
【福祉部】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 ※社会福祉法人設立認可申請書 市川市社会福祉法施行細則第２条第１項 福祉政策課
2 社会福祉法人財産移転終了報告書 市川市社会福祉法施行細則第２条第３項 福祉政策課
3 ※社会福祉法人定款変更認可申請書 市川市社会福祉法施行細則第３条第１項 福祉政策課
4 社会福祉法人定款変更届 市川市社会福祉法施行細則第４条 福祉政策課
5 ※社会福祉法人解散認可（認定）申請書 市川市社会福祉法施行細則第５条第１項 福祉政策課
6 社会福祉法人解散届 市川市社会福祉法施行細則第６条 福祉政策課
7 ※社会福祉法人合併認可申請書 市川市社会福祉法施行細則第７条第１項 福祉政策課
8 ※※社会福祉充実計画承認申請書 市川市社会福祉法施行細則第８条第１項 福祉政策課
9 ※※承認社会福祉充実計画変更承認申請書 市川市社会福祉法施行細則第９条第１項 福祉政策課
10 ※※承認社会福祉充実計画変更届 市川市社会福祉法施行細則第１０条 福祉政策課
11 ※※承認社会福祉充実計画終了承認申請書 市川市社会福祉法施行細則第１１条第１項 福祉政策課
12 隣保事業開始届 市川市社会福祉法施行細則第１３条第１項 福祉政策課
13 隣保事業変更届 市川市社会福祉法施行細則第１４条第１項 福祉政策課
14 隣保事業廃止届 市川市社会福祉法施行細則第１４条第２項 福祉政策課
15 ※基本財産処分承認申請書 市川市社会福祉法施行細則第１５条第１項 福祉政策課
16 ※基本財産担保提供承認申請書 市川市社会福祉法施行細則第１６条第１項 福祉政策課

17
市川市福祉有償運送運転者講習受講料補助金交付
申請書

市川市福祉有償運送運転者講習補助金交付要綱第５条第
1項

福祉政策課

18
市川市福祉有償運送運転者講習受講料補助金交付
請求書

市川市福祉有償運送運転者講習補助金交付要綱第７条第
1項

福祉政策課

19 市川市社会福祉法人助成申請書 市川市社会福祉法人助成に関する条例施行規則 福祉政策課
20 市川市社会福祉法人補助金概算払請求書 市川市社会福祉法人助成に関する条例施行規則 福祉政策課

21
市川市社会福祉法人助成事業変更・中止・廃止承
認申請書

市川市社会福祉法人助成に関する条例施行規則 福祉政策課

22 市川市社会福祉法人助成事業実績報告書 市川市社会福祉法人助成に関する条例施行規則 福祉政策課
23 市川市社会福祉法人補助金等交付請求書 市川市社会福祉法人助成に関する条例施行規則 福祉政策課
24 市川市公的介護施設等整備費補助金交付申請書 市川市公的介護施設等整備費補助金交付要綱 福祉政策課

25
市川市公的介護施設等整備費補助金交付申請事項
変更等承認申請書

市川市公的介護施設等整備費補助金交付要綱 福祉政策課

26 市川市公的介護施設等整備費補助金実績報告書 市川市公的介護施設等整備費補助金交付要綱 福祉政策課
27 工事契約金額報告書 市川市公的介護施設等整備費補助金交付要綱 福祉政策課
28 市川市公的介護施設等整備費補助金交付請求書 市川市公的介護施設等整備費補助金交付要綱 福祉政策課
29 市川市公的介護施設等整備費補助金概算払請求書 市川市公的介護施設等整備費補助金交付要綱 福祉政策課
30 収支予算書 市川市公的介護施設等整備費補助金交付要綱 福祉政策課

31
市川市地域密着型施設等開設準備事業等補助金交
付申請書

市川市地域密着型施設等開設準備等事業補助金交付要綱 福祉政策課

32
市川市地域密着型施設等開設準備事業等補助金交
付申請事項変更等承認申請書

市川市地域密着型施設等開設準備等事業補助金交付要綱 福祉政策課



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

33
市川市地域密着型施設等開設準備事業等補助金実
績報告書

市川市地域密着型施設等開設準備等事業補助金交付要綱 福祉政策課

34
市川市地域密着型施設等開設準備事業等補助金実
績報告書

市川市地域密着型施設等開設準備等事業補助金交付要綱 福祉政策課

35
市川市地域密着型施設等開設準備事業等補助金交
付請求書

市川市地域密着型施設等開設準備等事業補助金交付要綱 福祉政策課

36
市川市地域密着型施設等開設準備事業等補助金概
算払請求書

市川市地域密着型施設等開設準備等事業補助金交付要綱 福祉政策課

37 収支予算書 市川市地域密着型施設等開設準備等事業補助金交付要綱 福祉政策課

38
市川市認知症高齢者グループホーム防災改修等整
備費補助金交付申請書

市川市認知症高齢者グループホーム防災改修等整備費補
助金交付要綱

福祉政策課

39
市川市認知症高齢者グループホーム防災改修等整
備費補助金交付申請事項変更等承認申請書

市川市認知症高齢者グループホーム防災改修等整備費補
助金交付要綱

福祉政策課

40
市川市認知症高齢者グループホーム防災改修等整
備費補助金実績報告書

市川市認知症高齢者グループホーム防災改修等整備費補
助金交付要綱

福祉政策課

41
市川市認知症高齢者グループホーム防災改修等整
備費補助金交付請求書

市川市認知症高齢者グループホーム防災改修等整備費補
助金交付要綱

福祉政策課

42
市川市介護職員初任者研修等費用補助金交付申請
書兼交付請求書

市川市介護職員初任者研修等費用補助金交付要綱 福祉政策課

43 指導事項改善報告書 市川市介護サービス事業者等指導実施要領 福祉政策課
44 介護報酬の返還等について（報告） 市川市介護サービス事業者等指導実施要領 福祉政策課
45 介護報酬の返還等の結果について（報告） 市川市介護サービス事業者等指導実施要領 福祉政策課
46 指導事項改善報告書 市川市介護サービス事業者等監査実施要領 福祉政策課
47 勧告事項改善報告書 市川市介護サービス事業者等監査実施要領 福祉政策課
48 命令事項改善報告書 市川市介護サービス事業者等監査実施要領 福祉政策課

49 外部評価の実施回数の緩和に係る申請書
市川市外部評価の実施回数の緩和の適用に係る事務取扱
要領

福祉政策課

50 指導事項改善計画書
養介護施設従事者等による高齢者虐待市川市対応マニュ
アル

福祉政策課

51
指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型
介護予防サービス事業所指定申請書

市川市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着
型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

福祉政策課

52
指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型
介護予防サービス事業所指定更新申請書

市川市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着
型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

福祉政策課

53
指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型
介護予防サービス事業所　変更届出書

市川市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着
型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

福祉政策課

54
指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型
介護予防サービス事業所　再開届出書

市川市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着
型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

福祉政策課



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

55
指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型
介護予防サービス事業所　廃止・休止届出書

市川市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着
型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

福祉政策課

56 指定地域密着型サービス事業所　指定辞退届出書
市川市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着
型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

福祉政策課

57 業務管理体制整備届出書
市川市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着
型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

福祉政策課

58 業務管理体制変更届出書
市川市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着
型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

福祉政策課

59
介護予防・日常生活支援総合事業所　指定・指定
更新申請書

市川市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する
規則

福祉政策課

60
介護予防・日常生活支援総合事業　廃止・休止届
出書

市川市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する
規則

福祉政策課

61 介護予防・日常生活支援総合事業所　変更届出書
市川市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する
規則

福祉政策課

62 介護予防・日常生活支援総合事業　再開届出書
市川市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する
規則

福祉政策課

63 指定居宅介護支援事業所指定申請書 市川市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則 福祉政策課
64 指定居宅介護支援事業所指定更新申請書 市川市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則 福祉政策課
65 指定居宅介護支援事業所変更届出書 市川市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則 福祉政策課
66 指定居宅介護支援事業所再開届出書 市川市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則 福祉政策課
67 指定居宅介護支援事業所廃止・休止届出書 市川市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則 福祉政策課
68 業務管理体制整備届出書 市川市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則 福祉政策課
69 業務管理体制変更届出書 市川市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則 福祉政策課
70 指定介護予防支援事業所　指定・指定更新申請書 市川市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則 福祉政策課
71 指定介護予防支援事業所変更届出書 市川市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則 福祉政策課
72 指定介護予防支援事業所再開届出書 市川市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則 福祉政策課
73 指定介護予防支援事業所廃止・休止届出書 市川市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則 福祉政策課

74
基準該当居宅サービス事業所等・基準該当居宅介
護支援事業所等登録申請書

市川市基準該当居宅サービス事業者等及び基準該当居宅
介護支援事業者等の登録等に関する規則

福祉政策課

75 登録事項変更届出書
市川市基準該当居宅サービス事業者等及び基準該当居宅
介護支援事業者等の登録等に関する規則

福祉政策課

76 事業再開届出書
市川市基準該当居宅サービス事業者等及び基準該当居宅
介護支援事業者等の登録等に関する規則

福祉政策課

77 事業廃止・休止届出書
市川市基準該当居宅サービス事業者等及び基準該当居宅
介護支援事業者等の登録等に関する規則

福祉政策課

78 社会福祉法人設立認可申請書 様式例様式第１ 福祉政策課
79 社会福祉法人定款変更認可申請書 様式例様式第２ 福祉政策課
80 社会福祉法人解散認可（認定）申請書 様式例様式第３ 福祉政策課
81 社会福祉法人合併認可申請書 様式例様式第４（１）、様式例様式第４（２） 福祉政策課



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

82 社会福祉充実計画承認申請書
社会福祉法施行規則第６条の２２第２項・計画通知別紙
４－様式例①

福祉政策課

83 承認社会福祉充実計画変更承認申請書
社会福祉法施行規則第６条の２２第２項・計画通知別紙
５－様式例①

福祉政策課

84 承認社会福祉充実計画変更届
社会福祉法施行規則第６条の２２第２項・計画通知別紙
６－様式例

福祉政策課

85 承認社会福祉充実計画終了承認申請書
社会福祉法施行規則第６条の２２第２項・計画通知別紙
７－様式例①

福祉政策課

86 基本財産処分承認申請書 様式例様式第５ 福祉政策課
87 基本財産担保提供承認申請書 様式例様式第６ 福祉政策課
88 救急医療情報キット申請書 市川市救急医療情報キット配布に関する実施要領第4条 地域支えあい課

89 救急医療情報キット再申請書
市川市救急医療情報キット配布に関する実施要領第7条
第1項

地域支えあい課

90 多職種連携地域包括ケアシステム利用申請書 市川市多職種連携地域包括ケアシステム運用要領第12条 地域支えあい課
91 ユーザID・パスワード申請書【家族用】 市川市多職種連携地域包括ケアシステム運用要領第13条 地域支えあい課
92 ユーザID・パスワード申請書【連携機関用】 市川市多職種連携地域包括ケアシステム運用要領第15条 地域支えあい課
93 利用申請事項変更届 市川市多職種連携地域包括ケアシステム運用要領第12条 地域支えあい課
94 ユーザID・パスワード申請事項変更届【家族用】 市川市多職種連携地域包括ケアシステム運用要領第13条 地域支えあい課

95
ユーザID・パスワード申請事項変更届【連携機関
用】

市川市多職種連携地域包括ケアシステム運用要領第15条 地域支えあい課

96 市川市リハビリテーション専門職助言回答書
市川市地域リハビリテーション活動支援事業実施要綱
第5条3項

地域支えあい課

97
市川市民生委員児童委員地区協議会会長就任届出
書

市川市民生委員及び児童委員の活動に対する報償金の支
給に関する要綱

地域支えあい課

98
市川市民生委員及び児童委員報償金振込口座届出
書

市川市民生委員及び児童委員の活動に対する報償金の支
給に関する要綱

地域支えあい課

99 民生委員・児童委員証再交付申請書 市川市民生委員・児童委員証交付要綱 地域支えあい課
100 市川市高齢者クラブ補助金交付請求書 市川市高齢者クラブ補助金交付規則 地域支えあい課
101 市川市認知症カフェ登録申請書 市川市認知症カフェ登録事業実施要綱第4条 地域支えあい課
102 市川市認知症カフェ登録申請事項変更承認申請書 市川市認知症カフェ登録事業実施要綱第7条 地域支えあい課
103 市川市認知症カフェ廃止届出書 市川市認知症カフェ登録事業実施要綱第8条 地域支えあい課
104 市川市認知症カフェ実施報告書 市川市認知症カフェ登録事業実施要綱第9条 地域支えあい課
105 市川市認知症カフェ登録事業補助金交付申請書 市川市認知症カフェ登録事業補助金交付要綱第7条 地域支えあい課

106
市川市認知症カフェ登録事業補助金交付申請事項
（変更・廃止）承認申請書

市川市認知症カフェ登録事業補助金交付要綱第10条 地域支えあい課

107 市川市認知症カフェ登録事業補助金実績報告書 市川市認知症カフェ登録事業補助金交付要綱第11条 地域支えあい課
108 市川市認知症カフェ登録事業補助金交付請求書 市川市認知症カフェ登録事業補助金交付要綱第13条 地域支えあい課
109 市川市認知症カフェ登録事業補助金概算払請求書 市川市認知症カフェ登録事業補助金交付要綱第14条 地域支えあい課
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110
市川市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する
覚書

避難行動要支援者支援プラン 地域支えあい課

111 市川市在宅高齢者等紙おむつ給付申請書 市川市在宅高齢者等紙おむつ給付事業実施要綱 介護福祉課
112 市川市シルバーカー購入費助成金交付申請書 市川市シルバーカー購入費助成金交付要綱 介護福祉課

113
市川市ひとり暮らし高齢者等火災警報器給付申請
書

市川市ひとり暮らし高齢者等火災警報器給付事業実施要
綱

介護福祉課

114
市川市はり、きゅう、マッサージ登録再交付申請
書

市川市はり、きゅう、マッサージ施術費助成規則 介護福祉課

115 市川市はり、きゅう、マッサージ施術請求書 市川市はり、きゅう、マッサージ施術費助成規則 介護福祉課
116 市川市高齢者健康入浴券交付申請書 市川市高齢者健康入浴券交付要綱 介護福祉課
117 市川市高齢者健康入浴券受領書 市川市高齢者健康入浴券交付要綱 介護福祉課

118
市川市家具転倒防止器具等取付費補助金交付請求
書

市川市家具転倒防止器具等取付費補助金交付要綱 介護福祉課

119 要介護認定・要支援認定取消申請書 市川市介護保険法施行細則第15条の2 介護福祉課
120 介護保険料　申告書 市川市介護保険条例施行規則第8条　様式第10号 介護福祉課

121 市川市成年後見人等報酬助成金交付申請書
市川市成年後見人等報酬助成金の支給に関する要綱第５
条関係

介護福祉課

122 介護相談員派遣申出書
市川市介護相談員派遣事業実施に関する要綱第１３条関
係

介護福祉課

123 介護相談員派遣辞退届
市川市介護相談員派遣事業実施に関する要綱第１３条関
係

介護福祉課

124 市川市地域包括支援センター設置届出書
市川市地域包括支援センターの届出等に関する要綱　第
２条第１項

介護福祉課

125 市川市地域包括支援センター変更届出書
市川市地域包括支援センターの届出等に関する要綱　第
３条第１項

介護福祉課

126
市川市地域包括支援センター廃止・休止・再開届
出書

市川市地域包括支援センターの届出等に関する要綱　第
３条第２項

介護福祉課

127 入所受諾書 市川市老人福祉法の施行に関する規則第5条第2項 介護福祉課
128 葬祭受諾書 市川市老人福祉法の施行に関する規則第6条第2項 介護福祉課
129 被措置者状況変更届 市川市老人福祉法の施行に関する規則第12条 介護福祉課
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130

介護保険居宅介護(介護予防)サービス費・特例居
宅介護(介護予防)サービス費・地域密着型介護(介
護予防)サービス費・特例地域密着型介護(介護予
防)サービス費・居宅介護(介護予防)サービス計画
費・特例居宅介護(介護予防)サービス計画費・施
設介護サービス費・特例施設介護サービス費・特
定入所者介護(介護予防)サービス費・特例特定入
所者介護(介護予防)サービス費　支給申請書

市川市介護保険法施行細則 第18条 介護福祉課

131
介護保険居宅介護（介護予防）福祉用具購入費支
給申請書

介護保険法施行規則 第71条、第90条・市川市介護保険
法施行細則 第19条

介護福祉課

132
介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費支給申
請書

介護保険法施行規則 第75条、第94条・市川市介護保険
法施行細則 第20条

介護福祉課

133
介護保険高額介護（介護予防）サービス費支給申
請書

介護保険法施行規則第83条の4、第97条の2・市川市介護
保険法施行細則第21条

介護福祉課

134
高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証
明書交付申請書

介護保険法施行施行規則第83条の4の4、第97条の2の2・
市川市介護保険法施行細則 第21条の2

介護福祉課

135 介護保険利用者負担額減額・免除申請書
介護保険法第50条、第60条・市川市介護保険法施行細則
第22条

介護福祉課

136 介護保険負担限度額認定申請書
介護保険施行規則第83条の6、第97条の4・市川市介護保
険法施行細則第24条

介護福祉課

137
市町村民税課税世帯における食費・居住費の特例
減額措置に係る資産等申告書

介護保険施行規則第83条の6、第97条の4・市川市介護保
険法施行細則第24条

介護福祉課

138
介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申
請書

介護保険施行規則第83条の8、97条の4・市川市介護保険
法施行細則第28条の2

介護福祉課

139
高額介護（介護予防）サービス費支給申請書（総
合事業）

介護保険法施行規則第140条の63の2・市川市介護予防・
日常生活支援総合事業の実施に関する規則　第５条

介護福祉課

140
高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証
明書交付申請書

介護保険法施行規則第140条の63の2・市川市介護予防・
日常生活支援総合事業の実施に関する規則　第５条

介護福祉課

141 介護保険利用者負担額減額・免除申請書
介護保険法施行規則第140条の63の2・市川市介護予防・
日常生活支援総合事業の実施に関する規則　第５条

介護福祉課

142
市川市介護保険居宅サービス利用者負担額助成金
認定申請書

市川市介護保険居宅サービス利用者負担額助成規則　第
５条１項

介護福祉課
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143
市川市介護保険居宅サービス利用者負担額助成金
支給請求書

市川市介護保険居宅サービス利用者負担額助成規則　第
９条

介護福祉課

144
市川市介護保険社会福祉法人利用者負担額軽減対
象者確認申請書（兼同意書）

市川市社会福祉法人による生計困難者に対する介護保険
サービスに係る利用者負担額軽減事業実施要綱 第6条

介護福祉課

145 市川市居宅介護福祉用具購入費等委任受領届出書
市川市介護保険居宅介護福祉用具購入費等の委任受領に
関する規則　第3条

介護福祉課

146
市川市居宅介護福祉用具購入費等委任受領変更届
出書

市川市介護保険居宅介護福祉用具購入費等の委任受領に
関する規則　第５条

介護福祉課

147
市川市居宅介護福祉用具購入費等委任受領取りや
め届出書

市川市介護保険居宅介護福祉用具購入費等の委任受領に
関する規則　第５条

介護福祉課

148
市川市居宅介護住宅改修費等委任受領事業者登録
申請書

市川市介護保険居宅介護住宅改修費等の委任受領に係る
事業者の登録等に関する規則　第２条

介護福祉課

149 業務概要等届出書
市川市介護保険居宅介護住宅改修費等の委任受領に係る
事業者の登録等に関する規則　第２条

介護福祉課

150
市川市居宅介護住宅改修費等委任受領事業者登録
簿内容変更届出書

市川市介護保険居宅介護住宅改修費等の委任受領に係る
事業者の登録等に関する規則　第６条

介護福祉課

151 市川市住宅改修事業　廃止・休止・再開　届出書
市川市介護保険居宅介護住宅改修費等の委任受領に係る
事業者の登録等に関する規則　第６条

介護福祉課

152
訪問介護（ホームヘルプサービス）利用者負担額
減額認定申請書

市川市訪問介護利用者負担額助成規則第5条 介護福祉課

153
特例居宅介護サービス費等・特例居宅介護サービ
ス計画費等の代理受領に係る申出書

市川市基準該当居宅サービス事業者等及び基準該当居宅
介護支援事業者等の登録等に関する規則第2条

介護福祉課

154
介護保険特例居宅介護・介護予防サービス（計
画）費支給申請書兼受領委任書

市川市基準該当居宅サービス事業者等及び基準該当居宅
介護支援事業者等の登録等に関する規則第2条

介護福祉課

155
市川市ひとり暮らし高齢者等火災警報器給付引換
券

市川市ひとり暮らし高齢者等火災警報器給付事業実施要
綱

介護福祉課

156 介護保険サービスの種類指定変更申請書 市川市介護保険法施行細則第17条 介護福祉課

157
市川市地域生活支援事業費の代理受領に係る申出
書

市川市地域生活支援事業実施規則第7条の2 障がい者支援課

158
市川市地域生活支援サービスに係る地域生活支援
事業費請求書

市川市地域生活支援事業実施規則第8条 障がい者支援課

159 市川市地域生活支援サービス事業所登録申請書
市川市地域生活支援サービス事業者の登録等に関する規
則第4条

障がい者支援課

160
市川市地域生活支援サービス事業所登録申請事項
変更届出書

市川市地域生活支援サービス事業者の登録等に関する規
則第6条1項

障がい者支援課
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161
市川市地域生活支援サービス事業廃止・休止・再
開届出書

市川市地域生活支援サービス事業者の登録等に関する規
則6条2項

障がい者支援課

162 市川市地域生活支援サービス提供実績記録票
市川市地域生活支援サービス事業者の登録等に関する規
則第7条1項

障がい者支援課

163
市川市指定特定相談支援事業所　指定障害児相談
支援事業所指定申請書

市川市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援
事業者の指定等に関する規則第第2条1項

障がい者支援課

164
市川市指定特定相談支援事業所等・指定障害児相
談支援事業所等変更届出書

市川市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援
事業者の指定等に関する規則第3条1号

障がい者支援課

165
市川市指定特定相談支援事業所等・指定障害児相
談支援事業所等廃止・休止・再開届出書

市川市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援
事業者の指定等に関する規則第3条2号

障がい者支援課

166
市川市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に基づく業務管理体制の整備
に関する事項の届出書

市川市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援
事業者の指定等に関する規則第5条1項

障がい者支援課

167
市川市児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に
関する事項の届出書

市川市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援
事業者の指定等に関する規則第5条2項

障がい者支援課

168
市川市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に基づく業務管理体制の整備
に関する事項変更届出書

市川市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援
事業者の指定等に関する規則第6条1項

障がい者支援課

169
市川市児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に
関する事項変更届出書

市川市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援
事業者の指定等に関する規則第6条2項

障がい者支援課

170 特定事業所加算に係る届出書（相談支援事業所）
市川市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援
事業者の指定等に関する規則7条1項

障がい者支援課

171 体制加算に係る届出書（相談支援事業所）
市川市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援
事業者の指定等に関する規則7条2項

障がい者支援課

172 基準該当障害福祉サービス事業所登録申請書
市川市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関す
る規則第4条

障がい者支援課

173
基準該当障害福祉サービス事業所登録申請事項変
更届出書

市川市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関す
る規則第9条1項

障がい者支援課

174
基準該当障害福祉サービス事業廃止・休止・再開
届出書

市川市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関す
る規則第9条3項

障がい者支援課

175 特例介護給付費等の代理受領に係る申出書
市川市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関す
る規則第11条1項

障がい者支援課

176 市川市レスパイトサービス事業補助金交付申請書 市川市レスパイトサービス事業補助金交付要綱第5条 障がい者支援課
177 市川市レスパイトサービス事業補助金実績報告書 市川市レスパイトサービス事業補助金交付要綱第7条 障がい者支援課
178 市川市レスパイトサービス事業補助金交付請求書 市川市レスパイトサービス事業補助金交付要綱第9条 障がい者支援課

179
市川市レスパイトサービス事業補助金概算払交付
請求書

市川市レスパイトサービス事業補助金交付要綱第10条2
項

障がい者支援課

180
市川市指定障害福祉サービス事業所家賃等補助金
交付申請書

市川市指定障害福祉サービス事業所家賃等補助金交付要
綱第5条

障がい者支援課
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181
市川市指定障害福祉サービス事業所家賃等補助金
概算払交付請求書

市川市指定障害福祉サービス事業所家賃等補助金交付要
綱第7条2項

障がい者支援課

182
市川市指定障害福祉サービス事業所家賃等補助金
交付申請事項変更等承認申請書

市川市指定障害福祉サービス事業所家賃等補助金交付要
綱第8条1項

障がい者支援課

183
市川市指定障害福祉サービス事業所家賃等補助金
実績報告書

市川市指定障害福祉サービス事業所家賃等補助金交付要
綱第9条1項

障がい者支援課

184
市川市指定障害福祉サービス事業所家賃等補助金
交付請求書

市川市指定障害福祉サービス事業所家賃等補助金交付要
綱第11条

障がい者支援課

185
市川市地域活動支援センター等新型コロナウイル
ス感染症の感染拡大防止対策給付金交付申請書兼
実績報告書兼請求書

市川市地域活動支援センター等新型コロナウイルス感染
症の感染拡大防止対策給付金交付要綱第5条1項

障がい者支援課

186
市川市社会福祉法人地域活動支援センター等新型
コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策給付金
交付申請書兼実績報告書兼請求書

市川市社会福祉法人地域活動支援センター等新型コロナ
ウイルス感染症の感染拡大防止対策給付金交付要綱第5
条1項

障がい者支援課

187
市川市障害者グループホーム等入居者家賃助成金
交付申請書

市川市障害者グループホーム等入居者家賃助成金交付要
綱第5条

障がい者支援課

188
市川市障害者グループホーム等入居者家賃助成金
変更等承認申請書

市川市障害者グループホーム等入居者家賃助成金交付要
綱第7条

障がい者支援課

189
市川市障害者グループホーム等入居者家賃助成金
交付請求書

市川市障害者グループホーム等入居者家賃助成金交付要
綱（第8条）

障がい者支援課

190
市川市障害者グループホーム等入居者家賃助成金
代理受領に係る交付請求書

市川市障害者グループホーム等入居者家賃助成金交付要
綱（第10条）

障がい者支援課

191
市川市障害者グループホーム等入居者家賃助成金
代理受領委任状

市川市障害者グループホーム等入居者家賃助成金交付要
綱（第10条）

障がい者支援課

192 市川市難病患者等福祉手当資格喪失届 市川市難病患者等福祉手当支給規則24条・25条 障がい者支援課

193 市川市ねたきり身体障害者等介護手当資格喪失届
市川市ねたきり身体障害者等介護手当支給規則23条・24
条

障がい者支援課

194 市川市重度障害者福祉手当資格喪失届 市川市重度障害者福祉手当支給条例施行規則10条・11条 障がい者支援課
195 市川市心身障害児福祉手当資格喪失届 市川市重度障害者福祉手当支給条例施行規則10条・11条 障がい者支援課

196
市川市重度心身障害者（児）医療費助成受給資格
登録申請書

市川市重度心身障害者医療費助成規則6条 障がい者支援課

197
市川市重度心身障害者（児）医療費助成登録申請
事項変更届

市川市重度心身障害者医療費助成規則8条 障がい者支援課

198
市川市重度心身障害者（児）医療費助成受給資格
現況届

市川市重度心身障害者医療費助成規則16条 障がい者支援課

199 市川市福祉タクシー利用登録申請書 市川市福祉タクシー事業要綱 障がい者支援課
200 市川市重度身体障害者等移送費助成金交付申請書 市川市重度身体障害者等移送費助成金交付要綱 障がい者支援課



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

201
市川市補装具費（購入・借受け・修理）支給・負
担上限月額減額免除申請書

市川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す
るための法律の施行に関する規則20条　省令第65条の７
第１項の申請書又は政令第43条の３

障がい者支援課

202 市川市補装具支給券
市川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す
るための法律の施行に関する規則21条

障がい者支援課

203 代理受領委任状
市川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す
るための法律の施行に関する規則21条

障がい者支援課

204
市川市日常生活用具給付事業に係る地域生活支援
事業費支給・取付工事費用申請書

市川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す
るための法律の施行に関する規則13条

障がい者支援課

205
自立支援医療（育成・更生）支給認定申請書（新
規・再認定・変更）

市川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す
るための法律の施行に関する規則第15条　省令第35条第
１項及び第45条第１項

障がい者支援課

206
自立支援医療（育成医療・更生医療）受給者証等
記載事項変更届出書

市川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す
るための法律の施行に関する規則第17条　省令第47条第
１項

障がい者支援課

207
自立支援医療受給者証（育成医療・更生医療）再
交付申請書

市川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す
るための法律の施行に関する規則第18条　省令第48条第
１項

障がい者支援課

208 治療装具費請求書（育成医療）

市川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す
るための法律の施行に関する規則　第19条　支給認定障
害者等は、育成医療の実施に必要な治療装具（以下「治
療装具」という。）に係る自立支援医療費を請求しよう
とするときは、治療装具費請求書（様式第25号の３

障がい者支援課

209 代理受領委任状（育成医療）
市川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す
るための法律の施行に関する規則

障がい者支援課

210
市川市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具購入
費助成金交付申請書

市川市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具購入費助成
金交付規則費助成金交付規則 7条

障がい者支援課

211
市川市経度・中度難聴児補聴器購入費助成交付申
請書

市川市経度・中度難聴児補聴器購入費助成金交付要綱7
条規則第３条１項

障がい者支援課

212 市川市経度・中度難聴児補聴器購入費助成券
市川市経度・中度難聴児補聴器購入費助成金交付要綱９
条

障がい者支援課

213
市川市経度・中度難聴児補聴器購入費助成金代理
受領委任状

市川市経度・中度難聴児補聴器購入費助成金交付要綱９
条

障がい者支援課

214 市川市自動車運転免許取得助成交付金申請書
市川市自動車運転免許取得助成交付金要綱４条　規則３
条１項

障がい者支援課

215 市川市自動車改造助成金交付申請書 市川市自動車改造助成金交付要綱４条　規則３条１項 障がい者支援課
216 市川市精神障害者入院医療費助成金交付申請書 市川市精神障害者入院医療費助成金交付規則６条１項 障がい者支援課



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

217 口座振込依頼書
市川市精神障害者入院医療費助成金交付規則６条２項４
号

障がい者支援課

218
市川市地域生活支援サービスに係る地域生活支援
事業費支給申請書

市川市地域生活支援事業実施規則第５条 障がい者支援課

219
市川市心身障害者扶養年金制度加入者掛金助成金
交付申請書

市川市心身障害者扶養年金制度加入者掛金助成規則 障がい者支援課

220 介護扶助申請書 生活保護法施行細則準則様式第12号 生活支援課
221 同意書 介護扶助運営要領 生活支援課
222 同意書 介護扶助運営要領 生活支援課

223 市川市高齢者福祉住宅使用誓約書
市川市高齢者福祉住宅の設置及び管理に関する条例施行
規則第7条

市営住宅課


	【福祉部】押印廃止一覧 

