
１ 規則等の案の題名 

  申請書等への押印を不要とすることを目的とする関係規則等の改正等について（その

２）（案） 

２ 規則等を定める根拠となる法令の条項 

  地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第２項第１号 ほか 

３ 改正の趣旨 

情報通信技術の発展の状況を踏まえると、市民等の利便性という観点から行政手続の

デジタル化を拡充していくことが必要です。しかし、市民等に押印を求めていることが

行政手続のデジタル化の障壁の一つとなっています。 

これまで、本市では市民等が提出すべき書類について、本人確認の観点から押印を求

めてきました。 

しかし、印鑑証明書により印影と文書の名義人の印章の一致を確認することができる

実印による押印を除き、押印による本人確認の効果は限定的でありその意味は極めて小

さいものと考えられます。 

このことから、本市では、申請の際の市民等の負担を軽減するとともに、行政手続の

デジタル化を推進するための第一歩として、市民等に対して押印を求めている手続につ

いて押印を不要とするため、静岡市市民参画の推進に関する条例施行規則（平成19年静

岡市規則第28号）等の改正を行ったところですが（静岡市市民参画の推進に関する条例

施行規則等の一部を改正する規則（令和３年静岡市規則第66号））、今回更に静岡市会計

規則（平成15年静岡市規則第45号）等についても同様の改正を行おうとするものです。 

４ 規則等の案の内容（改正の内容） 

  申請書、申込書、届出書その他の一般の方や事業者が市に提出する書面（以下「申請

書等」という。）のうち、これに押印することとされているもの（別表に掲げる申請書

等）について、押印を要しないものとするため、それらの申請書等について定める規則

等に関し、所要の改正等を行うことを検討しています。 

５ 規則等を施行する時期（予定） 

  令和４年４月１日 

規則等の案の概要 

別紙 



番号 例規名称 様式/条番号 様式名 課名

1 静岡市会計規則 第７条第２項 訂正印 静岡会計課

2 静岡市会計規則 第８条第２項 外国人署名 静岡会計課

3 静岡市会計規則 第48条第２項 委任状 静岡会計課

4 静岡市会計規則 第54条 請求印・領収印 静岡会計課

5 静岡市会計規則 様式第21号（第69条関係） 支払金再請求書 静岡会計課

6 静岡市会計規則 様式第47号（第145条、第146条関係） 証券（利札）還付請求書兼領収証書 静岡会計課

7 静岡市国民健康保険条例等施行規則 様式第９号その1（乙）（第７条関係） 診断（証明）書（補装具申請時の添付書類） 保険年金管理課

8 静岡市国民健康保険条例等施行規則 様式第９号その2（乙）（第７条関係） 同意書（はり・きゅう療養費用） 保険年金管理課

9 静岡市国民健康保険条例等施行規則 様式第９号その2（丙）（第７条関係） 診断書（はり・きゅう療養費用） 保険年金管理課

10 静岡市国民健康保険条例等施行規則 様式第９号その2（丁）（第７条関係） １年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書 保険年金管理課

11 静岡市国民健康保険条例等施行規則 様式第９号その3（乙）（第７条関係） 同意書（あん摩・マッサージ療養費用） 保険年金管理課

12 静岡市国民健康保険条例等施行規則 様式第９号その3（丙）（第７条関係） 診断書（あん摩・マッサージ療養費用） 保険年金管理課

13 静岡市国民健康保険条例等施行規則 様式第９号その3（丁）（第７条関係）
１年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書（あん摩・
マッサージ療養費用）

保険年金管理課

14 静岡市国民健康保険条例等施行規則 様式第９号その4（乙）（第７条関係） 施術情報提供紹介書 保険年金管理課

15 静岡市国民健康保険条例等施行規則 様式第９号その4（丙）（第７条関係） 長期施術継続理由書 保険年金管理課

16 静岡市国民健康保険条例等施行規則 様式第12号（第９条関係） 国民健康保険出産育児一時金請求書 保険年金管理課

17 静岡市国民健康保険条例等施行規則 様式第13号（第10条関係） 国民健康保険葬祭費請求書 保険年金管理課

18 静岡市国民健康保険条例等施行規則 様式第14号（第11条関係） 国民健康保険特定疾病認定申請書 保険年金管理課

19 静岡市国民健康保険条例等施行規則 様式第16号（第12条関係） 国民健康保険移送費支給申請書 保険年金管理課

20 静岡市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則 様式第１号（第５条関係） 診断書
市民自治推進課
各区地域総務課

21 静岡市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則 様式第２号（第６条関係） 災害援護資金借入申込書
市民自治推進課
各区地域総務課

22 静岡市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則 様式第６号（第12条関係） 繰上償還申出書
市民自治推進課
各区地域総務課

23 静岡市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則 様式第７号（第13条関係） 償還金支払猶予申請書
市民自治推進課
各区地域総務課

24 静岡市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則 様式第10号（第14条関係） 違約金支払免除申請書
市民自治推進課
各区地域総務課

25 静岡市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則 様式第13号（第15条関係） 災害援護資金償還免除申請書
市民自治推進課
各区地域総務課

26 静岡市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則 様式第16号（第17条関係） 氏名等変更届
市民自治推進課
各区地域総務課

27 静岡市遺族援護資金貸付規則 様式第１号（第６条関係） 遺族援護資金借入申込書 市民自治推進課

28 静岡市消費生活条例施行規則 様式第５号（第16条関係） 消費者訴訟費用貸付申請書 生活安心安全課

29 静岡市消費生活条例施行規則 様式第10号（第20条関係） 消費者訴訟費用追加貸付申請書 生活安心安全課

30 静岡市消費生活条例施行規則 様式第14号（第23条関係） 消費者訴訟費用貸付金/返還期限延長/分割返還/承認申請書 生活安心安全課

31 静岡市消費生活条例施行規則 様式第16号（第24条関係） 消費者訴訟費用貸付金返還免除申請書 生活安心安全課

32 静岡市生活保護法施行細則 様式第31号（第９条関係） 生活保護法治療材料券・治療材料費請求明細書 福祉総務課

33 静岡市生活保護法施行細則 様式第32号その１（第９条関係） 生活保護法施術券・施術報酬請求明細書（柔道整復用） 福祉総務課

34 静岡市生活保護法施行細則 様式第32号その２（第９条関係）
生活保護法施術券・施術報酬請求明細書（あん摩・マッサージ
用）

福祉総務課

35 静岡市生活保護法施行細則 様式第32号その３（第９条関係） 生活保護法施術券・施術報酬請求明細書（はり・きゅう用） 福祉総務課

36 静岡市支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則 様式第31号（第11条関係）
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残
留邦等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等治療材料
券・治療材料費請求明細書

福祉総務課

37 静岡市支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則 様式第32号その１（第11条関係）
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残
留邦等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等施術券・施
術報酬請求明細書（柔道整復用）

福祉総務課

38 静岡市支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則 様式第32号その２（第11条関係）
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残
留邦等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等施術券・施
術報酬請求明細書（あん摩・マッサージ用）

福祉総務課

（１）静岡市規則の押印を廃止する様式等の一覧表
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39 静岡市支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則 様式第32号その３（第11条関係）
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残
留邦等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等施術券・施
術報酬請求明細書（はり・きゅう用）

福祉総務課

40 静岡市外国人高齢者福祉手当規則 様式第５号（第12条関係） 外国人高齢者福祉手当未支給分請求書 高齢者福祉課

41 静岡市児童福祉法等施行細則 様式第５号の２（第６条の２関係） 小児慢性特定疾病医療費償還払申請書 保健予防課

42 静岡市児童福祉法等施行細則
様式第５号の２の５（第６条の２の２関
係）

人工呼吸器等装着者証明書 保健予防課

43 静岡市児童福祉法等施行細則
様式第５号の２の15（第６条の２の９関
係）

小児慢性特定疾病医療費医療受自己負担上限額管理表 障害者支援推進課

44 静岡市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則
様式第１号（第２条、第19の２、第20条
関係）

貸付申請書 子ども家庭課

45 静岡市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則
様式第２号（第２条、第19の２、第20条
関係）

貸付申請書 子ども家庭課

46 静岡市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則
様式第７号（第５条、第19条の２、第20
条関係）

一括交付申請書 子ども家庭課

47 静岡市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則
様式第８号（第６条、第19条の２、第20
条関係）

氏名（名称）・住所（所在地）変更届出書 子ども家庭課

48 静岡市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則
様式第９号（第７条、第19条の２、第20
条関係）

死亡届出書 子ども家庭課

49 静岡市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則
様式第11号（第９条、第19条の２、第20
条関係）

休学・復学届出書 子ども家庭課

50 静岡市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則
様式第12号（第10条、第19条の２、第20
条関係）

貸付事由消滅届出書 子ども家庭課

51 静岡市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則
様式第13号（第11条、第19条の２、第20
条関係）

据置期間延長申請書 子ども家庭課

52 静岡市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則
様式第15号（第13条、第19の２条、第20
条関係）

貸付辞退申出書 子ども家庭課

53 静岡市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則
様式第16号（第14条、第19の２条、第20
条関係）

貸付減額申出書 子ども家庭課

54 静岡市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則
様式第17号（第15条、第19条の２、第20
条関係）

繰上償還申出書 子ども家庭課

55 静岡市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則
様式第18号（第15条、第19条の２、第20
条関係）

償還方法変更申出書 子ども家庭課

56 静岡市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則
様式第19号（第16条、第19条の２、第20
条関係）

償還免除申請書 子ども家庭課

57 静岡市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則
様式第20号（第16条、第19条の２、第20
条関係）

支払猶予申請書 子ども家庭課

58 静岡市交通遺児等福祉手当条例施行規則 様式第１号（第２条関係） 交通遺児等福祉手当認定申請書　福祉台帳登録証明書 子ども家庭課

59 静岡市交通遺児等福祉手当条例施行規則 様式第３号（第２条関係） 遺児養育監護証明書 子ども家庭課

60 静岡市交通遺児等福祉手当条例施行規則 様式第５号（第６条関係） 交通遺児等福祉手当　　年度現況報告書 子ども家庭課

61 静岡市母子家庭等医療費助成規則 様式第２号その１（第５条関係） 一部負担還元金内容証明願（証明書） 子ども家庭課

62 静岡市母子家庭等医療費助成規則 様式第２号その２（第５条関係）
付加給付（家族療養付加金・合算高額療養付加金）内容証明願
（証明書）

子ども家庭課

63 静岡市母子家庭等医療費助成規則 様式第５号（第８条関係） 母子家庭等医療費助成金支給申請書 子ども家庭課

64 静岡市身体障害者福祉法施行細則 様式第12号（第５条関係） 身体障害者診断書・意見書
地域リハビリテーショ
ン推進課

65 静岡市身体障害者福祉法施行細則 様式第19号（第11条関係） 健康診断書 障害者支援推進課

66 静岡市知的障害者福祉法施行細則 様式第11号（第７条関係） 健康診断書 障害者支援推進課

67
静岡市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施行条例等施行規則

様式第33号（第32条関係） 自立支援医療（育成医療）意見書 保健予防課

68
静岡市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施行条例等施行規則

様式第34号の１（第32条関係） 自立支援医療（更生医療）意見書（肢体不自由用） 障害者支援推進課

69
静岡市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施行条例等施行規則

様式第34号の２（第32条関係） 自立支援医療（更生医療）意見書（心臓機能障害用） 障害者支援推進課

70
静岡市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施行条例等施行規則

様式第34号の３（第32条関係） 自立支援医療（更生医療）意見書（腎臓機能障害用） 障害者支援推進課

71
静岡市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施行条例等施行規則

様式第34号の４（第32条関係） 自立支援医療（更生医療）意見書（免疫機能障害用） 障害者支援推進課

72
静岡市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施行条例等施行規則

様式第34号の５（第32条関係） 自立支援医療（更生医療）意見書（その他の障害用） 障害者支援推進課

73
静岡市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施行条例等施行規則

様式第35号（第32条関係） 診断書（精神通院医療用） 精神保健福祉課

74
静岡市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施行条例等施行規則

様式第40号（第35条関係） 自己負担上限月額管理票（育成医療・更生医療） 障害者支援推進課

75
静岡市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施行条例等施行規則

様式第41号（第35条関係） 自己負担上限月額管理票（精神通院医療） 障害者支援推進課

76 静岡市重度心身障害児扶養手当条例施行規則 様式第２号（第２条関係） 重度心身障害児扶養手当障害状況証明書 障害者支援推進課



番号 例規名称 様式/条番号 様式名 課名

（１）静岡市規則の押印を廃止する様式等の一覧表

77 静岡市重度心身障害児扶養手当条例施行規則 様式第３号（第２条関係） 重度心身障害児扶養手当児童養育証明書 障害者支援推進課

78 静岡市重度心身障害者医療費助成規則 様式第２号その１（第５条関係） 一部負担還元金又は付加給付に関する証明書 障害者支援推進課

79 静岡市重度心身障害者医療費助成規則 様式第２号その２（第５条関係）
一部負担還元金又は付加給付に関する証明書（家族療養付加
金・合算高額療養付加金）

障害者支援推進課

80
静岡市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務
取扱規則

様式第12号（第21条関係）
未支払障害児福祉手当（未支払特別障害者手当・未支払福祉手
当）請求書

障害者支援推進課

81 静岡市精神障害者医療費助成規則 様式２号（第７条関係） 入院証明書 精神保健福祉課

82 静岡市精神障害者医療費助成規則 様式第３号その１（第７条関係） 一部負担還元金内容証明（変更証明）願　証明書 精神保健福祉課

83 静岡市精神障害者医療費助成規則 様式第３号その２（第７条関係）
附加給付（家族療養附加金・合算高額療養附加金）内容証明
（変更証明）願証明書

精神保健福祉課

84 静岡市特定疾病患者医療費助成規則 様式第１号（第４条関係） 特定疾病患者認定申請書 保健予防課

85 静岡市外国人障害者福祉手当規則 様式第５号（第12条関係） 外国人障害者福祉手当未支給分請求書 障害者支援推進課

86 静岡市心身障害者扶養共済条例施行規則 様式第３号（第３条関係） 障害証明書 障害者支援推進課

87 静岡市心身障害者扶養共済条例施行規則 様式第12号（第６条関係） 年金給付請求書 障害者支援推進課

88 静岡市心身障害者扶養共済条例施行規則 様式第13号（第６条関係） 死亡証明書兼死体検案書 障害者支援推進課

89 静岡市心身障害者扶養共済条例施行規則 様式第14号（第６条関係） 重度障害診断書 障害者支援推進課

90 静岡市心身障害者扶養共済条例施行規則 様式第23号（第10条関係） 弔慰金給付請求書 障害者支援推進課

91 静岡市心身障害者扶養共済条例施行規則 様式第27号（第12条関係） 脱退等一時金給付請求書 障害者支援推進課

92 静岡市母子保健法施行細則 様式第６号（第10条、第11条関係） 養育医療意見書 保健予防課

93 静岡市母子保健法施行細則 様式第９号（第11条関係） 養育医療継続意見書 保健予防課

94 静岡市母子保健法施行細則 様式第10号（第12条関係） 看護移送承認申請書 保健予防課

95
静岡市感染症の予防及び感染症の患者に対する医
療に関する法律施行細則

様式第22号（第７条関係） 感染症入院医療費 結核の医療費 療養費 公費負担申請書 保健予防課

96
静岡市難病の患者に対する医療等に関する法律施
行細則

様式第２号（第２条関係） 特定医療費（指定難病）負担上限月額管理票 保健予防課

97
静岡市難病の患者に対する医療等に関する法律施
行細則

様式第20号（第12条関係） 特定医療費（指定難病）請求書 保健予防課

98
静岡市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
等の施行に関する規則

様式第41号（第29条関係） 精神障害者保健福祉手帳用診断書 こころの健康センター

99 静岡市簡易水道事業会計規則 第29条 債主の印 保健衛生医療課

100 静岡市病院事業会計規則 第34条 債主の印
清水病院事務局病院総
務課

101
静岡市立清水病院医学生修学資金貸与条例施行規
則

様式第１号（第３条関係） 市立病院医学生修学資金貸与申請書
清水病院事務局病院総
務課

102
静岡市立清水病院医学生修学資金貸与条例施行規
則

様式第３号（第５条関係） 市立病院医学生修学資金誓約書
清水病院事務局病院総
務課

103
静岡市立清水病院医学生修学資金貸与条例施行規
則

様式第４号（第６条関係） 市立清水病院医学生修学資金変更等届
清水病院事務局病院総
務課

104
静岡市立清水病院医学生修学資金貸与条例施行規
則

様式第５号（第６条関係） 市立清水病院医学生修学資金辞退・退学届
清水病院事務局病院総
務課

105
静岡市立清水病院医学生修学資金貸与条例施行規
則

様式第６号（第６条関係） 連帯保証人変更等届
清水病院事務局病院総
務課

106
静岡市立清水病院医学生修学資金貸与条例施行規
則

様式第７号（第６条関係） 死亡（失踪）届
清水病院事務局病院総
務課

107
静岡市立清水病院医学生修学資金貸与条例施行規
則

様式第９号（第８条関係） 借用証書
清水病院事務局病院総
務課

108
静岡市立清水病院医学生修学資金貸与条例施行規
則

様式第10号（第９条関係） 市立清水病院医学生修学資金返還債務裁量免除申請書
清水病院事務局病院総
務課

109
静岡市立清水病院医学生修学資金貸与条例施行規
則

様式第11号（第10条関係） 市立病院医学生修学資金返還明細書
清水病院事務局病院総
務課

110
静岡市立清水病院医学生修学資金貸与条例施行規
則

様式第12号（11条関係） 市立清水病院医学生修学資金返還猶予申請書
清水病院事務局病院総
務課

111
静岡市立清水病院看護師等修学資金貸与条例施行
規則

様式第１号（第３条関係） 市立病院看護師等修学資金貸与（変更）申請書
清水病院事務局病院総
務課

112
静岡市立清水病院看護師等修学資金貸与条例施行
規則

様式第３号（第５条関係） 市立病院看護師等修学資金誓約書
清水病院事務局病院総
務課

113
静岡市立清水病院看護師等修学資金貸与条例施行
規則

様式第４号（第６条関係） 氏名（住所）変更届
清水病院事務局病院総
務課

114
静岡市立清水病院看護師等修学資金貸与条例施行
規則

様式第５号（第６条関係） 退学届
清水病院事務局病院総
務課



番号 例規名称 様式/条番号 様式名 課名

（１）静岡市規則の押印を廃止する様式等の一覧表

115
静岡市立清水病院看護師等修学資金貸与条例施行
規則

様式第６号（第６条関係） 休学（停学）届
清水病院事務局病院総
務課

116
静岡市立清水病院看護師等修学資金貸与条例施行
規則

様式第７号（第６条関係） 復学届
清水病院事務局病院総
務課

117
静岡市立清水病院看護師等修学資金貸与条例施行
規則

様式第８号（第６条関係） 卒業届
清水病院事務局病院総
務課

118
静岡市立清水病院看護師等修学資金貸与条例施行
規則

様式第９号（第６条関係） 修学資金辞退届
清水病院事務局病院総
務課

119
静岡市立清水病院看護師等修学資金貸与条例施行
規則

様式第10号（第６条関係） 連帯保証人氏名（住所）変更・（死亡、破産宣告）届
清水病院事務局病院総
務課

120
静岡市立清水病院看護師等修学資金貸与条例施行
規則

様式第11号（第６条関係） 死亡（失踪）届
清水病院事務局病院総
務課

121
静岡市立清水病院看護師等修学資金貸与条例施行
規則

様式第13号（第８条関係） 借用証書
清水病院事務局病院総
務課

122
静岡市立清水病院看護師等修学資金貸与条例施行
規則

様式第14号（第９条関係） 市立病院看護師等修学資金返還債務裁量免除申請書
清水病院事務局病院総
務課

123
静岡市立清水病院看護師等修学資金貸与条例施行
規則

様式第15号（第10条関係） 市立病院看護師等修学資金返還明細書
清水病院事務局病院総
務課

124
静岡市立清水病院看護師等修学資金貸与条例施行
規則

様式第16号（第11条関係） 市立病院看護師等修学資金返還猶予申請書
清水病院事務局病院総
務課

125 静岡市看護師等修学資金貸与等規則 様式第１号（第５条関係） 修学資金貸与申請（誓約）書 保健衛生医療課

126 静岡市看護師等修学資金貸与等規則 様式第４号（第９条関係） 修学給付金確認申請書 保健衛生医療課

127 静岡市看護師等修学資金貸与等規則 様式第５号（第11条関係） 修学資金返還猶予申請書 保健衛生医療課

128 静岡市自転車等の駐車秩序に関する条例施行規則 様式第10号（第16条関係） 保管自転車等売却代金返還請求書 交通政策課

129 静岡市遠距離大学等通学費貸与条例施行規則 様式第１号（第２条関係） 遠距離大学等通学費貸与申請書 企画課

130 静岡市遠距離大学等通学費貸与条例施行規則 様式第４号（第４条関係） 誓約書（遠距離大学等通学費貸与事業） 企画課

131 静岡市遠距離大学等通学費貸与条例施行規則 様式第５号（第６条関係） 遠距離大学等通学に係る届出書 企画課

132 静岡市遠距離大学等通学費貸与条例施行規則 様式第６号（第６条関係） 死亡届出書 企画課

133 静岡市遠距離大学等通学費貸与条例施行規則 様式第８号（第８条関係） 借用証書 企画課

134 静岡市遠距離大学等通学費貸与条例施行規則 様式第９号（第８条関係） 遠距離大学等通学費返還明細書 企画課

135 静岡市遠距離大学等通学費貸与条例施行規則 様式第10号（第９条関係） 遠距離大学等通学費返還免除申請書 企画課

136 静岡市遠距離大学等通学費貸与条例施行規則 様式第12号（第10条関係） 遠距離大学等通学費返還猶予申請書 企画課



番号 例規名称 様式/条番号 様式名 課名

1 静岡市育英条例施行規則 様式第１号（第２条関係） 奨学金貸与申請書 児童生徒支援課

2 静岡市育英条例施行規則 様式第３号（第２条関係） 奨学生推薦調書 児童生徒支援課

3 静岡市育英条例施行規則 様式第４号（第２条関係） 奨学金調書 児童生徒支援課

4 静岡市育英条例施行規則 様式第５号（第２条関係） 誓約書 児童生徒支援課

5 静岡市育英条例施行規則 様式第６号（第２条関係） 卒業届 児童生徒支援課

6 静岡市育英条例施行規則 様式第７号（第２条関係） 休学届 児童生徒支援課

7 静岡市育英条例施行規則 様式第８号（第２条関係） 復学届 児童生徒支援課

8 静岡市育英条例施行規則 様式第９号（第２条関係） 退学届 児童生徒支援課

9 静岡市育英条例施行規則 様式第10号（第２条関係） 住所等異動届 児童生徒支援課

10 静岡市育英条例施行規則 様式第11号（第２条関係） 奨学生死亡届 児童生徒支援課

11 静岡市育英条例施行規則 様式第12号（第２条関係） 奨学生返還免除申請書 児童生徒支援課

12 静岡市育英条例施行規則 様式第13号（第２条関係） 奨学金返還猶予申請書 児童生徒支援課

13 静岡市育英条例施行規則 様式第14号（第２条関係） 奨学金貸与辞退願 児童生徒支援課

14 静岡市育英条例施行規則 様式第15号（第２条関係） 奨学金返還明細書 児童生徒支援課

（２）教育委員会規則等の押印を廃止する様式等の一覧表



番号 例規名称 様式/条番号 様式名 課名

1 静岡市水道事業及び下水道事業会計規程 第９条 証拠書類の訂正（訂正印） 経営企画課

2 静岡市水道事業及び下水道事業会計規程 第10条 外国人署名 経営企画課

3 静岡市水道事業及び下水道事業会計規程 第62条 請求書・領収証書・委任状 経営企画課

4 静岡市水道事業及び下水道事業会計規程 様式第21号（第60条関係） 支払金再請求書 経営企画課

5 静岡市水道事業及び下水道事業会計規程 様式第27号(第84条、第85条関係) 証券(利札)還付請求書兼領収証書 経営企画課

（３）静岡市上下水道局管理規程等の押印を廃止する様式等の一覧表



番号 例規名称 様式/条番号 様式名 課名

1 静岡市公職選挙法による選挙運動に関する規程 様式第１号その１（第３条関係） 選挙事務所設置届 選挙管理委員会事務局

2 静岡市公職選挙法による選挙運動に関する規程 様式第１号その２（第３条関係） 選挙事務所異動届 選挙管理委員会事務局

3 静岡市公職選挙法による選挙運動に関する規程 様式第１号その３（第３条関係） 推薦届出代表者証明書 選挙管理委員会事務局

4 静岡市公職選挙法による選挙運動に関する規程 様式第４号の２（第８条の２関係） 選挙運動用ビラ届出書 選挙管理委員会事務局

5 静岡市公職選挙法による選挙運動に関する規程 様式第４号の４（第８条の３関係） 選挙運動用ビラ証紙交付票 選挙管理委員会事務局

6 静岡市公職選挙法による選挙運動に関する規程 様式第９号（第13条関係） 個人演説会中止申出書 選挙管理委員会事務局

7 静岡市公職選挙法による選挙運動に関する規程 様式第10号（第14条関係） 個人演説会施設公営費請求書 選挙管理委員会事務局

8 静岡市公職選挙法による選挙運動に関する規程 様式第14号（第18条関係） 出納責任者選任届 選挙管理委員会事務局

9 静岡市公職選挙法による選挙運動に関する規程 様式第15号その１（第18条関係） 出納責任者異動届 選挙管理委員会事務局

10 静岡市公職選挙法による選挙運動に関する規程 様式第15号その２（第18条関係） 出納責任者解任書 選挙管理委員会事務局

11 静岡市公職選挙法による選挙運動に関する規程 様式第15号その３（第18条関係） 出納責任者辞任届 選挙管理委員会事務局

12 静岡市公職選挙法による選挙運動に関する規程 様式第16号（第18条関係） 出納責任者職務代行開始届 選挙管理委員会事務局

13 静岡市公職選挙法による選挙運動に関する規程 様式第17号（第18条関係） 出納責任者職務代行終了届 選挙管理委員会事務局

14 静岡市公職選挙法による選挙運動に関する規程 様式第19号（第22条関係）
政治活動用ビラ届出書（確認団
体）

選挙管理委員会事務局

15 静岡市公職選挙法による選挙運動に関する規程 様式第21号（第24条関係）
政談演説会開催届出書（確認団
体）

選挙管理委員会事務局

16 静岡市公職選挙法による選挙運動に関する規程 様式第24号（第29条関係）
政治活動用ポスター検印票（確認
団体）

選挙管理委員会事務局

17 静岡市公職選挙法による選挙運動に関する規程 様式第26号（第33条関係）
政治活動用ポスター証紙交付票
（確認団体）

選挙管理委員会事務局

18 静岡市公職選挙法による選挙運動に関する規程 様式第28号（第38条関係）
政党その他の政治団体の機関誌
（誌）届出書（確認団体）

選挙管理委員会事務局

19
静岡市議会議員及び静岡市長の選挙における選挙
運動の公費負担に関する条例施行規程

様式第１号（その１）（第２条関係） 選挙運動用自動車の契約届出書 選挙管理委員会事務局

20
静岡市議会議員及び静岡市長の選挙における選挙
運動の公費負担に関する条例施行規程

様式第１号（その２）（第２条関係） 選挙運動用ビラ契約届出書 選挙管理委員会事務局

21
静岡市議会議員及び静岡市長の選挙における選挙
運動の公費負担に関する条例施行規程

様式第１号（その３）（第２条関係） 選挙運動用ポスター契約届出書 選挙管理委員会事務局

（４）選挙管理委員会告示の押印を廃止する様式等の一覧表



番号 例規名称 様式/条番号 様式名 課名

（４）選挙管理委員会告示の押印を廃止する様式等の一覧表

22
静岡市議会議員及び静岡市長の選挙における選挙
運動の公費負担に関する条例施行規程

様式第２号（その１）（第３条関係）
選挙運動用自動車燃料代確認申請
書

選挙管理委員会事務局

23
静岡市議会議員及び静岡市長の選挙における選挙
運動の公費負担に関する条例施行規程

様式第２号（その２）（第３条関係）
選挙運動用ビラ作成枚数確認申請
書

選挙管理委員会事務局

24
静岡市議会議員及び静岡市長の選挙における選挙
運動の公費負担に関する条例施行規程

様式第２号（その３）（第３条関係）
選挙運動用ポスター作成枚数確認
申請書

選挙管理委員会事務局

25
静岡市議会議員及び静岡市長の選挙における選挙
運動の公費負担に関する条例施行規程

様式第４号（その１）（第５条関係）
選挙運動用自動車使用証明書（自
動車）

選挙管理委員会事務局

26
静岡市議会議員及び静岡市長の選挙における選挙
運動の公費負担に関する条例施行規程

様式第４号（その２）（第５条関係）
選挙運動用自動車使用証明書（燃
料）

選挙管理委員会事務局

27
静岡市議会議員及び静岡市長の選挙における選挙
運動の公費負担に関する条例施行規程

様式第４号（その３）（第５条関係）
選挙運動用自動車使用証明書（運
転手）

選挙管理委員会事務局

28
静岡市議会議員及び静岡市長の選挙における選挙
運動の公費負担に関する条例施行規程

様式第５号（第５条関係） 選挙運動用ビラ作成証明書 選挙管理委員会事務局

29
静岡市議会議員及び静岡市長の選挙における選挙
運動の公費負担に関する条例施行規程

様式第６号（第５条関係） 選挙運動用ポスター作成証明書 選挙管理委員会事務局

30
静岡市議会議員及び静岡市長の選挙における選挙
運動の公費負担に関する条例施行規程

様式第７号（その１）（第６条関係）
請求書（選挙運動用自動車の使
用）

選挙管理委員会事務局

31
静岡市議会議員及び静岡市長の選挙における選挙
運動の公費負担に関する条例施行規程

様式第７号（その２）（第６条関係） 請求書（選挙運動用ビラの作成） 選挙管理委員会事務局

32
静岡市議会議員及び静岡市長の選挙における選挙
運動の公費負担に関する条例施行規程

様式第７号（その３）（第６条関係）
請求書（選挙運動用ポスターの作
成）

選挙管理委員会事務局

33 静岡市選挙公報の発行に関する条例施行規程 様式第１号（第２条関係） 選挙公報掲載申請書 選挙管理委員会事務局

34 静岡市選挙公報の発行に関する条例施行規程 様式第３号（第６条関係）
選挙公報掲載文修正・掲載写真取
替申請書

選挙管理委員会事務局

35 静岡市選挙公報の発行に関する条例施行規程 様式第４号（第６条関係） 選挙公報掲載申請撤回申請書 選挙管理委員会事務局

36
政治活動のために使用する事務所に掲示する立札
及び看板の類の証票に関する規程

様式第３号（第２条関係） 証票交付申請書（候補者等） 選挙管理委員会事務局

37
政治活動のために使用する事務所に掲示する立札
及び看板の類の証票に関する規程

様式第４号（第２条関係） 証票交付申請書（後援団体） 選挙管理委員会事務局

38
政治活動のために使用する事務所に掲示する立札
及び看板の類の証票に関する規程

様式第５号（第３条関係） 証票再交付申請書（候補者等） 選挙管理委員会事務局

39
政治活動のために使用する事務所に掲示する立札
及び看板の類の証票に関する規程

様式第６号（第３条関係） 証票再交付申請書（後援団体） 選挙管理委員会事務局

40
政治活動のために使用する事務所に掲示する立札
及び看板の類の証票に関する規程

様式第７号（第４条関係） 証票廃止等届出書（候補者等） 選挙管理委員会事務局

41
政治活動のために使用する事務所に掲示する立札
及び看板の類の証票に関する規程

様式第８号（第４条関係） 証票廃止等届出書（後援団体） 選挙管理委員会事務局

42
静岡市井川財産区議会議員選挙及び静岡市両河内
財産区議会議員選挙の選挙運動に関する規程

様式第１号その１（第２条関係） 選挙事務所設置届（財産区選挙） 選挙管理委員会事務局



番号 例規名称 様式/条番号 様式名 課名

（４）選挙管理委員会告示の押印を廃止する様式等の一覧表

43
静岡市井川財産区議会議員選挙及び静岡市両河内
財産区議会議員選挙の選挙運動に関する規程

様式第１号その２（第２条関係） 選挙事務所異動届（財産区選挙） 選挙管理委員会事務局

44
静岡市井川財産区議会議員選挙及び静岡市両河内
財産区議会議員選挙の選挙運動に関する規程

様式第１号その３（第２条関係）
選挙事務所設置承諾書（財産区選
挙）

選挙管理委員会事務局

45
静岡市井川財産区議会議員選挙及び静岡市両河内
財産区議会議員選挙の選挙運動に関する規程

様式第１号その４（第２条関係）
推薦届出代表者証明書（財産区選
挙）

選挙管理委員会事務局

46
静岡市井川財産区議会議員選挙及び静岡市両河内
財産区議会議員選挙の選挙運動に関する規程

様式第４号その１（第７条関係）
選挙運動のため使用するポスター
の検印申請書（財産区選挙）

選挙管理委員会事務局

47
静岡市井川財産区議会議員選挙及び静岡市両河内
財産区議会議員選挙の選挙運動に関する規程

様式第４号その２（第８条関係）
選挙運動のため使用するポスター
証紙交付票（財産区選挙）

選挙管理委員会事務局

48
静岡市井川財産区議会議員選挙及び静岡市両河内
財産区議会議員選挙の選挙運動に関する規程

様式第５号その１（第12条関係）
個人演説会中止申出書（財産区選
挙）

選挙管理委員会事務局

49
静岡市井川財産区議会議員選挙及び静岡市両河内
財産区議会議員選挙の選挙運動に関する規程

様式第５号その２（第13条関係） 請求書（財産区個人演説会） 選挙管理委員会事務局

50
静岡市井川財産区議会議員選挙及び静岡市両河内
財産区議会議員選挙の選挙運動に関する規程

様式第８号（第17条関係） 出納責任者選任届（財産区選挙） 選挙管理委員会事務局

51
静岡市井川財産区議会議員選挙及び静岡市両河内
財産区議会議員選挙の選挙運動に関する規程

様式第９号その１（第17条関係） 出納責任者異動届（財産区選挙） 選挙管理委員会事務局

52
静岡市井川財産区議会議員選挙及び静岡市両河内
財産区議会議員選挙の選挙運動に関する規程

様式第９号その２（第17条関係） 出納責任者解任書（財産区選挙） 選挙管理委員会事務局

53
静岡市井川財産区議会議員選挙及び静岡市両河内
財産区議会議員選挙の選挙運動に関する規程

様式第９号その３（第17条関係） 出納責任者辞任届（財産区選挙） 選挙管理委員会事務局

54
静岡市井川財産区議会議員選挙及び静岡市両河内
財産区議会議員選挙の選挙運動に関する規程

様式第10号その１（第17条関係）
出納責任者職務代行開始届（財産
区選挙）

選挙管理委員会事務局

55
静岡市井川財産区議会議員選挙及び静岡市両河内
財産区議会議員選挙の選挙運動に関する規程

様式第10号その２（第17条関係）
出納責任者職務代行終了届
（財産区選挙）

選挙管理委員会事務局


