
担当課名 申請書名等 備考

総務部 総務課 沼田市章使用承認申請書
総務部 総務課 個人情報の開示に係る意見書
総務部 総務課 長期保存文書引継書
総務部 総務課 親展文書収受発送簿
総務部 総務課 書留文書収受発送簿
総務部 総務課 文書廃棄目録
総務部 総務課 複写申込書
総務部 総務課 公印事故届
総務部 総務課 人事記録事項変更届
総務部 総務課 再就職者依頼等承認申請書
総務部 総務課 再就職届出書
総務部 総務課 交通事故等報告書
総務部 総務課 宣誓書
総務部 総務課 週休日の振替等命令簿
総務部 総務課 深夜勤務・時間外勤務制限請求書
総務部 総務課 育児または介護の状況変更届
総務部 総務課 休日の代休日指定簿
総務部 総務課 休暇簿（年次有給休暇用）
総務部 総務課 休暇簿（特別休暇用）
総務部 総務課 病気休暇願
総務部 総務課 介護休暇・介護時間願
総務部 総務課 休暇簿（介護時間用）
総務部 総務課 休暇簿（介護休暇用）
総務部 総務課 組合休暇許可願
総務部 総務課 執務承認願
総務部 総務課 ボランティア活動計画書
総務部 総務課 出勤状況通知書
総務部 総務課 職務専念義務免除簿
総務部 総務課 育児休業承認請求書
総務部 総務課 育児休業計画書
総務部 総務課 養育状況変更届
総務部 総務課 部分休業承認請求書
総務部 総務課 部分休業取得状況確認簿
総務部 総務課 沼田市職員記章貸与簿
総務部 総務課 職員記章再貸与職員証再交付願
総務部 総務課 職員記章職員証返還届
総務部 総務課 職員証記載事項変更届
総務部 総務課 精密検査報告書
総務部 総務課 扶養親族届
総務部 総務課 扶養手当認定簿
総務部 総務課 通勤届
総務部 総務課 通勤手当認定簿
総務部 総務課 給与減額整理簿
総務部 総務課 時間外勤務等命令簿兼整理簿
総務部 総務課 管理職員特別勤務実績簿兼整理簿
総務部 総務課 特殊勤務手当実績簿兼整理簿
総務部 総務課 職員時間外勤務等報告書
総務部 総務課 住居届
総務部 総務課 住居手当認定簿
総務部 総務課 旅行命令（依頼・請求）兼旅費明細書
総務部 総務課 赴任旅費請求書
総務部 企画政策課 使用許可申請書
総務部 企画政策課 職員の係別配置について
総務部 企画政策課 自主研究グループ指定申請書
総務部 企画政策課 自主研究活動報告書

押印を廃止した申請書等の一覧（例規集掲載）



総務部 企画政策課 補助金等交付申請書
総務部 企画政策課 請書
総務部 企画政策課 補助金等交付変更中止申請書
総務部 企画政策課 テレビ難視聴地域解消事業計画書
総務部 企画政策課 テレビ難視聴地域解消事業補助金交付申請書

総務部 企画政策課
テレビ難視聴地域解消事業補助金に係る事業変
更(中止・廃止)承認申請書

総務部 企画政策課 テレビ難視聴地域解消事業実績報告書
総務部 財政課 沼田市庁舎使用許可申請書
総務部 財政課 沼田市庁舎会議室等使用許可申請書
総務部 財政課 沼田市庁舎会議室等使用変更・取消許可申請書
総務部 財政課 沼田市庁舎会議室等使用料還付申請書
総務部 財政課 庁用バス使用申請書
総務部 財政課 誓約書
総務部 財政課 使用許可書
総務部 財政課 私用電話使用簿
総務部 財政課 土地需要計画書
総務部 財政課 土地取得決定通知書
総務部 財政課 基金財産引渡要求書
総務部 財政課 基金財産引渡書
総務部 財政課 指定管理者指定申請書
総務部 財政課 指定管理者変更事項届出書
総務部 契約検査課 工事完成通知書
総務部 契約検査課 業務完了報告書
総務部 契約検査課 検査調書
総務部 契約検査課 出来形調書
総務部 契約検査課 工程表
総務部 契約検査課 工程表
総務部 契約検査課 現場代理人等の指定変更通知書
総務部 契約検査課 管理技術者等の指定変更通知書
総務部 契約検査課 現場責任者の指定変更通知書
総務部 契約検査課 中間前払金認定申請書
総務部 契約検査課 出来形検査願
総務部 契約検査課 工事完成に伴う引渡書
総務部 契約検査課 業務完了に伴う引渡書
総務部 契約検査課 入札執行依頼書

総務部 契約検査課
工事請負契約締結及び監督員並びに総括監督員
指定伺

総務部 契約検査課
業務委託契約締結及び監督員並びに総括監督員
指定伺

総務部 契約検査課 工事着工届
総務部 契約検査課 業務着手届
総務部 契約検査課 設計変更承認願
総務部 契約検査課 完成期日延期申請書
総務部 契約検査課 完成期日延期申請書
総務部 契約検査課 物品納入延期申請書
総務部 契約検査課 沼田市小規模工事等契約希望者登録申請書

総務部 契約検査課
沼田市小規模工事等契約希望者登録事項等変
更・廃止届

総務部 契約検査課 工事打合せ書
総務部 契約検査課 工事用材料検査願
総務部 利根支所 指定管理者指定申請書
総務部 利根支所 指定管理者変更事項届出書

総務部 利根支所
沼田市利根南部総合交流促進施設使用許可申請
書

総務部 利根支所
沼田市利根南部総合交流促進施設使用中止・変
更申請書

総務部 利根支所
沼田市利根南部総合交流促進施設利用料金減免
申請書



総務部 利根支所 指定管理者指定申請書
総務部 利根支所 指定管理者変更事項届出書
総務部 利根支所 沼田市利根観光会館使用許可申請書
総務部 利根支所 沼田市利根観光会館使用料減免申請書
市民部 市民課 住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求書
市民部 市民課 住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求書
市民部 市民課 住民基本台帳閲覧申出書

市民部 市民課
住民基本台帳閲覧申出に係る閲覧者に関する照
会書

市民部 市民課 臨時運行許可証及び番号標亡失・破損届
市民部 市民課 団体申請取扱届出書
市民部 市民課 印鑑登録に関する申請(届)書
市民部 市民課 印鑑証明に関する請求書
市民部 課税課 徴収猶予申請書
市民部 課税課 徴収猶予期間延長申請書
市民部 課税課 申請による換価の猶予申請書
市民部 課税課 申請による換価の猶予期間延長申請書
市民部 課税課 受託証券整理簿
市民部 課税課 市税調書
市民部 課税課 資産その他の調書
市民部 課税課 市税減免申請書
市民部 課税課 軽自動車税（種別割）減免申請書
市民部 課税課 市税減免申請に対する調査復命書
市民部 課税課 原動機付自転車試乗標識交付申請書
市民部 課税課 固定資産税の課税免除申請書
市民部 課税課 固定資産税の課税免除申請書
市民部 課税課 固定資産税の課税免除申請書
市民部 収納課 納税相談票
市民部 収納課 誓約書
市民部 収納課 身元保証書
市民部 市民協働課 沼田市市民協働のまちづくり出前講座申込書

市民部 市民協働課
沼田市市民協働のまちづくり出前講座(変更・
中止)届

市民部 市民協働課
沼田市市民協働のまちづくり出前講座実施結果
報告書

市民部 市民協働課
沼田市民活動拠点コミュニティテラス使用許可
申請書

市民部 市民協働課
沼田市民活動拠点コミュニティテラス使用許可
書

市民部 市民協働課
沼田市民活動拠点コミュニティテラス使用変
更・取消許可申請書

市民部 市民協働課
沼田市民活動拠点コミュニティテラス使用変
更・取消決定通知書

市民部 市民協働課
沼田市民活動拠点コミュニティテラス使用料還
付決定通知書

市民部 環境課 地方公共団体に準ずる者の認定申請書
市民部 環境課 小規模特定事業許可申請書
市民部 環境課 小規模特定事業変更許可申請書
市民部 環境課 小規模特定事業軽微変更届出書
市民部 環境課 土砂等搬入届出書
市民部 環境課 検体試料採取調書
市民部 環境課 小規模特定事業完了届出書
市民部 環境課 小規模特定事業廃止(休止)届出書
市民部 環境課 小規模特定事業再開届出書
市民部 環境課 小規模特定事業地位承継届出書
市民部 環境課 小規模特定事業施工管理台帳
市民部 環境課 小規模特定事業施工状況報告書
市民部 環境課 小規模特定事業区域内土壌検査等報告書
市民部 環境課 弁明書



市民部 環境課
住宅用再生可能エネルギーシステム設置補助金
交付申請書

市民部 環境課
住宅用再生可能エネルギーシステム設置計画変
更等届出書

市民部 環境課
住宅用再生可能エネルギーシステム設置補助金
実績報告書

市民部 環境課 一般廃棄物処理手数料減免申請書
市民部 環境課 一般廃棄物収集運搬業許可(更新)申請書
市民部 環境課 一般廃棄物処分業許可(更新)申請書
市民部 環境課 一般廃棄物処理業許可証再交付申請書
市民部 環境課 一般廃棄物処理業変更許可申請書
市民部 環境課 一般廃棄物処理業廃止・変更届
市民部 環境課 一般廃棄物処理業許可証返納届
市民部 環境課 一般廃棄物処理業従業員証交付申請書
市民部 環境課 一般廃棄物処理業従業員証再交付申請書
市民部 環境課 一般廃棄物処理業従業員証返納届
市民部 環境課 沼田市戸別訪問収集利用申請書
市民部 環境課 有価物集団回収奨励事業指定団体申請書
市民部 環境課 集団回収有価物引取明細書
市民部 環境課 有価物集団回収奨励金交付申請書
市民部 環境課 有価物集団回収奨励事業指定団体取下げ届
市民部 環境課 浄化槽清掃業許可申請書
市民部 環境課 浄化槽清掃業許可証再交付申請書
市民部 環境課 浄化槽清掃業変更届
市民部 環境課 浄化槽清掃業廃業等届出書
市民部 環境課 浄化槽清掃業許可証返納届
市民部 環境課 浄化槽清掃業務実績報告書
市民部 環境課 浄化槽清掃業従業員証交付申請書
市民部 環境課 浄化槽清掃業従業員証返納届
市民部 環境課 沼田市営墓地使用許可申請書

市民部 環境課
埋葬、改葬墓碑等(設置、改修、改築、模様替
え)申請書

市民部 環境課 沼田市営墓地使用権承継届
市民部 環境課 沼田市営墓地返還届
市民部 環境課 墓地等経営許可申請書
市民部 環境課 墓地等変更許可申請書
市民部 環境課 墓地等廃止許可申請書
市民部 環境課 みなし許可届出書
市民部 環境課 墓地等工事完了届出書
市民部 環境課 墓地等変更届出書
市民部 環境課 専用水道布設工事設計確認申請書

市民部 環境課
専用水道布設工事設計確認申請書記載事項変更
届

市民部 環境課 専用水道給水開始前届
市民部 環境課 水道技術管理者設置(変更)届
市民部 環境課 専用水道業務委託開始(失効)届
市民部 環境課 専用水道廃止届
市民部 環境課 小水道事業経営許可申請書
市民部 環境課 小水道事業変更許可申請書
市民部 環境課 小水道給水開始届
市民部 環境課 小水道事業休止・廃止許可申請書
市民部 環境課 専用小水道・専用自家水道設置届
市民部 環境課 専用小水道・専用自家水道変更届
市民部 環境課 専用小水道・専用自家水道休止・廃止届
健康福祉部 社会福祉課 負担金徴収減額（免除）申請書
健康福祉部 社会福祉課 特定疾患等患者見舞金受給申請書
健康福祉部 社会福祉課 入所申請書
健康福祉部 社会福祉課 退所願
健康福祉部 社会福祉課 指定管理者指定申請書



健康福祉部 社会福祉課 指定管理者変更事項届出書
健康福祉部 社会福祉課 入所申請書
健康福祉部 社会福祉課 退所願
健康福祉部 社会福祉課 利用申請書
健康福祉部 社会福祉課 退所願

健康福祉部 社会福祉課
介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給
付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者
負担額減額・免除申請書

健康福祉部 社会福祉課
介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給
付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利
用者負担額減額・免除変更申請書

健康福祉部 社会福祉課
特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定
障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支
給申請書

健康福祉部 社会福祉課 高額障害福祉サービス等給付費支給申請書

健康福祉部 社会福祉課
計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支
給申請書

健康福祉部 社会福祉課
計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出
書

健康福祉部 社会福祉課
自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更認
定)申請書(新規・再認定・変更)

健康福祉部 社会福祉課 補装具費購入・修理支給申請書
健康福祉部 社会福祉課 補装具費支給券
健康福祉部 社会福祉課
健康福祉部 社会福祉課 知的障害者指導票

健康福祉部 社会福祉課
障害児福祉手当特別障害者手当（福祉手当）資
格喪失届

健康福祉部 社会福祉課 障害児福祉手当支給明細書
健康福祉部 社会福祉課 特別障害者手当支給明細書
健康福祉部 社会福祉課 福祉手当支給明細書
健康福祉部 社会福祉課 移動支援事業利用申請書
健康福祉部 社会福祉課 手話通訳者派遣申請書
健康福祉部 社会福祉課 手話通訳活動報告書
健康福祉部 社会福祉課 要約筆記者派遣申請書
健康福祉部 社会福祉課 要約筆記活動報告書
健康福祉部 社会福祉課 更生訓練費支給申請書
健康福祉部 社会福祉課 更生訓練被支給申請書（委任）
健康福祉部 社会福祉課 福祉ホーム利用申請書
健康福祉部 社会福祉課 利用者事故・無断外出届
健康福祉部 社会福祉課 日中一時支援事業利用登録変更（廃止）届
健康福祉部 社会福祉課 日中一時支援事業利用登録申請書
健康福祉部 社会福祉課 サービスステーション介護登録申請書
健康福祉部 社会福祉課 登録介護者事業介護申請書
健康福祉部 社会福祉課 障害者通所授産施設通所費助成金申請書
健康福祉部 社会福祉課 重度身体障害者等住宅改造費補助金申請書

健康福祉部 社会福祉課
重度身体障害者等住宅改造費補助事業変更承認
申請書

健康福祉部 社会福祉課
重度身体障害者等住宅改造費補助事業実績報告
書

健康福祉部 社会福祉課 沼田市福祉タクシー申請書
健康福祉部 社会福祉課 じん臓機能障害者等通院交通費補助金申請書
健康福祉部 社会福祉課 地域ホーム入居申請書
健康福祉部 社会福祉課 地域ホーム入居委託承諾書
健康福祉部 社会福祉課 地域ホーム退去意見書
健康福祉部 社会福祉課 知的障害者地域ホーム事故等報告書
健康福祉部 社会福祉課 知的障害者地域ホーム事業委託報告書
健康福祉部 社会福祉課 知的障害者職親申込書
健康福祉部 社会福祉課 知的障害者職親申込書記載事項変更届
健康福祉部 社会福祉課 知的障害者職親辞退届



健康福祉部 社会福祉課 知的障害者職親委託申込書
健康福祉部 社会福祉課 重度心身障害者介護負担助成申請書

健康福祉部 社会福祉課
重度心身障害者介護負担助成受給者住所等変更
届

健康福祉部 社会福祉課
沼田市心身障害者扶養共済制度加入者補助金交
付申請書

健康福祉部 社会福祉課 身体障害者デイサービス利用申請書
健康福祉部 社会福祉課 デイサービス利用変更届
健康福祉部 社会福祉課 身体障害者自動車改造費補助金交付申請書
健康福祉部 社会福祉課 申請状況調書
健康福祉部 社会福祉課 身体障害者自動車改造費補助金変更承認申請書
健康福祉部 社会福祉課 身体障害者自動車改造費補助事業実績報告書
健康福祉部 社会福祉課 身体障害者自動車免許取得費補助金交付申請書
健康福祉部 社会福祉課 申請状況調書

健康福祉部 社会福祉課
身体障害者自動車免許取得費補助金変更承認申
請書

健康福祉部 社会福祉課
身体障害者自動車免許取得費補助事業実績報告
書

健康福祉部 社会福祉課 医療的ケア支援事業利用申請書
健康福祉部 社会福祉課 入浴サービス費用負担額減免申請書
健康福祉部 社会福祉課 入浴サービス申請書
健康福祉部 社会福祉課 日常生活用具給付・貸与申請書
健康福祉部 社会福祉課 調査書
健康福祉部 社会福祉課 日常生活貸与用具現状変更申請書
健康福祉部 社会福祉課 難病患者等日常生活用具給付申請書
健康福祉部 社会福祉課 難病患者等日常生活用具給付調査書
健康福祉部 社会福祉課 難病患者等日常生活用具給付券
健康福祉部 子ども課 母子生活支援施設入所申込書
健康福祉部 子ども課 母子生活支援施設退所申出書
健康福祉部 子ども課 利用者負担等減免申請書
健康福祉部 子ども課 自立支援教育訓練給付対象講座指定申請書

健康福祉部 子ども課
１６歳以上１９歳未満の控除対象扶養親族に関
する申立書

健康福祉部 子ども課 自立支援教育訓練給付金支給申請書

健康福祉部 子ども課
１６歳以上１９歳未満の控除対象扶養親族に関
する申立書

健康福祉部 子ども課 高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届
健康福祉部 子ども課 身体障害児補装具交付（修理）申請書
健康福祉部 子ども課 世帯調書
健康福祉部 子ども課 身体障害児補装具交付（修理）意見書
健康福祉部 子ども課 援助活動の報告書（その１）
健康福祉部 子ども課 援助活動の報告書（その２）

健康福祉部 子ども課
沼田市チャイルドシート購入費補助金交付申請
書

健康福祉部 国保年金課
福祉医療費受給資格者証交付更新申請書兼登録
台帳

健康福祉部 国保年金課 福祉医療費受給資格喪失変更届
健康福祉部 国保年金課 福祉医療費受給資格者証再交付申請書

健康福祉部 国保年金課
福祉医療費受給資格者証交付状況証明書交付申
請書

健康福祉部 国保年金課 高額療養費該当届
健康福祉部 国保年金課 福祉医療費返還届
健康福祉部 国保年金課 第三者の行為による被害届
健康福祉部 国保年金課 国民健康保険傷病手当金支給申請書
健康福祉部 国保年金課 国民健康保険傷病手当金支給申請書
健康福祉部 国保年金課 国民健康保険傷病手当金支給申請書
健康福祉部 国保年金課 国民健康保険傷病手当金支給申請書

健康福祉部 国保年金課
沼田市国民健康保険一部負担金減額(免除・徴
収猶予)申請書



健康福祉部 国保年金課 療養を担当する医師の意見書
健康福祉部 国保年金課 収入申告書
健康福祉部 国保年金課 資産申告書
健康福祉部 国保年金課 家賃申告書

健康福祉部 国保年金課
沼田市国民健康保険人間ドック検診費助成申請
書

健康福祉部 国保年金課
国民健康保険被保険者の特別の事情に関する届
出書

健康福祉部 国保年金課
国民健康保険被保険者の原爆援護法の規定によ
る医療等に関する届出書

健康福祉部 国保年金課
沼田市後期高齢者医療保険人間ドック検診費助
成申請書

健康福祉部 介護高齢課 養護受託申出書
健康福祉部 介護高齢課 入所養護受諾（不承諾）書
健康福祉部 介護高齢課 葬祭受諾不承諾書
健康福祉部 介護高齢課 被措置者状況変更届
健康福祉部 介護高齢課 沼田市ふれあい福祉センター利用申請書
健康福祉部 介護高齢課 沼田市ふれあい福祉センター使用料減免申請書
健康福祉部 介護高齢課 指定管理者指定申請書
健康福祉部 介護高齢課 指定管理者変更事項届出書
健康福祉部 介護高齢課 指定管理者指定申請書
健康福祉部 介護高齢課 指定管理者変更事項届出書

健康福祉部 介護高齢課
沼田市白沢健康福祉センター利用料金承認申請
書

健康福祉部 介護高齢課
沼田市屋内ゲートボール場使用許可使用変更許
可申請書

健康福祉部 介護高齢課
沼田市屋内ゲートボール場使用料減免還付申請
書

健康福祉部 介護高齢課 指定管理者指定申請書
健康福祉部 介護高齢課 指定管理者変更事項届出書
健康福祉部 介護高齢課 在宅老人日常生活用具給付等申請書
健康福祉部 介護高齢課 在宅老人日常生活用具調査書
健康福祉部 介護高齢課 日常生活用具給付券
健康福祉部 介護高齢課 貸与・レンタル物件廃止届
健康福祉部 介護高齢課 「食」の自立支援サービス費用減免申請書
健康福祉部 介護高齢課 「食」の自立支援サービス利用申請書

健康福祉部 介護高齢課
「食」の自立支援サービス利用変更（中止）申
請書

健康福祉部 介護高齢課 在宅高齢者紙おむつ等給付申請書
健康福祉部 介護高齢課 在宅高齢者紙おむつ等給付受給資格異動届
健康福祉部 介護高齢課 布団乾燥・丸洗いサービス申請書
健康福祉部 介護高齢課 布団乾燥・丸洗いサービス異動届
健康福祉部 介護高齢課 訪問理美容サービス利用券交付申請書
健康福祉部 介護高齢課 沼田市訪問理美容サービス利用券

健康福祉部 介護高齢課
沼田市老人マッサージ施術サービス利用券交付
申請書

健康福祉部 介護高齢課
生活管理指導員派遣・短期宿泊事業費用減免申
請書

健康福祉部 介護高齢課 生活管理指導員派遣・短期宿泊利用申請書
健康福祉部 介護高齢課 健康診断書
健康福祉部 介護高齢課 温泉施設利用助成券交付申請書

健康福祉部 介護高齢課
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

健康福祉部 介護高齢課
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

健康福祉部 介護高齢課
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・再開届
出書



健康福祉部 介護高齢課
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辞退届出書

健康福祉部 介護高齢課
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

健康福祉部 介護高齢課 指定介護予防支援事業所指定申請書
健康福祉部 介護高齢課 指定介護予防支援事業所変更届出書

健康福祉部 介護高齢課
指定介護予防支援事業所廃止・休止・再開届出
書

健康福祉部 介護高齢課 指定介護予防支援事業所指定更新申請書
健康福祉部 介護高齢課 指定居宅介護支援事業所指定申請書
健康福祉部 介護高齢課 指定居宅介護支援事業所指定更新申請書
健康福祉部 介護高齢課 指定居宅介護支援事業所変更届出書

健康福祉部 介護高齢課
指定居宅介護支援事業所廃止・休止・再開届出
書

健康福祉部 介護高齢課 社会福祉法人等利用者負担軽減確認申請書

健康福祉部 介護高齢課
社会福祉法人等利用者負担軽減確認証再交付申
請書

健康福祉部 介護高齢課
社会福祉法人等利用者負担軽減確認証記載事項
変更届

健康福祉部 介護高齢課
介護保険居宅サービス利用者負担助成認定申請
書

健康福祉部 介護高齢課
介護保険居宅サービス利用者負担助成受給者内
容変更届

健康福祉部 介護高齢課
介護保険居宅サービス利用者負担助成金支給申
請書(請求書)

健康福祉部 介護高齢課 訪問介護等利用者負担額減額申請書

健康福祉部 介護高齢課
訪問介護等利用者負担額減額認定証再交付申請
書

健康福祉部 介護高齢課
訪問介護等利用者負担額減額認定証記載事項変
更届

健康福祉部 介護高齢課
特別地域加算に係る訪問介護利用者負担減額確
認申請書

健康福祉部 介護高齢課
特別地域加算に係る訪問介護利用者負担減額確
認証再交付申請書

健康福祉部 介護高齢課
特別地域加算に係る訪問介護利用者負担減額確
認証記載事項変更届

健康福祉部 健康課 指定管理者指定申請書
健康福祉部 健康課 指定管理者変更事項届出書
健康福祉部 健康課 沼田市保健福祉センター利用料金承認申請書
健康福祉部 健康課 沼田市保健福祉センター使用許可申請書
健康福祉部 健康課 沼田市保健福祉センター利用料金減免申請書
健康福祉部 健康課 沼田市保健福祉センター使用取消許可申請書
健康福祉部 健康課 沼田市保健福祉センター利用料金還付申請書
健康福祉部 健康課 指定管理者指定申請書
健康福祉部 健康課 指定管理者変更事項届出書
健康福祉部 健康課 デイサービスセンター利用料金承認申請書
健康福祉部 健康課 沼田市利根保健福祉センター使用許可申請書

健康福祉部 健康課
沼田市不妊治療費助成事業　医療機関受診証明
書

健康福祉部 健康課 養育医療給付申請書
健康福祉部 健康課 養育医療意見書
健康福祉部 健康課 養育医療継続承認協議書
健康福祉部 健康課 養育医療承認内容変更届出書
健康福祉部 健康課 養育医療券再交付申請書
健康福祉部 健康課 未熟児退院等届出書
健康福祉部 健康課 看護・移送承認申請書
健康福祉部 健康課 犬の鑑札等再交付申請書
健康福祉部 健康課 犬の鑑札等発見届
健康福祉部 健康課 犬の登録事項変更等届



経済部 産業振興課 中小企業設備近代化資金利子補給金交付申請書
経済部 産業振興課 利子補給金交付申請書
経済部 産業振興課 沼田市民営駐車場設置奨励措置指定申請書

経済部 産業振興課
沼田市民営駐車場設置奨励措置規模変更承認申
請書

経済部 産業振興課 沼田市民営駐車場設置奨励金交付申請書
経済部 産業振興課 沼田市民営駐車場設置奨励措置承継承認申請書
経済部 産業振興課 助成金交付申請書
経済部 産業振興課 事業変更届
経済部 産業振興課 借入申請書
経済部 産業振興課 借入申請書
経済部 産業振興課 借入申請書
経済部 産業振興課 借入申請書
経済部 産業振興課 融資実行通知書
経済部 産業振興課 融資実行通知書
経済部 産業振興課 融資実行通知書
経済部 産業振興課 固定資産税の課税免除申請書
経済部 産業振興課 事業休(廃)止届
経済部 産業振興課 固定資産承継届
経済部 産業振興課 優遇措置の指定申請書
経済部 産業振興課 申請書等記載事項変更届
経済部 産業振興課 事業開始届
経済部 産業振興課 助成金交付申請書
経済部 産業振興課 優遇措置の指定承継届
経済部 産業振興課 沼田市特定求職者雇用企業奨励金交付申請書
経済部 産業振興課 沼田市トライアル雇用支援奨励金交付申請書

経済部 産業振興課
沼田市ぐんま新技術・新製品開発推進補助金交
付申請書

経済部 産業振興課
沼田市ぐんま新技術・新製品開発推進補助金変
更承認申請書

経済部 産業振興課
沼田市ぐんま新技術・新製品開発推進補助金廃
止承認申請書

経済部 産業振興課
沼田市ぐんま新技術・新製品開発推進補助金に
係る補助事業遅延等報告書

経済部 産業振興課
沼田市ぐんま新技術・新製品開発推進補助金事
業遂行状況報告書

経済部 産業振興課
沼田市ぐんま新技術・新製品開発推進補助金補
助事業実績報告書

経済部 産業振興課
沼田市ぐんま新技術・新製品開発推進補助金に
係る財産処分承認申請書

経済部 産業振興課
沼田市ぐんま新技術・新製品開発推進補助金に
係る企業化状況報告書

経済部 産業振興課
沼田市中小企業自社製品等販路開拓支援事業費
補助金交付申請書

経済部 産業振興課
沼田市中小企業自社製品等販路開拓支援事業費
補助金交付変更承認申請書

経済部 産業振興課
沼田市中小企業自社製品等販路開拓支援事業中
止届

経済部 産業振興課
沼田市中小企業自社製品等販路開拓支援事業完
了報告書

経済部 産業振興課
沼田市創業支援センターオフィス使用許可申請
書

経済部 産業振興課
沼田市創業センターオフィス使用期間更新許可
申請書

経済部 産業振興課 沼田市創業支援センター会議室使用許可申請書

経済部 産業振興課
沼田市創業支援センター会議室使用料減免申請
書

経済部 産業振興課
沼田市創業支援センターオフィス使用許可変更
届出書



経済部 産業振興課
沼田市創業支援センターオフィス使用変更許可
申請書

経済部 産業振興課
沼田市創業支援センターオフィス事業活動等報
告書

経済部 産業振興課
創業者融資信用保証料補助・利子補給金交付申
請書

経済部 産業振興課
創業者融資信用保証料補助・利子補給金変更等
届出書

経済部 産業振興課
創業者融資信用保証料補助・利子補給金実績報
告書

経済部 産業振興課 利子支払証明書
経済部 産業振興課 沼田市勤労者会館使用許可申請書
経済部 産業振興課 沼田市勤労青少年体育センター利用許可申請書
経済部 産業振興課 沼田市勤労者生活資金融資継続預託申請書
経済部 産業振興課 沼田市勤労者生活資金融資実行報告書
経済部 農林課 指定管理者指定申請書
経済部 農林課 指定管理者変更事項届出書
経済部 農林課 サラダパークぬまた使用許可申請書
経済部 農林課 サラダパークぬまた使用料減免申請書
経済部 農林課 沼田市民ふれあい農園使用許可申請書
経済部 農林課 沼田市農村公園使用(変更)許可申請書

経済部 農林課
農業近代化資金の利子補給を受けようとする者
は、農業近代化資金利子補給金交付申請書

経済部 農林課 農業近代化資金利子補給承認申請書
経済部 農林課 農業災害対策事業費補助金交付申請書
経済部 農林課 特別被害地域指定承認申請書
経済部 農林課 融資枠承認申請書
経済部 農林課 貸付実行報告書（融資実行報告書）
経済部 農林課 貸付条件緩和承認申請書
経済部 農林課 沼田市認定農業者育成資金利子助成承認申請書

経済部 農林課
沼田市認定農業者育成資金利子助成変更承認申
請書

経済部 農林課 沼田市認定農業者育成資金利子助成金計算書
経済部 農林課 沼田市認定農業者育成資金融資残高移動報告書

経済部 農林課
沼田市営土地改良事業分担金(費用)／徴収猶予
／減免／申請書

経済部 農林課 沼田市営土地改良事業延滞金免除申請書

経済部 農林課
沼田市土地改良事業等の分担金等に係る借入金
の元利補給金交付申請書

経済部 農林課
沼田市土地改良事業等の分担金等に係る借入金
の元利補給実績報告書

経済部 農林課 森林公園利用許可申請書
経済部 農林課 森林公園利用変更許可申請書
経済部 農林課 事業計画書
経済部 農林課 補助金交付申請書
経済部 農林課 補助金交付実績書
経済部 農林課 造林地転用等届出書
経済部 農林課 火入許可申請書

経済部 農林課
沼田市白沢農村環境改善センター使用許可申請
書

経済部 農林課
沼田市白沢農村環境改善センター使用変更・取
消許可申請書

経済部 農林課 三沢交流広場使用許可申請書
経済部 農林課 林業災害対策事業計画書
経済部 農林課 林業災害対策事業補助金交付申請書
経済部 農林課 林業災害対策補助事業変更承認申請書
経済部 農林課 公共基準点使用承認申請書
経済部 農林課 公共基準点使用報告書
経済部 農林課 公共基準点付近での工事施工届出書



経済部 農林課 公共基準点効用確認結果報告書
経済部 観光交流課 指定管理者指定申請書
経済部 観光交流課 指定管理者変更事項届出書
経済部 観光交流課 指定管理者指定申請書
経済部 観光交流課 指定管理者変更事項届出書

経済部 観光交流課
沼田市白沢地域特産物展示即売施設使用許可申
請書

経済部 観光交流課
沼田市白沢地域特産物展示即売施設使用中止・
変更申請書

経済部 観光交流課
沼田市白沢地域特産物展示即売施設利用料金減
免申請書

経済部 観光交流課 指定管理者指定申請書
経済部 観光交流課 指定管理者変更事項届出書
都市建設部 建設課 公共物使用工作物設置・流水引用許可申請書
都市建設部 建設課 公共物改良工事施行許可申請書
都市建設部 建設課 公共物敷地占用許可申請書
都市建設部 建設課 住所等変更届
都市建設部 建設課 継続許可申請書
都市建設部 建設課 公共物使用許可事項変更許可申請書
都市建設部 建設課 使用料減免申請書
都市建設部 建設課 公共物付替工事施工許可申請書
都市建設部 建設課 工事完了届
都市建設部 建設課 許可申請書
都市建設部 建設課 準用河川工事等施行承認申請書
都市建設部 建設課 廃止(完了)届
都市建設部 建設課 許可事項変更申請書
都市建設部 建設課 住所等変更届
都市建設部 建築住宅課 市営住宅入居申込書
都市建設部 建築住宅課 市営住宅連帯保証人免除申請書
都市建設部 建築住宅課 連帯保証人変更届
都市建設部 建築住宅課 連帯保証人異動届
都市建設部 建築住宅課 市営住宅住替え(交換)申請書
都市建設部 建築住宅課 市営住宅入居承継承認申請書
都市建設部 建築住宅課 収入に関する申告書
都市建設部 建築住宅課 収入認定に対する意見書
都市建設部 建築住宅課 市営住宅不使用届
都市建設部 建築住宅課 市営住宅用途変更、模様替え・増築承認申請書
都市建設部 建築住宅課 市営住宅返還届
都市建設部 建築住宅課 駐車場使用許可申請書
都市建設部 建築住宅課 駐車場使用変更許可申請書
都市建設部 建築住宅課 駐車場返還届出書
都市建設部 建築住宅課 保管場所使用承諾書交付申請書
都市建設部 建築住宅課 優良宅地認定申請書
都市建設部 建築住宅課 優良宅地認定申請書
都市建設部 建築住宅課 設計者の資格に関する申告書
都市建設部 建築住宅課 優良宅地証明申請書
都市建設部 建築住宅課 宅地造成工事の廃止届出書
都市建設部 建築住宅課 地位承継届出書
都市建設部 建築住宅課 優良宅地認定申請書
都市建設部 建築住宅課 優良住宅認定申請書
都市建設部 建築住宅課 認定申請書
都市建設部 建築住宅課 制限建築物調書
都市建設部 建築住宅課 取下げ届出書
都市建設部 建築住宅課 道路位置指定申請取下げ届出書
都市建設部 建築住宅課 工事取りやめ届出書
都市建設部 建築住宅課 道路位置指定工事取りやめ届出書
都市建設部 建築住宅課 名義変更届出書
都市建設部 建築住宅課 工事監理者・工事施工者決定の届出書
都市建設部 建築住宅課 道路位置指定申請書 承諾書の印のみ必要



都市建設部 建築住宅課 道の築造完了届出書
都市建設部 建築住宅課 私道変更(廃止)承認申請書 承諾書の印のみ必要
都市建設部 建築住宅課 建築物の是正措置公開意見聴取実施請求書
都市建設部 建築住宅課 代理人出頭届出書
都市建設部 建築住宅課 意見聴取延期届出書
都市建設部 建築住宅課 建築協定公聴会証人・参考人出席届出書
都市建設部 建築住宅課 工事完了報告書
都市建設部 建築住宅課 取下げ届
都市建設部 建築住宅課 取りやめ届
都市建設部 建築住宅課 新築等状況報告書
都市建設部 建築住宅課 工事完了報告書
都市建設部 建築住宅課 工事完了報告書
都市建設部 建築住宅課 取下げ届出書
都市建設部 建築住宅課 取りやめ届出書
都市建設部 建築住宅課 新築等状況報告書
都市建設部 建築住宅課 基準適合認定建築物に関する報告書
都市建設部 建築住宅課 工事完了報告書
都市建設部 建築住宅課 工事完了報告書
都市建設部 建築住宅課 軽微な変更証明申請書
都市建設部 建築住宅課 取下げ届出書(消費性能確保計画)

都市建設部 建築住宅課
取下げ届出書(消費性能向上計画の認定／変更
の認定)

都市建設部 建築住宅課 取下げ届出書(消費性能に係る認定)
都市建設部 建築住宅課 取下げ届出書(軽微な変更証明申請)
都市建設部 建築住宅課 取りやめ届出書(消費性能確保計画)
都市建設部 建築住宅課 取りやめ届出書(消費性能向上計画
都市建設部 建築住宅課 取りやめ届出書(軽微な変更証明を受けた計画
都市建設部 建築住宅課 建築計画概要書等閲覧申請書
都市建設部 建築住宅課 受領書
都市建設部 建築住宅課 狭あい道路整備協議書
都市建設部 建築住宅課 木造住宅耐震診断者派遣申請書
都市建設部 建築住宅課 木造住宅耐震診断者派遣変更申請書
都市建設部 建築住宅課 木造住宅耐震診断者派遣辞退届
都市建設部 建築住宅課 木造住宅耐震改修補助事業補助金交付申請書

都市建設部 建築住宅課
木造住宅耐震改修補助事業補助金交付変更申請
書

都市建設部 建築住宅課 木造住宅耐震改修補助事業中止届
都市建設部 建築住宅課 木造住宅耐震改修補助事業完了報告書
都市建設部 建築住宅課 工事内訳書
都市建設部 建築住宅課 意見聴取請求書
都市建設部 都市計画課 土地区画整理事業施行地区内建築行為等届出書

都市建設部 都市計画課
土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可申
請書

都市建設部 都市計画課
土地区画整理事業施行地区内許可事項変更許可
申請書

都市建設部 都市計画課 土地区画整理事業施行地区内建築行為等完了届

都市建設部 都市計画課
沼田市中心市街地土地区画整理事業特別融資申
込書

都市建設部 都市計画課
沼田市中心市街地土地区画整理事業特別融資報
告書

都市建設部 都市計画課
沼田市中心市街地土地区画整理事業特別融資実
績報告書

都市建設部 都市計画課 市街地再開発事業補助金交付申請書
都市建設部 都市計画課 請書

都市建設部 都市計画課
市街地再開発事業補助金交付(変更又は中止)申
請書

都市建設部 都市計画課 利子補給金交付申請書
金融機関の印のみ必
要

都市建設部 都市計画課 利子補給金に係る実績報告書



都市建設部 都市計画課 代替地の情報提供書
都市建設部 都市計画課 代替地の情報取下書
都市建設部 都市計画課 媒介業者名通知書
都市建設部 都市計画課 解除通知書
都市建設部 都市計画課 開発事業工事届出書
都市建設部 都市計画課 開発事業工事完了届
都市建設部 都市計画課 沼田市営駐車場使用許可申請書
都市建設部 都市計画課 沼田市営駐車場使用許可変更事項届出書

都市建設部 都市計画課
沼田市営駐車場使用許可書使用許可証定期券再
発行申請書

都市建設部 都市計画課 沼田市営駐車場返還届出書
都市建設部 都市計画課 都市公園利用許可申請書
都市建設部 都市計画課 都市公園利用許可変更・取下申請書
都市建設部 都市計画課 有料公園施設利用許可申請書
都市建設部 都市計画課 公園使用料免除・還付申請書
都市建設部 上下水道課 排水設備等工事計画(変更)確認申請書
都市建設部 上下水道課 排水設備等工事完成届
都市建設部 上下水道課 排水設備使用開始(休止・廃止)届
都市建設部 上下水道課 農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予申請書
都市建設部 上下水道課 農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予消滅届
都市建設部 上下水道課 農業集落排水事業受益者分担金減免申請書
都市建設部 上下水道課 農業集落排水事業受益者分担金減免消滅届
都市建設部 上下水道課 農業集落排水汚水排除量申告書
都市建設部 上下水道課 農業集落排水使用料減免申請書
都市建設部 上下水道課 排水設備等工事計画確認(変更)申請書
都市建設部 上下水道課 排水設備等工事完成届
都市建設部 上下水道課 指定工事店変更届
都市建設部 上下水道課 下水道汚水排除量申告書
都市建設部 上下水道課 物件設置許可(変更)申請書
都市建設部 上下水道課 下水道占用許可願
都市建設部 上下水道課 下水道占用期間満了(不用)届
都市建設部 上下水道課 排水設備設置義務免除申請書

都市建設部 上下水道課
下水道事業受益者負担金(分担金)延滞金減免申
請書

都市建設部 上下水道課
下水道事業受益者負担金(分担金)徴収猶予申請
書

都市建設部 上下水道課
下水道事業受益者負担金(分担金)徴収猶予決定
通知書

都市建設部 上下水道課
下水道事業受益者負担金(分担金)徴収猶予消滅
届

都市建設部 上下水道課 下水道事業受益者負担金(分担金)減免申請書
都市建設部 上下水道課 下水道事業受益者負担金(分担金)減免消滅届

都市建設部 上下水道課
下水道事業受益者負担金(分担金)受益者(納付
管理人)住所変更届

都市建設部 上下水道課 水洗便所改造資金償還条件変更申請書
都市建設部 上下水道課 水洗便所改造資金借受人住所等変更届
都市建設部 上下水道課 給水装置工事申込書 委任状の印のみ必要
都市建設部 上下水道課 給水装置代理人(変更)届 代理人のみ必要
都市建設部 上下水道課 管理人選定(変更)届 管理人のみ必要
都市建設部 上下水道課 メーター亡失(き損)届
都市建設部 上下水道課 消火栓演習使用届
都市建設部 上下水道課 消防用水使用届
都市建設部 上下水道課 給水装置・水質検査請求書
都市建設部 上下水道課 水道事業納付金減免申請書
都市建設部 上下水道課 指定管理者指定申請書
都市建設部 上下水道課 指定管理者変更事項届出書
都市建設部 上下水道課 給水装置工事申込書 委任状の印のみ必要
都市建設部 上下水道課 給水装置代理人選定(変更)届 代理人のみ必要
都市建設部 上下水道課 管理人選定(変更)届 管理人のみ必要



都市建設部 上下水道課 メーター亡失(き損)届
都市建設部 上下水道課 消火栓演習使用届
都市建設部 上下水道課 消防用水使用届
都市建設部 上下水道課 給水装置・水質検査請求書
都市建設部 上下水道課 水道事業納入金減免申請書
議会事務局 政務活動費収支報告について
議会事務局 政務活動費交付申請書
議会事務局 政務活動費交付変更申請書
議会事務局 政務活動費交付申請書
議会事務局 政務活動費交付変更申請書
議会事務局 会派解散届

教育部 学校教育課 奨学資金貸与願書
保護者及び保証人の
印のみ要

教育部 学校教育課 家庭状況調書

教育部 学校教育課 誓約書
保護者及び保証人の
印のみ要

教育部 学校教育課 異動届書
保護者及び保証人の
印のみ要

教育部 学校教育課 貸付辞退届書
保護者及び保証人の
印のみ要

教育部 学校教育課 借用証書
保護者及び保証人の
印のみ要

教育部 学校教育課 沼田市奨学資金返済計画書
保護者及び保証人の
印のみ要

教育部 学校教育課 奨学資金返済猶予願
保護者及び保証人の
印のみ要

教育部 学校教育課 奨学資金返済免除願
保護者及び保証人の
印のみ要

教育部 学校教育課 児童生徒出席簿
教育部 学校教育課 指定学校変更申立書
教育部 学校教育課 区域外就学願
教育部 学校教育課 着任届
教育部 学校教育課 病気休暇願
教育部 学校教育課 出産休暇請求書
教育部 学校教育課 生理休暇請求書
教育部 学校教育課 休暇願
教育部 学校教育課 結核性疾患による休職願
教育部 学校教育課 復職願
教育部 学校教育課 許可申請書
教育部 学校教育課 受験届
教育部 学校教育課 氏名等変更届
教育部 学校教育課 事務引継終了届
教育部 学校教育課 秘密事項発表許可願
教育部 学校教育課 入園願書
教育部 学校教育課 休園願書
教育部 学校教育課 退園願書
教育部 学校教育課 住宅借受申込書
教育部 学校教育課 入居届
教育部 学校教育課 住宅返還届

教育部 学校教育課 ふるさとぬまた未来創造奨学金願書
保護者及び保証人の
印のみ要

教育部 学校教育課 誓約書
保護者及び保証人の
印のみ要

教育部 学校教育課 異動届出書
保護者及び保証人の
印のみ要

教育部 学校教育課 定住状況等報告書

教育部 学校教育課 ふるさとぬまた未来創造奨学金返還猶予申請書
保護者及び保証人の
印のみ要



教育部 学校教育課 ふるさとぬまた未来創造奨学金返還免除申請書
保護者及び保証人の
印のみ要

教育部 文化財保護課 指定同意書
教育部 文化財保護課 指定申請書
教育部 文化財保護課 再交付申請書
教育部 文化財保護課 所有者等変更届
教育部 文化財保護課 住所(氏名・名称)変更届
教育部 文化財保護課 滅失(紛失・損傷)届
教育部 文化財保護課 所在変更届
教育部 文化財保護課 現状変更許可申請書
教育部 文化財保護課 修理届
教育部 文化財保護課 沼田市文化財保存事業実績報告書

教育部 文化財保護課
旧生方家住宅及び生方記念資料館観覧料免除申
請書

教育部 文化財保護課 生方記念文庫観覧料減免申請書
教育部 文化財保護課 旧土岐家住宅洋館観覧料免除申請書
教育部 文化財保護課 旧土岐家住宅洋館使用許可申請書
教育部 文化財保護課 旧土岐家住宅洋館使用料免除申請書
教育部 文化財保護課 旧沼田貯蓄銀行使用許可申請書
教育部 文化財保護課 旧沼田貯蓄銀行使用料減免申請書

教育部 文化財保護課
旧日本基督教団沼田教会記念会堂使用料許可申
請書

教育部 文化財保護課
旧日本基督教団沼田教会記念会堂使用料減免申
請書

教育部 文化財保護課 沼田市歴史資料館観覧料免除申請書
教育部 文化財保護課 沼田市歴史資料館企画展示室使用許可申請書
教育部 文化財保護課 沼田市歴史資料館企画展示室使用料免除申請書
教育部 スポーツ振興課 沼田市社会体育施設使用許可申請書
教育部 スポーツ振興課 沼田市社会体育施設使用変更(取消)申請書
教育部 スポーツ振興課 沼田市社会体育施設使用許可書
教育部 スポーツ振興課 沼田市社会体育施設使用変更(取消)許可書
教育部 スポーツ振興課 沼田市社会体育施設使用料減免申請書
教育部 スポーツ振興課 沼田市民体育館使用許可申請書
教育部 スポーツ振興課 沼田市民体育館使用料減免申請書
教育部 スポーツ振興課 指定管理者指定申請書
教育部 スポーツ振興課 指定管理者変更事項届出書

農業委員会事務局
農地売渡、買受、交換、貸付、借受あっせん申
出書

農業委員会事務局 農地等のあっせん成立後の報告
農業委員会事務局 農業後継者結婚記念品交付申請書
農業委員会事務局 農地利用最適化業務活動報告書


