
№ 業務名 書類名称 様式番号 条例・規則・要綱等名 担当係名

1 下水道 排水設備新設等計画(変更)確認申請書 様式第1号 国東市農業集落排水施設条例施行規則 下水道工務係

2 下水道 排水設備新設等計画（変更）確認通知書 様式第2号 国東市農業集落排水施設条例施行規則 下水道工務係

3 下水道 排水設備工事完了届 様式第3号 国東市農業集落排水施設条例施行規則 下水道工務係

4 下水道 検査済証 様式第4号 国東市農業集落排水施設条例施行規則 下水道工務係

5 下水道 下水道等使用(開始、休止、廃止、再開)届書 様式第6号 国東市農業集落排水施設条例施行規則 下水道管理係

6 下水道 下水道等使用変更届書 様式第7号 国東市農業集落排水施設条例施行規則 下水道管理係

7 下水道 集落排水使用料減免申請書 様式第9号 国東市農業集落排水施設条例施行規則 下水道管理係

8 下水道 集落排水新規加入申請書 様式第11号 国東市農業集落排水施設条例施行規則 下水道管理係

9 下水道 集落排水新規加入許可書 様式第12号 国東市農業集落排水施設条例施行規則 下水道管理係

10 下水道 下水道事業受益者申告書 様式第1号
国東市農業集落排水事業受益者分担金条例
施行規則

下水道管理係

11 下水道 下水道受益者分担金徴収猶予申請書 様式第4号
国東市農業集落排水事業受益者分担金条例
施行規則

下水道管理係

12 下水道 下水道事業受益者負担減免申請書 様式第7号
国東市農業集落排水事業受益者分担金条例
施行規則

下水道管理係

13 下水道 農業集落排水事業受益者変更申告書 様式第10号
国東市農業集落排水事業受益者分担金条例
施行規則

下水道管理係

14 下水道 農業集落排水事業受益者分担金納付管理人申告書 様式第11号
国東市農業集落排水事業受益者分担金条例
施行規則

下水道管理係

15 下水道 農業集落排水事業受益者(納付管理人)住所変更届出書 様式第12号
国東市農業集落排水事業受益者分担金条例
施行規則

下水道管理係

16 下水道 排水設備設置延期許可申請書 様式第1号 国東市公共下水道条例施行規則 下水道工務係

17 下水道 排水設備等の新設等計画(変更)確認申請書 様式第3号 国東市公共下水道条例施行規則 下水道工務係

18 下水道 排水設備等新設等計画(変更)確認通知書 様式第4号 国東市公共下水道条例施行規則 下水道工務係

19 下水道 排水設備等の新設等工事完了届書 様式第5号 国東市公共下水道条例施行規則 下水道工務係

20 下水道 排水設備等検査済証 様式第6号 国東市公共下水道条例施行規則 下水道工務係

21 下水道 下水道等使用(開始、休止、廃止、再開)届書 様式第8号 国東市公共下水道条例施行規則 下水道管理係

22 下水道 下水道等使用変更届書 様式第9号 国東市公共下水道条例施行規則 下水道管理係

23 下水道 悪質下水排除(開始、変更、再開、休止、廃止)届書 様式第10号 国東市公共下水道条例施行規則 下水道管理係
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24 下水道 除害施設等(設置、休止、廃止)及び水質管理責任者届書 様式第11号 国東市公共下水道条例施行規則 下水道管理係

25 下水道 公共下水道使用料減免申請書 様式第13号 国東市公共下水道条例施行規則 下水道管理係

26 下水道 地下水等使用届書 様式第15号 国東市公共下水道条例施行規則 下水道管理係

27 下水道 下水排除量減量認定申請書 様式第17号 国東市公共下水道条例施行規則 下水道管理係

28 下水道 物件設置(変更)許可申請書 様式第19号 国東市公共下水道条例施行規則 下水道工務係

29 下水道 公共下水道敷地等占用許可(継続)申請書 様式第21号 国東市公共下水道条例施行規則 下水道工務係

30 下水道 公共下水道新規加入申請書 様式第24号 国東市公共下水道条例施行規則 下水道管理係

31 下水道 集合住宅等の料金計算申請書 様式第26号 国東市公共下水道条例施行規則 下水道管理係

32 下水道 集合住宅等の世帯数変更届 様式第27号 国東市公共下水道条例施行規則 下水道管理係

33 下水道 排水設備指定工事店申請書 様式第1号
国東市公共下水道等排水設備指定工事店規
則

下水道工務係

34 下水道 連帯保証書 様式第2号
国東市公共下水道等排水設備指定工事店規
則

下水道工務係

35 下水道 排水設備指定工事店継続申請書 様式第5号
国東市公共下水道等排水設備指定工事店規
則

下水道工務係

36 下水道 排水設備指定工事店変更届出書 様式第6号
国東市公共下水道等排水設備指定工事店規
則

下水道工務係

37 下水道 排水設備指定工事店証再交付申請書 様式第7号
国東市公共下水道等排水設備指定工事店規
則

下水道工務係

38 下水道 排水設備指定工事店(休止、再開、廃業)届出書 様式第8号
国東市公共下水道等排水設備指定工事店規
則

下水道工務係

39 下水道 排水設備責任技術者登録申請書 様式第10号
国東市公共下水道等排水設備指定工事店規
則

下水道工務係

40 下水道 排水設備工事責任技術者登録更新申請書 様式第13号
国東市公共下水道等排水設備指定工事店規
則

下水道工務係

41 下水道 排水設備工事責任技術者証書換え交付申請書 様式第14号
国東市公共下水道等排水設備指定工事店規
則

下水道工務係

42 下水道 排水設備工事責任技術者証再交付申請書 様式第15号
国東市公共下水道等排水設備指定工事店規
則

下水道工務係

43 下水道 公共下水道区域外流入許可申請書 様式第1号 国東市公共下水道区域外流入取扱要綱 下水道工務係

44 下水道 特定環境保全公共下水道区域外流入許可申請書 様式第1号
国東市特定環境保全公共下水道区域外流入
取扱要綱

下水道工務係

45 下水道 工事着手届 様式第1号
国東市公共下水道区域外流入取扱の工事及
び無償譲渡に係る事務取扱要領

下水道工務係

46 下水道 工事完成届 様式第3号
国東市公共下水道区域外流入取扱の工事及
び無償譲渡に係る事務取扱要領

下水道工務係
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47 下水道 排水施設工事承認検査調書 様式第4号
国東市公共下水道区域外流入取扱の工事及
び無償譲渡に係る事務取扱要領

下水道工務係

48 下水道 排水施設無償譲渡申請書 様式第6号
国東市公共下水道区域外流入取扱の工事及
び無償譲渡に係る事務取扱要領

下水道工務係

49 下水道 工事着手届 様式第1号
国東市特定環境保全公共下水道区域外流入
取扱の工事及び無償譲渡に係る事務取扱要
領

下水道工務係

50 下水道 工事完成届 様式第3号
国東市特定環境保全公共下水道区域外流入
取扱の工事及び無償譲渡に係る事務取扱要
領

下水道工務係

51 下水道 排水施設工事承認検査調書 様式第4号
国東市特定環境保全公共下水道区域外流入
取扱の工事及び無償譲渡に係る事務取扱要
領

下水道工務係

52 下水道 排水施設無償譲渡申請書 様式第6号
国東市特定環境保全公共下水道区域外流入
取扱の工事及び無償譲渡に係る事務取扱要
領

下水道工務係

53 下水道 下水道事業受益者申告書 様式第1号
国東市都市計画下水道事業受益者負担金条
例施行規則

下水道管理係

54 下水道 下水道受益者負担金徴収猶予申請書 様式第4号
国東市都市計画下水道事業受益者負担金条
例施行規則

下水道管理係

55 下水道 下水道事業受益者負担減免申請書 様式第7号
国東市都市計画下水道事業受益者負担金条
例施行規則

下水道管理係

56 下水道 下水道事業受益者変更申告書 様式第11号
国東市都市計画下水道事業受益者負担金条
例施行規則

下水道管理係

57 下水道 下水道事業受益者負担金納付管理人申告書 様式第13号
国東市都市計画下水道事業受益者負担金条
例施行規則

下水道管理係

58 下水道 下水道事業受益者住所等変更届書 様式第14号
国東市都市計画下水道事業受益者負担金条
例施行規則

下水道管理係

59 下水道 下水道事業受益者負担金過誤納金還付請求書 様式第17号
国東市都市計画下水道事業受益者負担金条
例施行規則

下水道管理係

60 下水道 下水道事業受益者負担金異議申立書 様式第18号
国東市都市計画下水道事業受益者負担金条
例施行規則

下水道管理係

61 下水道 排水設備設置延期許可申請書 様式第1号
国東市特定環境保全公共下水道条例施行規
則

下水道工務係

62 下水道 排水設備等新設等計画(変更)確認申請書 様式第3号
国東市特定環境保全公共下水道条例施行規
則

下水道工務係

63 下水道 排水設備等新設等計画(変更)確認通知書 様式第4号
国東市特定環境保全公共下水道条例施行規
則

下水道工務係

64 下水道 排水設備等工事完了届 様式第5号
国東市特定環境保全公共下水道条例施行規
則

下水道工務係

65 下水道 排水設備等検査済証 様式第6号
国東市特定環境保全公共下水道条例施行規
則

下水道工務係

66 下水道 下水道等使用(開始、休止、廃止、再開)届書 様式第8号
国東市特定環境保全公共下水道条例施行規
則

下水道管理係

67 下水道 下水道等使用変更届書 様式第9号
国東市特定環境保全公共下水道条例施行規
則

下水道管理係

68 下水道 悪質下水排除(開始、変更、再開、休止、廃止)届書 様式第10号
国東市特定環境保全公共下水道条例施行規
則

下水道管理係

69 下水道 除害施設等(設置、休止、廃止)及び水質管理責任者届書 様式第11号
国東市特定環境保全公共下水道条例施行規
則

下水道管理係
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70 下水道 地下水等使用届書 様式第13号
国東市特定環境保全公共下水道条例施行規
則

下水道管理係

71 下水道 下水排除量減量認定申請書 様式第15号
国東市特定環境保全公共下水道条例施行規
則

下水道管理係

72 下水道 物件設置(変更)許可申請書 様式第17号
国東市特定環境保全公共下水道条例施行規
則

下水道管理係

73 下水道 公共下水道敷地等占用許可(継続)申請書 様式第19号
国東市特定環境保全公共下水道条例施行規
則

下水道工務係

74 下水道 公共下水道新規加入許可申請書 様式第21号
国東市特定環境保全公共下水道条例施行規
則

下水道管理係

75 下水道 下水道使用料等減免申請書 様式第23号
国東市特定環境保全公共下水道条例施行規
則

下水道管理係

76 下水道 集合住宅等の料金計算申請書 様式第26号
国東市特定環境保全公共下水道条例施行規
則

下水道管理係

77 下水道 集合住宅等の世帯数変更届 様式第27号
国東市特定環境保全公共下水道条例施行規
則

下水道管理係

78 下水道 下水道事業受益者申告書 様式第1号
国東市特定環境保全公共下水道事業受益者
分担金条例施行規則

下水道管理係

79 下水道 下水道事業受益者分担金徴収猶予申請書 様式第5号
国東市特定環境保全公共下水道事業受益者
分担金条例施行規則

下水道管理係

80 下水道 下水道事業受益者負担減免申請書 様式第8号
国東市特定環境保全公共下水道事業受益者
分担金条例施行規則

下水道管理係

81 下水道 下水道事業受益者変更申告書 様式第11号
国東市特定環境保全公共下水道事業受益者
分担金条例施行規則

下水道管理係

82 下水道 下水道事業受益者分担金納付管理人申告書 様式第12号
国東市特定環境保全公共下水道事業受益者
分担金条例施行規則

下水道管理係

83 下水道 下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届出書 様式第13号
国東市特定環境保全公共下水道事業受益者
分担金条例施行規則

下水道管理係

84 下水道 水洗便所等改造資金融資利子補給金交付申請書 様式第5号
国東市水洗便所等改造資金の融資あっせん
及び利子補給に関する規則

下水道管理係

85 下水道 補助金交付申請書 様式第1号
国東市合併処理浄化槽設置整備事業補助金
交付要綱

下水道工務係

86 下水道 工事着手届 ―
国東市合併処理浄化槽設置整備事業補助金
交付要綱

下水道工務係

87 下水道 工事完成届 ―
国東市合併処理浄化槽設置整備事業補助金
交付要綱

下水道工務係

88 下水道 変更承認申請書 様式第4号
国東市合併処理浄化槽設置整備事業補助金
交付要綱

下水道工務係

89 下水道 実績報告書 様式第5号
国東市合併処理浄化槽設置整備事業補助金
交付要綱

下水道工務係

90 水道
給水装置新設・改造・修繕工事申込書兼給水装置新設・改
造・修繕施工承認申請書

様式第1号 国東市水道事業給水条例施行規程 水道工務係

91 水道 誓約書
様式第3号(そ

の1)
国東市水道事業給水条例施行規程 水道工務係

92 水道 開発給水協議書 様式第4号 国東市水道事業給水条例施行規程 水道工務係
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93 水道
給水装置及び水道使用（開始・変更）届兼給水開始承認申込
書

様式第6号 国東市水道事業給水条例施行規程 水道管理係

94 水道 代理人選定・変更届 様式第7号 国東市水道事業給水条例施行規程 水道工務係

95 水道 賃貸住宅等管理者選定・変更届 様式第8号 国東市水道事業給水条例施行規程 水道管理係

96 水道 メーター亡失・損傷届 様式第9号 国東市水道事業給水条例施行規程 水道管理係

97 水道 給水装置口径・用途変更届 様式第11号 国東市水道事業給水条例施行規程 水道工務係

98 水道 消火栓使用届 様式第12号 国東市水道事業給水条例施行規程 水道工務係

99 水道 給水装置・水質検査請求書 様式第13号 国東市水道事業給水条例施行規程 水道工務係

100 水道 工事負担金分納届 様式第14号 国東市水道事業給水条例施行規程 水道工務係

101 水道 水道料金等減免申請書 様式第15号 国東市水道事業給水条例施行規程 水道管理係

102 水道 水道料金等減免申請書（水道使用一時休止届） 様式第16号 国東市水道事業給水条例施行規程 水道管理係

103 水道 簡易専用水道設置届 様式第1号 国東市簡易専用水道指導要綱 水道工務係

104 水道 簡易専用水道設置届記載事項変更届 様式第2号 国東市簡易専用水道指導要綱 水道工務係

105 水道 簡易専用水道廃止届 様式第3号 国東市簡易専用水道指導要綱 水道工務係

106 水道 小規模簡易専用水道設置届 様式第1号
国東市小規模簡易専用水道維持管理指導要
綱

水道工務係

107 水道 小規模簡易専用水道（届出事項変更・廃止）届 様式第2号
国東市小規模簡易専用水道維持管理指導要
綱

水道工務係

108 工業用水道 氏名等変更届 様式第1号 国東市工業用水道事業給水条例施行規程 水道工務係

109 工業用水道 使用者の地位承継申請書 様式第2号 国東市工業用水道事業給水条例施行規程 水道工務係

110 工業用水道 給水申込書 様式第3号 国東市工業用水道事業給水条例施行規程 水道工務係

111 工業用水道 特定使用水量申込書 様式第5号 国東市工業用水道事業給水条例施行規程 水道工務係

112 工業用水道 基本使用水量変更申込書 様式第7号 国東市工業用水道事業給水条例施行規程 水道工務係

113 工業用水道 特定使用水量変更申込書 様式第9号 国東市工業用水道事業給水条例施行規程 水道工務係

114 工業用水道 給水施設工事申込書 様式第11号 国東市工業用水道事業給水条例施行規程 水道工務係

115 工業用水道 給水施設工事成工検査申込書 様式第12号 国東市工業用水道事業給水条例施行規程 水道工務係



№ 業務名 書類名称 様式番号 条例・規則・要綱等名 担当係名

116 工業用水道 工業用水道使用開始（廃止）届 様式第16号 国東市工業用水道事業給水条例施行規程 水道工務係

117 工業用水道 メーター等検査請求書 様式第18号 国東市工業用水道事業給水条例施行規程 水道工務係


