
（様式第１号）

（ 提出先 ）

足 立 区 長

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

申請者　名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏名　　　　 　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　印　

電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　により、民営自転車等駐車場補助金交付の決定を受けたいので、次のとおり申請します。

　補助の種別  　□設置費補助金　　 □管理費補助金（　　年目）　　□運営費補助金（　　年目）

　駐車場の名称

　駐車場所在地 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□所　有　　　□借　地

　駐車場施設  　□平置式　　　　　　　　　□立体式（　　　　階）

 　□新設　　　　　　　　□改築　　　　　　　　　　□増改築

 　台数：自転車　　　　台（内２H無料　　台）　　バイク　　　　台（内２H無料　　　台）

　駐車場の規模  　駐車場面積　　　　　　　　　㎡　　　　　　　　敷地面積　　　　　　　　㎡

 　施設延べ面積　　　　　　　　　㎡　　□単独施設　　□複合施設（　　　　　　　　）

　開設日(予定日)  　令和　　　　年　　　　月　　　　日

　決定番号  　令和　　　年度　　 第　　　　　号

　工事費総額 　　　　　　　　　　　　　　　　円（消費税除く）

　備考

　　　　　　　　　　　　　　　　　　                              　　令和　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　□工事見積書・内訳書の写し　　　　□申請地の写真　　　　□事業計画書　　　　　

　　　　　　　　□個人：納税証明書（３年分）　　　　□その他の書類

民営自転車等駐車場補助金交付申請書 

　　　　　足立区自転車等の駐車秩序及び自転車等駐車場の整備に関する条例施行規則第２３条１項

(添付書類)　□位置図　　　□敷地面積求積図　　　□平面図　（重層式のものは各階平面図･立体図）

　　　　　　　　□土地所有関係（土地の全部事項証明書・借地契約書の写し等）　　　□利用案内、約款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　□法人：財務関係書類（過去３期分の決算清算書のうち、貸借対照表と損益計算書）



（様式第2号）

1 　申請者 　住　　所

　氏　　名

2 　土地所有者 　住　　所

　氏　　名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□所有　　□借地

　賃貸借料  　　□有　　　　　　　　　円/１ヵ月　　　　　□無

３ 　駐車場施設 　駐車場所在地  　　足立区

　駐車場の名称

　最寄り駅等 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（駅等より約　　　　m）

　事業区分  　　□新設　　　　　　　□改築　　　　　　□増改築

　駐車場の形式  　　□平置式　　　　　　□立体式（　　階）

　駐車台数  　　□自転車　　　　台　　□バイク　　　　台　　　合計　　　　　台

　駐車料金  　　□月極　　　　　 円/１ヵ月　　　□時間貸し　 　時間　　　　　円

４ 　駐車場の規模

６ 　２時間無料対応

７ 　工事予定 　工事着手予定 　　　　　　　令和　　　　年　　　　月　　　　日

　工事完了予定 　　　　　　　令和　　　　年　　　　月　　　　日

　開設日（予定日） 　　　　　　　令和　　　　年　　　　月　　　　日

８ 　建設費 　見　積　額 　　　　　　　　　　　　　　円（消費税除く）

　　(内訳) 手持額 　　　　　　　　　　　　　　円

　　　　　　 融資額 　　　　　　　　　　　　　　円

９ 　管理運営方法 　運営方法  　　□委託（委託先:　　　　　　　　委託料:　　　　　円/月）　　　□申請者

　有人無人  　　□無人（□精算機　□振込　□集金）　　□有人（□窓口　□振込）

１０　他の事業

１１　備考

事　　業　　計　　画　　書　

　　　　　　駐車場面積　　　　　　　　　㎡　　　　　　　　　　敷地面積　　　　　　　　㎡

　　　　　　施設延べ面積　　　　　　　　㎡　　　□単独施設　　　□複合施設（　　　　　　　）

  　　　  　□有（収容台数　　　　　台中　　　　　　台）　　　　　　□無

　



　　　　（別　紙）

年　数 ①売上（時間） ②売上（月極） ③合計（①+②） ④人件費 ⑤光熱費 ⑥地代 ⑦その他 ⑧合計（④～⑦）
⑨収支額
（③-⑧）

１年目

２年目

３年目

４年目

５年目

　

　■減価償却費・償却資産税・借入金利 円／年

　■固定資産税・都市計画税 円／年

　■機器メンテナンス費 円／年

5　年　間　の　収　支　計　画　書

　■人件費 円／年

　■その他 円／年

　■通信費 円／年

　■警備費 円／年



（様式第５号）

令和　　　年　　　月　　　日

    足　立　区　長

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

申請者　名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　印　　

電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　下記工事を着手しましたので通知いたします。

１．　名　　称

２．　所　在　地

３．　着手年月日 令和　　　　年　　　　月　　　　日　

４．　完了予定日 令和　　　　年　　　　月　　　　日　

　

（添付書類）

□工事請負契約書の写し

□工事工程表

□その他

民営自転車等駐車場補助金交付事業に係る工事着手届

　　　　 令和　　　年度　第　　　　　号で補助金交付決定を受けた自転車等駐車場について、

　　(提出先)

記



（様式第６号）

令和　　　年　　　月　　　日

    足　立　区　長

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

申請者　名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏名　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　　

電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　 下記工事を完了しましたので通知いたします。

　１．　名　　称

　２．　所　在　地

　３．　着手年月日 令和　　　　年　　　　月　　　　日　

　４．　完了年月日 令和　　　　年　　　　月　　　　日　

　５．　開　設　日 令和　　　　年　　　　月　　　　日　

　

　

　（添付書類）

□完成写真

□請求書の写し（補助金対象費のわかるもの）

□領収書の写し

□その他

民営自転車等駐車場補助金交付事業に係る工事完了届

　　　　令和　　　年度　第　　　　　号で補助金交付決定を受けた自転車等駐車場について、

　　(提出先)

記



（様式第７号）

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　名称　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　電話番号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　　年　　　月　　　日

運　営　状　況　報　告　書

  （提出先）

　足立区長

うち時間貸し　　　　　台 うち月極め　　　　　　　　　　台

　　　　　　　　　　　　　　令和　　　　年度　　　第　　　　　号

自転車　　　　　　　台

２H無料　　　　　　台

　　　次のとおり令和　　　年度の民営自転車等駐車場の利用状況を報告いたします。

決定番号

うち時間貸し　　　　　台

駐車場の名称

駐車場所在地

うち月極め　　　　　　　　　　台

駐車料金

自転車　　時間貸し　　　　　／時間　　　　　　　円　　　　　　月極め　　　　　　　　円

バイク　　　時間貸し　　　　　／時間　　　　　　　円　　　　　　月極め　　　　　　　　円

２時間無料　　　　　　　□有　　　　　　　　　　　　□無　　　　　

バイク　　　　　　　台

２H無料　　　　　　台

収容台数

　　　実績報告書　　　　（令和　　　年　　　　月　　　　日　～　令和　　　年　　　月　　　日）

　　　年度予定額

　　　年度実績額

①時間貸売上 ③合計①＋②

　　　年度見込額

年間台数 ②月極め売上 ④年間経費

申請者    名称

  住所

　氏名

備考

⑤収入（③－④）

経費内訳



（様式第９号）

　（ 提出先 ）

　足 立 区 長

　　

　により令和　　　年度　第　　　　号で決定を受けた民営自転車等駐車場補助金 の交付を次のとおり

　請求します。つきましては、下記の口座にお振込み願います。

　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　  管理費補助金　　　　　　　　　　　　　　円

　　　４．振込先

　銀行

信用金庫 　　　支店

信用組合

　預　金 口　座
振

込
　種　目 番　号

口 （フリガナ）

座
　氏　名

　住　所

1．普通　　　　　２．.当座

電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  振込先

　金　融

　機　関

管理費補助金（イ）　　　　　　　　　　　円　２H無料（　　　　　年目）

管理費補助金（ア）　　　　　　　　　　　円　固定資産税等（　　　　年目）

　　 足立区自転車等の駐車秩序及び自転車等駐車場の整備に関する条例施行規則第２３条第２項

　　　２．駐車場所在地

　　　３．補助金の請求額　　　　　　　　　　　　　　　 円

令和　　　年　　　月　　　日

民営自転車等駐車場補助金交付請求書兼口座振替依頼書

設置費補助金　　　　　　　　　　　　　　円

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

申請者　　　　名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　印　　

　　　１．駐車場の名称



（様式第10号）

  （ 提出先 ）

　足 立 区 長

　　　令和　　　年度　第　　　　　　号の当自転車等駐車場について、下記のとおり（変更・閉鎖・廃止）を

　　したいので届出します。

　　１．駐車場の名称及び所在地

　　３．変更・閉鎖・廃止年月日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和　　　年　　　月　　　日

民営自転車等駐車場変更・閉鎖・廃止届　

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

記

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　印　　

電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　名　　　 称

　　　　　所　在　地

　　２．変更・閉鎖・廃止理由

　　　    令和　　　　年　　　　月　　　　日



（様式第11号）

　（ 提出先 ）

　足 立 区 長

　　辞退したいので届出します。

　　１．駐車場の名称及び所在地

　　２．辞退理由

　　３．辞退年月日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

記

氏名　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　印　　

電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 令和　　　年度　第　　　　号の自転車等駐車場補助金交付について、下記のとおり決定を

令和　　　　年　　　　月　　　　日

民営自転車等駐車場補助金交付辞退届　

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　名　　　 称

　　　　　所　在　地

　　　    令和　　　　年　　　　月　　　　日


