
【保健部】押印を廃止した申請書等一覧
番号 様式の名称 根拠となる（様式を定めている）規則等 所管課

1
市川市人工呼吸器用非常用発電機等購入費補助金
交付申請書兼実績報告書兼請求書

市川市人工呼吸器用非常用発電機等購入費補助金交付要
綱第6条第1項

保健医療課

2 市川市公衆浴場組合事業補助金交付申請書 市川市公衆浴場組合事業補助金交付要綱第4条第1項 保健医療課

3
市川市公衆浴場組合事業補助金交付申請事項変更
等承認申請書

市川市公衆浴場組合事業補助金交付要綱第6条第1項 保健医療課

4 市川市公衆浴場組合事業補助金概算払交付請求書 市川市公衆浴場組合事業補助金交付要綱第7条第1項 保健医療課
5 市川市公衆浴場組合事業補助金実績報告書 市川市公衆浴場組合事業補助金交付要綱第8条第1項 保健医療課
6 市川市公衆浴場設備改善等補助金交付請求書 市川市公衆浴場設備改善等補助金交付要綱第7条第1項 保健医療課
7 市川市地域保健推進事業補助金交付申請書 市川市地域保健推進事業補助金交付要綱第5条第1項 保健医療課

8
市川市地域保健推進事業補助金交付申請事項変更
等承認申請書

市川市地域保健推進事業補助金交付要綱第7条第1項 保健医療課

9 市川市地域保健推進事業補助金実績報告書 市川市地域保健推進事業補助金交付要綱第8条第1項 保健医療課
10 市川市地域保健推進事業補助金交付請求書 市川市地域保健推進事業補助金交付要綱第10条第1項 保健医療課
11 市川市地域保健推進事業補助金概算払交付請求書 市川市地域保健推進事業補助金交付要綱第11条第1項 保健医療課

12 市川市霊園一般墓地使用申込書
市川市霊園の設置及び管理に関する条例施行規則第４条
第１項

斎場霊園管理課

13 市川市霊園一般墓地使用許可申請書
市川市霊園の設置及び管理に関する条例施行規則第８条
第１項

斎場霊園管理課

14
市川市霊園（一般墓地・合葬式墓地・霊堂）使用
許可証再交付申請書

市川市霊園の設置及び管理に関する条例施行規則第１０
条第１項、第３１条第１項、第４４条第１項

斎場霊園管理課

15
市川市霊園（一般墓地・合葬式墓地・霊堂）使用
許可証記載事項変更届

市川市霊園の設置及び管理に関する条例施行規則第１１
条第１項、第３２条第１項、第４５条第１項

斎場霊園管理課

16
市川市霊園（一般墓地・合葬式墓地・霊堂）使用
許可証書換申請書

市川市霊園の設置及び管理に関する条例施行規則第１１
条第２項、第３２条第２項、第４５条第２項

斎場霊園管理課

17 市川市霊園一般墓地管理代理人選任（変更）届
市川市霊園の設置及び管理に関する条例施行規則第１２
条第１項

斎場霊園管理課

18
市川市霊園（一般墓地・合葬式墓地）埋蔵期限延
長申請書

市川市霊園の設置及び管理に関する条例施行規則第１４
条第１項、第３４条第１項

斎場霊園管理課

19 市川市霊園一般墓地墓地設備設置工事施工届
市川市霊園の設置及び管理に関する条例施行規則第１５
条第１項

斎場霊園管理課

20 市川市霊園一般墓地墓地設備設置工事完了届
市川市霊園の設置及び管理に関する条例施行規則第１５
条第２項

斎場霊園管理課

21 市川市霊園一般墓地返還届
市川市霊園の設置及び管理に関する条例施行規則第１８
条第１項

斎場霊園管理課

22 現状回復費用助成金交付申請書
市川市霊園の設置及び管理に関する条例施行規則第１９
条の４第１項

斎場霊園管理課

23 現状回復費用助成金交付請求書
市川市霊園の設置及び管理に関する条例施行規則第１９
条の６第１項

斎場霊園管理課



番号 様式の名称 根拠となる（様式を定めている）規則等 所管課

24 市川市霊園一般墓地承継承認申請書
市川市霊園の設置及び管理に関する条例施行規則第２０
条第１項

斎場霊園管理課

25 市川市霊園合葬式墓地使用申込書
市川市霊園の設置及び管理に関する条例施行規則第２４
条第１項

斎場霊園管理課

26 市川市霊園合葬式墓地使用許可申請書
市川市霊園の設置及び管理に関する条例施行規則第２８
条第１項

斎場霊園管理課

27 市川市霊園合葬式墓地特例使用許可申請書
市川市霊園の設置及び管理に関する条例施行規則第２９
条第１項

斎場霊園管理課

28 市川市霊園合葬式墓地埋蔵遺骨返還申出書
市川市霊園の設置及び管理に関する条例施行規則第３７
条第１項

斎場霊園管理課

29 市川市霊園合葬式墓地返還届
市川市霊園の設置及び管理に関する条例施行規則第３７
条第２項

斎場霊園管理課

30 市川市霊園合葬式墓地承継承認申請書
市川市霊園の設置及び管理に関する条例施行規則第３９
条第１項

斎場霊園管理課

31 市川市霊園霊堂使用許可申請書
市川市霊園の設置及び管理に関する条例施行規則第４０
条第１項

斎場霊園管理課

32 市川市霊園霊堂収蔵期日変更申請書
市川市霊園の設置及び管理に関する条例施行規則第４７
条第１項

斎場霊園管理課

33 市川市霊園霊堂収蔵期間更新許可申請書
市川市霊園の設置及び管理に関する条例施行規則第４８
条第１項

斎場霊園管理課

34 市川市霊園霊堂遺骨引取届
市川市霊園の設置及び管理に関する条例施行規則第５０
条第１項

斎場霊園管理課

35 市川市霊園霊堂承継承認申請書
市川市霊園の設置及び管理に関する条例施行規則第５２
条第１項

斎場霊園管理課

36 市川市霊園臨時使用許可申請書
市川市霊園の設置及び管理に関する条例施行規則第５４
条第１項

斎場霊園管理課

37 市川市墓地・納骨堂・火葬場の経営許可申請書
市川市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則第２
条第１項

斎場霊園管理課

38 市川市墓地・納骨堂・火葬場の変更許可申請書
市川市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則第３
条第１項

斎場霊園管理課

39 市川市墓地・納骨堂・火葬場の廃止許可申請書
市川市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則第４
条第１項

斎場霊園管理課

40
市川市墓地・納骨堂の経営又は変更の計画に係る
事前協議書

市川市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則第５
条第１項

斎場霊園管理課

41 説明結果報告書
市川市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則第６
条第３項

斎場霊園管理課

42 説明会報告書
市川市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則第６
条第３項

斎場霊園管理課



番号 様式の名称 根拠となる（様式を定めている）規則等 所管課

43
市川市墓地・納骨堂の経営又は変更の計画に係る
事前協議事項変更協議書

市川市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則第１
１条第１項

斎場霊園管理課

44
市川市墓地・納骨堂の経営又は変更の計画中止届
出書

市川市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則第１
２条第１項

斎場霊園管理課

45 市川市墓地・火葬場の新設・変更・廃止届出書
市川市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則第１
５条第１項

斎場霊園管理課

46
市川市墓地・納骨堂・火葬場の許可申請書等記載
事項変更届

市川市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則第１
６条第１項

斎場霊園管理課

47 国民健康保険税納期限延長許可申請書 国民健康保険税条例施行規則第4条 国民健康保険課
48 国民健康保険税減免申請書 国民健康保険税条例施行規則第5条 国民健康保険課
49 過誤納金還付充当請求書 国民健康保険税条例施行規則第6条第3項 国民健康保険課
50 徴収猶予申請書 市川市国民健康保険税条例施行規則第6条第6項 国民健康保険課
51 換価の猶予申請書 市川市国民健康保険税条例施行規則第6条第12項 国民健康保険課

52
市川市国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収
猶予申請書

市川市国民健康保険条例施行規則第3条第1項 国民健康保険課

53
市川市国民健康保険出産育児一時金支給申請書兼
請求書

市川市国民健康保険条例施行規則第5条 国民健康保険課

54
市川市国民健康保険出産育児一時金支給（受取代
理）申請書

市川市国民健康保険条例施行規則第7条第2項 国民健康保険課

55
市川市国民健康保険出産育児一時金受取代理申請
取下書

市川市国民健康保険条例施行規則第7条第3項 国民健康保険課

56
市川市国民健康保険出産育児一時金受取代理人変
更届

市川市国民健康保険条例施行規則第7条第4項 国民健康保険課

57
市川市国民健康保険出産育児一時金受取代理申出
書

市川市国民健康保険条例施行規則第7条第6項 国民健康保険課

58 市川市国民健康保険葬祭費支給申請書兼請求書 市川市国民健康保険条例施行規則第8条 国民健康保険課
59 市川市国民健康保険傷病手当金支給申請書 市川市国民健康保険条例施行規則第8条の2第1項 国民健康保険課
60 市川市第三者の行為による傷害届 市川市国民健康保険条例施行規則第10条 国民健康保険課

61 市川市国民健康保険高額療養費資金貸付申込書
市川市国民健康保険高額療養費資金及び出産費資金貸付
条例施行規則第3条

国民健康保険課

62 市川市国民健康保険出産費資金貸付申込書
市川市国民健康保険高額療養費資金及び出産費資金貸付
条例施行規則第3条

国民健康保険課

63 市川市国民健康保険高額療養費資金借用書
市川市国民健康保険高額療養費資金及び出産費資金貸付
条例施行規則第5条、第8条

国民健康保険課

64 市川市国民健康保険出産費資金借用書
市川市国民健康保険高額療養費資金及び出産費資金貸付
条例施行規則第5条、第8条

国民健康保険課

65 委任状※貸付関係
市川市国民健康保険高額療養費資金及び出産費資金貸付
条例施行規則第6条

国民健康保険課



番号 様式の名称 根拠となる（様式を定めている）規則等 所管課

66 住所等変更届※貸付関係
市川市国民健康保険高額療養費資金及び出産費資金貸付
条例施行規則第7条

国民健康保険課

67
市川市国民健康保険等人間ドック助成金交付申請
書

市川市国民健康保険等人間ドック助成金交付規則第6条
第1項

国民健康保険課

68
市川市国民健康保険等人間ドック助成金交付請求
書

市川市国民健康保険等人間ドック助成金交付規則第8条 国民健康保険課

69
市川市後期高齢者医療被保険者特別傷病手当金支
給申請書（請求書）

市川市後期高齢者医療被保険者特別傷病手当金支給規則
第5条

国民健康保険課

70
特例対象被保険者等申告書（非自発的失業者申請
書）

国民健康保険税条例第24条の2 国民健康保険課

71 国民健康保険税減免申請書（収監） 市川市国民健康保険税条例第26条 国民健康保険課
72 国民健康保険税納付方法変更申出書 なし 国民健康保険課

73
国民健康保険税全期一括引落し申出書（全期一括
申出書）

なし 国民健康保険課

74 国民健康保険税申告書 なし 国民健康保険課

75
国民健康保険税　送付先変更届（副住所設定用
紙）

なし 国民健康保険課

76 国民健康保険療養費支給申請書 厚生労働省通知（平成26年12月5日保保発1205第1号） 国民健康保険課
77 高額療養費支給申請書 厚生労働省通知（平成26年12月5日保保発1205第1号） 国民健康保険課

78
調査に係わる同意書　Agreemennt of
Authoraization（海外療養費不正調査）

不明 国民健康保険課

79
海外療養費支給申請書添付書類FormA及びFormBの
翻訳

不明 国民健康保険課

80
市川市国民健康保険傷病手当金支給申請書添付書
類（事業主記入用及び医療機関記入用）

市川市国民健康保険条例施行規則第8条の2第1項 国民健康保険課

81
国民健康保険限度額適用／標準負担額減額／限度
額適用・標準負担額厳格認定申請書

不明 国民健康保険課

82 国民健康保険税納税証明交付申請書 なし 国民健康保険課
83 国民健康保険基準収入額適用申請書 なし 国民健康保険課
84 国民健康保険における世帯主変更届 なし 国民健康保険課
85 加入期間証明交付申請書 なし 国民健康保険課
86 性別表記変更届 なし 国民健康保険課
87 委任状 なし 国民健康保険課
88 誓約書（資格喪失届出時） なし 国民健康保険課
89 国民健康保険得喪遅延理由書 なし 国民健康保険課

90
国民健康保険食事療養費標準負担額減額差額支給
申請書

なし 国民健康保険課
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