
税務課 1階

事務事業名 申請書等の様式（名称）

1 賦課徴収事業（固定） 家屋用途変更届

2 賦課徴収事業（固定） 新築住宅に対する固定資産税の減額適用申告書

3 賦課徴収事業（固定） 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書

4 賦課徴収事業（固定） 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書

5 賦課徴収事業（固定）
高齢者等居住改修住宅・高齢者等居住改修専有部分に対する
固定資産税の減額に係る申告書

6 賦課徴収事業（固定）
要安全確認計画記載建築物等の耐震改修に係る固定資産税
の減額に係る申告書

7 賦課徴収事業（固定）
改修実演芸術公演施設に対する固定資産税の減額に係る申告
書

8 賦課徴収事業（固定） 家屋建築届出書

9 賦課徴収事業（固定） 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額適用申告書

10 賦課徴収事業（固定） 土地･家屋価格等縦覧・閲覧申請書

11 賦課徴収事業（固定） 現況証明書（願）

12 賦課徴収事業（民税） 減免申請書

13 賦課徴収事業（民税） 寄附金指定申請書

14 賦課徴収事業（民税） 寄附金指定変更届出書

15 賦課徴収事業（民税） 指定寄付金受領報告書

16 賦課徴収事業(民税・固定） 納期限延長申請書

17 賦課徴収事業（収納） 徴収猶予申請書

18 賦課徴収事業（収納） 徴収猶予延長申請書

19 賦課徴収事業（収納） 徴収猶予に係る差押解除申請書

20 賦課徴収事業（収納） 換価の猶予申請書

21 賦課徴収事業（収納） 換価の猶予延長申請書

22 賦課徴収事業（収納） 納付誓約書

23 賦課徴収事業（収納） 納付計画書

24 賦課徴収事業（共通） 税務証明（閲覧）等申請書
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会計課 1階

事務事業名 申請書等の様式（名称）

1 源泉徴収票作成事務等 個人番号届出書

●廃止可（1月1日）1



高齢者福祉課 1階

事務事業名 申請書等の様式（名称）

1 豊後大野市介護予防拠点施設管理業務 介護予防拠点施設利用許可申請書

2 豊後大野市介護予防拠点施設管理業務 介護予防拠点施設利用減免申請書

3 豊後大野市高齢者生活支援ハウス 高齢者生活支援ハウス（短期）入居申請書

4 豊後大野市高齢者生活支援ハウス 高齢者生活支援ハウス退居届出書

●廃止可（1月1日）　4



市民生活課 1階

事務事業名 申請書等の様式（名称）

1 各種証明書交付事業 身分証明証交付申請書

2 各種申請・届出事業 印鑑登録・廃止申請

3 各種申請・届出事業 パスポート申請・交付

4 各種申請・届出事業 本人通知申請・登録・変更

5 各種申請・届出事業 旧氏併記申請

6 各種申請・届出事業 支援措置申出書

●廃止可（1月1日）　6



子育て支援課 1階

事務事業名 申請書等の様式（名称）

1
子育て世帯リフォーム支援事
業

豊後大野市高齢者・子育て世帯リフォーム支援
事業補助金交付申請書(様式第1号)

2
子育て世帯リフォーム支援事
業

豊後大野市高齢者・子育て世帯リフォーム支援
事業変更申請書(様式第4号)

3
子育て世帯リフォーム支援事
業

豊後大野市高齢者・子育て世帯リフォーム支援
事業取りやめ申請書(様式第5号)

4
子育て世帯リフォーム支援事
業

豊後大野市高齢者・子育て世帯リフォーム支援
事業補助金交付請求書(様式第8号)

5
子育てほっとクーポン活用事
業

「おおいた子育てほっとクーポン」交付申請書

6 子育て応援券交付事業 豊後大野市子育て応援券交付申請書

7 地域子育てサポート事業 入会申込書

8 地域子育てサポート事業 子育てサポート事業「よろしく会員」更新調査票

9 地域子育てサポート事業 子育てサポート事業「まかせて会員」更新調査票

10 保育対策等促進事業事業 企業主導型保育事業利用報告書

11 保育対策等促進事業事業 企業主導型保育事業利用終了報告書

12 保育対策等促進事業事業 特別支援保育事業利用申込書

13 児童手当事業 児童手当・特例給付　父母指定者指定届

14 児童手当事業 児童手当 認定請求書（施設等受給資格者用）

15 児童手当事業
児童手当・特例給付 額改定認定請求書 額改定
届

16 児童手当事業
児童手当・特例給付 額改定認定請求書 額改定
届（施設等受給者用）

17 児童手当事業 児童手当 現況届（施設等受給者用）

18 児童手当事業 児童手当・特例給付 氏名住所等変更届

19 児童手当事業
児童手当・特例給付 氏名住所等変更届（施設等
受給者用）

20 児童手当事業 児童手当・特例給付　受給事由消滅届

21 児童手当事業 児童手当　受給事由消滅届（施設等受給者用）

22 児童手当事業 未支払児童手当・特例給付　請求書

23 児童手当事業
未支払児童手当　請求書（施設等受給資格者
用）

24 児童手当事業 児童手当・特例給付に係る寄付の申出書

25 児童手当事業
児童手当特例給付に係る学校給食費等の徴収
等に関する申出書

26 児童手当事業
児童手当・特例給付 寄付変更申出書 寄付撤回
申出書

27 児童手当事業
児童手当・特例給付からの学校給食費等徴収
(支払）変更申出書 学校給食費等徴収（支払）撤
回申出書

28 児童手当事業 児童手当・特例給付 個人番号変更等申出書

29 児童扶養手当事業 児童扶養手当認定請求書

●廃止可（1月1日）　59



30 児童扶養手当事業 養育費に関する申告書

31 児童扶養手当事業 児童手当額改定請求書

32 児童扶養手当事業 児童手当額改定届

33 児童扶養手当事業
児童扶養手当支給停止関係（発生・消滅・変更）
届

34 児童扶養手当事業 公的年金給付等受給状況届

35 児童扶養手当事業
児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出
書

36 児童扶養手当事業 児童扶養手当　証書亡失届　兼　再発行請求書

37 児童扶養手当事業 児童扶養手当資格喪失届

38 児童扶養手当事業 受給者死亡届 兼 未支払児童扶養手当請求書

39 児童扶養手当事業 児童扶養手当 市外転出届

40 児童扶養手当事業
児童扶養手当 住所変更（転入）及び支払金融機
関変更届

41 児童扶養手当事業
児童扶養手当 住所変更（市内異動）及び支払金
融機関変更届

42 児童扶養手当事業 児童扶養手当　氏名変更及び支給要件変更届

43 児童扶養手当事業 児童扶養手当　再認定請求書

44 児童扶養手当事業 児童扶養手当現況届

45 児童扶養手当事業 児童扶養手当　遺棄（第1号調書）

46 児童扶養手当事業 児童扶養手当　申立書

47 児童扶養手当事業 児童扶養手当　養育申立書

48 児童扶養手当事業 児童扶養手当　別居監護申立書

49 児童扶養手当事業 事実婚の解消及び未婚の母子に関する調書

50 児童扶養手当事業 妊娠に関する申告書

51 児童扶養手当事業 監護・生計同一関係申立書

52 児童扶養手当事業 児童扶養手当　事実婚解消申立書

53 児童扶養手当事業 児童扶養手当　取下書

54 児童館運営事業 児童館利用登録申請書

55 未熟児養育医療費助成事業 低体重出生届

56 未熟児養育医療費助成事業 養育医療給付申請書

57 未熟児養育医療費助成事業 養育医療意見書

58 未熟児養育医療費助成事業 世帯調書

59 未熟児養育医療費助成事業 養育医療兼交付申請書



社会福祉課 1階

事務事業名 申請書等の様式（名称）

1 豊後大野市遺族会連合会補助金 補助金等交付申請書 ※

2 豊後大野市遺族会連合会補助金 補助金（変更・取り下げ・中止）承認申請書

3 豊後大野市遺族会連合会補助金 事 業 実 績 報 告 書

4 豊後大野市社会福祉協議会補助金 補助金等交付申請書 ※

5 豊後大野市社会福祉協議会補助金 補助金（変更・取り下げ・中止）承認申請書

6 豊後大野市社会福祉協議会補助金 事 業 実 績 報 告 書

7 大分県原爆被害者団体協議会補助金 補助金等交付申請書 ※

8 大分県原爆被害者団体協議会補助金 事 業 実 績 報 告 書

9 豊後大野市民生児童委員協議会補助金 補助金等交付申請書 ※

10 豊後大野市民生児童委員協議会補助金 補助金（変更・取り下げ・中止）承認申請書

11 豊後大野市民生児童委員協議会補助金 事 業 実 績 報 告 書

12 豊後大野市身体障害者福祉協議会補助金 補助金等交付申請書 ※

13 豊後大野市身体障害者福祉協議会補助金 補助金（変更・取り下げ・中止）承認申請書

14 豊後大野市身体障害者福祉協議会補助金 事 業 実 績 報 告 書

●廃止可（1月1日）　9
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社会教育課 2階

事務事業名 申請書等の様式（名称）

1 公民館関係 公民館施設・設備利用許可申請書

2 公民館関係 公民館の施設使用料減免申請書

3 公民館関係 公民館利用許可事前申請書

4 公民館関係 公民館作品展示申請書

5 公民館関係 公民館（ロッカー室・倉庫）使用許可申請書

6 公民館関係 公民館生涯学習活動団体（公民館クラブ）登録申請書

7 公民館関係 公民館生涯学習活動団体（公民館クラブ）登録変更届

8 スポーツ関係 体育施設使用料減免申請書

9 スポーツ関係 体育施設使用料還付申請書

●廃止可（1月1日）　9



農業委員会 3階

事務事業名 申請書等の様式（名称）

1 農業委員会事業 非農地通知書

2 農業委員会事業 申立書

3 農業委員会事業 意見書

4 農業委員会事業 空家に付随した農地指定申請書

5 農業委員会事業 相続届

6 農業委員会事業 農地台帳交付申請書

7 農業委員会事業 あっせん申出書

8 農業委員会事業 現況確認願

9 農業委員会事業 有効証明願

10 農業委員会事業 農地等の利用状況調査

11 農業委員会事業 農地基本台帳搭載確認依頼

12 農業委員会事業 農地復元報告書

13 農業委員会事業 報酬控除に関する同意書

14 農業委員会事業 費用弁償支給に関する調査報告書

15 農業委員会事業 豊後大野市農業委員会農地利用最適化推進委員推薦書

16 農業委員会事業 豊後大野市農業委員会農地利用最適化推進委員応募申込書

17 農業委員会事業 豊後大野市農業委員会農業委員推薦書

18 農業委員会事業 豊後大野市農業委員会農業委員応募申込書

19 農業委員会事業 委任状

20 農業委員会事業 農地利用意向調査

21 農業委員会事業 営農計画書

22 農業委員会事業 同意書

●廃止可（1月1日）　22



農業振興課 3階

事務事業名 申請書等の様式（名称）

1 畜産経営基盤強化事業 補助金等交付申請書

2 畜産経営基盤強化事業 事業着手届

3 畜産経営基盤強化事業 事業完了届

4 畜産経営基盤強化事業 実績報告書

5 畜産経営基盤強化事業 補助金等交付請求書

6 優良雌牛確保対策事業 補助金等交付申請書 ※

7 優良雌牛確保対策事業 事業着手届 ※

8 優良雌牛確保対策事業 事業完了届 ※

9 優良雌牛確保対策事業 実績報告書 ※

10 優良雌牛確保対策事業 補助金等交付請求書 ※

11 畜産環境整備事業 補助金等交付申請書 ※

12 畜産環境整備事業 事業着手届 ※

13 畜産環境整備事業 事業完了届 ※

14 畜産環境整備事業 実績報告書 ※

15 畜産環境整備事業 補助金等交付請求書 ※

16 乳用牛保留事業 補助金等交付申請書 ※

17 乳用牛保留事業 事業着手届 ※

18 乳用牛保留事業 事業完了届 ※

19 乳用牛保留事業 実績報告書 ※

20 乳用牛保留事業 補助金等交付請求書 ※

21 優良乳用牛導入事業 補助金等交付申請書 ※

22 優良乳用牛導入事業 事業着手届 ※

23 優良乳用牛導入事業 事業完了届 ※

24 優良乳用牛導入事業 実績報告書 ※

25 優良乳用牛導入事業 補助金等交付請求書 ※

●廃止可（1月1日）　14



26 種雄牛造成推進事業 補助金等交付申請書 ※

27 種雄牛造成推進事業 事業着手届 ※

28 種雄牛造成推進事業 事業完了届 ※

29 種雄牛造成推進事業 実績報告書 ※

30 種雄牛造成推進事業 補助金等交付請求書 ※

31 指定交配推進事業 補助金等交付申請書 ※

32 指定交配推進事業 事業着手届 ※

33 指定交配推進事業 事業完了届 ※

34 指定交配推進事業 実績報告書 ※

35 指定交配推進事業 補助金等交付請求書 ※

36 全国和牛能力共進会出品候補牛確保事業 補助金等交付申請書 ※

37 全国和牛能力共進会出品候補牛確保事業 事業着手届 ※

38 全国和牛能力共進会出品候補牛確保事業 事業完了届 ※

39 全国和牛能力共進会出品候補牛確保事業 実績報告書 ※

40 全国和牛能力共進会出品候補牛確保事業 補助金等交付請求書 ※

41 豊後大野市緊急渇水対策事業 緊急渇水対策事業費補助金申書

42 豊後大野市緊急渇水対策事業 緊急渇水対策事業着手届

43 豊後大野市緊急渇水対策事業 緊急渇水対策事業完了届

44 豊後大野市緊急渇水対策事業 緊急渇水対策事業実績報告書

45 豊後大野市被災農業者向け経営体育成支援事業 補助金等交付申請書

46 豊後大野市被災農業者向け経営体育成支援事業 事業着手届

47 豊後大野市被災農業者向け経営体育成支援事業 事業完了届

48 豊後大野市被災農業者向け経営体育成支援事業 実績報告書

49 豊後大野市被災農業者向け経営体育成支援事業 補助金等交付請求書

※…同じ様式を他の事業でも使用。廃止数に重複分は含んでいない。



環境衛生課 3階

事務事業名 申請書等の様式（名称）

1 環衛生事業 新規犬の登録・注射済交付　申請用紙

2 環衛生事業 犬の死亡届出書

3 環衛生事業 犬の登録事項変更届出書

4 環衛生事業 改葬許可申請書

5 環衛生事業 消毒関係申込書

6 環衛生事業 事業計画届出書

7 環衛生事業 特定施設設置届出書

8 環衛生事業 特定建設作業実施届出書

9 環衛生事業 災害廃棄物搬入申込書

10 環衛生事業 災害ボランティア登録申込書

11 清掃総務事業 不法投棄防止看板申込書

12 清掃総務事業 一般廃棄物処理手数料免除申請書
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商工観光課 4階

事務事業名 申請書等の様式（名称）

1 観光施設管理事業
神楽の里ふれあいセンター利用申込
書

2 観光施設管理事業
内山観音周辺観光施設等利用許可
申請書

3 観光施設管理事業
俚楽の郷伝承体験館利用許可申請
書

4 観光施設管理事業
俚楽の郷伝承体験館利用許可事項
変更申請書

5 観光施設管理事業
俚楽の郷伝承体験館使用料減免申
請書

6 観光施設管理事業 リバーパーク犬飼利用許可申請書

7 観光施設管理事業 リバーパーク犬飼利用料減免申請書

8 観光施設管理事業 リバーパーク犬飼利用取消届

9 ジオパーク推進事業
おおいた豊後大野ジオパークロゴ
マーク使用承認申請書

10 ジオパーク推進事業
おおいた豊後大野ジオパーク研修申
請書

11 観光イベント補助金
豊後大野市観光イベント補助金交付
申請書

12 観光イベント補助金
豊後大野市観光イベント補助金事業
内容（経費）変更承認申請書

13 観光イベント補助金
豊後大野市観光イベント補助金実績
報告書
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財政課 4階

事務事業名 申請書等の様式（名称）

1 公有財産管理事務 寄付申込書

2 公有財産管理事務 普通財産貸付申請書

3 公有財産管理事務 普通財産貸付期間延長(更新)承認申請書

4 公有財産管理事務 使用目的変更承認申請書

5 公有財産管理事務 原形変更承認申請書

6 公有財産管理事務 財産災害届

7 公有財産管理事務 財産借受人（連帯保証人）住所（氏名）変更届

8 公有財産管理事務 借受人変更届

9 公有財産管理事務 行政財産使用許可申請書

10 公有財産管理事務 行政財産使用期間延長（更新）申請書

11 公有財産管理事務 使用目的変更許可申請書

12 公有財産管理事務 原形変更許可申請書

13 公有財産管理事務 市有財産買受代金（交換差金）延納申請書

14 指定管理業務 指定管理者指定申請書

15 指定管理業務 指定管理者変更事項届出書

16 駐車場管理業務 定期駐車申込書

17 有料広告業務 公用車車両広告掲出提出申込書

18 有料広告業務 広報ぶんごおおの広告掲載申込書

19 有料広告業務 ホームページ広告掲載申込書

20 有料広告業務 施設内広告掲出申込書

21 有料広告業務 ごみ袋包装紙広告掲載申込書

22 入札契約関係 入札設計図書閲覧簿
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総務課 4階

事務事業名 申請書等の様式（名称）

1 豊後大野市市民便利講座業務 豊後大野市市民便利講座申込書

2 豊後大野市ふるさと大使 候補者推薦事務 豊後大野市ふるさと大使推薦書

3 豊後大野市表彰 候補者推薦事務 豊後大野市表彰候補者推薦書

4 豊後大野市表彰 候補者連絡事務 豊後大野市表彰候補者連絡票

5 ケーブルテレビ管理事業 豊後大野市ケーブルテレビ宅内工事指定店希望調書

6 ケーブルテレビ管理事業 豊後大野市ケーブルテレビ施設使用料等の減免申請書

7 ケーブルテレビ管理事業 豊後大野市ケーブルテレビ施設使用料等減免変更届

8 ケーブルテレビ管理事業 豊後大野市告知放送依頼書

9 ケーブルテレビ管理事業 豊後大野市グループ放送登録（変更）申請書

10 ケーブルテレビ管理事業 豊後大野市グループ放送登録廃止届

11 広報広聴事業 豊後大野市ふれあいミーティング申請書

12 不当要求行為等防止対策事務 不当要求行為等に関する報告書

13 内部公益通報事務 公益通報書

14 自主防災組織等活動補助事業 自主防災組織設立届

15 自主防災組織等活動補助事業
自主防災組織等　防災講習会・
訓練申請書（兼　届出書）

16 高齢者運転免許証自主返納支援事業
高齢者運転免許証自主返納支
援事業申請書

17 防犯灯設置事業 防犯灯設置申請書

18 防犯灯設置事業 LED防犯灯　支給申請書

19 防犯灯設置事業
ＬＥＤ防犯灯給付事業　実績報
告書

20 交通安全施設整備事業 カーブミラー給付申請書

21 交通安全施設整備事業
ガードレール設置・白線等整備申
請書
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まちづくり推進課 4階

事務事業名 申請書等の様式（名称）

1 豊後大野市空き家バンク登録事業 豊後大野市空き家バンク利用登録抹消届出書

2 サイクリングハブ施設関連事業 サイクリングハブ施設利用許可申請書

3 サイクリングハブ施設関連事業 サイクリングハブ施設利用許可事項変更申請書

4 サイクリングハブ施設関連事業 サイクリングハブ施設使用料減免申請書

5 サイクリングハブ施設関連事業 サイクリングハブ施設使用料還付請求書

6 統計調査事業 統計調査員登録カード

7 統計調査事業 再登録申請

8 豊後大野市国際交流協会事業 補助金等交付申請書

9 豊後大野市国際交流協会事業 事業着手届

10 豊後大野市国際交流協会事業 事業完了届

11 豊後大野市国際交流協会事業 補助金等交付請求書

12 豊後大野市国際交流協会事業 補助金実績報告書

13 県有地跡地管理 行政財産使用許可申請書 ※

14 県有地跡地管理 行政財産使用期間延長（更新）申請書 ※

15 県有地跡地管理 使用目的変更許可申請書 ※

16 朝倉文夫記念公園管理事業 入館料減免申請書

17 朝倉文夫記念公園管理事業 施設等利用許可願

18 朝倉文夫記念公園管理事業 施設等使用料減免申請書

19 総合文化センター管理事業 総合文化センター実行委員会事業申請書

20 総合文化センター管理事業 総合文化センター利用許可申請書

21 総合文化センター管理事業 総合文化センター附属設備等利用許可申請書

22 総合文化センター管理事業 総合文化センター使用料減免申請書

23 総合文化センター管理事業 総合文化センター使用料還付申請書

24 神楽会館管理事業 神楽会館利用許可申請書

25 神楽会館管理事業 神楽会館使用料減免申請書

26 神楽会館管理事業 神楽会館使用料還付申請書

※…同じ様式を他の事業でも使用。廃止数に重複分は含んでいない。
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消防本部 その他

事務事業名 申請書等の様式（名称）

1 消防本部　予防 消防訓練等計画・結果届出書

2 消防本部　予防 消防法令適合通知書交付申請書

3 消防本部　予防 火災予防上必要な業務に関する計画提出書

4 消防本部　予防 防火対象物使用開始届出書

5 消防本部　予防
炉・厨房設備・温風暖房器・ボイラー・乾燥設
備等設置届出書

6 消防本部　予防
燃料電池・発電・変電設備・蓄電池設備届出
書

7 消防本部　予防 ネオン管灯設備設置届出書

8 消防本部　予防 水素ガスを充てんする気球の設置届出書

9 消防本部　予防
火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれ
のある行為の届出書

10 消防本部　予防 煙火 打上げ仕掛け 届出書

11 消防本部　予防 催物開催届出書

12 消防本部　予防 水道 断・減 水届出書

13 消防本部　予防 道路工事届出書

14 消防本部　予防 露店等の開設届出書

15 消防本部　予防 指定洞道等届出書（新規・変更）

16 消防本部　危険物 少量危険物指定可燃物 貯蔵取扱い 届出書

17 消防本部　危険物
少量危険物
指定可燃物 貯蔵取扱い 廃止届出書

18 消防本部　警防 消防職員派遣申請書

19 消防本部　警防 庁舎見学申込書

20 消防本部　警防 消防資機材借受申請書

21 消防本部　警防 り災証明願

22 消防本部　警防 救急搬送証明願

23 消防本部　危険物 危険物仮貯蔵（仮取扱）承認申請書

24 消防本部　危険物 製造所等名称等変更届

25 消防本部　危険物 危険物製造所等簡易変更届出書

26 消防本部　危険物 危険物製造所等　休止・再開届出書

27 消防本部　危険物 火薬類所有権取得届出書

28 消防本部　危険物 火薬類製造・取扱保安責任者等選任・解任届

29 消防本部　危険物 火薬類消費許可申請書記載事項変更届
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30 消防本部　危険物
火薬類取扱・保安責任（副保安責任・代理者）
選任継続届出書

31 消防団活動事業 入団届

32 消防団活動事業 宣誓書

33 消防団活動事業 退団届

34 消防団活動事業 消防団分団運営補助金

35 消防団活動事業 委任状

36 消防団活動事業 火災保険同意書

37 消防施設整備事業 消防施設等整備事業申請書

38 消防施設整備事業 事故発生顛末書

39 消防施設整備事業 携帯用無線機借用申請書


