
【街づくり部】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 都市計画法第53条に関する証明書交付申請書
市川市都市計画施設等の区域内における建築の許可等に
関する規則第5条

街づくり計画課

2 取り下げ届（別記４） 都市計画法第53条に関する事務マニュアル 街づくり計画課
3 取り止め届（別記５） 都市計画法第53条に関する事務マニュアル 街づくり計画課
4 都市計画施設計画確認書（別記６） 都市計画法第53条に関する事務マニュアル 街づくり計画課
5 建築に係る協議の申出書（別記７） 都市計画法第53条に関する事務マニュアル 街づくり計画課
6 納税猶予の特例適用の農地等当該証明書 都市計画運用指針（国土交通省）別添様式第2 街づくり計画課

7 測量成果の複製承認申請書
測量法の規定に基づく公共測量成果の複製及び使用承認
申請等に関する事務マニュアル

街づくり計画課

8 測量成果の使用承認申請書
測量法の規定に基づく公共測量成果の複製及び使用承認
申請等に関する事務マニュアル

街づくり計画課

9 都市計画GISデータ複製・使用承認申請書
測量法の規定に基づく公共測量成果の複製及び使用承認
申請等に関する事務マニュアル

街づくり計画課

10 市川市景観計画区域内行為届出書
市川市景観法及び市川市景観条例の施行に関する規則
第5条1項

街づくり計画課

11
市川市景観計画区域内行為届出書（景観重点地区
用）

市川市景観法及び市川市景観条例の施行に関する規則
第5条1項

街づくり計画課

12 市川市景観計画区域内行為変更届出書
市川市景観法及び市川市景観条例の施行に関する規則
第5条2項

街づくり計画課

13 市川市景観計画区域内行為変更届出書
市川市景観法及び市川市景観条例の施行に関する規則
第5条2項

街づくり計画課

14 市川市景観計画区域内行為通知書
市川市景観法及び市川市景観条例の施行に関する規則
第5条3項

街づくり計画課

15 市川市景観計画区域内行為通知書
市川市景観法及び市川市景観条例の施行に関する規則
第5条3項

街づくり計画課

16 市川市景観区域内行為事前協議書
市川市景観法及び市川市景観条例の施行に関する規則
第7条2項

街づくり計画課

17 市川市景観区域内行為完了等報告書
市川市景観法及び市川市景観条例の施行に関する規則
第11条

街づくり計画課

18 景観協定認可申請書 なし 街づくり計画課

19 ｢良好な景観の形成に関する申立書」
良好な景観の形成に係る市の施策への協力に関する指針
第３⑴

街づくり計画課

20 「市川市景観賞推薦調書」 市川市景観賞表彰要綱 街づくり計画課

21 市川市あんしん住宅助成事業補助金交付申請書
市川市あんしん住宅助成事業補助金交付要綱第７条第１
項

街づくり整備課

22
市川市あんしん住宅助成事業補助金交付申請取下
げ届

市川市あんしん住宅助成事業補助金交付要綱第１０条 街づくり整備課



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

23
市川市あんしん住宅助成事業補助金交付申請事項
変更承認申請書

市川市あんしん住宅助成事業補助金交付要綱第１１条第
１項第１号

街づくり整備課

24
市川市あんしん住宅助成事業中止（廃止）承認申
請書

市川市あんしん住宅助成事業補助金交付要綱第１１条第
１項第２号

街づくり整備課

25 市川市あんしん住宅助成事業補助金実績報告書
市川市あんしん住宅助成事業補助金交付要綱第１２条第
１項

街づくり整備課

26 市川市あんしん住宅助成事業補助金交付請求書
市川市あんしん住宅助成事業補助金交付要綱第１４条第
１項

街づくり整備課

27
市川市分譲マンション共用部分等あんしん住宅助
成事業補助金交付申請書

市川市分譲マンション共用部分等あんしん住宅助成事業
補助金交付要綱第８条第１項

街づくり整備課

28
市川市分譲マンション共用部分等あんしん住宅助
成事業補助金事項変更承認申請書

市川市分譲マンション共用部分等あんしん住宅助成事業
補助金交付要綱第１１条第１項第１号

街づくり整備課

29
市川市分譲マンション共用部分等あんしん住宅助
成事業中止（廃止）承認申請書

市川市分譲マンション共用部分等あんしん住宅助成事業
補助金交付要綱第１１条第１項第２号

街づくり整備課

30
市川市分譲マンション共用部分等あんしん住宅助
成事業補助金交付申請額変更承認申請書

市川市分譲マンション共用部分等あんしん住宅助成事業
補助金交付要綱第１２条第１項

街づくり整備課

31
市川市分譲マンション共用部分等あんしん住宅助
成事業補助金実績報告書

市川市分譲マンション共用部分等あんしん住宅助成事業
補助金交付要綱第１３条第１項

街づくり整備課

32
市川市景観活動団体補助金交付申請書（様式第１
号）

市川市景観活動団体補助金交付要綱第６条 街づくり整備課

33
市川市景観活動（変更・中止・廃止）承認申請書
（様式第３号）

市川市景観活動団体補助金交付要綱第８条 街づくり整備課

34 市川市景観活動実績報告書（様式第５号） 市川市景観活動団体補助金交付要綱第９条 街づくり整備課

35
市川市景観活動団体補助金概算払交付請求書（様
式第７号）

市川市景観活動団体補助金交付要綱第１１条 街づくり整備課

36
市川市分譲マンション共用部分等あんしん住宅助
成事業補助金交付請求書

市川市分譲マンション共用部分等あんしん住宅助成事業
補助金交付要綱第１５条第１項

街づくり整備課

37 宅地開発事業計画相談書
市川市宅地開発事業に係る手続及び基準等に関する条例
施行規則第４条第１項

開発指導課

38 事前公開板設置報告書
市川市宅地開発事業に係る手続及び基準等に関する条例
施行規則第５条第２項

開発指導課

39 事前公開板記載事項変更届
市川市宅地開発事業に係る手続及び基準等に関する条例
施行規則第６条第２項

開発指導課

40 関係行政機関協議申出書
市川市宅地開発事業に係る手続及び基準等に関する条例
施行規則第７条第１項

開発指導課

41 事前協議申出書
市川市宅地開発事業に係る手続及び基準等に関する条例
施行規則第７条第４項

開発指導課

42 近隣住民等説明結果報告書
市川市宅地開発事業に係る手続及び基準等に関する条例
施行規則第９条第３項

開発指導課



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 近隣住民等説明会開催報告書
市川市宅地開発事業に係る手続及び基準等に関する条例
施行規則第９条第３項

開発指導課

44 軽微な計画内容の変更届
市川市宅地開発事業に係る手続及び基準等に関する条例
施行規則第１２条第２項

開発指導課

45 関係行政機関協議変更申出書
市川市宅地開発事業に係る手続及び基準等に関する条例
施行規則第１３条第１項

開発指導課

46 事前協議変更申出書
市川市宅地開発事業に係る手続及び基準等に関する条例
施行規則第１３条第４項

開発指導課

47 条例適用事業廃止・中止・再開届
市川市宅地開発事業に係る手続及び基準等に関する条例
施行規則第１５条

開発指導課

48 協定締結事業承継届
市川市宅地開発事業に係る手続及び基準等に関する条例
施行規則第１６条第１項

開発指導課

49 協定締結事業承継承認申請書
市川市宅地開発事業に係る手続及び基準等に関する条例
施行規則第１６条第３項

開発指導課

50 工事着手届
市川市宅地開発事業に係る手続及び基準等に関する条例
施行規則第１７条第１項

開発指導課

51 工事完了届
市川市宅地開発事業に係る手続及び基準等に関する条例
施行規則第１８条第１項

開発指導課

52 特定中高層建築物電波障害事前調査結果報告書
市川市宅地開発事業に係る手続及び基準等に関する条例
施行規則第２３条第１項

開発指導課

53 特定中高層建築物電波障害改善対策完了報告書
市川市宅地開発事業に係る手続及び基準等に関する条例
施行規則第２３条第２項

開発指導課

54 標識設置報告書
市川市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関
する条例施行規則第５条第１項

開発指導課

55 標識記載事項変更届
市川市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関
する条例施行規則第６条第２項

開発指導課

56 説明結果報告書
市川市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関
する条例施行規則第８条

開発指導課

57 説明会報告書
市川市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関
する条例施行規則第８条

開発指導課

58 紛争調整申出書
市川市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関
する条例施行規則第９条

開発指導課

59 調停移行勧告受諾書
市川市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関
する条例施行規則第１２条第２項

開発指導課

60 調停案受諾書
市川市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関
する条例施行規則第１４条第２項

開発指導課

61 大型マンション等建築事業計画相談書
市川市工業地域等における大型マンション等建築事業の
施行に係る事前協議の手続等の特例に関する条例施行規
則第３条

開発指導課



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

62 大型マンション等建築事業近隣住民等説明報告書
市川市工業地域等における大型マンション等建築事業の
施行に係る事前協議の手続等の特例に関する条例施行規
則第４条第２項

開発指導課

63 開発行為に関する工事の設計者の資格申告書
市川市開発行為の許可申請等に係る文書の様式等を定め
る規則第４条第５号

開発指導課

64 既存の権利者の届出書
市川市開発行為の許可申請等に係る文書の様式等を定め
る規則第５条

開発指導課

65 開発行為変更許可申請書
市川市開発行為の許可申請等に係る文書の様式等を定め
る規則第６条第１項

開発指導課

66 開発行為変更届出書
市川市開発行為の許可申請等に係る文書の様式等を定め
る規則第７条第１項

開発指導課

67 工事完了公告前の建築・建設承認申請書
市川市開発行為の許可申請等に係る文書の様式等を定め
る規則第９条第１項

開発指導課

68
市街化調整区域内における建築物の特例許可申請
書

市川市開発行為の許可申請等に係る文書の様式等を定め
る規則第１１条第１項

開発指導課

69 予定建築物以外の建築等許可申請書
市川市開発行為の許可申請等に係る文書の様式等を定め
る規則第１２条第１項

開発指導課

70 開発許可承継承認申請書
市川市開発行為の許可申請等に係る文書の様式等を定め
る規則第１４条第１項

開発指導課

71 開発行為又は建築に関する証明書交付申請書
市川市開発行為の許可申請等に係る文書の様式等を定め
る規則第１８条

開発指導課

72 要綱適用事業事前協議申出書
市川市市街化調整区域における開発事業の施行に係る事
前協議の手続等を定める要綱第５条第３項

開発指導課

73 要綱適用事業近隣住民等説明報告書
市川市市街化調整区域における開発事業の施行に係る事
前協議の手続等を定める要綱第６条第４項

開発指導課

74 要綱適用事業事前協議変更申出書
市川市市街化調整区域における開発事業の施行に係る事
前協議の手続等を定める要綱第７条第１項

開発指導課

75 要綱適用事業に係る軽微な計画内容の変更届
市川市市街化調整区域における開発事業の施行に係る事
前協議の手続等を定める要綱第７条第３項

開発指導課

76 要綱適用事業（廃止・中止・再開）届
市川市市街化調整区域における開発事業の施行に係る事
前協議の手続等を定める要綱第８条

開発指導課

77 要綱適用事業工事着手届
市川市市街化調整区域における開発事業の施行に係る事
前協議の手続等を定める要綱第９条

開発指導課

78 建築行為に係る要綱適用事業工事完了届
市川市市街化調整区域における開発事業の施行に係る事
前協議の手続等を定める要綱第１０条

開発指導課

79 宅地造成に関する工事の設計者の資格申告書 市川市宅地造成等規制法施行細則第３条第１項第３号 開発指導課
80 宅地造成に関する工事の着手届 市川市宅地造成等規制法施行細則第４条 開発指導課
81 宅地造成に関する工事の変更許可申請書 市川市宅地造成等規制法施行細則第５条第１項 開発指導課
82 宅地造成に関する工事の計画の軽微な変更届 市川市宅地造成等規制法施行細則第５条第３項 開発指導課
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83 宅地造成に関する工事の（中止・再開・廃止）届 市川市宅地造成等規制法施行細則第６条第１項 開発指導課

84 市川市ホテル等建築届出書
市川市ラブホテルの建築規制に関する条例施行規則第４
条第１項

開発指導課

85 市川市ホテル等名義変更届出書
市川市ラブホテルの建築規制に関する条例施行規則第４
条第３項

開発指導課

86 市川市ホテル等建築計画公開板設置報告書
市川市ラブホテルの建築規制に関する条例施行規則第４
条の２第２項

開発指導課

87 市川市急傾斜地崩壊対策事業受益者申告書
市川市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例施行規則第
３条

開発指導課

88
市川市急傾斜地崩壊対策事業分担金過誤納金還付
請求書

市川市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例施行規則第
６条第３項

開発指導課

89 市川市急傾斜地崩壊対策事業分担金減免申請書
市川市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例施行規則第
８条第１項

開発指導課

90 市川市急傾斜地崩壊対策事業受益者変更届
市川市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例施行規則第
９条第１項

開発指導課

91 市川市急傾斜地崩壊対策事業受益者住所等変更届
市川市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例施行規則第
１０条

開発指導課

92 市川市崖地等整備事業補助金交付申請書 市川市崖地等整備事業補助金交付要綱第５条第１項 開発指導課

93
市川市崖地等整備事業補助金交付申請事項（変
更・中止・廃止）承認申請書

市川市崖地等整備事業補助金交付要綱第８条第１項 開発指導課

94 市川市崖地等整備事業補助金遂行状況報告書 市川市崖地等整備事業補助金交付要綱第９条 開発指導課
95 市川市崖地等整備事業補助金実績報告書 市川市崖地等整備事業補助金交付要綱第１０条第１項 開発指導課
96 市川市崖地等整備事業補助金交付請求書 市川市崖地等整備事業補助金交付要綱第１２条第１項 開発指導課

97 優良宅地認定申請書
市川市宅地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行
細則第２条第１項

開発指導課

98 自己用建築物を建築する理由書 なし 開発指導課
99 開発行為に関する工事工程届 なし 開発指導課
100 開発行為に関する工事着手届 なし 開発指導課
101 都市計画法４４条承継届 なし 開発指導課
102 委任状 なし 開発指導課
103 保存建築物指定申請書 市川市建築基準法施行細則第3条 建築指導課
104 確認事項変更届（建築物） 市川市建築基準法施行細則第5条第1項 建築指導課
105 確認事項変更届（昇降機） 市川市建築基準法施行細則第5条第1項 建築指導課
106 確認事項変更届（昇降機以外の建築設備） 市川市建築基準法施行細則第5条第1項 建築指導課
107 確認事項変更届（工作物） 市川市建築基準法施行細則第5条第1項 建築指導課
108 確認事項変更届（工作物） 市川市建築基準法施行細則第5条第1項 建築指導課
109 取下げ届（確認） 市川市建築基準法施行細則第6条 建築指導課
110 取やめ届（確認） 市川市建築基準法施行細則第7条 建築指導課
111 建築設備等変更(廃止・休止・再開)届 市川市建築基準法施行細則第11条 建築指導課
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112 道路の指定申請書 市川市建築基準法施行細則第14条第1項 建築指導課
113 道路の指定変更申請書 市川市建築基準法施行細則第14条第3項 建築指導課
114 許可等事項変更届 市川市建築基準法施行細則第30条 建築指導課
115 取下げ届（許可等） 市川市建築基準法施行細則第31条 建築指導課
116 取りやめ届（許可等） 市川市建築基準法施行細則第32条 建築指導課
117 認定申請書 市川市建築基準法施行細則第34条 建築指導課
118 建築基準法第12条第5項の規定による報告書 市川市建築基準法施行細則第35条 建築指導課

119 許可申請書
市川市地区計画の区域内における建築物の制限に関する
条例施行規則第2条

建築指導課

120 取下げ届
市川市地区計画の区域内における建築物の制限に関する
条例施行規則第3条

建築指導課

121 許可申請事項軽微変更届
市川市地区計画の区域内における建築物の制限に関する
条例施行規則第4条

建築指導課

122 取やめ届
市川市地区計画の区域内における建築物の制限に関する
条例施行規則第5条

建築指導課

123 軽微変更該当証明申請書
市川市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
施行細則第６条関係

建築指導課

124 軽微変更該当証明書
市川市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
施行細則第６条、第７条関係

建築指導課

125 軽微変更該当証明申請書（認定）
市川市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
施行細則第７条関係

建築指導課

126 記載事項変更届（適判）
市川市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
施行細則第８条関係

建築指導課

127 記載事項変更届（認定）
市川市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
施行細則第８条関係

建築指導課

128 取下届（適判）
市川市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
施行細則第９条関係

建築指導課

129 取下届（認定）
市川市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
施行細則第９条関係

建築指導課

130 取りやめ届（適判）
市川市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
施行細則第１０条関係

建築指導課

131 取りやめ届（認定）
市川市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
施行細則第１０条関係

建築指導課

132 工事完了報告書
市川市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
施行細則第１１条関係

建築指導課

133 報告書
市川市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
施行細則第１１条関係

建築指導課
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134 建築物の地震に対する安全性に関する報告書
市川市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則第
2条

建築指導課

135 名義変更
市川市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則第
3条1項

建築指導課

136 変更認定申請書
市川市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則第
5条

建築指導課

137 計画認定建築物の耐震改修に関する報告書
市川市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則第
6条

建築指導課

138 取下げ届
市川市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則第
7条

建築指導課

139 取りやめ届
市川市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則第
8条

建築指導課

140 完了報告書
市川市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則第
9条

建築指導課

141 現況報告書
市川市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則第
10条

建築指導課

142
建築物の地震に対する安全性に係る認定申請取下
げ届

市川市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則第
11条

建築指導課

143
区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定申
請取下げ届

市川市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則第
13条

建築指導課

144 名義変更届
市川市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行
細則第4条第1項

建築指導課

145 設計変更承認申請書
市川市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行
細則第5条第1項

建築指導課

146 取下げ届
市川市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行
細則第6条

建築指導課

147 取りやめ届
市川市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行
細則第7条

建築指導課

148 建築協定認可・変更認可・廃止認可申請書 市川市建築協定条例施行規則第2条第1項、第6条第1項 建築指導課
149 借地権消滅届 市川市建築協定条例施行規則第3条 建築指導課
150 建築協定加入届 市川市建築協定条例施行規則第4条 建築指導課
151 建築協定開始届 市川市建築協定条例施行規則第5条 建築指導課
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