
平成31年3月1日現在

担当課 根拠法令 条項 押印を省略する申請書等 様式

1 議会事務局 階上町議会議事堂使用規程 第4条 使用申込書 様式第1号

2 総務課 階上町庁舎内における物品販売等に関する要綱 第2条 庁内販売等使用許可申請書 様式第1号

3 総合政策課 階上町住民集会所管理規則 第2条第1項 階上町住民集会所使用許可申請書 様式第1号

4 総合政策課 階上町住民集会所管理規則 第5条第1項 階上町住民集会所使用料減免申請書 様式第3号

5 産業振興課 階上町ふるさとにぎわい広場管理規則 第3条第1項 階上町ふるさとにぎわい広場使用許可申請書 様式第1号

6 産業振興課 階上町ふるさとにぎわい広場管理規則 第4条 階上町ふるさとにぎわい広場使用許可変更（取消）申請書 様式第3号

7 産業振興課 階上町ふるさとにぎわい広場管理規則 第6条第1項 階上町ふるさとにぎわい広場使用料減免申請書 様式第6号

8 産業振興課 階上町わっせ交流センター管理規則 第3条第1項 階上町わっせ交流センター使用許可申請書 様式第1号

9 産業振興課 階上町わっせ交流センター管理規則 第8条第1項 階上町わっせ交流センター使用料減免申請書 様式第3号

10 産業振興課 階上町森の交流館管理規則 第2条第1項 階上町森の交流館使用許可申請書 様式第1号

11 産業振興課 階上町森の交流館管理規則 第7条第1項 階上町森の交流館使用料減免申請書 様式第3号

12 産業振興課 階上町農村活性化センター条例施行規則 第4条第1項 階上町農村活性化センター使用許可申請書 様式第1号

13 産業振興課 階上町農村活性化センター条例施行規則 第6条第1項 階上町農村活性化センター使用料減免申請書 様式第3号

14 産業振興課 階上町営放牧場条例施行規則 第6条第1項 階上町営放牧場使用許可申請書 別記様式

15 産業振興課 階上岳つつじの森キャンプ場管理規則 第3条第1項 階上岳つつじの森キャンプ場使用許可申請書 様式第1号

16 産業振興課 階上岳つつじの森キャンプ場管理規則 第3条第3項 階上岳つつじの森キャンプ場使用変更許可申請書 様式第1号

17 産業振興課 階上岳つつじの森キャンプ場管理規則 第7条第1項 階上岳つつじの森キャンプ場使用料減免申請書 様式第3号

18 産業振興課 はしかみハマの駅あるでぃ～ば条例施行規則 第2条第1項 はしかみハマの駅あるでぃ～ば使用許可申請書 様式第1号

19 産業振興課 はしかみハマの駅あるでぃ～ば条例施行規則 第5条第1項 はしかみハマの駅あるでぃ～ば使用料等減免申請書 様式第3号

20 建設課 階上町漁港管理条例施行規則 第8条第1項 漁港施設使用届 様式第6号

21 健康福祉課 ハートフルプラザ・はしかみ施行規則 第6条第1項 ハートフルプラザ・はしかみ使用申請書・使用許可書 様式第1号

22 健康福祉課 ハートフルプラザ・はしかみ施行規則 第6条第2項 ハートフルプラザ・はしかみ備品借用申請書・借用許可書 様式第2号

23 健康福祉課 ハートフルプラザ・はしかみ施行規則 第7条 ハートフルプラザ・はしかみ使用変更（中止）申請書・承認書 様式第3号

24 健康福祉課 ハートフルプラザ・はしかみ施行規則 第9条第2項 ハートフルプラザ・はしかみ使用料還付申請書・決定書 様式第4号

25 健康福祉課 ハートフルプラザ・はしかみ施行規則 第10条第1項 ハートフルプラザ・はしかみ使用料減免申請書 様式第5号

26 教育課 金山沢水郷館条例施行規則 第2条第1項 金山沢水郷館使用承認申請書 様式第1号

27 教育課 金山沢水郷館条例施行規則 第4条第1項 金山沢水郷館使用料等減免申請書 様式第2号

28 教育課 階上町道仏交流センター条例施行規則 第2条第1項 階上町道仏交流センター使用承認申請書 様式第1号

29 教育課 階上町道仏交流センター条例施行規則 第4条第1項 階上町道仏交流センター使用料等減免申請書 様式第2号

30 教育課 - - 体育館・公民館備品使用許可申請書 -

31 教育課 階上公民館規則 第6条第1項 公民館使用許可申請書 様式第1号

32 教育課 階上公民館規則 第9条第1項 公民館使用変更申請書 様式第3号
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33 教育課 階上公民館規則 第10条 公民館使用中止届 様式第5号

34 教育課 階上公民館規則 第11条第1項 公民館使用料等減免申請書 様式第6号

35 教育課 階上公民館規則 第12条第1項 公民館使用料還付申請書 様式第8号

36 教育課 階上町石鉢ふれあい交流館条例施行規則 第4条第1項 ふれあい交流館使用許可申請書 様式第1号

37 教育課 階上町石鉢ふれあい交流館条例施行規則 第4条第2項 ふれあい交流館備品使用許可申請書 様式第2号

38 教育課 階上町石鉢ふれあい交流館条例施行規則 第4条第4項 ふれあい交流館トレーニングルーム使用申込書 様式第3号

39 教育課 階上町石鉢ふれあい交流館条例施行規則 第5条 ふれあい交流館使用変更・中止申請書 様式第4号

40 教育課 階上町石鉢ふれあい交流館条例施行規則 第7条第2項 ふれあい交流館使用料還付申請書 様式第5号

41 教育課 階上町石鉢ふれあい交流館条例施行規則 第8条第1項 ふれあい交流館使用料等減免申請書 様式第6号

42 教育課 階上町立体育館条例施行規則 第5条 町立体育館使用許可申請書 様式第1号

43 教育課 階上町立体育館条例施行規則 第8条第1項 町立体育館使用変更申請書 様式第3号

44 教育課 階上町立体育館条例施行規則 第9条第1項 町立体育館使用料等減免申請書 様式第5号

45 教育課 階上町立体育館条例施行規則 第10条第1項 町立体育館使用料還付申請書 様式第7号

46 教育課 階上町町民プール管理運営規則 第5条第1項 町民プール使用許可申請書 様式第1号

47 教育課 階上町町民プール管理運営規則 第7条 町民プール個人使用簿 様式第3号

48 教育課 階上町町民プール管理運営規則 第9条第1項 町民プール使用料等減免申請書 様式第4号

49 教育課 階上町グラウンド証明施設の設置及び管理に関する条例施行規則 第4条 グラウンド照明施設使用申請書・使用許可書 様式第1号

50 教育課 階上町グラウンド証明施設の設置及び管理に関する条例施行規則 第6条第1項 グラウンド照明施設使用料等減免申請書 様式第2号

51 教育課 階上町グラウンド証明施設の設置及び管理に関する条例施行規則 第7条第1項 グラウンド照明施設使用料還付申請書 様式第4号

52 教育課 階上町テニスコート条例施行規則 第4条 テニスコート使用申請書・使用許可書 様式第1号

53 教育課 階上町テニスコート条例施行規則 第6条第1項 テニスコート使用料等減免申請書 様式第2号

54 教育課 階上町テニスコート条例施行規則 第7条第1項 テニスコート使用料還付申請書 様式第4号

55 教育課 階上町立学校施設開放に関する条例施行規則 第12条 階上町学校施設使用申込書 別に定めあり

56 教育課 階上町立学校施設開放に関する条例施行規則 第12条 階上町立学校施設使用変更申請書 別に定めあり

57 教育課 階上町立学校施設開放に関する条例施行規則 第12条 学校施設使用料等減免申請書 別に定めあり

58 教育課 階上町立学校施設開放に関する条例施行規則 第12条 学校施設使用料還付申請書 別に定めあり

59 教育課 階上町立学校施設開放に関する条例施行規則 第12条 物品借用書 別に定めあり

60 各課 階上町財務規則 第205条 行政財産使用許可申請書（庁舎等施設に関するものに限る） 様式第85号

61 各課 階上町財務規則 第207条 行政財産使用期間更新許可申請書（庁舎等施設に関するものに限る） 様式第87号


