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様式第１号（第５条関係）

横浜町長　　　　殿

（申請者）

　

住　　所

電　　話

氏　　名

印

□

□

□

□

有・無

□軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業による交付

□障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に

基づく補聴器の支給

□その他

備　　　考



購入等を希望する業者名

名　称



所在地（電話：　　　　　　　　）

身体障害者手帳の有無

最近５年間の

補聴器の購入状況

右（有・無）年　　　月　　　日　購入

左（有・無）年　　　月　　　日　購入

購入、修理する補聴器

の種類



□購入　　□修理　（装用耳：□右　・□左　・□両耳）

補聴器の種類

ポケット型（軽度・中等度・高度・重度）

耳かけ型（軽度・中等度・高度・重度）

耳あな型（レディメイド・オーダーメイド）

骨導式（ポケット型・眼鏡型）

　その他について、関係機関に調査・照会・閲覧することを承諾します。



対象児童

住　　所



ﾌﾘｶﾞﾅ



氏　　名



生年月日平成　　　年　　　　月　　　　日性　別男　・　女

　　購入費の支給申請の決定のため、私の世帯の住民登録資料、税務資料、補聴器の購入状況

軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成交付申請書

申請日　　平成　　　年　　月　　日

対象児童との続柄（　　　　　）

　　横浜町軽度・中等度難聴児補聴器購入費の助成を受けたいので、横浜町軽度・中等度

　難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱第５条の規定により次のとおり申請します。


file_1.xlsx
様式第１号

		様式第１号（第５条関係） ヨウシキ ダイ ゴウ ダイ ジョウ カンケイ



		軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成交付申請書 ケイド チュウトウド ナンチョウ ジ ホチョウキ コウニュウ ヒ ジョセイ コウフ シンセイショ





																										申請日　　平成　　　年　　月　　日 シンセイビ ヘイセイ ネン ガツ ニチ



				横浜町長　　　　殿 ヨコハマ マチ チョウ ドノ



																								（申請者） シンセイシャ

																				　						住　　所 ジュウ ショ

																										電　　話 デン ハナシ

																										氏　　名 シ メイ																		印 イン

																												対象児童との続柄（　　　　　） タイショウ ジドウ ゾクガラ



		　　横浜町軽度・中等度難聴児補聴器購入費の助成を受けたいので、横浜町軽度・中等度 ヨコハマ マチ ケイド チュウトウ ド ナンチョウ ジ ホチョウキ コウニュウヒ ジョセイ ウ ヨコハマ マチ

		　難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱第５条の規定により次のとおり申請します。 ナンチョウジ ホチョウキ コウニュウヒ ジョセイ ジギョウ ジッシ ヨウコウ ダイ ジョウ キテイ ツギ シンセイ

		　　購入費の支給申請の決定のため、私の世帯の住民登録資料、税務資料、補聴器の購入状況 コウニュウヒ シキュウ シンセイ ケッテイ ワタシ セタイ ジュウミン トウロク シリョウ ゼイム シリョウ ホチョウキ コウニュウ ジョウキョウ

		　その他について、関係機関に調査・照会・閲覧することを承諾します。 タ カンケイ キカン チョウサ ショウカイ エツラン ショウダク



		対象児童 タイショウ ジドウ						住　　所 ジュウ ショ

								ﾌﾘｶﾞﾅ

								氏　　名 シ メイ

								生年月日 セイネン ガッピ						平成　　　年　　　　月　　　　日 ヘイセイ ネン ガツ ニチ																				性　別 セイ ベツ						男　・　女 オトコ オンナ

		購入、修理する補聴器の種類
 コウニュウ シュウリ ホチョウキ シュルイ												□購入　　□修理　（装用耳：□右　・□左　・□両耳） コウニュウ シュウリ ソウヨウ ミミ ミギ ヒダリ リョウミミ

														補聴器の種類 ホチョウキ シュルイ								□		ポケット型（軽度・中等度・高度・重度） ガタ ケイド チュウトウド コウド ジュウド

																						□		耳かけ型（軽度・中等度・高度・重度） ミミ ガタ ケイド チュウトウド コウド ジュウド

																						□		耳あな型（レディメイド・オーダーメイド） ミミ ガタ

																						□		骨導式（ポケット型・眼鏡型） コツ ドウシキ ガタ メガネガタ

		購入等を希望する業者名 コウニュウ トウ キボウ ギョウシャ メイ												名　称 ナ ショウ

														所在地 ショザイチ						（電話：　　　　　　　　） デンワ

		身体障害者手帳の有無 シンタイ ショウガイシャ テチョウ ウム												有 ア		・		無 ナ

		最近５年間の
補聴器の購入状況 サイキン ネンカン ホチョウキ コウニュウ ジョウキョウ												右（有・無） ミギ ア ナ										年　　　月　　　日　購入 ネン ガツ ニチ コウニュウ

														左（有・無） ヒダリ ア ム										年　　　月　　　日　購入 ネン ガツ ニチ コウニュウ

														□		軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業による交付 ケイド チュウトウド ナンチョウジ ホチョウキ コウニュウヒ ジョセイ ジギョウ コウフ

														□		障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に ショウガイシャ ニチジョウ セイカツ オヨ シャカイ セイカツ ソウゴウテキ シエン ホウリツ

																基づく補聴器の支給

														□		その他 タ

		備　　　考 ソナエ コウ
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様式第１号（第５条関係）

横浜町長　　　　殿

（申請者）

　

住　　所

電　　話

氏　　名

印

□

□

□

□

有・無

□軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業による交付

□障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に

基づく補聴器の支給

□その他

備　　　考



購入等を希望する業者名

名　称



所在地（電話：　　　　　　　　）

身体障害者手帳の有無

最近５年間の

補聴器の購入状況

右（有・無）年　　　月　　　日　購入

左（有・無）年　　　月　　　日　購入

購入、修理する補聴器

の種類



□購入　　□修理　（装用耳：□右　・□左　・□両耳）

補聴器の種類

ポケット型（軽度・中等度・高度・重度）

耳かけ型（軽度・中等度・高度・重度）

耳あな型（レディメイド・オーダーメイド）

骨導式（ポケット型・眼鏡型）

　その他について、関係機関に調査・照会・閲覧することを承諾します。



対象児童

住　　所



ﾌﾘｶﾞﾅ



氏　　名



生年月日平成　　　年　　　　月　　　　日性　別男　・　女

　　購入費の支給申請の決定のため、私の世帯の住民登録資料、税務資料、補聴器の購入状況

軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成交付申請書

申請日　　平成　　　年　　月　　日

対象児童との続柄（　　　　　）

　　横浜町軽度・中等度難聴児補聴器購入費の助成を受けたいので、横浜町軽度・中等度

　難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱第５条の規定により次のとおり申請します。
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様式第１号

		様式第１号（第５条関係） ヨウシキ ダイ ゴウ ダイ ジョウ カンケイ



		軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成交付申請書 ケイド チュウトウド ナンチョウ ジ ホチョウキ コウニュウ ヒ ジョセイ コウフ シンセイショ





																										申請日　　平成　　　年　　月　　日 シンセイビ ヘイセイ ネン ガツ ニチ



				横浜町長　　　　殿 ヨコハマ マチ チョウ ドノ



																								（申請者） シンセイシャ

																				　						住　　所 ジュウ ショ

																										電　　話 デン ハナシ

																										氏　　名 シ メイ																		印 イン

																												対象児童との続柄（　　　　　） タイショウ ジドウ ゾクガラ



		　　横浜町軽度・中等度難聴児補聴器購入費の助成を受けたいので、横浜町軽度・中等度 ヨコハマ マチ ケイド チュウトウ ド ナンチョウ ジ ホチョウキ コウニュウヒ ジョセイ ウ ヨコハマ マチ

		　難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱第５条の規定により次のとおり申請します。 ナンチョウジ ホチョウキ コウニュウヒ ジョセイ ジギョウ ジッシ ヨウコウ ダイ ジョウ キテイ ツギ シンセイ

		　　購入費の支給申請の決定のため、私の世帯の住民登録資料、税務資料、補聴器の購入状況 コウニュウヒ シキュウ シンセイ ケッテイ ワタシ セタイ ジュウミン トウロク シリョウ ゼイム シリョウ ホチョウキ コウニュウ ジョウキョウ

		　その他について、関係機関に調査・照会・閲覧することを承諾します。 タ カンケイ キカン チョウサ ショウカイ エツラン ショウダク



		対象児童 タイショウ ジドウ						住　　所 ジュウ ショ

								ﾌﾘｶﾞﾅ

								氏　　名 シ メイ

								生年月日 セイネン ガッピ						平成　　　年　　　　月　　　　日 ヘイセイ ネン ガツ ニチ																				性　別 セイ ベツ						男　・　女 オトコ オンナ

		購入、修理する補聴器の種類
 コウニュウ シュウリ ホチョウキ シュルイ												□購入　　□修理　（装用耳：□右　・□左　・□両耳） コウニュウ シュウリ ソウヨウ ミミ ミギ ヒダリ リョウミミ

														補聴器の種類 ホチョウキ シュルイ								□		ポケット型（軽度・中等度・高度・重度） ガタ ケイド チュウトウド コウド ジュウド

																						□		耳かけ型（軽度・中等度・高度・重度） ミミ ガタ ケイド チュウトウド コウド ジュウド

																						□		耳あな型（レディメイド・オーダーメイド） ミミ ガタ

																						□		骨導式（ポケット型・眼鏡型） コツ ドウシキ ガタ メガネガタ

		購入等を希望する業者名 コウニュウ トウ キボウ ギョウシャ メイ												名　称 ナ ショウ

														所在地 ショザイチ						（電話：　　　　　　　　） デンワ

		身体障害者手帳の有無 シンタイ ショウガイシャ テチョウ ウム												有 ア		・		無 ナ

		最近５年間の
補聴器の購入状況 サイキン ネンカン ホチョウキ コウニュウ ジョウキョウ												右（有・無） ミギ ア ナ										年　　　月　　　日　購入 ネン ガツ ニチ コウニュウ

														左（有・無） ヒダリ ア ム										年　　　月　　　日　購入 ネン ガツ ニチ コウニュウ

														□		軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業による交付 ケイド チュウトウド ナンチョウジ ホチョウキ コウニュウヒ ジョセイ ジギョウ コウフ

														□		障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に ショウガイシャ ニチジョウ セイカツ オヨ シャカイ セイカツ ソウゴウテキ シエン ホウリツ

																基づく補聴器の支給

														□		その他 タ

		備　　　考 ソナエ コウ
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無

□

軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業による交付

□

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に

基づく補聴器の支給

□

その他

備　　　考



購入等を希望する業者名

名　称



所在地

（電話：　　　　　　　　）

身体障害者手帳の有無

最近５年間の

補聴器の購入状況

右（有・無）

年　　　月　　　日　購入

左（有・無）

年　　　月　　　日　購入

購入、修理する補聴器

の種類



□購入　　□修理　（装用耳：□右　・□左　・□両耳）

補聴器の種類

ポケット型（軽度・中等度・高度・重度）

耳かけ型（軽度・中等度・高度・重度）

耳あな型（レディメイド・オーダーメイド）

骨導式（ポケット型・眼鏡型）

　その他について、関係機関に調査・照会・閲覧することを承諾します。



対象児童

住　　所



ﾌﾘｶﾞﾅ



氏　　名



生年月日

平成　　　年　　　　月　　　　日

性　別

男　・　女

　　購入費の支給申請の決定のため、私の世帯の住民登録資料、税務資料、補聴器の購入状況

軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成交付申請書

申請日　　平成　　　年　　月　　日

対象児童との続柄（　　　　　）

　　横浜町軽度・中等度難聴児補聴器購入費の助成を受けたいので、横浜町軽度・中等度

　難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱第５条の規定により次のとおり申請します。




