
全庁 補助金等交付申請書　等 請求書のみ必要
秘書課 秘書係 後援申請
秘書課 秘書係 沼田市広報広告掲載取下申出書
秘書課 広報広聴係 沼田市広報広告掲載申込書一式
総務課 行政係 町名設定証明書交付申請
総務課 行政係 町分割申請書
総務課 行政係 地区変更届
総務課 行政係 事業後援(共催)申請書
総務課 行政係 行政不服審査請求書
総務課 行政係 公金外現金取扱要領
総務課 （自衛隊家族会） 家族会退会届
総務課 文書法制係 行政情報公開請求書
総務課 文書法制係 個人情報開示請求書
総務課 文書法制係 複写申込書
総務課 文書法制係 文書管理基準変更依頼票
総務課 文書法制係 法規審査事案提出書
総務課 職員係 出勤簿
総務課 職員係 給与口座振込申出書
総務課 職員係 寒冷地手当世帯主等認定（変更）申請書
総務課 職員係 会計年度任用職員　任用計画書
総務課 職員係 再任用希望調査書
総務課 職員係 優遇退職申出書
総務課 職員係 沼田市職員表彰内申書
総務課 職員係 営利企業等従事許可申請書
総務課 職員係 会計年度職員営利企業等従事報告書
総務課 職員係 職員駐車場利用申込書
総務課 職員係 職員駐車場利用終了届
地域安全課 防災安全係 被災証明申請書
地域安全課 防災安全係 罹災証明申請書
地域安全課 防災安全係 消防団員在籍証明申請書
地域安全課 防災安全係 消防団入団宣誓書
地域安全課 防災安全係 消防団員退職及び任命申請書
地域安全課 防災安全係 消防団長推薦書

地域安全課 交通防犯係
高齢者自動車運転免許証自主返納支援事業申請
書

地域安全課 交通防犯係 交通指導員推薦書
企画政策課 企画調整係 提案書
企画政策課 企画調整係 進行管理・事務事業評価に関する報告
企画政策課 情報管理係 ＵＳＢメモリ等使用承認申請書

企画政策課 情報管理係
ＵＳＢメモリ等外部持ち出し承認申請簿兼管理
簿

財政課 財政係 歳入歳出予算 提出表紙
財政課 財政係 債務負担行為見積書
財政課 財政係 繰越明許費見積書
財政課 財政係 継続費見積書
財政課 財政係 財務会計システム使用権限設定申請書
財政課 財政係 細節等コード新設表
財政課 財政係 予算流用決定通知書
財政課 財政係 予備費充用決定通知書
財政課 財政係 弾力条項適用決定通知書
財政課 財政係 継続費繰越決定通知書
財政課 財政係 繰越明許費繰越決定通知書
財政課 財政係 事故繰越し決定通知書
財政課 ＦＭ推進係 誓約書（ＦＭ民間提案制度）
財政課 ＦＭ推進係 簡易提案書（ＦＭ民間提案制度）

押印を廃止した申請書等（内規等で定めたもの）

担当課係名 申請書名等 備考



財政課 ＦＭ推進係 関連事業実績一覧表（ＦＭ民間提案制度）
財政課 ＦＭ推進係 提案辞退届出書（ＦＭ民間提案制度）
財政課 ＦＭ推進係 誓約書（トライアル・サウンディング）
財政課 ＦＭ推進係 質問書
財政課 財産管理係 普通財産譲与（譲渡）申請書
財政課 財産管理係 土地利用計画書
財政課 財産管理係 駐車場借用申請書
財政課 財産管理係 行政財産使用許可申請書
財政課 財産管理係 行政財産使用許可書
財政課 財産管理係 普通財産貸付申請書
財政課 財産管理係 普通財産貸付契約変更申請書
財政課 財産管理係 普通財産交換申請書
財政課 財産管理係 交換差金(売払代金)延納申請書
財政課 財産管理係 補助金等交付申請書
財政課 財産管理係 実績報告書
財政課 財産管理係 テナント応募登録申込書
財政課 財産管理係 提案書
財政課 財産管理係 下之町（立体）駐車場定期券受領書
財政課 財産管理係 庁用バス使用予約申込書
財政課 財産管理係 公有財産異動報告書
財政課 財産管理係 公有財産異動通知書
財政課 財産管理係 公有財産災害報告書
財政課 財産管理係 会議室等先行予約申込書
財政課 財産管理係 事務協議申入書
財政課 財産管理係 公有財産引継書
白沢支所 地域係 沼田市白沢農村環境改善センター
白沢支所 地域係 岩室広場使用申請書
白沢支所 地域係 借用書(栗生ダム林道ゲート）
白沢支所 地域係 白沢支所備品等借用申請書
利根支所 生活係 沼田市集落支援員活動状況報告書
市民課 市民窓口係 印鑑証明・住民票・戸籍等に関する請求書
市民課 市民窓口係 住民異動届
市民課 市民窓口係 自動車臨時運行許可申請書
市民課 市民窓口係 郵送による戸籍証明書等請求書
市民課 市民窓口係 住民票の写しの広域交付請求書
市民課 市民窓口係 通称記載申出書
市民課 市民窓口係 通称削除申出書
市民課 市民窓口係 旧氏記載請求書
市民課 市民窓口係 旧氏削除請求書
市民課 市民窓口係 旧氏変更請求書
市民課 市民窓口係 本人通知制度事前登録申込書
市民課 市民窓口係 本人通知制度事前登録（変更・廃止）届出書

市民課 市民窓口係
住民基本台帳事務における支援措置申出書（新
規・延長・変更）

市民課 市民窓口係 改葬許可申請書
市民課 市民窓口係 埋火葬許可申請書
市民課 市民窓口係 印鑑登録証明書無償交付依頼
市民課 市民窓口係 戸籍・住民票等の無償交付申請
市民課 市民窓口係 委任状
市民課 市民窓口係 転出届(郵送用)
課税課 市民税係 還付金口座振込先依頼書
課税課 市民税係 納税通知書等送付先変更届
課税課 市民税係 租税条約に関する届出書
課税課 市民税係 軽自動車等不能申告書
課税課 市民税係 入湯税納入申告書
課税課 市民税係 経営申告書(入湯税)
課税課 市民税係 経営異動申告書(入湯税)
課税課 資産税係 家屋異動申告書
課税課 資産税係 新築住宅に対する固定資産税の減額申告書



課税課 資産税係
サービス付き高齢者向け住宅等に係る固定資産
税減額申告書（条例附則第１０条の３関係）

課税課 資産税係 固定資産税の非課税申告書
課税課 資産税係 固定資産税の課税標準の特例適用に係る申告書

課税課 資産税係
東日本大震災の原子力災害による居住困難区域
内資産に係る固定資産税等の代替資産特例適用
申告書

課税課 資産税係 住宅用地の異動申告書
課税課 資産税係 被災住宅用地に対する特例適用申告書

課税課 資産税係
住宅建替中の土地に係る固定資産税及び都市計
画税の課税標準額の特例申告書

課税課 資産税係 縦覧・閲覧整理票
課税課 資産税係 還付金口座振込依頼書
課税課 資産税係 固定資産税納税通知書送付先変更届
課税課 資産税係 固定資産税納税管理人申告書
課税課 資産税係 住所・氏名変更届
課税課 資産税係 固定資産税共有資産に関する代表者届出書
課税課 資産税係 固定資産税共有資産に関する代表者廃止届出書
課税課 資産税係 耐震改修工事に関する固定資産税減額申告書

課税課 資産税係
バリアフリー改修工事に関する固定資産税減額
申告書

課税課 資産税係 省エネ改修工事に関する固定資産税減額申告書
課税課 資産税係 公図等閲覧・交付（複写）申請書
収納課 収納整理係 分納誓約書
収納課 納税係 市税証明交付・閲覧請求書
収納課 納税係 委任状
収納課 納税係 証明請求聞き取り表
収納課 納税係 市税口座振替停止等申出書
収納課 納税係 還付金口座振込先依頼書
収納課 納税係 納税確認連絡表
市民協働課 協働推進係 補助金等交付申請書
市民協働課 協働推進係 請書
市民協働課 協働推進係 補助金等交付変更(中止)申請書
市民協働課 協働推進係 沼田市市民活動センター資料等印刷申込書
市民協働課 協働推進係 市民協働によるまちづくり事業計画書
市民協働課 協働推進係 市民協働によるまちづくり事業実施団体の概要

市民協働課 市民相談係
特別定額給付金用配偶者暴力被害申出受理確認
書交付申出書

市民協働課 市民相談係 食品等放射性物質検査申込書
市民協働課 市民相談係 立入検査成績表
市民協働課 市民相談係 現認書
市民協働課 市民相談係 特定計量器販売事業届出書
市民協働課 市民相談係 届出書記載事項変更届
市民協働課 市民相談係 事業廃止届
市民協働課 市民相談係 補助金等交付申請書
市民協働課 市民相談係 請書
市民協働課 市民相談係 補助金等交付変更(中止)申請書
市民協働課 市民相談係 補助金事業実績報告書
環境課 環境係 騒音特定施設等設置届出書
環境課 環境係 騒音特定施設等使用届出書
環境課 環境係 騒音特定施設等の種類ごとの数変更届出書
環境課 環境係 騒音等の防止の方法変更届出書
環境課 環境係 氏名（名称・住所・所在地）変更届出書
環境課 環境係 騒音特定施設等使用廃止届出書
環境課 環境係 承継届出書
環境課 環境係 特定建設作業実施届出書
環境課 環境係 公害防止責任者選任（死亡・解任）届出書
環境課 環境係 放射線量測定機器貸出申請書兼借用書
社会福祉課 保護係 生活保護法による保護申請書



社会福祉課 保護係 住宅改修計画書
社会福祉課 保護係 自立促進事業支給申請書
社会福祉課 保護係 資産申告書
社会福祉課 保護係 生業計画書
社会福祉課 保護係 口座振替支払申請書（保護費）
社会福祉課 保護係 口座振替支払申請書（住宅費）
社会福祉課 保護係 収入申告書
社会福祉課 保護係 家賃・間代・地代証明書
社会福祉課 保護係 同意書
社会福祉課 保護係 葬祭扶助申請書
社会福祉課 保護係 保護変更申請書（傷病届）
社会福祉課 保護係 給与証明書
社会福祉課 保護係 同意書（ケアプラン照会）
社会福祉課 保護係 就労自立給付金申請書
社会福祉課 保護係 進学準備給付金申請書
社会福祉課 保護係 ７８条に基づく徴収金支払申出書
社会福祉課 保護係 ７７条の２徴収金支払申出書
社会福祉課 保護係 収入申告書
社会福祉課 保護係 求職活動状況申告書
社会福祉課 保護係 求職活動状況・収入申告書
社会福祉課 保護係 求職活動状況・収入申告書（就労指導）
社会福祉課 保護係 就職証明書
社会福祉課 保護係 求職活動等申告書（児扶手受給者用）
社会福祉課 保護係 生活保護第６１条に基づく収入の申告について

社会福祉課 保護係
要保護世帯向け不動産担保型生活資金利用同意
書

社会福祉課 保護係
要保護世帯向け不動産担保型生活資金借入申込
書

社会福祉課 保護係 検診書
社会福祉課 保護係 検診料請求書
社会福祉課 保護係 診察料・検査料請求書
社会福祉課 保護係 生活困窮者住居確保給付金支給申請書

社会福祉課 障害福祉係
障害児通所給付申請書兼利用者負担額減額。免
除等申請書

社会福祉課 障害福祉係
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

社会福祉課 障害福祉係 障害児通所給付費内容変更申請
社会福祉課 障害福祉係 障害者通所給付費受給者証再交付申請書
社会福祉課 障害福祉係 利用者負担上限額管理事務依頼（変更）届出書

社会福祉課 障害福祉係
サービス利用計画案・障害児支援利用計画案提
出依頼書

社会福祉課 障害福祉係 日常生活用具給付申請書
社会福祉課 障害福祉係 身体障害（児）者補装具交付（修理）申請書
社会福祉課 障害福祉係 特別障害者手当認定請求書
社会福祉課 障害福祉係 特別障害者手当口座振替申込書
社会福祉課 障害福祉係 特別障害者手当所得状況届
社会福祉課 障害福祉係 特別障害者手当住所（氏名）変更届
社会福祉課 障害福祉係 特別障害者手当資格喪失届
社会福祉課 障害福祉係 障害児福祉手当認定請求書
社会福祉課 障害福祉係 障害児福祉手当口座振替申込書
社会福祉課 障害福祉係 障害時福祉手当住所（氏名）変更届
社会福祉課 障害福祉係 ヘルプマーク交付事業申出事由等確認票
社会福祉課 障害福祉係 思いやり駐車証利用証交付申出書
子ども課 保育係 教育・保育給付認定申請書
子ども課 保育係 保育関係施設利用申込書
子ども課 保育係 教育・保育給付認定現況届
子ども課 保育係 教育・保育給付認定変更申請書
子ども課 保育係 教育・保育給付認定変更届出書



子ども課 保育係
子ども・子育て支援支給認定証交付（再）申請
書

子ども課 保育係 教育・保育給付認定取消申請書
子ども課 保育係 保育必要量の変更に係る申出書

子ども課 保育係
子育てのための施設等利用給付認定申請書(法
第30条の4第2号・第3号)

子ども課 保育係
子育てのための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)

子ども課 保育係
子育てのための施設等利用給付認定現況届(法
第30条の4第2号・第3号)

子ども課 保育係 施設等利用給付認定取消申請書
子ども課 保育係 保育園利用中止(辞退)
子ども課 保育係 委任状
子ども課 保育係 施設継続利用（育児休業扱い）に伴う確約書
子ども課 保育係 求職状況確認書
子ども課 保育係 広域入所を必要とする理由書
子ども課 保育係 就労証明書
子ども課 保育係 申立書
子ども課 保育係 転入に関する確約書
子ども課 保育係 証明書発行申請書

子ども課 保育係
児童手当に係る学校給食費等の徴収等に関する
申出書

子ども課 保育係 利用者負担額(保育料)分納誓約書
子ども課 保育園 個人情報同意書
子ども課 保育園 緊急連絡網同意書
子ども課 保育園 意見書
子ども課 保育園 登園届
子ども課 保育園 スポーツ共済同意書
子ども課 保育園 給食賄材料納入希望届

子ども課 子育て支援係
ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支
援事業
受講対象講座指定申請書

子ども課 子育て支援係
ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支
援事業
給付金支給申請書

子ども課 子育て支援係 沼田市結婚新生活支援補助金交付申請書
子ども課 子育て支援係 無職・無収入申立書兼誓約書

国保年金課 国保係
新型コロナウイルス感染症の影響に係る沼田市
国民健康保険税減免申請書

国保年金課 国保係
新型コロナウイルス感染症の影響に係る収入申
立書

国保年金課 国保係 国民健康保険税減免申請書
国保年金課 国保係 特例対象被保険者等に係る申告書
国保年金課 国保係 国民健康保険税納付方法変更申出書
国保年金課 国保係 国民健康保険税簡易申告書

国保年金課 国保係
国民健康保険被保険者証等再交付（窓口交付）
申請書

国保年金課 国保係 国民健康保険高齢受給者証再交付申請書
国保年金課 国保係 〔学〕被保険者証交付申請書
国保年金課 国保係 〔学〕被保険者証非該当申請書
国保年金課 国保係 国民健康保険限度額適用認定申請書

国保年金課 国保係
国民健康保険限度額適用・標準負担額認定申請
書

国保年金課 国保係 国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書
国保年金課 国保係 同意書（療養費）
国保年金課 国保係 〔遠〕被保険者証交付申請書
国保年金課 国保係 〔遠〕被保険者証非該当申請書
国保年金課 国保係 国民健康保険負担区分等証明書交付申請書
国保年金課 国保係 国民健康保険異動届



国保年金課 国保係
社会福祉施設等入所者住所地主義の特例に関す
る届書

国保年金課 国保係 自傷行為等による傷病届

国保年金課 国保係
国民健康保険被保険者加入状況証明書交付申請
書

国保年金課 医療年金係
後期高齢者医療　第三者による限度額適用・標
準負担額減額認定証申請の誓約書

国保年金課 医療年金係 後期高齢者医療　送付先変更・取消届
国保年金課 医療年金係 後期高齢者医療保険料納付変更申出書
国保年金課 医療年金係 後期高齢者医療保険料還付請求書
国保年金課 医療年金係 老齢基礎年金支給繰り上げ請求同意書
健康課 保健係 沼田市不育症治療費助成金交付申請書

健康課 保健係
沼田市不育症治療費助成事業医療機関受診証明
書

健康課 保健係 沼田市産後ケア事業利用申請書
健康課 保健係 沼田市産後ケア事業実施報告書
健康課 保健係 沼田市妊婦健康診査費助成金交付申請書
健康課 保健係 沼田市産婦健康診査費助成金交付申請書
健康課 保健係 沼田市新生児聴覚検査費助成金交付申請書

健康課 予防係
がん患者ウイッグ等購入費助成金申請用代理申
請委任状

健康課 予防係 沼田市インフルエンザ予防接種費用助成申請書
健康課 予防係 沼田市高齢者肺炎球菌予防接種費用助成申請書
健康課 予防係 沼田市風しん予防接種費用助成申請書

健康課 予防係
契約医療機関以外で実施する予防接種の接種申
請書

健康課 予防係 予防接種証明書交付申請書
健康課 予防係 受診シール再交付申請書
健康課 予防係 犬の登録等申請書
健康課 予防係 沼田市子宮頸がん・乳がん検診申請書
健康課 予防係 沼田市胃バリウム検診申請書
健康課 予防係 沼田市がん検診推進事業関係書類再交付申請書
健康課 予防係 沼田市胃がん【胃内視鏡】検診申請書
健康課 予防係 胸部結核検診受診証明書発行申請書
健康課 予防係 肺がん検診受診証明書発行申請書
産業振興課 産業振興係 先端設備等導入計画に係る認定申請書
産業振興課 産業振興係 先端設備等に係る誓約書
産業振興課 産業振興係 先端設備等に係る誓約書（建物）
産業振興課 産業振興係 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
産業振興課 産業振興係 変更後の先端設備等に係る誓約書
産業振興課 産業振興係 変更後の先端設備等に係る誓約書（建物）

産業振興課 産業振興係
先端設備等導入計画に係る認定申請書関する確
認書

産業振興課 産業振興係 特定工場新設（変更）届出書（一般用）
産業振興課 産業振興係 特定工場新設（変更）届出調書

産業振興課 産業振興係
中小企業信用保険法第２条第６項の規定による
認定申請書

産業振興課 産業振興係
中小企業信用保険法第２条第５項第５号の規定
による認定申請書

産業振興課 産業振興係
中小企業信用保険法第２条第５項第４号の規定
による認定申請書

産業振興課 産業振興係 誓約書（暴力団関係）

産業振興課 産業振興係
創業者融資利子補給金交付申請に係る利子支払
証明書

産業振興課 商工振興係 沼田市優良技能者推薦書
産業振興課 商工振興係 教養教室・スポーツ教室申込書
産業振興課 商工振興係 利根沼田勤労者ソフトボール大会参加申込書
産業振興課 商工振興係 利根沼田勤労者卓球大会参加申込書
産業振興課 商工振興係 新規学卒就職者激励会参加申込書



産業振興課 商工振興係 新規学卒就職者研修会参加申込書

産業振興課 商工振興係
小規模事業者持続化補助金（コロナ特別対応
型）における新型コロナウイルスの影響を受け
た事業者の証明書

産業振興課 商工振興係
沼田市産業振興ポータルサイト事業者情報入力
シート申請書

農林課 農業振興係 沼田ブランド農産物承認申請書
農林課 森林整備係 沼田市獣害防止策補助金交付事業
農林課 森林整備係 沼田市竹粉砕機貸出事業
観光交流課 交流推進係 沼田市移住促進トライアルハウス利用申請書
建設課 管理係 境界立会申請書
建設課 管理係 境界立会申請書添付委任状
建設課 管理係 境界の証明願
建設課 管理係 寄付事前協議書
建設課 管理係 寄付道路工事着手届
建設課 管理係 寄付道路工事完了届
建設課 管理係 道路占用許可申請(協議）書
建設課 管理係 道路占用工事着手届
建設課 管理係 道路占用工事完了届
建設課 管理係 道路占用廃止届
建設課 管理係 権利譲渡承認申請書(道路占用)
建設課 管理係 地位継承届(道路占用)
建設課 管理係 公共物敷地占用(使用）等工事着手届
建設課 管理係 公共物敷地占用(使用）等工事完了届
建設課 管理係 公共物敷地占用(使用）等廃止届
建設課 管理係 工事施行承認申請書
建設課 管理係 承認工事着手届
建設課 管理係 承認工事完了届
建設課 管理係 公共物改良工事着手届
建設課 管理係 公共物改良工事完了届
建設課 管理係 準用河川工事着手届
建設課 管理係 準用河川工事完了届
建設課 管理係 道路掘削申請書
建設課 管理係 原材料等交付申請書
建設課 管理係 原材料支給完了届
建設課 管理係 道路交通制限執行許可申請書
建設課 管理係 道路台帳証明願
建設課 管理係 道路幅員証明願
建設課 管理係 沼田市除雪機等購入費補助金申請書
建築住宅課 建築指導係 建築物と敷地に関する調査書 　
建築住宅課 建築指導係 建築確認証明書
建築住宅課 建築指導係 道路位置指定証明書
建築住宅課 建築指導係 工作物確認証明書
建築住宅課 建築指導係 空き家解体補助金交付申請書
建築住宅課 建築指導係 空き家解体補助金交付変更申請書
建築住宅課 建築指導係 空き家解体補助金工事中止届
建築住宅課 建築指導係 空き家解体補助金工事完了報告書

建築住宅課 営繕住宅係 退職証明書
入居者のものの
み不要

建築住宅課 営繕住宅係 退職予定証明書
入居者のものの
み不要

建築住宅課 営繕住宅係 婚約証明書
入居者のものの
み不要

建築住宅課 営繕住宅係 申出書（離婚等）

建築住宅課 営繕住宅係 申出書（就労）
入居者のものの
み不要

建築住宅課 営繕住宅係 申出書（未婚）
建築住宅課 営繕住宅係 退職証明書不提出の理由について



建築住宅課 営繕住宅係 同意書
入居者のものの
み不要

建築住宅課 営繕住宅係 申出書（持家）
建築住宅課 営繕住宅係 退職証明書不提出の理由について（廃業）
建築住宅課 営繕住宅係 申出書（持家所有権転移）
建築住宅課 営繕住宅係 緊急連絡人届出書
建築住宅課 営繕住宅係 申出書（行方不明）
建築住宅課 営繕住宅係 申出書（申込者変更）
都市計画課 計画係 沼田駅前駐車場使用料返金申出書
都市計画課 計画係 開発協議変更届出書
都市計画課 計画係 地位継承届
都市計画課 計画係 低未利用土地等確認申請書
都市計画課 計画係 低未利用土地等上等前の利用について
都市計画課 計画係 低未利用土地等上等後の利用について
都市計画課 計画係 協議変更届出書
都市計画課 計画係 工事届出書
都市計画課 計画係 工事完了届出書
都市計画課 都市施設係 都市公園占用許可申請書

都市計画課 都市施設係
市民緑化推進事業
補助金等交付申請書

都市計画課 都市施設係
市民緑化推進事業
補助金交付指令

都市計画課 都市施設係
市民緑化推進事業
補助金等交付変更申請書

都市計画課 都市施設係 土地一時使用許可申請書
都市計画課 街なか対策室 仮）天狗プラザ使用申請書
都市計画課 街なか対策室 仮）天狗プラザ使用報告書
都市計画課 街なか対策室 土地区画整理審議会委員立候補届
都市計画課 街なか対策室 土地区画整理審議会委員候補者推薦届
都市計画課 街なか対策室 土地区画整理審議会委員候補者推薦届承諾書
都市計画課 街なか対策室 土地区画整理審議会委員候補者辞退届
都市計画課 街なか対策室 借地権申告書
都市計画課 街なか対策室 借地権以外の権利の申告書
都市計画課 街なか対策室 権利変動届出書
都市計画課 街なか対策室 相続届出書
都市計画課 街なか対策室 所有権移転届出書
都市計画課 街なか対策室 住所（氏名）変更届出書
都市計画課 街なか対策室 代表者選任通知書
都市計画課 街なか対策室 代理人指定届出書
都市計画課 街なか対策室 権限届出書
都市計画課 街なか対策室 受領書
都市計画課 街なか対策室 換地変更願
都市計画課 街なか対策室 仮換地指定等証明願
都市計画課 街なか対策室 底地証明願
都市計画課 街なか対策室 工事着手届
都市計画課 街なか対策室 工事完了届
都市計画課 街なか対策室 立ち退き着手届
都市計画課 街なか対策室 立ち退き完了届
都市計画課 街なか対策室 移転除却完了期日延期願い
上下水道課 管理係 水道使用異動届
会計局 出納係 マイナンバー（個人番号）届出書
会計局 出納係 沼田市預金口座振替依頼書 届出印は、必要
会計局 出納係 出納職員任免報告書
会計局 出納係 過誤納金充当通知書
会計局 出納係 歳入不納欠損通知書
会計局 出納係 未調定債権現在額通知書
会計局 出納係 基金異動通知書
会計局 出納係 基金通帳等保管依頼文書（証書、定期預金等）
会計局 出納係 公金収入事務委託協議書



会計局 出納係 重要物品現在高通知書
会計局 出納係 借入書（釣り銭）
会計局 出納係 収入支出予定書
会計局 出納係 債権者登録申請書
教育総務課 給食係 アレルギー等による給食の対応について
生涯学習課 社会教育係 芸術文化振興基金助成事業要望書
生涯学習課 社会教育係 事業後援申請書
生涯学習課 社会教育係 「改訂きりえ沼田かるた」使用許可申請書
生涯学習課 図書館奉仕係 図書館資料貸出申込書（個人用）
生涯学習課 図書館奉仕係 図書館資料貸出申込書（団体用）
生涯学習課 図書館奉仕係 図書資料複写申込書
生涯学習課 図書館奉仕係 インターネット利用申込書
生涯学習課 図書館奉仕係 資料弁償申出書
生涯学習課 図書館奉仕係 図書館施設使用許可申請書
文化財保護課 資料閲覧及び撮影等申請書
文化財保護課 写真利用（借用・転載）申請書
文化財保護課 文化財保護係 吹割渓ならびに吹割瀑撮影許可申請書
文化財保護課 文化財保護係 埋蔵文化財包蔵地の事前照会依頼書
文化財保護課 文化財保護係 埋蔵文化財発掘の届け出
文化財保護課 文化財保護係 埋蔵文化財発掘の通知
スポーツ振興課 スポーツ振興係有料公園施設利用変更・取消申請書
スポーツ振興課 スポーツ振興係物品（備品）借用申請書兼許可書
スポーツ振興課 スポーツ振興係校庭夜間照明施設使用許可申請書
スポーツ振興課 スポーツ振興係学校体育施設使用許可申請書
スポーツ振興課 スポーツ振興係学校体育施設開放使用登録団体申請書

スポーツ振興課 スポーツ振興係
委任状（還付申請の時に利用申請者と還付申請
者が異なるときに使用）

監査委員事務局 監査係 住民監査請求
監査委員事務局 監査係 個別外部監査請求

農業委員会事務局 農地係 農地等の利用状況報告書
法人対象・委任
状要

農業委員会事務局 農地係 農地法第３条の３の規定による届出書 法人は委任状要

農業委員会事務局 農地係 農地所有適格法人報告書
法人対象・委任
状要

農業委員会事務局 農地係
農地法第４条第１項第９号の規定による農地転
用届出書

法人は委任状要

農業委員会事務局 農地係 農地転用許可後の事業完了工事進捗状況報告書 法人は委任状要

農業委員会事務局 農地係 農地法第７条第５項に規定する届出書
法人対象・委任
状要

農業委員会事務局 農地係
農地法第１８号第１項第４号の規定による届出
書

法人は委任状要

農業委員会事務局 農地係 農地法第１８号第１項の規定による許可申請書 法人は委任状要

農業委員会事務局 農地係
現況証明願（昭和21年11月21日以前に転用した
もの）

法人は委任状要

農業委員会事務局 農地係
現況証明願（昭和21年11月22日以降に許可を受
けて転用したもの）

法人は委任状要

農業委員会事務局 農地係 農地法第43条第１項の規定による届出書 法人は委任状要
農業委員会事務局 農地係 形質変更届 法人は委任状要
農業委員会事務局 農地係 形質変更完了届 法人は委任状要
農業委員会事務局 農地係 農地改良届出書 法人は委任状要
農業委員会事務局 農地係 農地改良完了届 法人は委任状要
農業委員会事務局 農地係 制限除外の農地移動通知 法人は委任状要
農業委員会事務局 農地係 和解の仲介申立書 法人は委任状要
農業委員会事務局 農地係 和解調書 法人は委任状要
農業委員会事務局 農地係 許可農地と同一であることの証明願 法人は委任状要
農業委員会事務局 農地係 農地法関係許可指令訂正願 法人は委任状要



農業委員会事務局 農地係 農地法関係許可取消願

法人は委任状
要・連名の一方
が提出の場合は
委任状

農業委員会事務局 農地係 農地法関係許可証明願 法人は委任状要

農業委員会事務局 農地係 農地一時転用許可期限延長願

法人は委任状
要・連名の一方
が提出の場合は
委任状

農業委員会事務局 農地係 農地法関係許可申請取下願

法人は委任状
要・連名の一方
が提出の場合は
委任状

農業委員会事務局 農地係 農地に該当しないことの証明願 法人は委任状要
農業委員会事務局 農地係 引き続き農業経営を行っている旨の証明書 法人は委任状要
農業委員会事務局 農地係 耕作証明 法人は委任状要
農業委員会事務局 農地係 贈与税の納税猶予に関する適格者証明書 法人は委任状要
農業委員会事務局 農地係 相続税の納税猶予に関する適格者証明書 法人は委任状要
農業委員会事務局 農地係 農地賃貸借証明願 法人は委任状要
農業委員会事務局 農地係 農地復元届出書兼農家台帳登載証明願 法人は委任状要
農業委員会事務局 農地係 農地利用最適化業務活動報告書


