
【環境部】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 指定袋認定申請書 市川市家庭系ごみに係る指定袋の認定基準第5条 循環型社会推進課
2 誓約書 市川市家庭系ごみに係る指定袋の認定基準第5条 循環型社会推進課
3 指定袋認定変更申請書 市川市家庭系ごみに係る指定袋の認定基準第9条 循環型社会推進課
4 指定袋認定廃止届出書 市川市家庭系ごみに係る指定袋の認定基準第11条 循環型社会推進課

5
市川市電気自動車等導入費補助金交付申請書（請
求書）

市川市電気自動車等導入費補助金交付要綱 循環型社会推進課

6 市川市緑地等保全事業補助金交付請求書 市川市緑化対策事業補助金交付規則第9条 生活環境整備課
7 請求書 市民参加による公園等の管理作業に関する協定書 生活環境整備課
8 市川市協定樹木管理等補助金交付申請書 市川市協定樹木管理等補助金交付要綱第6条第1項 生活環境整備課

9
市川市協定樹木管理等補助金交付事業（変更・中
止・廃止）承認申請書

市川市協定樹木管理等補助金交付要綱第8条第1項 生活環境整備課

10 市川市協定樹木管理等補助金交付実績報告書 市川市協定樹木管理等補助金交付要綱第9条第1項 生活環境整備課
11 市川市協定樹木管理等補助金交付請求書 市川市協定樹木管理等補助金交付要綱第11条 生活環境整備課

12 鳥獣飼養登録申請書
市川市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する
法律施行細則第2条第1項

生活環境整備課

13 鳥獣飼養登録有効期間更新申請書
市川市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する
法律施行細則第3条第1項

生活環境整備課

14 鳥獣飼養登録票再交付申請書
市川市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する
法律施行細則第4条

生活環境整備課

15 飼養登録鳥獣譲受（引受）届出書
市川市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する
法律施行細則第5条第1項

生活環境整備課

16 販売禁止鳥獣等販売許可申請書
市川市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する
法律施行細則第6条

生活環境整備課

17 販売禁止鳥獣等販売許可証再交付申請書
市川市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する
法律施行細則第7条

生活環境整備課

18 鳥獣飼養登録票住所等変更届出書
市川市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する
法律施行細則第8条

生活環境整備課

19 鳥獣飼養登録票亡失届出書
市川市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する
法律施行細則第9条

生活環境整備課

20 販売禁止鳥獣等販売許可証住所等変更届出書
市川市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する
法律施行細則第10条

生活環境整備課

21 販売禁止鳥獣等販売許可証亡失届出書
市川市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する
法律施行細則第11条

生活環境整備課

22 販売禁止鳥獣等販売実績報告書
市川市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する
法律施行細則第12条

生活環境整備課

23 樹林地等の買い取り申請書 市川市樹林地評価制度実施要領4.申請方法 生活環境整備課
24 緑地の取得について（意見） 市川市樹林地評価制度実施要領5.評価方法 生活環境整備課
25 樹林地等の買取り申請書の取り下げについて 市川市樹林地評価制度実施要領5.評価方法 生活環境整備課



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
26 市川市ｽﾏｰﾄﾊｳｽ関連設備設置費補助金交付申請書 市川市ｽﾏｰﾄﾊｳｽ関連設備設置費補助金交付要綱 生活環境整備課

27
市川市ｽﾏｰﾄﾊｳｽ関連設備設置費補助金交付申請に係
る同意書

市川市ｽﾏｰﾄﾊｳｽ関連設備設置費補助金交付要綱 生活環境整備課

28 市川市ｽﾏｰﾄﾊｳｽ関連設備設置費補助金交付請求書 市川市ｽﾏｰﾄﾊｳｽ関連設備設置費補助金交付要綱 生活環境整備課

29
市川市生ごみ堆肥化容器等購入費補助金交付申請
書

市川市生ごみ堆肥化容器等購入費補助金交付要綱 生活環境整備課

30
市川市生ごみ堆肥化容器等購入費補助金交付請求
書

市川市生ごみ堆肥化容器等購入費補助金交付要綱 生活環境整備課

31
市川市生ごみ堆肥化容器等指定購入店等指定申出
書

市川市生ごみ堆肥化容器等購入費補助金交付要綱 生活環境整備課

32 市川市生ごみ堆肥化容器等指定購入店等変更届 市川市生ごみ堆肥化容器等購入費補助金交付要綱 生活環境整備課

33
市川市生ごみ堆肥化容器等指定購入店等指定辞退
届

市川市生ごみ堆肥化容器等購入費補助金交付要綱 生活環境整備課

34 特定施設設置(使用)届出書
市川市環境保全条例施行規則第5条、第17条、第27条、
第45条、第61条

生活環境保全課

35 特定施設構造等変更届出書
市川市環境保全条例施行規則第6条、第47条、第62条、
第18条

生活環境保全課

36 氏名等変更届出書
市川市環境保全条例施行規則第7条、第21条、第28条、
第37条、第49条、第64条、第71条

生活環境保全課

37 特定施設等使用廃止(全廃)届出書
市川市環境保全条例施行規則第7条、第21条、第28条、
第49条、第64条、第71条

生活環境保全課

38 承継届出書
市川市環境保全条例施行規則第8条、第22条、第29条、
第38条、第50条、第65条、第72条

生活環境保全課

39 事故復旧届出書
市川市環境保全条例施行規則第9条、第25条、第41条、
第67条、第73条

生活環境保全課

40 改善措置完了届出書
市川市環境保全条例施行規則第23条、第39条、第51条、
第58条、第66条

生活環境保全課

41 対象物質使用等届出書 市川市環境保全条例施行規則第33条 生活環境保全課
42 対象物質量等変更届出書 市川市環境保全条例施行規則第34条 生活環境保全課
43 対象物質使用等全廃届出書 市川市環境保全条例施行規則第37条 生活環境保全課
44 土壌汚染状況調査結果報告書 市川市環境保全条例施行規則第40条 生活環境保全課
45 対象物質の種類の通知申請書 市川市環境保全条例施行規則第40条の3 生活環境保全課

46
市川市環境保全条例第63条第1項ただし書の確認申
請書

市川市環境保全条例施行規則第40条の10 生活環境保全課

47 承継届出書 市川市環境保全条例施行規則第40条の10 生活環境保全課
48 土地利用方法変更届出書 市川市環境保全条例施行規則第40条の13の2 生活環境保全課



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

49 一定の規模以上の土地の形質の変更届出書
市川市環境保全条例施行規則第40条の13の5、第40条の
13の11

生活環境保全課

50 土壌汚染状況調査結果報告書
市川市環境保全条例施行規則第40条の13の9、第40条の
13の15、第40条の13の18

生活環境保全課

51 土壌汚染状況調査結果報告書 市川市環境保全条例施行規則第40条の14の2 生活環境保全課
52 汚染除去等計画書(新規・変更) 市川市環境保全条例施行規則第40条の21、第40条の23 生活環境保全課
53 工事完了報告書 市川市環境保全条例施行規則第40条の29 生活環境保全課
54 実施措置完了報告書 市川市環境保全条例施行規則第40条の29 生活環境保全課

55 帯水層の深さに係る確認申請書
市川市環境保全条例施行規則第40条の31の2、第40条の
31の12

生活環境保全課

56
実施措置と一体として行われる土地の形質の変更
の確認申請書

市川市環境保全条例施行規則第40条の31の3 生活環境保全課

57
地下水の水質の測定又は地下水汚染の拡大の防止
が講じられている土地の形質の変更の確認申請書

市川市環境保全条例施行規則第40条の31の4、第40条の
31の12

生活環境保全課

58
形質変更時要届出区域内における土地の形質の変
更届出書

市川市環境保全条例施行規則第40条の31の6、第40条の
32、第40条の33

生活環境保全課

59 施工管理方針に係る確認申請書・変更届出書
市川市環境保全条例施行規則第40条の31の8、第40条の
33の6

生活環境保全課

60
施工管理方針の確認を受けた土地内における土地
の形質の変更届出書

市川市環境保全条例施行規則第40条の33の2 生活環境保全課

61
施工管理方針の確認を受けた土地の汚染状態が人
為に由来することが確認された場合等の届出書

市川市環境保全条例施行規則第40条の33の5 生活環境保全課

62 施工管理方針の廃止届出書 市川市環境保全条例施行規則第40条の33の7 生活環境保全課
63 要措置区域等に搬入された土壌に係る届出書 市川市環境保全条例施行規則第40条の34の5 生活環境保全課
64 搬出しようとする土壌の基準適合認定申請書 市川市環境保全条例施行規則第40条の34の7 生活環境保全課
65 汚染土壌に区域外搬出届出書 （追記分）市川市環境保全条例施行規則第40条の34の8 生活環境保全課
66 汚染土壌の区域外搬出変更届出書 市川市環境保全条例施行規則第40条の34の10 生活環境保全課
67 非常災害時における汚染土壌の区域外搬出届出書 市川市環境保全条例施行規則第40条の34の11 生活環境保全課
68 搬出汚染土壌の運搬・処理状況確認届出書 市川市環境保全条例施行規則第40条の34の24 生活環境保全課
69 特定作業実施届出書 市川市環境保全条例施行規則第46条 生活環境保全課
70 特定作業種類等変更届出書 市川市環境保全条例施行規則第47条 生活環境保全課
71 特定建設作業実施届出書 市川市環境保全条例施行規則第54条 生活環境保全課
72 先端技術関係施設設置(使用)届出書 市川市環境保全条例施行規則第69条 生活環境保全課
73 先端技術関係施設構造等変更届出書 市川市環境保全条例施行規則第70条 生活環境保全課
74 工事等緑化(変更)届出書 市川市環境保全条例施行規則第78条、第79条 生活環境保全課
75 工場等緑化完了届出書 市川市環境保全条例施行規則第80条 生活環境保全課



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
76 専用水道承継届出書 市川市専用水道取扱要領第３の７（１） 生活環境保全課
77 専用水道布設工事延期届出書 市川市専用水道取扱要領第３の８（１） 生活環境保全課
78 専用水道布設工事中止届出書 市川市専用水道取扱要領第３の９ 生活環境保全課
79 専用水道廃止届出書 市川市専用水道取扱要領第３の10（１） 生活環境保全課
80 簡易専用水道設置届出書 市川市簡易専用水道取扱要領第３の１（１） 生活環境保全課
81 簡易専用水道設置者変更届出書 市川市簡易専用水道取扱要領第３の２（１） 生活環境保全課
82 簡易専用水道廃止届出書 市川市簡易専用水道取扱要領第３の３（１） 生活環境保全課

83 市川市小規模専用水道工事確認申請書
市川市小規模水道条例第6条第1項、市川市小規模水道条
例規則第4条

生活環境保全課

84 市川市小規模専用水道給水開始届出書
市川市小規模水道条例第8条第1項、市川市小規模水道条
例規則第5条

生活環境保全課

85 市川市小規模専用水道変更届出書
市川市小規模水道条例第9条、市川市小規模水道条例規
則第6条

生活環境保全課

86 市川市小規模専用水道廃止届出書
市川市小規模水道条例第9条、市川市小規模水道条例規
則第6条

生活環境保全課

87 市川市小規模簡易専用水道給水開始届出書
市川市小規模水道条例第13条第1項、市川市小規模水道
条例規則第9条

生活環境保全課

88 市川市小規模簡易専用水道変更届出書
市川市小規模水道条例第13条第2項、市川市小規模水道
規則第10条

生活環境保全課

89 市川市小規模簡易専用水道廃止届出書
市川市小規模水道条例第13条第2項、市川市小規模水道
規則第10条

生活環境保全課

90 小規模専用水道布設工事延期届出書 市川市小規模水道取扱要領第３の７のア 生活環境保全課
91 小規模専用水道布設工事中止届出書 市川市小規模水道取扱要領第３の８ 生活環境保全課
92 小規模専用水道届出書 市川市小規模水道取扱要領第３の１（４）ア 生活環境保全課
93 小規模簡易専用水道届出書 市川市小規模水道取扱要領第４の１（３） 生活環境保全課

94 公共的団体認定申請書

市川市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発
生の防止に関する条例第9条第1項第1号、市川市土砂等
の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関
する条例施行規則第4条第2項

生活環境保全課

95 検査試料採取調書
市川市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発
生の防止に関する条例施行規則第6条第2項第6号

生活環境保全課

96 地質分析（濃度）結果証明書
市川市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発
生の防止に関する条例施行規則第6条第2項第6号

生活環境保全課

97 特定事業（一時たい積特定事業）許可申請書
市川市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発
生の防止に関する条例施行規則第6条第4項

生活環境保全課

98 特定事業変更許可申請書

市川市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発
生の防止に関する条例第14条第3項、市川市土砂等の埋
立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する
条例施行規則第9条第2項

生活環境保全課



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

99 特定事業軽微変更届

市川市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発
生の防止に関する条例第14条第8項、市川市土砂等の埋
立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する
条例施行規則第9条第4項

生活環境保全課

100 特定事業軽微変更通知書

市川市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発
生の防止に関する条例第14条第8項、市川市土砂等の埋
立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する
条例施行規則第9条第4項

生活環境保全課

101 特定事業着手届

市川市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発
生の防止に関する条例第16条、市川市土砂等の埋立て等
による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施
行規則第10条

生活環境保全課

102 土砂等搬入届

市川市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発
生の防止に関する条例第17条、市川市土砂等の埋立て等
による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施
行規則第11条第1項

生活環境保全課

103 土砂等発生元証明書

市川市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発
生の防止に関する条例第17条、市川市土砂等の埋立て等
による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施
行規則第11条第2項

生活環境保全課

104 土砂等売渡・譲渡証明書

市川市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発
生の防止に関する条例第17条第2項、市川市土砂等の埋
立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する
条例施行規則第11条第5項

生活環境保全課

105 特定事業状況報告書

市川市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発
生の防止に関する条例第18条第3項、市川市土砂等の埋
立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する
条例施行規則第13条第1項

生活環境保全課

106 特定事業（一時たい積特定事業）状況報告書

市川市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発
生の防止に関する条例第18条第3項、市川市土砂等の埋
立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する
条例施行規則第13条第2項

生活環境保全課

107 特定事業地質等検査報告書

市川市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発
生の防止に関する条例第19条第2項、市川市土砂等の埋
立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する
条例施行規則第16条第1項

生活環境保全課



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

108 排水汚染状況測定（濃度）結果証明書

市川市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発
生の防止に関する条例第19条第2項、市川市土砂等の埋
立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する
条例施行規則第16条第1項第3号

生活環境保全課

109 特定事業廃止（中止）事前届

市川市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発
生の防止に関する条例第22条第1項、市川市土砂等の埋
立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する
条例施行規則第18条第1項

生活環境保全課

110 特定事業廃止届

市川市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発
生の防止に関する条例第22条第3項、市川市土砂等の埋
立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する
条例施行規則第18条第3項

生活環境保全課

111 特定事業完了事前届

市川市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発
生の防止に関する条例第23条第1項、市川市土砂等の埋
立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する
条例施行規則第19条第1項

生活環境保全課

112 特定事業完了届

市川市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発
生の防止に関する条例第23条第3項、市川市土砂等の埋
立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する
条例施行規則第19条第3項

生活環境保全課

113 特定事業終了事前届

市川市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発
生の防止に関する条例第24条第1項、市川市土砂等の埋
立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する
条例施行規則第20条第1項

生活環境保全課

114 特定事業終了届

市川市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発
生の防止に関する条例第24条第3項、市川市土砂等の埋
立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する
条例施行規則第20条第3項

生活環境保全課

115 特定事業譲受け許可申請書

市川市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発
生の防止に関する条例第25条第2項、市川市土砂等の埋
立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する
条例施行規則第21条第1項

生活環境保全課

116 特定事業相続等届

市川市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発
生の防止に関する条例第26条第2項、市川市土砂等の埋
立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する
条例施行規則第22条

生活環境保全課



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

117 特定事業相続等通知書

市川市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発
生の防止に関する条例第26条第2項、市川市土砂等の埋
立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する
条例施行規則第22条

生活環境保全課

118 廃棄物管理責任者選任届出書
市川市廃棄物の減量、資源化及び適正処理に関する条例
第16条第2項

生活環境保全課

119 事業系一般廃棄物減量・資源化・適正処理計画書
市川市廃棄物の減量、資源化及び適正処理に関する条例
第16条第3項

生活環境保全課

120 市川市地域猫不妊等手術費助成金交付申請書
市川市飼い主のいない猫の適正な管理に係る助成に関す
る規則第７条第１項

生活環境保全課

121 市川市地域猫譲渡費助成金交付申請書
市川市飼い主のいない猫の適正な管理に係る助成に関す
る規則第７条第２項

生活環境保全課

122 市川市地域猫ワクチン接種費等助成金交付申請書
市川市飼い主のいない猫の適正な管理に係る助成に関す
る規則第７条第３項

生活環境保全課

123 市川市地域猫不妊等手術費等助成金交付請求書
市川市飼い主のいない猫の適正な管理に係る助成に関す
る規則第10条

生活環境保全課

124 市川市大気環境データ（速報値）利用申請書 市川市大気環境速報値提供要領 生活環境保全課
125 市川市環境測定機器等借用書 市川市環境測定機器等貸付要綱第8条第2項 生活環境保全課
126 専用水道布設工事確認申請書 市川市専用水道取扱要領第３の１（１） 生活環境保全課
127 専用水道給水開始届出書 市川市専用水道取扱要領第３の２ 生活環境保全課
128 専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届出書 市川市専用水道取扱要領第３の３ 生活環境保全課
129 専用水道届出書 市川市専用水道取扱要領第３の４（２） 生活環境保全課
130 専用水道業務委託届出書 市川市専用水道取扱要領第３の６（１） 生活環境保全課
131 専用水道業務委託契約失効届出書 市川市専用水道取扱要領第３の６（２） 生活環境保全課


	【環境部】押印廃止一覧 

