
令和４年４月１日から行政手続の負担軽減及び利便性の向上を図るため、押印の省略をいたします。

記

担当課 担当係 例規名 発令 書類

総務課 総務係 長和町東日本大震災避難者生活支援補助金交付要綱 平成23年5月1日告示第2号 様式第4号

総務課 総務係 長和町安全・安心な交通対策緊急支援事業補助金交付要綱 令和2年8月6日告示第41号 様式第5号

総務課 総務係 長和町防災士養成事業補助金交付要綱 令和2年8月6日告示第42号 様式第3号

総務課 総務係
長和町議会議員及び長和町長の選挙における選挙運動の公費負担に関
する規程

令和2年9月18日選挙管理委員会
告示第7号

様式第10号

総務課 総務係
長和町議会議員及び長和町長の選挙における選挙運動の公費負担に関
する規程

令和2年9月18日選挙管理委員会
告示第7号

様式第11号

総務課 総務係
長和町議会議員及び長和町長の選挙における選挙運動の公費負担に関
する規程

令和2年9月18日選挙管理委員会
告示第7号

様式第12号

企画財政課 管財係 長和町公営住宅条例施行規則 平成17年10月1日規則第88号 様式第6号

企画財政課 管財係 長和町営住宅条例施行規則 平成21年12月9日規則第13号 様式第3号

企画財政課 まちづくり政策係 空き家活用団体と連携した長和町地方創生事業補助金交付要綱 平成27年10月30日告示第29号 様式第5号

企画財政課 まちづくり政策係 空き家活用団体と連携した長和町地方創生事業補助金交付要綱 平成27年10月30日告示第29号 様式第6号

企画財政課 まちづくり政策係 信州・長和町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱 平成29年10月20日告示第45号 様式第3号

企画財政課 財政係 長和町公共工事の中間前金払に関する取扱要領 令和元年8月13日告示第27号 様式第3号

町民福祉課 福祉係 長和町福祉医療給付に関する条例施行規則 平成17年10月1日規則第41号 様式第4号

町民福祉課 保険係 長和町国民健康保険条例施行規則 平成17年10月1日規則第67号 様式第16号

町民福祉課 保険係 長和町国民健康保険条例施行規則 平成17年10月1日規則第67号 様式第7号

町民福祉課 高齢者支援係 長和町老人福祉措置要領 平成17年10月1日訓令第22号 様式第25号

町民福祉課 高齢者支援係 長和町虚弱老人夜間一時利用（ナイトケア）事業実施要綱 平成17年10月1日告示第13号 様式第3号

町民福祉課 高齢者支援係 長和町高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金交付要綱 平成17年10月1日告示第17号 様式第3号

町民福祉課 福祉係 長和町腎臓機能障害及び特定疾患治療通院費補助事業実施要綱 平成17年10月1日告示第30号 様式第3号

町民福祉課 福祉係 長和町障害者にやさしい住宅改良促進事業補助金交付要綱 平成17年10月1日告示第32号 様式第3号

町民福祉課 保険係
長和町社会福祉法人による介護保険利用者負担軽減ユニット型個室特例
補助金交付要綱

平成18年3月22日告示第85号 様式第2号

町民福祉課 保険係
長和町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係
る利用者負担軽減制度事業補助金交付要綱

平成18年3月22日告示第86号 様式第2号

町民福祉課 生活環境係 長和町ごみ減量化機器等購入費補助金交付要綱 平成19年3月22日告示第6号 様式第1号

町民福祉課 高齢者支援係 長和町家族介護支援事業実施要綱 平成20年3月24日告示第8号 様式第3号

町民福祉課 生活環境係 長和町住宅用太陽光発電システム設置補助金交付要綱 平成21年3月23日告示第6号 様式第7号

町民福祉課 福祉係 長和町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱 平成23年11月16日告示第10号 様式第3号

町民福祉課 福祉係 長和町通所通園等推進事業補助金交付要綱 平成23年6月1日告示第7号 様式第3号

町民福祉課 福祉係 長和町障害児通園施設利用児療育支援事業実施要綱 平成24年3月22日告示第6号 様式第7号

町民福祉課 福祉係 長和町自立支援医療費（育成医療）支給認定実施要綱 平成25年4月1日告示第8号 様式第9号

町民福祉課 福祉係 長和町自立支援医療費（育成医療）支給認定実施要綱 平成25年4月1日告示第8号 様式第12号

町民福祉課 福祉係 長和町自立支援医療費（更生医療）支給認定実施要綱 平成25年4月1日告示第9号 様式第10号

町民福祉課 福祉係 長和町自立支援医療費（更生医療）支給認定実施要綱 平成25年4月1日告示第9号 様式第13号

町民福祉課 福祉係 長和町地域生活支援事業実施規則 平成25年6月10日規則第9号 様式第6号

町民福祉課 福祉係 長和町婚活支援事業補助金交付要綱 平成26年3月25日告示第9号 様式第7号

町民福祉課 福祉企業センター係 長和町福祉企業センター障害者等交通費補助金交付要綱 平成26年6月18日告示第15号 様式第3号

町民福祉課 福祉係 長和町障がい者施設通所費補助金交付要綱 平成27年3月23日告示第9号 様式第3号

町民福祉課 福祉係 長和町緊急宿泊支援事業実施要綱 平成30年12月4日告示第23号 様式第3号

下記一覧表　請求書等の様式については、押印を継続して必要としますが、それ以外については押印省略となります。
必要に応じ、本人確認等を行わせていただく場合がありますので、よろしくお願いいたします。

◎町関係



町民福祉課 福祉係 長和町成年後見制度利用支援事業実施要綱 令和2年2月14日告示第5号 様式第5号

町民福祉課 高齢者支援係 長和町運転免許証自主返納等促進事業実施要綱 令和2年2月14日告示第7号 様式第3号

町民福祉課 福祉係
長和町新型コロナウイルス感染症対策福祉サービス事業所給付金事業実
施要綱

令和2年7月27日告示第31号 様式第1号

町民福祉課 福祉係
長和町新型コロナウイルス感染症対策福祉サービス事業所物資調達補助
金交付要綱

令和2年7月27日告示第32号 様式第5号

町民福祉課 福祉係
長和町新型コロナウイルス感染症対策福祉サービス事業所物資調達補助
金交付要綱

令和2年7月27日告示第32号 様式第7号

こども・健康推進課 健康づくり係 長和町新型インフルエンザワクチン接種者補助金交付要綱 平成21年12月22日告示第17号 別記様式

こども・健康推進課 健康づくり係 長和町不妊治療助成事業実施要綱 平成21年3月23日告示第2号 別記様式

こども・健康推進課 健康づくり係 長和町産前産後子育てサポーター利用費補助金交付要綱 平成28年3月31日告示第15号 様式第3号

こども・健康推進課 健康づくり係 長和町産前産後受診等交通費補助金交付要綱 平成28年3月31日告示第16号 様式第3号

こども・健康推進課 健康づくり係 長和町産後ケア宿泊型事業実施要綱 平成30年3月23日告示第7号 様式第4号

こども・健康推進課 子育て支援係
長和町満３歳以上教育・保育給付認定子どもに係る副食費助成事業実施
要綱

令和2年2月14日告示第10号 別記様式

こども・健康推進課 健康づくり係 長和町骨髄等ドナー支援事業助成金交付要綱 令和元年8月13日告示第26号 様式第4号

産業振興課 商工観光係 長和町木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱 平成22年3月24日告示第4号 様式第9号

産業振興課 商工観光係 長和町住まい快適促進助成金交付要綱 平成23年11月16日告示第11号 様式第8号

産業振興課 商工観光係 長和町中小企業者等販路拡大事業補助金交付要綱 平成25年3月22日告示第4号 様式第5号

産業振興課 林務係 長和町森のエネルギー推進事業補助金交付要綱 平成25年9月27日告示第16号 様式第5号

産業振興課 商工観光係 長和町中小企業者等新製品・新技術開発支援事業補助金交付要綱 平成26年3月25日告示第5号 様式第5号

産業振興課 特産品開発係 長和町特産品開発事業補助金交付要綱 平成26年3月25日告示第6号 様式第5号

産業振興課 農政係 長和町経営体育成支援事業交付規則 平成26年6月18日規則第4号 様式第11号

産業振興課 特産品開発係 長和町奨励品販売促進事業報奨金交付要綱 平成26年9月26日告示第19号 様式第1号

産業振興課 農政係 東京農業大学と連携した長和町地方創生事業補助金交付要綱 平成27年6月30日告示第22号 様式第5号

産業振興課 農政係 東京農業大学と連携した長和町地方創生事業補助金交付要綱 平成27年6月30日告示第22号 様式第6号

産業振興課 商工観光係 長和町新規雇用促進助成金交付要綱 平成28年11月28日告示第43号 様式第6号

産業振興課 特産品開発係
長和町黒耀ワインぶどうプロジェクト委員会と連携した長和町地方創生事
業補助金交付要綱

平成28年6月15日告示第20号 様式第5号

産業振興課 特産品開発係
長和町黒耀ワインぶどうプロジェクト委員会と連携した長和町地方創生事
業補助金交付要綱

平成28年6月15日告示第20号 様式第6号

産業振興課 農政係 長和町畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業補助金交付要綱 平成29年3月10日告示第32号 様式第10号

産業振興課 農政係 長和町畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業補助金交付要綱 平成29年3月10日告示第32号 様式第8号

産業振興課 特産品開発係 長和雑穀研究会と連携した長和町地方創生事業補助金交付要綱 平成29年6月1日告示第23号 様式第5号

産業振興課 特産品開発係 長和雑穀研究会と連携した長和町地方創生事業補助金交付要綱 平成29年6月1日告示第23号 様式第6号

産業振興課 農政係 合同会社ＳＭＩＬＥ結絆と連携した長和町地方創生事業補助金交付要綱 平成29年6月1日告示第24号 様式第5号

産業振興課 農政係 合同会社ＳＭＩＬＥ結絆と連携した長和町地方創生事業補助金交付要綱 平成29年6月1日告示第24号 様式第6号

産業振興課 農政係 長和町農地中間管理機構集積協力金交付要綱 平成30年12月4日告示第26号 様式第5号

産業振興課 商工観光係 長和町創業支援事業補助金交付要綱 平成30年3月23日告示第8号 様式第5号

産業振興課 商工観光係 長和町アスベスト飛散防止対策事業補助金交付要綱 平成31年2月12日告示第8号 様式第6号

産業振興課 特産品開発係 道の駅運営組織と連携した長和町地方創生事業補助金交付要綱 令和2年2月14日告示第11号 様式第5号

産業振興課 特産品開発係 道の駅運営組織と連携した長和町地方創生事業補助金交付要綱 令和2年2月14日告示第11号 様式第6号

産業振興課 商工観光係 長和町ＵＩＪターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱 令和2年2月14日告示第12号 様式第7号

産業振興課 農政係 長和町新規就農者等家賃補助金交付要綱 令和2年8月6日告示第43号 様式第6号

産業振興課 商工観光係
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した新型コロ
ナウイルス対応株式会社長和町振興公社事業補助金交付要綱

令和2年8月6日告示第44号 様式第5号

産業振興課 商工観光係
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した新型コロ
ナウイルス対応株式会社長和町振興公社事業補助金交付要綱

令和2年8月6日告示第44号 様式第6号

産業振興課 商工観光係
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した新型コロ
ナウイルス対応信州・長和町観光協会事業補助金交付要綱

令和2年8月6日告示第45号 様式第5号

産業振興課 商工観光係
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した新型コロ
ナウイルス対応信州・長和町観光協会事業補助金交付要綱

令和2年8月6日告示第45号 様式第6号



建設水道課 建設耕地係 長和町多面的機能支払交付金交付要綱 平成26年10月７日告示第26号 様式第1号

担当課 係 例規名 発令 書類

議会事務局 議会係 長和町議会政務活動費の交付に関する規則 平成22年３月24日議会規則第１号 様式第３号

担当課 係 例規名 発令 書類

教育課 学校教育係 長和町副食費の実費徴収に係る補足給付事業実施要綱
令和２年２月14日教育委員会告示
第１号

別記様式

教育課 文化財係 長和町指定文化財保護事業補助金交付要綱
平成20年３月17日教育委員会告
示第２号

様式第９号

教育課 文化財係 長和町歴史的景観保全条例施行規則 平成28年８月22日規則第13号 様式第９号

担当課 係 例規名 発令 書類

建設水道課 上下水道係 長和町合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱
平成31年３月20日上下水道事業
管理告示第２号

様式第６号

建設水道課 上下水道係 長和町浄化槽水質検査手数料補助金交付要綱
平成31年３月20日上下水道事業
管理告示第４号

様式第１号

◎議会関係

◎教育委員関係

◎公営企業関係


