
押印を求める手続の見直し等のための関係規則の整備に関する規則（案） 

について 

１ 趣旨 

市の行政手続に対する市民や事業者等の負担を軽減するとともに、今後の行政 

手続のデジタル化に向けた環境を整備するため、市の規則による手続のうち、市民

や事業者等が市に対して行うものの押印又は署名を見直すものである。 

２ 改正概要 

別紙の「規則名」欄に記載した規則のうち、「様式名又は手続の種類等」欄に記載 

された手続について、押印又は署名を求める規定を削除するとともに、当該規定の

削除に伴う所要の規定の整備を行う。 

３ 施行期日 

  令和３年８月１日 

パブリックコメント資料 



　　別紙

No 規則名 改正箇所 様式名又は手続の種類等

第１１条 報告書の訂正

様式第１号 資産等報告書

様式第２号 所得等報告書

様式第３号 関連会社等報告書

様式第４号 報告書訂正届

第１２条第１項 聴聞調書及び報告書の記載事項

第１２条第３項 聴聞調書及び報告書の記載事項

第１５条第１項 弁明調書

様式第１号 住民投票請求代表者証明書交付申請書

様式第２号 住民投票請求書

様式第４号 住民投票請求署名収集委任届

様式第１号 政務活動費交付（追加）申請書

様式第２号 政務活動費返還届

様式第１号 指定管理者指定申請書

様式第２号 指定管理者事業報告書

様式第１号 育児休業承認請求書

様式第２号 育児休業等計画書

様式第３号 養育状況変更届

様式第４号 育児短時間勤務承認請求書

様式第５号 部分休業承認請求書

7 苫小牧市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則 様式 自己啓発等休業承認申請書

8 苫小牧市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則 様式 配偶者同行休業承認申請書

9 苫小牧市一般職の職員の給与に関する条例施行規則 様式 期末・勤勉手当支給一時差止処分書

10
苫小牧市議会の議員等の公務災害補償等に関する条例
施行規則

第２２条第２項 審査の申立て

第１号様式 公務災害見舞金受給申請書

第２号様式 代表者選任届

第１号様式 公有財産引継書

第２号様式 建物等建設委託書

第３号様式 建設物引継書

第４号様式の４ 苫小牧市公有財産台帳（別葉・土地）

第４号様式の５ 苫小牧市公有財産台帳（別葉・建物）

第４号様式の６ 苫小牧市公有財産台帳（別葉・工作物）

第４号様式の７ 苫小牧市公有財産台帳（別葉・権利）

第１４号様式 建物等取りこわし委託書

第１５号様式 建物等取りこわし完了通知書

第１８号様式 公有財産所管替え（所属替え）通知書

第１９号様式 公有財産増減異動通知書

第２０号様式 公有財産決算報告書

苫小牧市長の資産等の公開に関する条例施行規則

苫小牧市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

6 苫小牧市職員の育児休業等に関する条例施行規則

苫小牧市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に
関する条例施行規則

5

2 苫小牧市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

1

3 苫小牧市住民投票条例施行規則

4

11

12 苫小牧市公有財産規則

苫小牧市職員公務災害見舞金支給条例施行規則

1



No 規則名 改正箇所 様式名又は手続の種類等

第１２号様式 給与支払報告書(総括表)

第１３号様式
給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届
出書

第１５号様式 個人市民税 個人道民税 納入申告書

第１７号様式 固定資産税 都市計画税 住宅用地申告書

第１７号様式の２ 被災住宅用地状況申告書

第２５号様式 鉱産税納付申告書

第２９号様式 国民健康保険税申告書

第２９号様式の２ 国民健康保険税特例対象被保険者等申告書

第３１号様式 入湯税納入申告書

第３２号様式 入湯税に係る鉱泉浴場経営申告書

第３３号様式 納税管理人申告書/承認申請書

第３５号様式 納税管理人不要認定申請書

様式第４号 延滞金減額(免除)申請書

様式第８号 担保提供書

様式第９号 債務保証書

様式第１０号 履行延期申請書

様式第１２号 債務免除申請書

第９条第１項 事務引継

第１４条 印鑑及び取扱者の届出

第５１条第４項 会計管理者等の払込み

第９１条第１項 資金前途職員の異動等に伴う処理

第９１条第２項 資金前途職員の異動等に伴う処理

第１３条第１項 事務引継

第１７条第６項 物品の調達及び検収

第２８条第１項 用品の交付

様式第７号 事故報告書

様式第１号 印鑑登録申請書

様式第４号 印鑑登録証再交付申請書

様式第５号 印鑑登録原票登録事項変更届

様式第６号 印鑑登録廃止申請書

様式第１号 街路灯設置補助金交付申請書

様式第４号 街路灯設置工事完成届

様式第５号 街路灯設置工事完成検査報告書

様式第６号 街路灯設置費収支決算書

19 苫小牧市消費生活条例施行規則 様式第６号 消費者訴訟資金償還免除申請書

20 苫小牧市民会館条例施行規則 第５号様式 市民会館利用料金承認申請書

21 苫小牧市コミュニティセンター条例施行規則 様式第３号
苫小牧市コミュニティセンター利用料金承認申請
書

22 苫小牧市植苗ファミリーセンター条例施行規則 様式第３号
苫小牧市植苗ファミリーセンター利用料金承認申
請書

18 苫小牧市街路灯設置補助規則

苫小牧市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則17

苫小牧市物品会計規則16

苫小牧市会計規則15

13

14

苫小牧市税条例施行規則

苫小牧市債権管理条例施行規則

2



No 規則名 改正箇所 様式名又は手続の種類等

様式第１号 公共的施設新築等工事届出書

様式第３号 公共的施設新築等工事変更届出書

様式第５号 適合証交付申請書

様式第１号 保護申請書

様式第２号 給与証明書

様式第３号 住宅補修計画書

様式第５号 介護扶助決定に関する同意書

様式第６号 保護変更申請書（傷病届）

様式第７号 葬祭扶助申請書

様式第８号 就労自立給付金申請書

様式第９号 進学準備給付金申請書

様式第１０号
保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書
(生活保護法第77条の2第1項に基づく徴収金の場
合)

様式第１１号
保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書
(生活保護法第78条第1項に基づく徴収金の場合)

様式第１号 子どものための教育・保育給付認定申請書

様式第２号 子どものための教育・保育給付認定現況届

様式第３号 子どものための教育・保育給付認定変更申請書

様式第４号 子どものための教育・保育給付認定内容変更届

様式第５号 支給認定証再交付申請書

様式第６号 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書

様式第７号 子育てのための施設等利用給付認定現況届

様式第８号 子育てのための施設等利用給付認定内容変更届

様式第９号
特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者確認
申請書

様式第１０号
特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者確認
変更申請書

様式第１１号
特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者確認
内容変更届

様式第１２号
特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者利用
定員減少届

様式第１３号
特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者確認
辞退届

様式第１４号 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書

様式第１５号 特定子ども・子育て支援施設等確認内容変更届

様式第１６号 特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届

26
苫小牧市補装具費の支給及び日常生活用具の給付等に
関する規則

様式
補装具費支給／日常生活用具(給付・貸与) 申請
書

様式第１号 診断書

様式第２号 災害援護資金貸付申請書

様式第５号 災害援護資金繰上償還申出書

様式第６号 災害援護資金償還免除申請書

様式第８号 災害援護資金違約金支払免除申請書

様式第１０号 災害援護資金償還金支払猶予申請書

25 苫小牧市子ども・子育て支援法施行細則

27 苫小牧市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

24 苫小牧市生活保護法による保護の実施に関する規則

23 苫小牧市福祉のまちづくり条例施行規則

3



No 規則名 改正箇所 様式名又は手続の種類等

様式第３号 住宅新築資金等工事等着手届

様式第４号 住宅新築資金等工事等完了届

様式第６号 住宅新築資金等償還免除・猶予申請書

様式第８号 氏名住所変更届

29 苫小牧市母子家庭等児童入学援助金支給条例施行規則 様式 母子家庭等児童入学援助金支給申請書

30 苫小牧市民活動センター条例施行規則 様式第３号 苫小牧市民活動センター利用料金承認申請書

31 苫小牧市福祉ふれあいセンター条例施行規則 様式第２号
苫小牧市福祉ふれあいセンター利用料金承認申請
書

様式第１号 廃棄物搬入承認申請書

様式第２号 廃棄物処分手数料等後納承認申請書

様式第３号
一般廃棄物収集運搬業・処分業許可申請書(新
規・更新)

様式第５号 浄化槽清掃業許可申請書(新規・更新)

第３号様式 し尿処理券売りさばき人指定申請書

第５号様式 し尿処理券交換申請書

別記第１号様式 畜犬けい留除外申請書

別記第４号様式 畜犬の加害届

別記第５号様式 畜犬被害届

別記第６号様式 畜犬を処分することを命じる書類

様式第１号 墓地使用許可申請書

様式第２号 共同墓使用許可申請書

様式第５号 墓地使用許可証再交付申請書

様式第７号 墓地使用料・管理料免除申請書

様式第８号 共同墓使用料・管理料免除申請書

様式第９号 代理人選定届

様式第１５号 墓地使用権移転許可申請書

様式第１７号 共同墓使用中止届

36 苫小牧市重度心身障害者医療費助成条例施行規則 様式第６号 第三者の行為による傷病届

様式第１号 養育医療給付申請書

様式第２号 養育医療意見書

様式第４号 養育医療継続申請書

第１号様式 国民健康保険被保険者証等再交付申請書

第６号様式 国民健康保険食事療養標準負担額差額支給申請書

第７号様式 国民健康保険療養費支給申請書

第１１号様式 国民健康保険高額療養費支給申請書

第１１号の２様式
高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明
書交付申請書

第１３号様式 出産育児一時金支給申請書

第１４号様式 葬祭費支給申請書

37

33

34

苫小牧市し尿処理券規則

32

28 苫小牧市ウタリ住宅新築資金等貸付条例施行規則

苫小牧市畜犬の取締り及び野犬等の掃とうに関する条
例施行規則

苫小牧市未熟児の養育医療の給付に関する規則

38

35

苫小牧市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

苫小牧市国民健康保険条例施行規則

苫小牧市墓地条例施行規則

4



No 規則名 改正箇所 様式名又は手続の種類等

様式第２号 介護保険要介護認定・要支援認定申請書

様式第３号 介護保険要介護・要支援状態区分変更申請書

様式第４号 介護保険サービスの種類指定変更申請書

様式第１０号 介護保険居宅介護サービス費等支給申請書

様式第１１号
介護保険居宅介護（介護予防）福祉用具購入費支
給申請書

様式第１２号
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請
書

様式第１３号
介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請
書

様式第１３号の２
高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証
明書交付申請書

様式第１４号
介護保険特定入所者介護(介護予防)サービス費差
額支給申請書

様式第１７号
指定地域密着型サービス事業者 指定居宅介護支
援事業者 指定地域密着型介護予防サービス事業
者 指定介護予防支援事業者 指定申請書

様式第１８号
指定地域密着型サービス事業者 指定居宅介護支
援事業者 指定地域密着型介護予防サービス事業
者 指定介護予防支援事業者 指定更新申請書

様式第１９号 介護保険料免除・徴収猶予申請書

様式第２０号
介護保険料免除・徴収猶予申請に係る預貯金申告
書

様式第１号 事業場指定申請書

様式第２号 軽減措置申請書

様式第３号 助成金交付申請書

様式第５号 申請内容等変更届

様式第６号 地位承継届

様式第７号 工事着手届

様式第８号 工事完成届

様式第９号 操業開始届

様式第１０号 操業休止(廃止)届

41 苫小牧市労働福祉センター条例施行規則 様式第５号 苫小牧市労働福祉センター利用料金承認申請書

様式第１号 卸売業務許可申請書

様式第２号 誓約書

様式第３号 せり人登録申請書

様式第４号 仲卸業務承認申請書

様式第５号 買受業務承認申請書

様式第６号 関連事業承認申請書

43 苫小牧市まちなか交流センター条例施行規則 様式第３号
苫小牧市まちなか交流センター利用料金承認申請
書

44 苫小牧市ウトナイ交流センター条例施行規則 様式第３号
苫小牧市ウトナイ交流センター利用料金承認申請
書

45 苫小牧市森林火入れに関する条例施行規則 様式第１号 森林火入許可申請書

46 苫小牧市児童館条例施行規則 様式第３号 児童館利用料金承認申請書

47 苫小牧市沼ノ端交流センター条例施行規則 様式第３号 苫小牧市沼ノ端交流センター利用料金承認申請書

48 苫小牧市スポーツセンター条例施行規則 様式第３号 苫小牧市スポーツセンター利用料金承認申請書

49 苫小牧市体育館条例施行規則 様式第３号 利用料金承認申請書

苫小牧市介護保険条例施行規則

40

39

苫小牧市公設地方卸売市場業務規程

苫小牧市企業立地振興条例施行規則

42

5



No 規則名 改正箇所 様式名又は手続の種類等

50 苫小牧市屋内ゲートボール場条例施行規則 様式第３号 ゲートボール場利用料金承認申請書

51 苫小牧市日新温水プール条例施行規則 様式第３号 苫小牧市日新温水プール利用料金承認申請書

52 苫小牧市白鳥アリーナ条例施行規則 様式第３号 苫小牧市白鳥アリーナ利用料金承認申請書

53 苫小牧市沼ノ端スポーツセンター条例施行規則 様式第３号 沼ノ端スポーツセンター利用料金承認申請書

54 苫小牧市営野球場条例施行規則 様式第３号 野球場利用料金承認申請書

55 苫小牧市緑ケ丘公園庭球場条例施行規則 様式第３号 庭球場利用料金承認申請書

56 苫小牧市緑ケ丘公園サッカー場条例施行規則 様式第３号 サッカー場利用料金承認申請書

57 苫小牧市緑ケ丘公園陸上競技場条例施行規則 様式第３号 緑ケ丘公園陸上競技場利用料金承認申請書

58 苫小牧市立病院事業財務規則 第１１条 印鑑及び取扱者の届出

様式第１号 貸付申請書

様式第４号 返還方法変更申請書

様式第５号 （猶予・減免）申請書

60 苫小牧市道路管理規則 様式第３号 工事完了届

61 苫小牧市都市計画に関する条例施行規則 第１０条第２項 公聴会の記録

様式第７号 工事完了等届

様式第８号 利用料金承認申請書

第２条 手続の特例

第１２条 名義変更、取り下げ又は取りやめの届出

第２号様式 既存建築物実態調書

第３号様式 し尿浄化槽確認申請設計概要書

第４号様式 認定申請書

第６号様式 許可・認定内容変更承認申請書

第７号様式
建築基準法施行細則第9条第2項の規定による確認
を受けた内容の変更届

第８号様式
道路の位置の指定（変更・廃止）申請書／道路の
位置の指定（変更・廃止）通知書

第９号様式
建築基準法施行細則第10条第3項の規定による築
造届

第１０号様式
建築基準法施行細則第12条第1項の規定による名
義変更届

第１１号様式
建築基準法施行細則第12条第2項の規定による取
り下げ届

第１２号様式
建築基準法施行細則第12条第3項の規定による取
りやめ届

第１４号様式
建築基準法第48条第　項の規定に適合しない既存
建築物の実態届出書

第１５号様式
建築基準法第88条第2項において準用する同法第
48条第　項の規定に適合しない既存工作物の実態
届出書

様式第１号 許可申請書

様式第２号
苫小牧市特別工業地区建築条例施行規則第4条第1
項の規定による承認申請書

様式第３号
苫小牧市特別工業地区建築条例施行規則第5条の
規定による記載事項変更届

様式第４号
苫小牧市特別工業地区建築条例施行規則第6条第1
項の規定による取下届

様式第５号
苫小牧市特別工業地区建築条例施行規則第6条第2
項の規定による取りやめ届

64 苫小牧市特別工業地区建築条例施行規則

苫小牧市都市公園条例施行規則62

59 苫小牧市立病院学資金の貸付けに関する条例施行規則

63 苫小牧市建築基準法施行細則
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No 規則名 改正箇所 様式名又は手続の種類等

様式第１号 許可申請書

様式第２号
苫小牧市地区計画区域内建築物の制限に関する条
例施行規則第3条第1項による承認申請書

様式第３号
苫小牧市地区計画区域内建築物の制限に関する条
例施行規則第4条による記載事項変更届

様式第４号
苫小牧市地区計画区域内建築物の制限に関する条
例施行規則第5条第1項による取下届

様式第５号
苫小牧市地区計画区域内建築物の制限に関する条
例施行規則第5条第2項による取りやめ届

様式第１号 市営住宅入居申込書

様式第１号の２ 同意書

様式第６号 市営住宅敷金減免・徴収猶予申請書

様式第７号 市営住宅家賃等減免・徴収猶予申請書

様式第１１号 市営住宅同居承認申請書

様式第１２号 市営住宅入居承継承認申請書

様式第１４号 収入申告書

様式第１６号 市営住宅世帯収入認定に対する意見申出書

様式第１７号
市営住宅収入超過者・高額所得者の認定に対する
意見申出書

様式第１８号 市営住宅明渡し期限延長申出書

様式第２１号 市営住宅駐車場使用許可申請書

様式第２２号 市営住宅駐車場使用料減免・徴収猶予申請書

様式第１号 指定排水設備工事事業者指定申請書

様式第３号 指定排水設備工事事業者証破損・紛失届

様式第４号 指定排水設備工事事業者変更届

様式第５号 指定排水設備工事事業者事業廃止届

様式第６号 排水設備工事責任技術者登録申請書

様式第８号 排水設備工事責任技術者変更届

様式第９号 排水設備工事責任技術者証破損・紛失届

第３条 受益者申告の手続

第８条第１項 受益者の変更

様式第１号 苫小牧都市計画下水道事業受益者申告書

様式第２号 受益者負担金一括納付申出書

様式第３号 下水道事業受益者負担金納付猶予申請書

様式第４号 下水道事業受益者負担金減免申請書

様式第５号 下水道事業受益者変更届

様式第６号 下水道事業受益者負担金納付代理人申告書

様式第７号 下水道事業受益者（納付代理人）住所変更届

69 苫小牧市排水設備等改造資金貸付規則 様式第２号 排水設備等改造資金貸付金償還免除申請書

第４条第１０項 公聴会

様式第３号 保全地区内行為許可申請書

様式第４号 保全地区内既着手行為届

様式第５号 保存樹現状変更行為届

様式第６号 開発行為許可申請書

様式第８号
開発行為着手(完了・着手時期の変更・完了時期
の変更・中止・再開・廃止・行為施行者の変更)
届

67

苫小牧都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施
行規則

65

苫小牧市営住宅管理条例施行規則

68

70

66

苫小牧市地区計画区域内建築物の制限に関する条例施
行規則

苫小牧市自然環境保全条例施行規則

苫小牧市指定排水設備工事事業者の指定等に関する規
則
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No 規則名 改正箇所 様式名又は手続の種類等

第１号様式 届出施設設置（使用・変更）届出書

第４号様式
届出施設（ばい煙発生施設／騒音発生施設）承継
届出書

様式第１号 危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請書

様式第２号 危険物製造所等特例適用申請書

様式第３号 危険物製造所等工事施工届出書

様式第５号 特定屋外タンク貯蔵所内部点検結果届出書

様式第６号 特定屋外タンク貯蔵所内部点検期間延長届出書

様式第７号 危険物製造所等使用休止・再開届出書

様式第８号 危険物製造所設置者等変更届出書

様式第９号 危険物製造所等災害発生届出書

様式第１０号 実務経験証明書

様式第１１号 許可等申請取下げ届出書

様式第１２号 許可書等再交付申請書

苫小牧市危険物規制規則72

71 苫小牧市公害防止条例施行規則
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