
No. 担当課 例　規　名 様　式 手続の名称
1 総務課 平戸市市章の使用に関する取扱要綱 様式第１号 市章使用承認申請書
2 総務課 平戸市公の施設に係る指定管理者選定委員会設置要綱 様式第１号 平戸市公の施設の指定管理者公募基準審査依頼書
3 総務課 平戸市公の施設に係る指定管理者選定委員会設置要綱 様式第２号 指定管理者選定委員会開催依頼書
4 総務課 平戸市公の施設に係る指定管理者選定委員会設置要綱 様式第３号 指定管理者指定取消し等審査依頼書
5 税務課 平戸市固定資産税等過誤納金に係る償還金支払要綱 様式第２号 納税義務者（共有代表者）届出書
6 税務課 平戸市納税組合事務費交付金交付要綱 様式第１号 納税組合設立届
7 税務課 平戸市納税組合事務費交付金交付要綱 様式第２号 納税組合異動届
8 税務課 平戸市納税組合事務費交付金交付要綱 様式第３号 納税組合解散届
9 税務課 平戸市納税組合事務費交付金交付要綱 様式第４号 平戸市納税組合（設立・異動）届に係る誓約書

10 税務課 平戸市公衆用道路に係る固定資産税等の取扱要綱 様式第１号 公衆用道路認定申請書
11 市民課 平戸市花とみどりのふるさとづくり事業補助金交付要綱 様式第１号 平戸市花とみどりのふるさとづくり事業活動団体登録申
12 市民課 平戸市花とみどりのふるさとづくり事業補助金交付要綱 様式第２号 平戸市花とみどりのふるさとづくり事業計画（実績）書
13 市民課 平戸市ごみステーション容器設置事業補助金交付要綱 様式第１号 平戸市ごみステーション容器設置事業補助金交付申請
14 市民課 平戸市ごみステーション容器設置事業補助金交付要綱 様式第３号 平戸市ごみステーション容器設置事業補助金実績報告
15 市民課 平戸市再資源化推進交付金交付要綱 様式第２号 平戸市資源物回収団体登録変更届出書
16 市民課 平戸市再資源化推進交付金交付要綱 様式第３号 回収事業者登録申請書
17 市民課 平戸市資源物拠点回収施設支援事業補助金交付要綱 様式第１号 平戸市資源物拠点回収施設支援事業補助金交付申請
18 市民課 平戸市資源物拠点回収施設支援事業補助金交付要綱 様式第２号 暴力団排除に係る誓約書
19 市民課 平戸市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱 様式第１号 浄化槽設置整備事業補助金交付申請書
20 市民課 平戸市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱 様式第２号 暴力団排除に係る誓約書
21 市民課 平戸市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱 様式第５号 浄化槽設置整備事業変更承認申請書
22 市民課 平戸市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱 様式第６号 浄化槽設置整備事業実績報告書
23 市民課 平戸市長崎県県北食品衛生協会補助金交付要綱 様式第１号 長崎県県北食品衛生協会事業計画書（実績報告書）
24 市民課 平戸市平戸をきれいにする会補助金交付要綱 様式第１号 平戸をきれいにする会事業計画書（実績報告書）
25 市民課 平戸市野犬等捕獲器貸与要綱 様式第１号 野犬等捕獲器貸与申請書
26 健康ほけん課 平戸市国民健康保険一部負担金に関する免除等実施要綱 様式第１号 国民健康保険一部負担金免除等申請書
27 健康ほけん課 平戸市国民健康保険高額療養費委任払実施要綱 様式第２号 国民健康保険高額療養費委任払認定申請書
28 健康ほけん課 平戸市国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱 様式第１号 国民健康保険出産育児一時金受領委任払申請書
29 健康ほけん課 平戸市国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱 様式第４号 国民健康保険出産育児一時金受領委任払変更届
30 健康ほけん課 平戸市国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱 様式第５号 国民健康保険出産育児一時金受領委任払辞退届
31 健康ほけん課 平戸市がん患者かつら購入費補助金交付要綱 様式第１号 がん治療受診証明書
32 長寿介護課 平戸市高齢者地域ふれあい事業補助金交付要綱 様式第１号 高齢者地域ふれあい事業補助金交付申請書
33 長寿介護課 平戸市高齢者地域ふれあい事業補助金交付要綱 様式第２号 暴力団排除に係る誓約書
34 長寿介護課 平戸市高齢者地域ふれあい事業補助金交付要綱 様式第４号 高齢者地域ふれあい事業実績報告書
35 長寿介護課 平戸市緊急通報機器貸与事業実施要綱 様式第１号 緊急通報機器等貸与申請書
36 長寿介護課 平戸市在宅寝たきり高齢者等介護見舞金支給要綱 様式第１号 在宅寝たきり高齢者等介護見舞金申請書
37 長寿介護課 平戸市徘徊高齢者位置探知システム助成事業実施要綱 様式第１号 平戸市徘徊高齢者位置探知システム助成金申請書
38 長寿介護課 平戸市「食」の自立支援事業実施要綱 様式第１号 配食サービス利用申請書
39 長寿介護課 平戸市「食」の自立支援事業実施要綱 様式第３号 配食サービス利用依頼書
40 長寿介護課 平戸市「食」の自立支援事業実施要綱 様式第５号 配食サービス利用変更（中止）申請書
41 長寿介護課 平戸市「食」の自立支援事業実施要綱 様式第７号 配食サービス利用変更（中止）依頼書
42 長寿介護課 平戸市高齢者等訪問理美容サービス事業実施要綱 様式第１号 高齢者等訪問理美容サービス事業利用申請書
43 長寿介護課 平戸市高齢者等訪問理美容サービス事業実施要綱 様式第５号 高齢者等訪問理美容サービス事業利用変更・不要届
44 長寿介護課 平戸市成年後見制度利用支援事業実施要綱 様式第１号 成年後見制度利用支援事業助成金支給申請書
45 長寿介護課 平戸市敬老行事交付金交付要綱 様式第３号 敬老行事実施報告書
46 長寿介護課 平戸市老人クラブ等補助金交付要綱 様式第３号 暴力団排除に係る誓約書
47 長寿介護課 平戸市介護支援ボランティアポイント事業実施要綱 様式第１号 介護支援ボランティア（事業・活動）指定申請書
48 長寿介護課 平戸市介護支援ボランティアポイント事業実施要綱 様式第４号 介護支援ボランティア活動ポイント活用申出書
49 長寿介護課 平戸市訪問型サービスＢ事業実施要綱 別記様式 平戸市訪問型サービスＢ事業廃止（休止）届出書

「申請書等の押印見直し指針」により押印が見直される手続きの一覧（告示）



50 長寿介護課 平戸市地域介護・福祉空間整備等交付金事業補助金交付要綱 様式第５号 仕入れに係る消費税等相当額報告書

51 長寿介護課
平戸市公的介護施設等開設準備経費助成特別対策事業補助金交
付要綱

様式第５号 仕入れに係る消費税等相当額報告書

52 長寿介護課
平戸市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サー
ビスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱

様式第１号 社会福祉法人等による利用者負担額軽減申出書

53 長寿介護課
平戸市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サー
ビスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱

様式第2号
社会福祉法人等による利用者負担額軽減対象確認申請
書

54 長寿介護課 平戸市介護保険の要介護・要支援認定等に係る情報提供制度要綱 様式第１号 要介護・要支援認定等の資料提供に係る申出書

55 長寿介護課
平戸市離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽
減措置事業実施要綱

様式第１号
離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額
軽減申出書

56 長寿介護課
平戸市離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽
減措置事業実施要綱

様式第2号
離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額
軽減対象確認申請書

57 長寿介護課 平戸市離島介護サービス支援事業実施要綱 様式第１号 平戸市離島介護サービス支援事業助成金支給申請書

58 長寿介護課
平戸市介護保険サービスに係る中山間地域等の地域における加算
に係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱

様式第１号
中山間地域等の地域における加算に係る利用者負担額
軽減申出書

59 長寿介護課
平戸市介護保険サービスに係る中山間地域等の地域における加算
に係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱

様式第２号
中山間地域等の地域における加算に係る利用者負担額
軽減対象確認申請書

60 長寿介護課
平戸市介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費の受領委任払い
に係る事務取扱要綱

様式第１号
介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費受領委任払
い承認申請書兼同意書

61 長寿介護課
平戸市介護保険居宅介護（介護予防）福祉用具購入費の受領委任
払いに係る事務取扱要綱

様式第１号
介護保険居宅介護（介護予防）福祉用具購入費受領委
任払い承認申請書兼同意書

62 長寿介護課 平戸市介護予防ケアマネジメント事業実施要綱 様式第２号 介護予防ケアマネジメント依頼届出書
63 長寿介護課 平戸市高齢者見守りネットワーク事業実施要綱 様式第１号 高齢者見守りネットワーク事業利用申請書
64 長寿介護課 平戸市高齢者見守りネットワーク事業実施要綱 様式第４号 高齢者見守りネットワーク事業協力機関同意書
65 長寿介護課 平戸市高齢者見守りネットワーク事業実施要綱 様式第８号 見守りネットワーク活動状況報告書

66 長寿介護課 平戸市高齢者いきいきおでかけ支援事業実施要綱 様式第４号
平戸市高齢者いきいきおでかけ支援事業協力機関指定
変更申出書

67 長寿介護課 平戸市高齢者いきいきおでかけ支援事業実施要綱 様式第５号
平戸市高齢者いきいきおでかけ支援事業協力機関辞退
申出書

68 長寿介護課 平戸市高齢者いきいきおでかけ支援事業実施要綱 様式第６号 平戸市高齢者いきいきおでかけ券交付申請書
69 長寿介護課 平戸市高年齢者就業機会確保事業費補助金交付要綱 様式第１号 高年齢者就業機会確保事業費補助金交付申請書

70 長寿介護課 平戸市高年齢者就業機会確保事業費補助金交付要綱 様式第３号
高年齢者就業機会確保事業費補助金補助事業変更承
認申請書

71 長寿介護課 平戸市高年齢者就業機会確保事業費補助金交付要綱 様式第４号
高年齢者就業機会確保事業費補助金補助事業中止（廃
止）承認申請書

72 長寿介護課 平戸市高年齢者就業機会確保事業費補助金交付要綱 様式第５号
高年齢者就業機会確保事業費補助金補助事業実施状
況報告書

73 長寿介護課 平戸市高年齢者就業機会確保事業費補助金交付要綱 様式第６号 高年齢者就業機会確保事業費補助金補助事業実績報
74 農林課 平戸市園芸産地育成支援事業補助金交付要綱 様式第１号 平戸市園芸産地育成支援事業承認申請書

75 農林課 平戸市平戸式もうかる農業実現支援事業補助金交付要綱 様式第３号
農林水産省、県及び市から指名停止を受けていない旨
の申立書

76 農林課 平戸市平戸式もうかる農業実現支援事業補助金交付要綱 様式第５号
平戸市平戸式もうかる農業実現支援事業中止（休止）承
認申請書

77 農林課 平戸市有害鳥獣駆除員確保事業補助金交付要綱 様式第１号 委任状
78 建設課 平戸市道路愛護推進事業実施要綱 様式第１号 平戸市道路愛護団体認定申請書
79 建設課 平戸市道路愛護推進事業実施要綱 様式第４号 平戸市道路愛護作業実施承認申請書
80 建設課 平戸市道路愛護推進事業実施要綱 様式第７号 平戸市道路愛護作業資材支給申請書
81 建設課 平戸市道路愛護推進事業実施要綱 様式第８号 平戸市道路愛護作業完了報告書
82 建設課 平戸市道路愛護推進事業実施要綱 様式第９号 平戸市道路愛護団体解散届
83 建設課 平戸市道路沿線樹木伐採実施要綱 様式第１号 道路沿線樹木伐採支援申請書
84 建設課 平戸市道路沿線樹木伐採実施要綱 様式第２号 道路沿線樹木伐採承諾書
85 建設課 平戸市道路沿線樹木伐採実施要綱 様式第５号 道路沿線樹木伐採実施作業完了報告書



86 建設課 平戸市原材料支給実施要綱 様式第１号 原材料支給申請書
87 建設課 平戸市原材料支給実施要綱 様式第３号 原材料支給完了報告書
88 都市計画課 平戸市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する実施要綱 様式第２号 認定申請取下届
89 都市計画課 平戸市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する実施要綱 様式第６号 住宅の建築が完了した旨の報告書
90 都市計画課 平戸市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する実施要綱 様式第７号 認定長期優良住宅状況報告書
91 都市計画課 平戸市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する実施要綱 様式第１１号 証明願
92 都市計画課 平戸市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する実施要綱 様式第１２号 証明願
93 都市計画課 平戸市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する実施要綱 様式第１３号 軽微な変更届出書
94 都市計画課 平戸市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する実施要綱 様式第１５号 認定長期優良住宅の権原譲渡証明書
95 都市計画課 平戸市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する実施要綱 様式第２号 低炭素建築物新築等計画認定等申請取下届
96 都市計画課 平戸市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する実施要綱 様式第３号 低炭素建築物新築等計画の変更届
97 都市計画課 平戸市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する実施要綱 様式第４号 認定低炭素建築物新築等計画の取りやめ届出書
98 都市計画課 平戸市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する実施要綱 様式第５号 認定建築主変更等届
99 都市計画課 平戸市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する実施要綱 様式第７号 認定低炭素建築物状況報告書

100 都市計画課 平戸市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する実施要綱 様式第８号
認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築工
事が完了した旨の報告書

101 都市計画課 平戸市耐震・安心住まいづくり支援事業実施要綱 様式第１号 平戸市木造住宅耐震診断申込書
102 都市計画課 平戸市耐震・安心住まいづくり支援事業実施要綱 様式第３号 平戸市木造住宅耐震診断中止届出書
103 都市計画課 平戸市耐震・安心住まいづくり支援事業実施要綱 様式第４号 平戸市木造住宅耐震診断士派遣連絡書
104 都市計画課 平戸市耐震・安心住まいづくり支援事業実施要綱 様式第６号 平戸市木造住宅耐震改修計画中止届出書
105 都市計画課 平戸市耐震・安心住まいづくり支援事業実施要綱 様式第７号 平戸市木造住宅耐震改修計画完了実績報告書
106 都市計画課 平戸市耐震・安心住まいづくり支援事業実施要綱 様式第１１号 平戸市木造住宅耐震改修工事費補助金交付申請書
107 都市計画課 平戸市耐震・安心住まいづくり支援事業実施要綱 様式第１３号 平戸市木造住宅耐震改修工事計画変更承認申請書
108 都市計画課 平戸市耐震・安心住まいづくり支援事業実施要綱 様式第１５号 平戸市木造住宅耐震改修工事中止届出書
109 都市計画課 平戸市耐震・安心住まいづくり支援事業実施要綱 様式第１６号 平戸市木造住宅耐震改修工事完了実績報告書
110 都市計画課 平戸市建築物耐震化事業補助金交付要綱 様式第１号 平戸市建築物耐震化事業補助金交付申請書
111 都市計画課 平戸市建築物耐震化事業補助金交付要綱 様式第３号 平戸市建築物耐震化事業着手届
112 都市計画課 平戸市建築物耐震化事業補助金交付要綱 様式第４号 平戸市建築物耐震化事業取下届
113 都市計画課 平戸市建築物耐震化事業補助金交付要綱 様式第５号 平戸市建築物耐震化事業補助金変更交付申請書
114 都市計画課 平戸市建築物耐震化事業補助金交付要綱 様式第７号 平戸市建築物耐震化事業完了実績報告書

115 都市計画課 平戸市大規模建築物耐震化支援事業補助金交付要綱 様式第１号の１
平戸市大規模建築物耐震化支援事業補助金交付申請
書（耐震診断）

116 都市計画課 平戸市大規模建築物耐震化支援事業補助金交付要綱 様式第１号の２
平戸市大規模建築物耐震化支援事業補助金交付申請
書（耐震改修計画）

117 都市計画課 平戸市大規模建築物耐震化支援事業補助金交付要綱 様式第１号の３
平戸市大規模建築物耐震化支援事業補助金交付申請
書（耐震改修又は建替え）

118 都市計画課 平戸市大規模建築物耐震化支援事業補助金交付要綱 様式第３号 平戸市建築物耐震化支援事業着手届
119 都市計画課 平戸市大規模建築物耐震化支援事業補助金交付要綱 様式第４号 平戸市大規模建築物耐震化支援事業取下届

120 都市計画課 平戸市大規模建築物耐震化支援事業補助金交付要綱 様式第５号
平戸市大規模建築物耐震化支援事業補助金変更交付
申請書

121 都市計画課 平戸市大規模建築物耐震化支援事業補助金交付要綱 様式第７号 平戸市大規模建築物耐震化支援事業完了実績報告書

122 都市計画課 平戸市民間建築物吹付けアスベスト改修支援事業補助金交付要綱 様式第１号
平戸市民間建築物吹付けアスベスト改修支援事業補助
金交付申請書

123 都市計画課 平戸市民間建築物吹付けアスベスト改修支援事業補助金交付要綱 様式第３号 平戸市民間建築物吹付けアスベスト改修支援事業取下

124 都市計画課 平戸市民間建築物吹付けアスベスト改修支援事業補助金交付要綱 様式第４号
平戸市民間建築物吹付けアスベスト改修支援事業補助
金変更交付申請書

125 都市計画課 平戸市民間建築物吹付けアスベスト改修支援事業補助金交付要綱 様式第６号
平戸市民間建築物吹付けアスベスト改修支援事業完了
実績報告書

126 都市計画課
平戸市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく
認定等に係る実施要綱

様式第２号 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請取下届

127 都市計画課
平戸市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく
認定等に係る実施要綱

様式第３号 建築物エネルギー消費性能向上計画の変更届



128 都市計画課
平戸市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく
認定等に係る実施要綱

様式第４号 建築物エネルギー消費性能向上計画の取止め届

129 都市計画課
平戸市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく
認定等に係る実施要綱

様式第５号 認定建築主等変更届

130 都市計画課
平戸市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく
認定等に係る実施要綱

様式第７号
建築物エネルギー消費性能向上計画認定建築物状況
報告書

131 都市計画課
平戸市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく
認定等に係る実施要綱

様式第８号
建築物エネルギー消費性能向上計画に係る認定建築物
の建築工事が完了した旨の報告書

132 都市計画課
平戸市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく
認定等に係る実施要綱

様式第１２号 建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請取下届

133 都市計画課
平戸市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく
認定等に係る実施要綱

様式第１３号 基準適合認定建築主等変更届

134 都市計画課
平戸市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく
認定等に係る実施要綱

様式第１５号
建築物のエネルギー消費性能に係る認定建築物状況報
告書

135 都市計画課 平戸市老朽危険空き家除却事業補助金交付要綱 様式第１号の２ 事前調査申請書
136 都市計画課 平戸市老朽危険空き家除却事業補助金交付要綱 様式第３号 平戸市老朽危険空き家除却事業補助金交付申請書
137 都市計画課 平戸市老朽危険空き家除却事業補助金交付要綱 様式第４号 工事計画書
138 都市計画課 平戸市老朽危険空き家除却事業補助金交付要綱 様式第６号 平戸市老朽危険空き家除却事業取下届

139 都市計画課 平戸市老朽危険空き家除却事業補助金交付要綱 様式第７号
平戸市老朽危険空き家除却事業補助金交付申請変更
承認申請書

140 都市計画課 平戸市老朽危険空き家除却事業補助金交付要綱 様式第10号 平戸市老朽危険空き家除却事業完了実績報告書
141 都市計画課 平戸市景観表彰実施要綱 別記様式 平戸市景観表彰推薦調書
142 都市計画課 平戸市街なみ環境整備事業補助金交付要綱 様式第１号 街なみ環境整備事業補助金交付申請書
143 都市計画課 平戸市街なみ環境整備事業補助金交付要綱 様式第３号 街なみ環境整備事業補助金内容変更承認申請書
144 都市計画課 平戸市街なみ環境整備事業補助金交付要綱 様式第４号 街なみ環境整備事業完了実績報告書
145 都市計画課 平戸市営住宅等公開抽選事務取扱要綱 別記様式 委任状
146 田平支所 平戸市分譲宅地「グリーンヒルズ」販売促進報奨金交付要綱 別記様式 報奨金交付申請書
147 消防本部 平戸市消防団員に係る自動車等損害見舞金支給要綱 様式第１号 消防団員に係る自動車等損害見舞金支給申請書
148 消防本部 平戸市消防団協力事業所表示制度実施要綱 様式第１号 平戸市消防団協力事業所表示申請書
149 消防本部 平戸市消防団協力事業所表示制度実施要綱 様式第２号 平戸市消防団協力事業所表示証交付推薦書
150 こども未来課 平戸市立保育所一時預かり事業実施要綱 様式第１号 一時預かり事業利用申請書
151 こども未来課 平戸市立保育所一時預かり事業実施要綱 様式第４号 一時預かり事業利用辞退申出書
152 こども未来課 平戸市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱 様式第１号 平戸市ファミリー・サポート・センター入会申込書（提供会
153 こども未来課 平戸市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱 様式第２号 平戸市ファミリー・サポート・センター入会申込書（依頼会
154 こども未来課 平戸市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱 様式第４号 ファミリー・サポート・センター退会届

155 こども未来課
平戸市ファミリー・サポート・センター事業相互援助活動助成金交付
要綱

様式第１号
平戸市ファミリー・サポート・センター事業相互援助活動
助成金交付申請書

156 こども未来課 平戸市ファミリー・サポート・センター事業相互援助活動助成金交付 様式第２号 暴力団排除に係る誓約書
157 こども未来課 平戸市育児用品貸出事業実施要綱 様式第１号 平戸市育児用品貸出申請書
158 こども未来課 平戸市育児用品貸出事業実施要綱 様式第２号 平戸市育児用品貸出申請同意・誓約書
159 こども未来課 平戸市育児用品貸出事業実施要綱 様式第４号 平戸市育児用品貸出内容変更届出書
160 こども未来課 平戸市育児団体活動支援事業補助金交付要綱 様式第３号 暴力団排除に係る誓約書
161 こども未来課 平戸市安心出産支援事業助成金交付要綱 様式第１号 平戸市安心出産支援事業助成金交付申請書
162 こども未来課 平戸市不妊治療費助成事業実施要綱 様式第１号 平戸市不妊治療費助成金交付申請書
163 こども未来課 平戸市不妊治療費助成事業実施要綱 様式第５号 平戸市一般不妊治療費助成事業受診等証明書
164 こども未来課 平戸市定期予防接種費の償還払に関する要綱 様式第１号 予防接種実施依頼書交付申請書
165 地域協働課 平戸市移住定住環境整備事業補助金交付要綱 様式第５号 暴力団排除に係る誓約書
166 地域協働課 平戸市空き家バンク制度実施要綱 様式第１号 空き家バンク登録申請書

167 地域協働課 平戸市公共交通空白地有償運送支援事業補助金交付要綱 様式4号
平戸市公共交通空白地有償運送支援事業補助金実績
報告書

168 地域協働課 平戸市地域支援員要綱 様式1号 地域支援員参加要請書
169 地域協働課 平戸市地域支援員要綱 様式2号 地域支援員活動報告書



170 地域協働課 平戸市集落支援員要綱 様式2号 業務日報
171 地域協働課 平戸市バス待合施設整備支援事業補助金交付要綱 様式第１号 平戸市バス待合施設整備支援事業計画（実績報告）書
172 地域協働課  平戸市集落支援員要綱 様式第３号 退任願


