報告書 建築防災推進課

堺市危険ブロック塀等の撤去・軽量フェンス等設置工事等補助
金の交付申請

堺市危険ブロック塀等の撤去・軽量フェンス等設置工事等補助金交付申請書 建築防災推進課

堺市危険ブロック塀等の撤去・軽量フェンス等設置工事等補助
金の交付申請

居住者又は使用者の同意書 建築防災推進課

堺市危険ブロック塀等の撤去・軽量フェンス等設置工事等補助
金の交付申請

補助金交付申請者以外の所有者の同意書 建築防災推進課

堺市危険ブロック塀等の撤去・軽量フェンス等設置工事等補助
金の変更交付申請

堺市危険ブロック塀等の撤去・軽量フェンス等設置工事等補助金変更交付申請
書

建築防災推進課

堺市危険ブロック塀等の撤去・軽量フェンス等設置工事等補助
金の着手届

着手届 建築防災推進課

堺市危険ブロック塀等の撤去・軽量フェンス等設置工事等補助
金の実績報告

堺市危険ブロック塀等の撤去・軽量フェンス等設置工事等補助金完了実績報告
書

建築防災推進課

堺市危険ブロック塀等の撤去・軽量フェンス等設置工事等補助
金の実績報告

代理受領届出書 建築防災推進課

堺市危険ブロック塀等の撤去・軽量フェンス等設置工事等補助
金の廃止届

堺市危険ブロック塀等の撤去・軽量フェンス等設置工事等補助金廃止（中止）届 建築防災推進課

堺市危険ブロック塀等の撤去・軽量フェンス等設置工事等補助
金の交付請求

堺市危険ブロック塀等の撤去・軽量フェンス等設置工事等補助金交付請求書 建築防災推進課

堺市危険ブロック塀等の撤去・軽量フェンス等設置工事等補助
金の交付請求

補助金の代理受領に係る委任状 建築防災推進課

堺市危険ブロック塀等の撤去・軽量フェンス等設置工事等補助
金の年度終了実績報告

堺市危険ブロック塀等の撤去・軽量フェンス等設置工事等補助金年度終了実績
報告書

建築防災推進課

堺市がけ地近接危険住宅除却・移転推進事業補助金の事前
協議

堺市がけ地近接危険住宅除却・移転推進事業補助金交付事前協議書 建築防災推進課

堺市がけ地近接危険住宅除却・移転推進事業補助金の事前
協議

堺市がけ地近接危険住宅除却・移転推進事業補助金事業計画書 建築防災推進課

堺市がけ地近接危険住宅除却・移転推進事業補助金の交付
申請

堺市補助金交付申請書 建築防災推進課

堺市がけ地近接危険住宅除却・移転推進事業補助金の着手
届

着手届 建築防災推進課

堺市がけ地近接危険住宅除却・移転推進事業補助金の変更
協議

堺市がけ地近接危険住宅除却・移転推進事業補助金交付変更協議書 建築防災推進課

堺市がけ地近接危険住宅除却・移転推進事業補助金の変更
申請

堺市がけ地近接危険住宅除却・移転推進事業補助金交付変更申請書 建築防災推進課

堺市がけ地近接危険住宅除却・移転推進事業補助金の実績
報告

堺市補助金実績報告書 建築防災推進課

堺市がけ地近接危険住宅除却・移転推進事業補助金の年度
終了実績報告

堺市がけ地近接危険住宅除却・移転推進事業年度終了工事実績報告書 建築防災推進課

堺市がけ地近接危険住宅除却・移転推進事業補助金の交付
請求

堺市補助金交付請求書 建築防災推進課

堺市がけ地近接危険住宅除却・移転推進事業補助金の交付
請求

堺市がけ地近接危険住宅除却・移転推進事業補助金振込先申出書 建築防災推進課

堺市通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断に要する費
用の負担の事前協議

耐震診断結果事前協議申込書 建築防災推進課

堺市通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断に要する費
用の負担の交付申請

堺市通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断費用負担金交付申請書 建築防災推進課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

堺市通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断に要する費
用の負担の交付申請

代理受領予定届出書 建築防災推進課

堺市通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断に要する費
用の負担の交付請求

堺市通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断費用負担金交付請求書 建築防災推進課

堺市通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断に要する費
用の負担の交付請求

負担金の受領に係る委任状 建築防災推進課

堺市木造住宅耐震診断の申請 堺市木造住宅耐震診断申請書 建築防災推進課

堺市木造住宅耐震診断の申請 同意書（共有） 建築防災推進課

堺市木造住宅耐震診断の申請 同意書（相続） 建築防災推進課

堺市木造住宅耐震診断の申請 申立書（相続） 建築防災推進課

堺市木造住宅耐震診断の申請 申立書（空家） 建築防災推進課

堺市木造住宅耐震診断の申請 申立書（居住予定） 建築防災推進課

堺市木造住宅耐震診断の申請取り下げ 堺市木造住宅耐震診断取り下げ届 建築防災推進課

既存擁壁等の調査 既存擁壁等の調査依頼書 建築防災推進課

堺市私道等整備工事補助金 堺市私道等整備工事補助金交付申請書 土木監理課

堺市私道等整備工事補助金 承諾書 土木監理課

堺市私道等整備工事補助金 誓約書 土木監理課

堺市私道等整備工事補助金 工事施行代表者選任届 土木監理課

堺市私道等整備工事補助金 私道等整備工事着工届 土木監理課

堺市私道等整備工事補助金 私道等整備工事変更等届 土木監理課

堺市私道等整備工事補助金 私道等整備工事完了届 土木監理課

堺市私道等整備工事補助金 誓約書 土木監理課

堺市私道等整備工事補助金 誓約書 土木監理課

法定外公共物工事施行承認 法定外公共物工事施行承認申請書
西部地域整備事務
所

法定外公共物工事施行承認 同意書
西部地域整備事務
所

法定外公共物工事施行承認 法定外公共物工事しゅん工届書
西部地域整備事務
所

法定外公共物工事施行承認 法定外公共物工事施行承認 [ 取り下げ・期間延伸・工事施行人変更 ] 申請書
西部地域整備事務
所

材料支給 維持補修用支給資材申請書
西部地域整備事務
所

材料支給 維持補修用支給資材受領書
西部地域整備事務
所

砕石等散布 私道維持補修依頼書
西部地域整備事務
所

法定外公共物工事施行承認 法定外公共物工事施行承認申請書
北部地域整備事務
所

法定外公共物工事施行承認 同意書
北部地域整備事務
所

法定外公共物工事施行承認 法定外公共物工事しゅん工届書
北部地域整備事務
所

法定外公共物工事施行承認 法定外公共物工事施行承認 [ 取り下げ・期間延伸・工事施行人変更 ] 申請書
北部地域整備事務
所

材料支給 維持補修用支給資材申請書
北部地域整備事務
所

材料支給 維持補修用支給資材受領書
北部地域整備事務
所



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

砕石等散布 私道維持補修依頼書
北部地域整備事務
所

法定外公共物工事施行承認 法定外公共物工事施行承認申請書
南部地域整備事務
所

法定外公共物工事施行承認 同意書
南部地域整備事務
所

法定外公共物工事施行承認 法定外公共物工事しゅん工届書
南部地域整備事務
所

法定外公共物工事施行承認 法定外公共物工事施行承認 [ 取り下げ・期間延伸・工事施行人変更 ] 申請書
南部地域整備事務
所

材料支給 維持補修用支給資材申請書
南部地域整備事務
所

材料支給 維持補修用支給資材受領書
南部地域整備事務
所

砕石等散布 私道維持補修依頼書
南部地域整備事務
所

道路占用許可 道路掘削許可申請（協議）書 路政課

道路占用許可 堺市道路占用料減免申請書 路政課

道路占用許可 （更新）道路占用許可申請書 路政課

道路占用許可 道路占用（掘削）工事期間延伸（変更）願 路政課

道路占用許可 道路掘削本復旧工事願 路政課

道路占用許可 堺市道路占用者等変更届出書 路政課

道路掘削工事復旧 本復旧工事着工届 路政課

道路掘削工事復旧 本復旧工事完了検査願 路政課

電線共同溝管理 堺市電線共同溝占用工事施工承認申請書 路政課

電線共同溝管理 堺市電線共同溝内占用工事完了届 路政課

電線共同溝管理 堺市電線共同溝入溝承認申請書 路政課

電線共同溝管理 堺市電線共同溝緊急入溝報告書 路政課

電線共同溝管理 堺市電線共同溝事故報告書 路政課

堺市共同溝管理 堺市共同溝施工届 路政課

堺市共同溝管理 堺市共同溝工事完了届 路政課

堺市共同溝管理 堺市共同溝点検届 路政課

堺市共同溝管理 堺市共同溝点検実施報告書 路政課

公共基準点使用申請 公共基準点使用承認申請 路政課

公共基準点付近工事届出 公共基準点付近での工事施工届出書 路政課

公共基準点付近での工事竣工報告 公共基準点付近での工事しゅん工報告書 路政課

公共基準点復旧承認申請 公共基準点復旧承認申請書 路政課

公共基準点一時撤去・移転承認申請 公共基準点一時撤去・移転承認申請書 路政課

公共基準点設置工事しゅん工報告 公共基準点設置工事しゅん工報告書 路政課

公共基準点一時撤去・移転請求 公共基準点一時撤去・移転請求書 路政課

市有財産買受申請 委任状（申請者が土地家屋調査士等に委任する場合） 路政課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

市有財産買受申請 売り払い同意書（隣接家屋所有者用） 路政課

市道認定 道路敷地調査申出書 路政課

市道認定 市道認定要望書 路政課

市道認定 同意書（雨水流入同意等） 路政課

市道認定 誓約書（構造物撤去確約等） 路政課

法定外公共物の使用許可 堺市法定外公共物使用等許可申請書 法定外公共物課

法定外公共物の使用許可 堺市法定外公共物使用等変更許可申請書 法定外公共物課

法定外公共物の使用許可 堺市法定外公共物使用料減免申請書 法定外公共物課

法定外公共物の使用許可 堺市法定外公共物使用料還付申請書 法定外公共物課

法定外公共物の使用許可 堺市法定外公共物地位承継届 法定外公共物課

法定外公共物の使用許可 堺市法定外公共物使用等廃止届 法定外公共物課

法定外公共物の使用許可 堺市法定外公共物工事施行承認申請書 法定外公共物課

法定外公共物の使用許可 堺市法定外公共物使用等工事届 法定外公共物課

法定外公共物の売払い 里道・水路調査依頼書 法定外公共物課

法定外公共物の売払い 同意書 法定外公共物課

境界確定の手続 立会証明書 法定外公共物課

境界確定の手続 確認書 法定外公共物課

境界確定の手続 報告書 法定外公共物課

境界確定の手続 公共用地境界一部確定願 法定外公共物課

下水道取付管工事施行許可申請 下水道取付管工事施行許可申請書 河川水路課

平行下水管工事許可申請 平行下水管工事許可申請書 河川水路課

浄化槽事前調査 浄化槽事前調査依頼書 河川水路課

河川敷の一時使用届出 一時使用届出書 河川水路課

急傾斜地崩壊防止工事助成金 急傾斜地崩壊防止工事助成金交付申請書 河川水路課

急傾斜地崩壊防止工事助成金 急傾斜地崩壊防止工事助成金請求書 河川水路課

堺市立ビッグバン入館料減免申請 堺市立ビッグバン入館料減免申請書
ニュータウン地域再
生室

堺市立ビッグバン入館料等還付申請 堺市立ビッグバン入館料等還付申請書
ニュータウン地域再
生室

堺市立ビッグバン破損（滅失）の届出 堺市立ビッグバン破損（滅失）届
ニュータウン地域再
生室

堺市泉北ニュータウン住戸リノベーション促進事業補助金 堺市泉北ニュータウン住戸リノベーション促進事業補助金交付申請書
ニュータウン地域再
生室

堺市泉北ニュータウン住戸リノベーション促進事業補助金 役員情報届出書
ニュータウン地域再
生室

堺市泉北ニュータウン住戸リノベーション促進事業補助金 堺市泉北ニュータウン住戸リノベーション促進事業補助金交付変更申請書
ニュータウン地域再
生室

堺市泉北ニュータウン住戸リノベーション促進事業補助金 堺市泉北ニュータウン住戸リノベーション促進事業補助金実績報告書
ニュータウン地域再
生室

堺市泉北ニュータウン住戸リノベーション促進事業補助金 堺市泉北ニュータウン住戸リノベーション促進事業補助金交付請求書
ニュータウン地域再
生室



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

堺市泉北ニュータウン団地コンバージョン推進モデル事業補助
金

堺市泉北ニュータウン団地コンバージョン推進モデル事業補助金交付申請書
ニュータウン地域再
生室

堺市泉北ニュータウン団地コンバージョン推進モデル事業補助
金

役員情報届出書
ニュータウン地域再
生室

堺市泉北ニュータウン団地コンバージョン推進モデル事業補助
金

堺市泉北ニュータウン団地コンバージョン推進モデル事業補助金交付変更申請
書

ニュータウン地域再
生室

堺市泉北ニュータウン団地コンバージョン推進モデル事業補助
金

堺市泉北ニュータウン団地コンバージョン推進モデル事業補助金実績報告書
ニュータウン地域再
生室

堺市泉北ニュータウン団地コンバージョン推進モデル事業補助
金

堺市泉北ニュータウン団地コンバージョン推進モデル事業補助金交付請求書
ニュータウン地域再
生室

近隣センター活用支援事業補助金交付 堺市近隣センター活用支援事業補助金交付申請書
ニュータウン地域再
生室

近隣センター活用支援事業補助金交付 堺市近隣センター活用支援事業補助金変更交付申請書
ニュータウン地域再
生室

近隣センター活用支援事業補助金交付 堺市近隣センター活用支援事業中止（廃止）届
ニュータウン地域再
生室

近隣センター活用支援事業補助金交付 堺市近隣センター活用支援事業補助金着手届
ニュータウン地域再
生室

近隣センター活用支援事業補助金交付 堺市近隣センター活用支援事業補助金実績報告書
ニュータウン地域再
生室

近隣センター活用支援事業補助金交付 堺市近隣センター活用支援事業補助金終了実績報告書
ニュータウン地域再
生室

近隣センター活用支援事業補助金交付 収支決算書
ニュータウン地域再
生室

近隣センター活用支援事業補助金交付 堺市近隣センター活用支援事業補助金交付請求書
ニュータウン地域再
生室

堺市コミュニティサイクル コミュニティサイクル定期利用に係る利用料還付申請書 自転車企画推進課

堺市自転車利用推進委員 堺市自転車利用推進委員認定申請書 自転車企画推進課

堺市自転車利用推進委員 堺市自転車利用推進委員設置届出書 自転車企画推進課

堺市自転車利用推進委員 堺市自転車利用推進委員活動内容報告書 自転車企画推進課

撤去自転車の譲渡 堺市立有料自転車等駐車場定期使用料還付申請書 自転車対策事務所

撤去自転車の譲渡 堺市立有料自転車等駐車場定期使用料還付請求書 自転車対策事務所

民営自転車等駐車場工事の補助金申請 堺市撤去自転車譲渡申請書 自転車対策事務所

民営自転車等駐車場工事の補助金申請 堺市撤去自転車譲渡受領書 自転車対策事務所

民営自転車等駐車場工事の補助金申請 堺市民営自転車等駐車場工事補助金交付申請書 自転車対策事務所

民営自転車等駐車場工事の補助金申請 誓約書 自転車対策事務所

民営自転車等駐車場工事の補助金申請 堺市民営自転車等駐車場工事変更・中止・廃止承認申請書 自転車対策事務所

民営自転車等駐車場工事の補助金申請 堺市民営自転車等駐車場工事完了届 自転車対策事務所

民営自転車等駐車場工事の補助金申請 堺市民営自転車等駐車場工事補助金交付請求書 自転車対策事務所

公園許認可関係手続き 公園使用許可申請書申請書（様式第1号） 公園監理課

公園許認可関係手続き 使用料等減免申請書（様式第8号） 公園監理課

公園許認可関係手続き 公園許可変更承認申請書（様式第5号） 公園監理課

公園許認可関係手続き 名義変更届（様式第11号） 公園監理課

公園許認可関係手続き 公園占用許可申請書申請書（様式第4号） 公園監理課

公園許認可関係手続き 公園施設設置許可申請書申請書（様式第2号） 公園監理課

公園許認可関係手続き 公園施設管理許可申請書申請書（様式第3号） 公園監理課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

公園許認可関係手続き 有料施設使用許可申請書(様式第6号） 公園監理課

還付申請 堺市公園使用料還付申請書（様式第9号） 公園監理課

還付申請 堺市公園占用料還付申請書（様式第10号） 公園監理課

工作物返還 工作物返還受領書 公園監理課

公園施設等の破損の届け出 破損（滅失）届 公園監理課

堺市パートナーシップ花壇活動承認 堺市パートナーシップ花壇活動申請書 公園監理課

愛護会 堺市公園愛護会清掃用具庫使用許可申請書 公園監理課

愛護会 堺市公園愛護会掲示板設置許可申請書 公園監理課

公園・緑道等における車両通行許可 公園・緑道等における車両通行許可申請書 泉ヶ丘公園事務所

霊園使用申込 堺市霊園使用（変更）許可申請書 泉ヶ丘公園事務所

霊園内碑石形像類建立申請 堺市霊園碑石形像類建立許可申請書 泉ヶ丘公園事務所

霊園内工事申請 堺市霊園内工事許可申請書 泉ヶ丘公園事務所

霊園内工事申請 堺市霊園内工事設計書（様式第４号（甲）） 泉ヶ丘公園事務所

霊園内工事申請 堺市霊園内工事設計書（様式第４号（乙）） 泉ヶ丘公園事務所

霊園内工事申請 堺市霊園内工事設計書（様式第５号（甲）） 泉ヶ丘公園事務所

霊園内工事申請 堺市霊園内工事設計書（様式第５号（乙）） 泉ヶ丘公園事務所

霊園内工事申請 堺市霊園内工事完了届 泉ヶ丘公園事務所

許可証住所変更・再交付 堺市霊園使用許可証□記載事項変更□再交付申請書 泉ヶ丘公園事務所

親族外埋蔵届 堺市霊園親族外埋蔵許可申請書 泉ヶ丘公園事務所

焼骨改葬、分骨 堺市霊園焼骨等□改葬□分骨届 泉ヶ丘公園事務所

使用料等減免 堺市霊園使用料等減免申請書 泉ヶ丘公園事務所

霊堂申請 堺市立霊堂納骨壇（新規・継続）使用許可申請書 泉ヶ丘公園事務所

管理料減免 堺市立霊堂納骨壇管理料減免申請書 泉ヶ丘公園事務所

親族外収蔵届 親族外焼骨等収蔵承認申請書 泉ヶ丘公園事務所

焼骨引き取り 焼骨等引取申出書 泉ヶ丘公園事務所

許可証住所変更・再交付 納骨壇使用許可証□書換え□再交付申請書 泉ヶ丘公園事務所

風致地区許可申請手続 堺市風致地区内行為許可申請書 公園緑地整備課

風致地区許可申請手続 堺市風致地区内行為計画変更申請書 公園緑地整備課

風致地区許可申請手続 堺市風致地区内行為（終了・廃止・中止）届出書 公園緑地整備課

風致地区許可申請手続 堺市風致地区内行為住所等変更届出書 公園緑地整備課

風致地区許可申請手続 堺市風致地区内行為地位継承届出書 公園緑地整備課

特別緑地保全地区手続 特別緑地保全地区内行為許可申請書 公園緑地整備課

特別緑地保全地区手続 特別緑地保全地区内行為廃止届出書 公園緑地整備課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

特別緑地保全地区手続 特別緑地保全地区内行為完了届出書 公園緑地整備課

特別緑地保全地区手続 特別緑地保全地区内行為通知書 公園緑地整備課

特別緑地保全地区手続 特別緑地保全地区内行為届出書 公園緑地整備課

特別緑地保全地区手続 土地買入申出書 公園緑地整備課

市民緑地設置手続 市民緑地設置申出書 公園緑地整備課

市民緑地設置手続 市民緑地使用許可申請書 公園緑地整備課

古樹名木指定手続 堺市保存樹木等指定同意書 公園緑地整備課

古樹名木指定手続 堺市保存樹木等指定申請書 公園緑地整備課

古樹名木指定手続 堺市保存樹木等指定解除申請書 公園緑地整備課

古樹名木指定手続 堺市保存樹木等に関する届出書 公園緑地整備課

堺市保全緑地手続 堺市保全緑地指定同意書 公園緑地整備課

堺市保全緑地手続 堺市保全緑地指定解除申請書 公園緑地整備課

堺市保全緑地手続 堺市保全緑地所有者変更届出書 公園緑地整備課

堺市保全緑地手続 堺市保全緑地に関する届出書 公園緑地整備課

緑化義務手続 緑化計画書 公園緑地整備課

緑化義務手続 緑化完了届出書 公園緑地整備課

緑のまちづくり活動団体手続 緑のまちづくり活動団体（更新）申請書 公園緑地整備課

地区計画条例緑化義務手続 緑化率適合証明書交付申請書 公園緑地整備課

地区計画条例緑化義務手続 緑化率適合証明書交付申請書 公園緑地整備課

地区計画条例緑化義務手続 緑化率適合証明書交付申請書 公園緑地整備課

防災士資格取得補助金事業 堺区防災士資格取得補助金交付申請書兼宣誓書
堺区役所
自治推進課

防災士資格取得補助金事業 堺区防災士資格取得補助金実績報告書
堺区役所
自治推進課

防災士資格取得補助金事業 堺区防災士資格取得補助金交付請求書
堺区役所
自治推進課

堺市中区区長表彰 堺市中区善行者表彰被表彰候補者推薦書
中区役所
企画総務課

中区役所エントランスホール使用許可 中区役所エントランスホール使用申請書
中区役所
企画総務課

堺市中区豊かなこころづくり応援事業 受領書
中区役所
自治推進課

ニッシーちゃん着ぐるみ等使用申請 ニッシーちゃん着ぐるみ等使用申請書
西区役所
企画総務課

南区イメージキャラクター等使用手続き みみちゃん着ぐるみ使用申請書
南区役所
企画総務課

南区イメージキャラクター等使用手続き 堺氏南区イメージキャラクター及びシンボルマークデータ使用届出書
南区役所
企画総務課

堺市南区自動通話録音装置貸与にかかる手続き 堺市南区自動通話録音装置貸与申込書
南区役所
自治推進課

堺市南区自動通話録音装置貸与にかかる手続き 堺市南区自動通話録音装置貸与事業変更届
南区役所
自治推進課

堺市北区地域子どもの居場所づくり支援事業補助金交付 堺市補助金交付申請書
北区役所
企画総務課

堺市北区地域子どもの居場所づくり支援事業補助金交付 堺市補助金実績報告書
北区役所
企画総務課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

堺市北区地域子どもの居場所づくり支援事業補助金交付 堺市北区地域子どもの居場所づくり支援事業収支決算書
北区役所
企画総務課

堺市北区地域子どもの居場所づくり支援事業補助金交付 堺市補助金交付請求書
北区役所
企画総務課

堺市北区地域子どもの居場所づくり支援事業補助金交付 堺市北区地域子どもの居場所づくり支援事業補助金変更交付申請書
北区役所
企画総務課

堺市北区地域子どもの居場所づくり支援事業補助金交付 堺市北区地域子どもの居場所づくり支援事業中止（廃止）届
北区役所
企画総務課

堺市北区地域子どもの居場所づくり支援事業補助金交付 堺市補助金精算書
北区役所
企画総務課

堺市立さつき野コミュニティセンター使用料減免申請 堺市立さつき野コミュニティセンター使用料減免申請書
美原区役所
企画総務課

堺市立さつき野コミュニティセンター使用料還付申請 堺市立さつき野コミュニティセンター使用料還付申請書
美原区役所
企画総務課

堺市立さつき野コミュニティセンター破損（滅失）届 堺市立さつき野コミュニティセンター破損（滅失）届
美原区役所
企画総務課

消防警戒区域立入許可証関係 消防警戒区域立入許可証公布申請書 消防局総務課

堺市消火協力者消火器薬剤等充填事務関係 消火器薬剤等充填申請書 消防局総務課

消防協力事業所登録制度関係 消防協力事業所登録・変更申請書 警防課

消防協力事業所登録制度関係 消防協力事業所訓練実施計画書 警防課

屋外で行う催物届出関係 屋外の催物届出書 警防課

開発設置届出書関係 指定消防水利承諾書 警防課

開発設置届出書関係 誓約書 警防課

開発設置届出書関係 消防水利設置届出書 警防課

開発設置届出書関係 消防活動空地設置届出書 警防課

開発設置届出書関係 緊急離着陸場等設計届出書 警防課

開発設置届出書関係 緊急離着陸場等設置（変更）届出書 警防課

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
関係

意見書交付申請書 警防課

道路工事・露店等関係 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書 警防課

道路工事・露店等関係 煙火打上げ仕掛け届出書 警防課

道路工事・露店等関係 水道減断水届出書 警防課

道路工事・露店等関係 道路工事届出書 警防課

道路工事・露店等関係 指定洞道届出書 警防課

道路工事・露店等関係 消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質の貯蔵取扱い(変更)届出書 警防課

傷病者搬送証明書発行関係 傷病者搬送証明発行申請書 救急課

救命講習関係 応急手当普及啓発用資器材借用申込書 救急課

患者等搬送事業認定関係 患者等搬送事業認定（更新）申請書 救急課

患者等搬送事業認定証等再交付関係 認定証等再交付申請書 救急課

患者等搬送事業認定証等再交付関係 講習受講申込書兼受講通知書 救急課

患者等搬送事業認定証等再交付関係 特例認定申請書 救急課

患者等搬送事業認定証等再交付関係 修了証再交付申請書 救急課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

患者等搬送事業認定証等再交付関係 適任証再交付申請書 救急課

患者等搬送事業認定証等再交付関係 業務内容変更届 救急課

患者等搬送事業認定証等再交付関係 患者等搬送事業廃止届 救急課

患者等搬送事業認定証等再交付関係 特異事案報告書 救急課

まちかど救急ステーション事業関係 まちかどＡＥＤ設置施設等登録申請書 救急課

まちかど救急ステーション事業関係 まちかどＡＥＤ電極パッド等交付申請書 救急課

まちかど救急ステーション事業関係 まちかどＡＥＤのぼり貸出申込書 救急課

まちかど救急ステーション事業関係 まちかどＡＥＤ標章再交付申請書 救急課

火災予防条例関係 喫煙　裸火の使用　危険物品の持込みの許可申請書 予防査察課

火災予防条例関係 工事等に係る火災予防上必要な協議事項の届出書 予防査察課

火災予防条例関係 火災予防上必要な業務に関する計画届出書 予防査察課

火災予防条例関係 防火対象物使用開始(変更)届出書 予防査察課

火災予防条例関係
炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラ給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備ヒートポ
ンプ冷暖房機火花を生ずる設備・放電加工機設置(変更)届出書

予防査察課

火災予防条例関係
燃料電池発電設備発電設備変電設備
蓄電池設備設置(変更)届出書

予防査察課

火災予防条例関係 ネオン管灯設備設置(変更)届出書 予防査察課

火災予防条例関係 水素ガスを充てんする気球の設置(変更)届出書 予防査察課

火災予防条例関係 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書 予防査察課

火災予防条例関係 煙火打上げ仕掛け届出書 予防査察課

火災予防条例関係 催物開催届出書 予防査察課

火災予防条例関係 水道断減水届出書 予防査察課

火災予防条例関係 道路工事届出書 予防査察課

火災予防条例関係 工事を施工するための現場に設ける事務所等の届出書 予防査察課

火災予防条例関係 露店等の開設届出書 予防査察課

火災予防条例関係 指定洞道等届出書(新規・変更) 予防査察課

火災予防条例関係 少量危険物指定可燃物貯蔵・取扱い(変更)届出書 予防査察課

火災予防条例関係 少量危険物指定可燃物貯蔵・取扱い廃止届出書 予防査察課

火災予防条例関係 少量危険物指定可燃物タンク水張水圧検査申請書 予防査察課

火災予防条例関係 少量危険物指定可燃物タンク検査済証再交付申請書 予防査察課

火災予防条例関係 消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質の貯蔵取扱い(変更)届出書 予防査察課

火災予防条例関係 消防用設備等設計届出書 予防査察課

火災予防条例関係 火炎伝送防止用消火装置設計届出書 予防査察課

火災予防条例関係 弁明及び意見聴取結果報告書 予防査察課

幼年消防クラブ関係 幼年消防クラブ結成届出書 予防査察課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

幼年消防クラブ関係 年間行事計画について 予防査察課

防火・防災管理関係 消防計画共同届出同意書 予防査察課

外国人技能実習制度関係 受講条件証明書 予防査察課

火災予防条例関係 喫煙等の措置（変更）に関する届出 予防査察課

消防同意・消防用設備関係 工事整備対象設備等着工届・消防用設備等設計届変更手続き表 予防査察課

消防同意・消防用設備関係 着工届等共通図書届出書 予防査察課

消防同意・消防用設備関係 消防用設備等特例適用申請書 予防査察課

消防同意・消防用設備関係 特定共同住宅等基準適用申請書 予防査察課

消防同意・消防用設備関係 防火安全性能を有する消防用設備等の設置申請書 予防査察課

消防同意・消防用設備関係 証明願 予防査察課

消防同意・消防用設備関係 無窓階又は普通階に関する判定資料報告書 予防査察課

消防同意・消防用設備関係 令8区画に関する判定資料報告書 予防査察課

消防同意・消防用設備関係 規則第12条の2区画に関する判定資料報告書 予防査察課

消防同意・消防用設備関係 規則第13条第1項、規則第28条の2第1項の区画に関する判定資料報告書 予防査察課

消防同意・消防用設備関係 規則第13条第2項区画に関する判定資料報告書 予防査察課

消防同意・消防用設備関係 火災予防条例65条の設置除外に関する判定資料報告書 予防査察課

消防同意・消防用設備関係 渡り廊下による別棟の判定資料報告書 予防査察課

消防同意・消防用設備関係 病院に関する用途判定資料報告書 予防査察課

消防同意・消防用設備関係 福祉施設等に関する用途判定資料報告書 予防査察課

消防同意・消防用設備関係 評価申請等に係る事前報告 予防査察課

査察関係 自主検査実施結果報告書 予防査察課

査察関係 自主検査実施結果報告書 予防査察課

査察関係 査察結果通知書 予防査察課

査察関係 査察結果通知書 予防査察課

査察関係 改善（計画）報告書 予防査察課

査察関係 提出資料（報告書）保管書 予防査察課

火災予防違反処理関係 保管物件返還請求書 予防査察課

火災予防違反処理関係 保管物件受領書 予防査察課

火災予防違反処理関係 売却代金返還請求書 予防査察課

火災予防違反処理関係 所有権放棄書 予防査察課

火災予防違反処理関係 受領書 予防査察課

火災・爆発・危険物の流出等に関する事故等関係 事故発生届出書 予防査察課

違反防火対象物公表関係 受領書 予防査察課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

堺市旅館、ホテル等の防火安全性に関する消防法令適合通知
書等の交付及び風俗営業関係防火対象物の防火安全性の確
保強化

消防法令適合通知書交付申請書 予防査察課

堺市旅館、ホテル等の防火安全性に関する消防法令適合通知
書等の交付及び風俗営業関係防火対象物の防火安全性の確
保強化

消防法令適合通知書交付申請書 予防査察課

堺市旅館、ホテル等の防火安全性に関する消防法令適合通知
書等の交付及び風俗営業関係防火対象物の防火安全性の確
保強化

消防法令適合通知書交付申請書 予防査察課

防火管理及び防災管理関係 防火防災管理者共同選任（解任）届出同意書 予防査察課

防火管理及び防災管理関係 統括防火防災管理者選任（解任）届出者一覧 予防査察課

防火管理及び防災管理関係 全体についての消防計画作成（変更）確認書 予防査察課

防火対象物定期点検報告制度関係 防火対象物定期点検結果改善（計画）報告書 予防査察課

防火基準適合表示関係 表示マーク交付（更新）申請書 予防査察課

防火基準適合表示関係 表示マーク受領書 予防査察課

防火基準適合表示関係 表示制度対象外施設申請書 予防査察課

消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告関係 消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果改善（計画）報告書 予防査察課

防火対象物点検関係 防火対象物点検報告特例認定伺書 予防査察課

防火対象物点検関係 防火対象物点検報告特例認定取消伺書 予防査察課

防火対象物点検関係 防火対象物点検報告特例認定証明書交付申請書 予防査察課

防災管理点検関係 防災管理点検結果改善（計画）報告書 予防査察課

防災管理点検関係 防災管理点検報告特例認定伺書 予防査察課

防災管理点検関係 防災管理点検報告特例認定取消伺書 予防査察課

防災管理点検関係 防災管理点検報告特例認定証明書交付申請書 予防査察課

警備委託防火対象物指導関係 警備委託防火対象物の届出書 予防査察課

警備委託防火対象物指導関係 誓約書 予防査察課

堺市高圧ガス保安法施行関係 刻印報告書 危険物保安課

堺市高圧ガス保安法施行関係 高圧ガス施設等工事届出書 危険物保安課

堺市高圧ガス保安法施行関係 氏名等変更届出書 危険物保安課

堺市高圧ガス保安法施行関係 貯蔵する高圧ガスの種類変更届出書 危険物保安課

堺市高圧ガス保安法施行関係 許可申請等取下げ届出書 危険物保安課

堺市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する
法律施行関係

充てん設備使用休止届出書 危険物保安課

堺市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する
法律施行関係

許可申請等取下げ届出書 危険物保安課

堺市火薬類取締法施行関係 火薬庫外貯蔵場所指示申請書 危険物保安課

堺市火薬類取締法施行関係 氏名等変更届 危険物保安課

堺市火薬類取締法施行関係 火薬庫外貯蔵場所廃止届 危険物保安課

堺市火薬類取締法施行関係 火薬庫の所有又は占有をしないことの許可申請書 危険物保安課

堺市火薬類取締法施行関係 火薬庫共有廃止届 危険物保安課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

堺市火薬類取締法施行関係 火薬類製造（販売）営業廃止届 危険物保安課

堺市火薬類取締法施行関係 火薬庫用途廃止届 危険物保安課

堺市火薬類取締法施行関係 保安教育計画（変更）認可申請書 危険物保安課

堺市火薬類取締法施行関係 指定取消申請書 危険物保安課

堺市火薬類取締法施行関係 火薬類製造（取扱）保安責任者等選任（解任）届 危険物保安課

堺市火薬類取締法施行関係 特定施設（火薬庫）使用休止届 危険物保安課

堺市火薬類取締法施行関係 定期自主検査計画（変更）届 危険物保安課

堺市火薬類取締法施行関係 定期自主検査終了報告書 危険物保安課

堺市火薬類取締法施行関係 火薬類安定度試験結果報告書 危険物保安課

堺市火薬類取締法施行関係 火薬類製造集計報告書 危険物保安課

堺市火薬類取締法施行関係 許可申請書等記載事項変更報告書 危険物保安課

堺市火薬類取締法施行関係 火薬類販売集計報告書 危険物保安課

堺市火薬類取締法施行関係 許可申請書等記載事項変更届 危険物保安課

堺市火薬類取締法施行関係 火薬類出納集計報告書 危険物保安課

堺市火薬類取締法施行関係 火薬類消費集計報告書 危険物保安課

堺市火薬類取締法施行関係 火薬類所有権取得届 危険物保安課

堺市火薬類取締法施行関係 許可申請等取下げ届出書 危険物保安課

危険物の規制関係 危険物仮貯蔵、仮取扱承認申請書 危険物保安課

危険物の規制関係 変更工事の確認届出書 危険物保安課

危険物の規制関係 屋外タンク貯蔵所内部開放点検計画書 危険物保安課

危険物の規制関係 屋外タンク貯蔵所内部点検結果報告書 危険物保安課

危険物の規制関係 屋外タンク貯蔵所の沈下又は水平度測定結果報告書 危険物保安課

危険物の規制関係 実務経験証明書 危険物保安課

危険物の規制関係 危険物取扱者届出書 危険物保安課

危険物の規制関係 屋外タンク貯蔵所内部定期点検延期願出書 危険物保安課

危険物の規制関係 自衛消防組織設置、変更届出書 危険物保安課

危険物の規制関係 相互応援協定成立届出書 危険物保安課

危険物の規制関係 危険物製造所等事故発生届出書 危険物保安課

危険物の規制関係 危険物製造所等氏名（名称）住所等変更届出書 危険物保安課

危険物の規制関係 危険物製造所等休止、再使用届出書 危険物保安課

危険物の規制関係 タンク検査済証等再交付申請書 危険物保安課

危険物の規制関係 譲渡引渡等届出書受理証明願出書 危険物保安課

危険物の規制関係 地価税の特例に係る土地等の確定についての証明願出書 危険物保安課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

危険物の規制関係 移動タンク貯蔵所完成検査合格証明願出書 危険物保安課

危険物の規制関係 危険物製造所等許可申請書等取下願出書 危険物保安課

旧法特定屋外タンク貯蔵所及び旧令準特定屋外タンク貯蔵所
関係

調査工事開始届出書 危険物保安課

旧法特定屋外タンク貯蔵所及び旧令準特定屋外タンク貯蔵所
関係

準特定屋外タンク貯蔵所の新基準適合届出書 危険物保安課

認定事業所認定計画届出 認定事業所認定計画届出書 危険物保安課

堺市認定事業所関係 認定事業所認定申請書 危険物保安課

火災予防条例関係 少量危険物指定可燃物貯蔵・取扱い（変更）届出書 危険物保安課

火災予防条例関係 少量危険物指定可燃物貯蔵・取扱い廃止届出書 危険物保安課

火災予防条例関係 少量危険物指定可燃物タンク水張水圧検査申請書 危険物保安課

火災予防条例関係 少量危険物指定可燃物タンク検査済証再交付申請書 危険物保安課

製造所・貯蔵所・取扱所の定期点検等関係
地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届
出書

危険物保安課

震災時等における危険物仮貯蔵又は仮取扱い関係 震災時仮貯蔵仮取扱実施計画書 危険物保安課

変更工事認定事業所関係 変更工事認定事業所認定申請書 危険物保安課

石油コンビナート等災害防止関係 氏名等変更届出書 危険物保安課

石油コンビナート等災害防止関係 地位承継届出書 危険物保安課

石油コンビナート等災害防止関係 防災資機材等代替措置申請書 危険物保安課

石油コンビナート等災害防止関係 防災資機材等点検整備又は構内道路工事等届出書 危険物保安課

危険物施設等に対する消防活動支援関係 情報提供資料届 危険物保安課

口座登録 口座振替依頼書 出納課

保管有価証券出納業務 保管領収書 出納課

物品の寄贈申入れ 寄贈申入書 出納課

物品の貸付け 借用（預り）書 出納課

領収書（契約に基づかないもの） 領収書 出納課

請求書（契約に基づかないもの） 請求書 審査課

すいちゃん着ぐるみ貸出 着ぐるみ「すいちゃん」 使用 申込書 兼 使用 承諾書 経営企画室

すいちゃん着ぐるみ貸出 堺市上下水道局マスコットキャラクター「すいちゃん」デザイン使用承認申請書 経営企画室

すいちゃん着ぐるみ貸出 堺市上下水道局マスコットキャラクター「すいちゃん」デザイン使用承認通知書 経営企画室

庁舎への入庁・使用 堺市上下水道局庁舎使用等許可申請書 事業サポート課

行政財産目的外使用申請 行政財産目的外使用許可申請書 事業サポート課

行政財産目的外使用申請 行政財産目的外使用料減免申請書 事業サポート課

行政財産目的外使用申請 行政財産目的外使用許可変更届出書 事業サポート課

行政財産目的外使用申請 行政財産目的外使用許可変更申請書 事業サポート課

行政財産目的外使用申請 行政財産目的外使用廃止届出書 事業サポート課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

バナー広告掲載申込み 堺市上下水道局ホームページ広告掲載申込書 事業サポート課

バナー広告掲載申込み 堺市上下水道局ホームページ広告内容変更申出書（第５号） 事業サポート課

バナー広告掲載申込み 堺市税納付状況確認同意書 事業サポート課

検針票広告募集 堺市上下水道局印刷物広告掲載申込書 事業サポート課

検針票広告募集 納付状況調査同意書【市税に関するもの】 事業サポート課

公用車広告掲載申込み 堺市上下水道局公用車広告掲載申込書 事業サポート課

公用車広告掲載申込み 堺市上下水道局公用車広告掲載取下申出書 事業サポート課

公用車広告掲載申込み 堺市上下水道局公用車広告内容変更申出書 事業サポート課

公用車広告掲載申込み 堺市税納付状況確認同意書 事業サポート課

堺市住居専用建物等の戸数認定 住居専用建物等料金適用申請書 事業サービス課

堺市住居専用建物等の戸数認定 住居専用建物等料金適用変更届出書 事業サービス課

堺市住居専用建物等の戸数認定 住居専用建物等料金適用中止届出書 事業サービス課

堺市上下水道局貯水槽方式の住居専用建物等における各戸
検針・徴収等に関する手続

各戸検針・徴収等適用申請書 事業サービス課

堺市上下水道局貯水槽方式の住居専用建物等における各戸
検針・徴収等に関する手続

管理責任者選任(変更）届 事業サービス課

堺市上下水道局貯水槽方式の住居専用建物等における各戸
検針・徴収等に関する手続

各戸検針・徴収等契約変更申請書 事業サービス課

堺市上下水道局貯水槽方式の住居専用建物等における各戸
検針・徴収等に関する手続

オートロック解錠方法（変更）届 事業サービス課

堺市上下水道局貯水槽方式の住居専用建物等における各戸
検針・徴収等に関する手続

各戸検針・徴収等契約解除届出書 事業サービス課

臨時給水の使用による届出 臨時給水申込書 事業サービス課

水道メーター検査（試験） 水道メーター検査請求書 事業サービス課

指定給水装置工事事業者関係 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 給排水設備課

指定給水装置工事事業者関係 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書 給排水設備課

指定給水装置工事事業者関係 指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書 給排水設備課

指定給水装置工事事業者関係 指定給水装置工事事業者証交付申請書 給排水設備課

指定給水装置工事事業者関係 堺市指定給水装置工事事業者研修受講申込書兼不受講理由書 給排水設備課

排水設備工事業者関係 堺市指定排水設備工事業者指定申請書 給排水設備課

排水設備工事業者関係 堺市指定排水設備工事業者誓約書 給排水設備課

排水設備工事業者関係 堺市指定排水設備工事業者指定更新申請書 給排水設備課

排水設備工事業者関係 堺市指定排水設備工事業者指定証書再交付申請書 給排水設備課

排水設備工事業者関係 堺市指定排水設備工事業者変更事項届 給排水設備課

排水設備工事業者関係 責任技術者異動届 給排水設備課

排水設備工事業者関係 堺市指定排水設備工事業者営業休止・再開・廃止届 給排水設備課

給水装置工事申込関係 給水装置工事申込書 給排水設備課

給水装置工事申込関係 給水装置工事等事前協議申込書 給排水設備課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

給水装置工事申込関係 給水装置工事等事前協議変更申込書 給排水設備課

給水装置工事申込関係 給水装置工事（設計変更・取下げ）申込書 給排水設備課

給水装置工事申込関係 工事用給水申込書 給排水設備課

給水装置工事申込関係 口座振替依頼書 給排水設備課

給水装置工事申込関係
給水装置の自己所有申立書
加入金減免申請書

給排水設備課

給水装置工事申込関係 直結増圧装置等の維持管理にかかる誓約書 給排水設備課

給水装置工事申込関係 管理責任者等選任（変更）届 給排水設備課

給水装置工事申込関係 増圧給水設備等設置猶予誓約書 給排水設備課

給水装置工事申込関係 メーターの建物内設置申込書 給排水設備課

給水装置工事申込関係 譲渡申出書 給排水設備課

給水装置工事申込関係 （新設・既設・横引き）給水管の維持管理スペースに関する誓約書 給排水設備課

給水装置工事申込関係 水道直結式スプリンクラー設備設置誓約書 給排水設備課

給水装置工事申込関係 舗装道路本復旧工事施行届及び履行誓約書 給排水設備課

給水装置工事申込関係 検査申込書 給排水設備課

給水装置工事申込関係 複式メータユニットの使用にかかる誓約書 給排水設備課

給水装置工事申込関係 （浄水器・活水器・軟水器）の設置について 給排水設備課

給水装置工事申込関係 給水装置確認申請書 給排水設備課

給水装置工事申込関係 確認検査申請書 給排水設備課

給水装置工事申込関係 堺市鉛製給水管取替工事補助金交付申請書 給排水設備課

給水装置工事申込関係 鉛製給水管取替工事変更等届 給排水設備課

給水装置工事申込関係 鉛製給水管取替工事完了届 給排水設備課

給水装置工事申込関係 堺市鉛製給水管取替工事補助金交付請求書 給排水設備課

給水装置工事申込関係 誓約書（鉛製給水管補助金関係） 給排水設備課

給水装置工事申込関係 ３階給水栓設置にかかる誓約書 給排水設備課

給水装置工事申込関係 給水装置工事検査チェックシート 給排水設備課

給水装置工事申込関係 メーター受領書 給排水設備課

給水装置工事申込関係 申出書 給排水設備課

給水装置工事申込関係 加入金等に関する確認書 給排水設備課

給水装置工事申込関係 誓約書（貯水槽水道等関係） 給排水設備課

排水設備計画確認 排水設備計画確認申請書 給排水設備課

排水設備計画確認 排水設備工事完了届 給排水設備課

排水設備計画確認 公共下水道使用届 給排水設備課

排水設備計画確認 既設管等使用願 給排水設備課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

排水設備計画確認 排水設備確認申請書 給排水設備課

排水設備計画確認 公共下水道の使用開始に関する誓約書 給排水設備課

生活扶助世帯補助制度 堺市生活扶助世帯に対する水洗便所設置補助金交付申請書 給排水設備課

生活扶助世帯補助制度 土地使用承諾書 給排水設備課

生活扶助世帯補助制度 暴力団排除に関する誓約書 給排水設備課

生活扶助世帯補助制度 工事変更申請書 給排水設備課

生活扶助世帯補助制度 工事中止届 給排水設備課

生活扶助世帯補助制度 堺市生活扶助世帯に対する水洗便所設置補助金交付請求書 給排水設備課

ディスポーザ排水処理システム ディスポーザ排水処理システムの維持管理等に関する計画書 給排水設備課

ディスポーザ排水処理システム 誓約書 給排水設備課

ディスポーザ排水処理システム 維持管理業務委託契約確認書 給排水設備課

下水道使用料の免除・減額 下水道使用料免除等申請書 給排水設備課

汚水排出量の認定 公共下水道使用（開始・休止・廃止・再開）届 給排水設備課

汚水排出量の認定 公共下水道使用者変更届 給排水設備課

汚水排出量の認定 汚水排出量減量認定届出書 給排水設備課

汚水排出量の認定 使用態様変更届出書 給排水設備課

汚水排出量の認定 下水道使用料免除等申請書 給排水設備課

汚水排出量の認定 メーター故障等報告書 給排水設備課

汚水排出量の認定 亡失・破損報告書 給排水設備課

汚水排出量の認定 公設メーター貸与申請書 給排水設備課

汚水排出量の認定 ポンプ運転時間メーター貸与申請書 給排水設備課

汚水排出量の認定 メーター検針依頼書（水道水以外の水関係） 給排水設備課

汚水排出量の認定 メーター検針依頼書（減量水量関係） 給排水設備課

汚水排出量の認定 メーター故障等報告書 給排水設備課

受益者の申告 受益者申告書 給排水設備課

受益者の申告 堺市都市計画下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書 給排水設備課

受益者の申告 堺市都市計画下水道事業受益者負担金減免申請書 給排水設備課

受益者の申告 堺市都市計画下水道事業受益者変更届出書 給排水設備課

受益者の申告 堺市都市計画下水道事業受益者住所変更届出書 給排水設備課

受益者の申告 下水道事業受益者負担金納期前納付報奨金交付申請書 給排水設備課

改良土製造工場の登録に関する認定 認定願、辞退届 水道建設管理課

私道給水主管引取り手続き 私道給水主管引取り事前調査依頼書 水道建設管理課

私道給水主管引取り手続き 私道給水主管引取り申請書 水道建設管理課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

私道給水主管引取り手続き 代表者選任届 水道建設管理課

私道給水主管引取り手続き 誓約書 水道建設管理課

私道給水主管引取り手続き 土地使用承諾書 水道建設管理課

図面閲覧申込書 給水装置台帳閲覧等申込書
水道サービスセン
ター

図面閲覧申込書 戸番図及び給水装置台帳閲覧等申込書（官公署用）
水道サービスセン
ター

図面閲覧申込書 給水装置台帳閲覧等申込書（本人用）
水道サービスセン
ター

受託工事関係 水道施設改造等工事依頼書 水道建設管理課

受託工事関係 覚書締結依頼書 水道建設管理課

受託工事関係 同意書 水道建設管理課

所管施設への立入許可 庁内一時立入許可申請書 水運用管理課

施設の鍵等の貸与 鍵等貸与依頼書 水運用管理課

備品等の貸与 備品等貸与依頼書 水運用管理課

共同研究等の実施 共同研究提案書 下水道事業調整課

共同研究等の実施 フィールド提供研究申込書 下水道事業調整課

改良土製造工場の登録に関する認定 認定願、辞退届 下水道事業調整課

試料（汚泥等）の提供 試料提供願 下水道事業調整課

被占用手続き 占用等許可申請書 下水道管路課

被占用手続き 占用料免除申請書 下水道管路課

施行承認 公共下水道工事等施工承認申請書 下水道管路課

施行承認 公共下水道工事等施工完了届出書 下水道管路課

市有地処分 水路等調査依頼書 下水道管路課

私道共同排水設備引取り手続き 私道共同排水設備引取り事前調査依頼書 下水道管路課

私道共同排水設備引取り手続き 私道共同排水設備引取り申請書 下水道管路課

私道共同排水設備引取り手続き 代表者選任届 下水道管路課

私道共同排水設備引取り手続き 誓約書 下水道管路課

私道共同排水設備引取り手続き 土地使用承諾書 下水道管路課

暗渠内への電線等の占用許可 暗渠占用許可申請書 下水道管路課

暗渠内への電線等の占用許可 暗渠現地調査届出書 下水道管路課

暗渠内への電線等の占用許可 堺市下水道暗渠現地調査報告書 下水道管路課

暗渠内への電線等の占用許可 電線等設置工事着手届出書 下水道管路課

暗渠内への電線等の占用許可 電線等設置工事完了届出書 下水道管路課

暗渠内への電線等の占用許可 電線等点検届出書 下水道管路課

私道公共下水道布設工事施行要綱 私道公共下水道布設調査依頼書 下水道建設課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

私道公共下水道布設工事施行要綱 私道公共下水道布設申請書 下水道建設課

私道公共下水道布設工事施行要綱 私道公共下水道布設申請者名簿 下水道建設課

私道公共下水道布設工事施行要綱 土地使用承諾書 下水道建設課

私道公共下水道布設工事施行要綱 私道公共下水道布設申請取下願 下水道建設課

私道公共下水道布設工事施行要綱 私道公共下水道布設工事変更願 下水道建設課

私道公共下水道布設工事施行要綱 私道公共下水道（廃止・.変更）願 下水道建設課

堺市上下水道局難排水地域における共同排水設備工事補助
金交付要綱

堺市上下水道局難排水地域における共同排水設備工事補助金交付申請書 下水道建設課

堺市上下水道局難排水地域における共同排水設備工事補助
金交付要綱

代表者選任届 下水道建設課

堺市上下水道局難排水地域における共同排水設備工事補助
金交付要綱

誓約書 下水道建設課

堺市上下水道局難排水地域における共同排水設備工事補助
金交付要綱

土地使用承諾書 下水道建設課

堺市上下水道局難排水地域における共同排水設備工事補助
金交付要綱

堺市上下水道局難排水地域における共同排水設備工事完了届 下水道建設課

除害施設関係の届出 除害施設設置等届出書 三宝水再生センター

除害施設関係の届出 除害施設氏名等変更届出書 三宝水再生センター

除害施設関係の届出 除害施設使用廃止届出書 三宝水再生センター

除害施設関係の届出 除害施設承継届出書 三宝水再生センター

工事完工届出 工事完工届出書 三宝水再生センター

排水設備設置義務免除関係の申請 排水設備設置義務免除申請書 三宝水再生センター

排水設備設置義務免除関係の申請 水質試験結果報告書 三宝水再生センター

排水設備設置義務免除関係の申請 排水設備設置義務免除継続申請書 三宝水再生センター

排水設備設置義務免除関係の申請 排水設備設置義務免除事項変更申請書 三宝水再生センター

排水設備設置義務免除関係の申請 排除施設使用廃止（休止）届出書 三宝水再生センター

排水設備設置義務免除関係の申請 排除施設使用再開届出書 三宝水再生センター

排水設備設置義務免除関係の申請 氏名等変更届出書 三宝水再生センター

排水設備設置義務免除関係の申請 承継届出書 三宝水再生センター

校務・教務サポーター登録 堺市外部人材システム登録申請書
教育委員会事務局
総務課

教育委員会への請願 請願 教育政策課

堺市遠距離通学補助金交付に関する手続き 堺市遠距離通学補助金交付申請書（様式第1号） 学務課

堺市遠距離通学補助金交付に関する手続き 堺市遠距離通学補助金実績報告書（様式第3号） 学務課

堺市遠距離通学補助金交付に関する手続き 堺市遠距離通学補助金交付請求書（様式第4号） 学務課

堺市遠距離通学補助金交付に関する手続き 精算書（規則様式第11号） 学務課

堺市遠距離通学補助金交付に関する手続き 異動報告書 学務課

堺市立みはら大地幼稚園通園バスの利用に関する手続き 堺市立みはら大地幼稚園通園バス利用申込書 学務課

堺市立みはら大地幼稚園通園バスの利用に関する手続き 堺市立みはら大地幼稚園通園バス利用休止・中止届 学務課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

堺市立みはら大地幼稚園通園バスの利用に関する手続き 堺市立みはら大地幼稚園通園バス利用一部負担金免除申請書 学務課

堺市立みはら大地幼稚園通園バスの利用に関する手続き 堺市立みはら大地幼稚園通園バス利用一部負担金免除理由 変更・消滅 届 学務課

堺市立みはら大地幼稚園通園バスの利用に関する手続き 堺市立みはら大地幼稚園通園バス利用一部負担金還付申請書 学務課

市立小・中学校の就学に関する手続き 単身就学届 学務課

市立小・中学校の就学に関する手続き 居住申立書 学務課

市立小・中学校の就学に関する手続き 入学申請書 学務課

市立小・中学校の就学に関する手続き 就学義務猶予・免除願 学務課

市立小・中学校の就学に関する手続き 海外出国届 学務課

市立小・中学校の就学に関する手続き 就学許可願（特別事情） 学務課

市立小・中学校の就学に関する手続き 指定校変更申立書　（乙） 学務課

市立小・中学校の就学に関する手続き 指定校変更申立書　（甲） 学務課

市立小・中学校の就学に関する手続き 区域外就学願書（協議） 学務課

市立小・中学校の就学に関する手続き 区域外就学願書（承諾） 学務課

市立小・中学校の就学に関する手続き 体験入学許可願 学務課

中学校夜間学級の入学手続き 入学許可申請書 学務課

中学校夜間学級の入学手続き 聴講許可申請書 学務課

堺市就学援助 申請書（甲） 学務課

堺市就学援助 申請書（乙）（入学準備金） 学務課

堺市就学援助 委任状 学務課

堺市就学援助 領収書 学務課

堺市中学校夜間学級就学援助 就学援助申請書 学務課

堺市中学校夜間学級就学援助 委任状 学務課

人材派遣 就業状況報告書 学務課

堺市奨学金 堺市奨学金交付申請書 学務課

堺市支援学級等就学奨励費 申請書（様式第１号） 学務課

堺市支援学級等就学奨励費 通学（通級）経路申出書（様式第３号） 学務課

堺市支援学級等就学奨励費 学用品・通学用品購入申出書（様式第４号） 学務課

堺市支援学級等就学奨励費 委任状 学務課

堺市支援学級等就学奨励費 領収書 学務課

堺市支援学級等就学奨励費 診断書（視覚障がい） 学務課

堺市支援学級等就学奨励費 診断書（聴覚障がい） 学務課

堺市支援学級等就学奨励費 診断書（知的障がい） 学務課

堺市支援学級等就学奨励費 診断書（肢体不自由） 学務課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

堺市支援学級等就学奨励費 診断書（病弱） 学務課

堺市立高等学校の授業料に関する手続き 授業料免除申請書 学務課

堺市立高等学校の授業料に関する手続き 授業料免除辞退届出書 学務課

堺市立高等学校の授業料に関する手続き 授業料等還付申請書 学務課

堺市立幼稚園の入退園に関する手続き 入園願 学務課

堺市立幼稚園の入退園に関する手続き 退園願 学務課

堺市立幼稚園の保育料に関する手続き 保育料還付申請書 学務課

堺市立幼稚園の保育料に関する手続き 堺市立幼稚園保育料還付金請求書 学務課

堺市立みはら大地幼稚園通園バスの利用に関する手続き 堺市立みはら大地幼稚園通園バス利用一部負担金還付請求書 学務課

堺市立幼稚園の入退園に関する手続き 教育・保育給付認定申請書（1号認定用） 学務課

堺市立幼稚園の入退園に関する手続き 入園辞退届 学務課

堺市立幼稚園の入退園に関する手続き 転入に関する誓約書 学務課

堺市立高等学校海外研修補助金 委任状 学校総務課

堺市中学校及び高等学校全国大会・地方大会参加補助金 委任状兼受領口座届出書 学校総務課

堺市みはら大地会補助金 交付申請書 学校総務課

堺市みはら大地会補助金 実績報告書 学校総務課

堺市みはら大地会補助金 交付 学校総務課

堺市みはら大地会補助金 精算書 学校総務課

学校徴収金
保護者領収書

保護者からの領収書 学校指導課

学校徴収金
決算書

決算書 学校指導課

堺市立高等学校入学時の手続き 保証書 学校指導課

土曜学びサポート事業 土曜学びサポート申込書 学校指導課

通級専門家派遣、発達障害理解研究専門家派遣、外部専門家
派遣における専門家の出勤確認

出勤簿（通級専門家派遣、発達障害理解研究専門家派遣、外部専門家派遣） 支援教育課

医療的ケアの申請書手続き 医療的ケア実施申請書 支援教育課

医療的ケア実施における医者からの指示 医療的ケア指示書 支援教育課

スクールソーシャルワーカースーパーバイザー派遣業務 堺市スクールソーシャルワーカースーパーバイザー相談記録報告書 生徒指導課

日本語指導員の登録 堺市日本語指導員登録申請書 人権教育課

日本語指導員としての活動に係る宣誓 誓約書 人権教育課

堺市日本語指導通級指導申請 堺市日本語指導通級指導申請書（様式第１号） 人権教育課

堺市日本語指導巡回指導申請 堺市日本語指導巡回指導申請書（様式第２号） 人権教育課

堺市教育文化センター施設等の破損等の届出 堺市教育文化センター破損（滅失）届 企画情報課

堺市教育文化センター使用許可（使用料等の減免） 堺市教育文化センター使用料減免申請書 企画情報課

堺市教育文化センター使用許可（使用料等の減免） 観覧料（プラネタリウム・全天周映画）減免申請書 企画情報課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

堺市教育文化センター使用許可（使用料等の還付） 堺市教育文化センター使用料還付申請書 企画情報課

堺市教育文化センター使用許可（使用料等の還付） 観覧料（プラネタリウム・全天周映画）還付申請書 企画情報課

適応指導教室　実習生受入手続き 誓約書 企画情報課

適応指導教室入室手続き 適応指導教室入室願 企画情報課

適応指導教室入室手続き 適応指導教室自転車通室経路届 企画情報課

学校園ホームページの記事掲載 学校園ホームページへの写真掲載同意書 企画情報課

幼児教育振興事業補助金交付 幼児教育振興事業補助金交付申請書 能力開発課

幼児教育振興事業補助金交付 幼児教育振興事業補助金実績報告書 能力開発課

幼児教育振興事業補助金交付 幼児教育振興事業補助金交付 能力開発課

幼児教育振興事業補助金交付 幼児教育振興事業補助金精算書 能力開発課

堺サイエンスクラブ入会者募集 堺サイエンスクラブ（ＳＳＣ）加入申込用紙 能力開発課

堺サイエンスクラブ入会者募集 堺サイエンスクラブ入会確認書 能力開発課

堺市立舳松社会教育会館の使用 堺市立舳松社会教育会館使用料減免申請書 地域教育振興課

堺市立舳松社会教育会館の使用 堺市立舳松社会教育会館使用料還付申請書 地域教育振興課

堺市立学校の施設開放事業(小中共通) 収支決算書 地域教育振興課

堺市立学校の施設開放事業(小学校) 堺市立小学校管理指導員推薦書 地域教育振興課

堺市PTA教育振興事業補助金 堺市補助金交付申請書 地域教育振興課

堺市PTA教育振興事業補助金 堺市補助金実績報告書 地域教育振興課

堺市PTA教育振興事業補助金 堺市補助金交付請求書 地域教育振興課

堺市PTA教育振興事業補助金 堺市補助金精算書 地域教育振興課

堺市こども会育成協議会運営事業補助金 堺市補助金交付申請書 地域教育振興課

堺市こども会育成協議会運営事業補助金 堺市補助金実績報告書 地域教育振興課

堺市こども会育成協議会運営事業補助金 堺市補助金交付請求書 地域教育振興課

堺市こども会育成協議会運営事業補助金 堺市補助金精算書 地域教育振興課

堺市女性活躍振興事業補助金 堺市補助金交付申請書 地域教育振興課

堺市女性活躍振興事業補助金 堺市補助金実績報告書 地域教育振興課

堺市女性活躍振興事業補助金 堺市補助金交付請求書 地域教育振興課

堺市女性活躍振興事業補助金 堺市補助金精算書 地域教育振興課

堺市女性活躍振興事業補助金 振込先口座確認書 地域教育振興課

美原こども館の使用 堺市立美原こども館破損（滅失）届 美原こども館

堺市放課後児童対策事業 堺市放課後児童対策事業利用申込書 放課後子ども支援課

堺市放課後子ども総合プラン事業 堺市放課後子ども総合プラン事業利用申込書（甲） 放課後子ども支援課

堺市放課後子ども総合プラン事業 堺市放課後子ども総合プラン事業利用申込書（乙） 放課後子ども支援課



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

堺市放課後ルーム事業 堺市放課後ルーム事業利用申込書 放課後子ども支援課

中学校給食牛乳除去申出 堺市中学校給食予約飲用牛乳除去申出書 保健給食課

小学校給食費清算 領収書 保健給食課

中学校給食費清算 領収書 保健給食課

小学校給食除去食対応依頼 除去食対応依頼書 保健給食課

小学校校庭の芝生化事業補助金 堺市立小学校校庭の芝生化事業補助金交付申請書 施設課

小学校校庭の芝生化事業補助金 確認書 施設課

小学校校庭の芝生化事業補助金 堺市立小学校校庭の芝生化事業補助金交付申請取下書 施設課

小学校校庭の芝生化事業補助金 堺市立小学校校庭の芝生化事業補助金変更承認申請書 施設課

小学校校庭の芝生化事業補助金 堺市立小学校校庭の芝生化事業補助金中止・廃止承認申請書 施設課

小学校校庭の芝生化事業補助金 堺市立小学校校庭の芝生化事業補助金実績報告書 施設課

小学校校庭の芝生化事業補助金 堺市立小学校校庭の芝生化事業補助金精算書 施設課

小学校校庭の芝生化事業補助金 収支予算書 施設課

小学校校庭の芝生化事業補助金 収支決算書 施設課

寄付等に伴う申請 同意書 施設課

貴重資料等の利用 堺市立図書館所蔵貴重資料利用許可申請書
中央図書館
総務課

図書館ホールの使用の許可 堺市立南図書館ホール使用料減免申請書 南図書館

図書館ホールの使用の許可 堺市立南図書館ホール使用料還付申請書 南図書館

使用貸借契約解約届出
（農地法第3条関係）

使用貸借契約解約届 農業委員会事務局

使用貸借契約解約届出
（利用集積による貸借）

使用貸借契約解約届 農業委員会事務局

耕作証明願 耕作証明願 農業委員会事務局

生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願 農業委員会事務局

農地法第4条許可済証明願 農地法第4条許可済証明願 農業委員会事務局

農地法第4条届出受理済証明願 農地法第4条届出受理済証明願 農業委員会事務局

農地法第５条許可済証明願 農地法第5条許可済証明願 農業委員会事務局

農地法第５条届出受理済証明願 農地法第5条届出受理済証明願 農業委員会事務局

相続税の納税猶予に関する適格者証明願 相続税の納税猶予に関する適格者証明願 農業委員会事務局

引き続き農業経営を行っている旨の証明願 引き続き農業経営を行っている旨の証明願 農業委員会事務局

引き続き特定貸付を行っている旨の証明願 引き続き特定貸付を行っている旨の証明願 農業委員会事務局

畑地に造成することについての通知 畑地造成通知書 農業委員会事務局

農地台帳登載申請 農地台帳登載申請書 農業委員会事務局

農地台帳登載申請
（添付書類）
農地台帳整備調査票

農業委員会事務局

認定電気通信事業者が行う、中継施設等の設置に伴う農地転
用に係る申出

土地利用協議書 農業委員会事務局



行政手続の名称 申請書等の名称 所管課

農地転用事前審査申出 農地転用事前審査申出書 農業委員会事務局

農地買受適格証明願 買受適格証明願 農業委員会事務局

農用地等利用集積制度利用権設定申出 申出書 農業委員会事務局

農用地等利用集積制度利用権設定申出
（添付書類）
農用地利用集積計画

農業委員会事務局

堺市農地利用最適化推進委員推薦申込（個人推薦用） 堺市農地利用最適化推進委員推薦申込書（個人推薦用）（様式第1号） 農業委員会事務局

堺市農地利用最適化推進委員推薦申込（法人又は団体推薦
用）

堺市農地利用最適化推進委員推薦申込書（法人又は団体推薦用）（様式第2号） 農業委員会事務局

堺市農地利用最適化推進委員応募申込 堺市農地利用最適化推進委員応募申込書（様式第3号） 農業委員会事務局

堺市議会後援名義使用承認 後援等承認申請書
議会事務局
総務課


