
付議案第49号 

福岡市埋蔵文化財センター条例施行規則の一部を改正する規則案 

上記の付議案を提出する。 

令和２年７月27日 

福岡市教育委員会 

教育長 星子 明夫 

理由 

 本件は，申請書等における押印廃止に伴う様式の変更に併せ，現在規則で定めている様

式を要綱で定めることとするため，福岡市教育委員会事務委任規則第２条第１項第２号の

規定により付議するもの。 

福岡市埋蔵文化財センター条例施行規則の一部を改正する規則 

 福岡市埋蔵文化財センター条例施行規則（昭和57年福岡市教育委員会規則第４号）の一

部を次のように改正する。 

第８条第１項中「（様式第１号）」を削り，同条第２項中「（様式第２号）」を削る。 

第10条を第11条とし，第９条の次に次の１条を加える。 

（申請書等の様式） 

第10条 この規則の規定による申請又は許可に関し作成する申請書又は許可書の様式につ

いては，教育長が別に定める。 

別記様式第１号及び様式第２号を削る。 

附 則 

この規則は，令和２年９月１日から施行する。 
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福岡市埋蔵文化財センター条例施行規則の一部を改正する規則 新旧対照表 

福岡市埋蔵文化財センター条例施行規則（昭和 57 年福岡市教育委員会規則第４号） 

現  行 改 正 案 備考 

第１条～第７条 （略） 

（貸出し） 

第８条 条例第５条第１項の規定に

よる資料の貸出しを受けようとす

る者は，福岡市埋蔵文化財センター

資料貸出許可申請書 （様式第１号）

を教育長に提出しなければならな

い。 

２ 条例第５条第１項の規定による

資料の貸出しの許可は，福岡市埋蔵

文化財センター資料貸出許可書（様

式第２号）を交付して行う。 

第９条 （略） 

（委任） 

第 10 条 この規則の施行に関し必要

な事項は，教育長が定める。 

様式第１号～様式第２号 （略） 

第１条～第７条 （略） 

（貸出し） 

第８条 条例第５条第１項の規定に

よる資料の貸出しを受けようとす

る者は，福岡市埋蔵文化財センター

資料貸出許可申請書を教育長に提

出しなければならない。 

２ 条例第５条第１項の規定による

資料の貸出しの許可は，福岡市埋蔵

文化財センター資料貸出許可書を

交付して行う。 

第９条 （略） 

（申請書等の様式） 

第 10 条 この規則の規定による申請

又は許可に関し作成する申請書又

は許可書の様式については，教育

長が別に定める。 

（委任） 

第 11 条  この規則の施行に関し必要

な事項は，教育長が定める。 

（削除） 様式の削除 

2





福岡市埋蔵文化財センター条例施行規則の一部改正について 

 申請書等における押印廃止に伴う様式の変更に併せ，現在規則で定めている様式を要綱で定める
こととし，規則から様式を削除するもの。 

内容 改正前 改正後 
資料貸出許可申請書 規則第 8条第 1項および 

別記様式第 1号で規定 規則から様式を削除 
規則第 8条第 1・2項では 
申請書の名称のみ規定 資料貸出許可書 規則第 8条第２項および 

別記様式第 2号で規定 

参照 A︓平成 31年 3月 4日付総総第 1046-1号 総務企画局総務課長・行政マネジメント課長 
  「市に提出される申請書等への押印廃止の判断基準について（通知）」 

参照 B︓平成 30年 12月 26日付総法第 344号 
総務企画局法制課長「様式を規則で定める場合の判断基準の制定について（通知）」 

3





総 総 第 1046-1号 

平成 31年３月４日 

 

各所属長 

総務企画局行政部総務課長  

総務企画局行政部行政マネジメント課長  

 

 

市に提出される申請書等への押印廃止の判断基準について（通知） 

 

 

 標記の件について，別紙のとおり押印廃止の判断基準を定めましたので通知します。 

  

本判断基準については，行政手続きの簡素化を推進し，市民等の負担の軽減及び利便性の向上を

図るため，市民等から本市へ提出される申請書等の押印の必要性について見直しを行う場合や新た

に様式を定める場合の押印の必要性について検討する際の基準となるものです。 

 

  

記 

 

 

 １ 押印廃止の判断基準について 

 

  

 

 

 

 

問い合わせ先 

総務企画局行政部総務課 高田，井上 711-4044（内線 1203） 

総務企画局行政部行政マネジメント課 濱田，住田 711-4136（内線 1142） 
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押印廃止の判断基準について 

 

 

  申請・届出等に伴う負担の軽減を図るため，市民から市に提出される申請書等各種書類（以下

「申請書等」という。）の見直しを行うにあたり，押印廃止の判断基準は下記のとおりとする。 

 

  次に記載するもの以外については，原則押印を廃止するものとする。 

 

①地方自治法第２３４条第５項により記名押印が義務付けられている契約書 

     ・ 契約書には協議書，覚書などで双方が記名押印を行う契約書としての性質を備えているような 

場合を含む。 

     ・ 契約書に基づく委任状，請求書，領収書等を含む。 

②競争入札参加者に対して，登録印の押印を義務付けている入札・見積り・契約の締結 

及び契約代金等の請求受領等に係るもの 

③上記以外の国及び県の法令・条例・通知等により押印が義務付けられているもの 

    ・ 国や県に限らず本市以外の組織・団体から押印が義務付けられているものを含む。 

     ・ 国及び県の法令・条例・通知等により押印が義務付けられているものに基づく委任状，請求書， 

領収書等を含む。 

④第三者へ提出し手続きを行う上で，押印が求められているもの 

（例：官公庁へ照会を行う際の同意書） 

⑤その他，実印，登録印又は銀行印の押印を求めているもの 

 

 

  なお，押印は廃止するが，原則署名が必要なもの （氏名の記載にあたり自署である必要がある

もの）については次のとおりとする。 

 

①国及び県の法令・条例・通知等により署名が義務付けられているもの 

     ・ 署名又は記名押印の選択制としているものを含む。 

②本人の意思による申請であることを署名により担保する必要性があるもの 

      ・ 許可申請書など本人や第三者に不利益が生じるおそれのあるものを含む。 

③診断書，意見書，証明書など本人以外が作成する申請書の添付書類で，当該書類の 

記載が作成者の意思によるものであることを署名により担保する必要性があるもの 

 

  ※ 個人，個人事業者，法人格のない団体については，本人（代表者）が手書きしない場合は記名押印も可とする。 

  ※ 法人については，原則として記名押印とする。 

  ※ 署名された申請書を訂正する場合は，原則として，訂正署名によることとする。 
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総 法 第 ３ ４ ４ 号 

平成30年12月26日 

 

各所属長 様 

 

総務企画局行政部法制課長 

 

 

様式を規則で定める場合の判断基準の制定について（通知） 

 

□各所管課における事務処理に必要となる書類の様式の取扱いについて，本市に

おける規則の制定改廃のルールの統一化，法制執務事務，審査事務，公報発行事

務等の効率化等の観点から，下記のとおり，様式を規則で定める場合の判断基準

を定めましたので通知します。 

□今後，規則の制定や改廃を行う際に，ご参照いただくようお願いします。 

 

 

記 

 

１□基本的な考え方 

□□原則として，真に規則で定める必要がある様式についてのみ規則で定めるこ

ととし，その他のものについては，規則以外の要綱等で定めるものとする。 

２□適用の対象となる規則 

□□原則として，新規制定の規則及び大規模な改正を伴う規則 

３□判断基準 

□□別紙「事務処理に必要となる書類の様式の取扱いについて」のとおり 

４□適用時期 

□□原則として，平成 31 年４月１日施行以降の規則から適用の対象とする。 

 

 

 

 

問合せ先 総務企画局行政部法制課 

担当：髙橋，小池（内線 1221） 
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事務処理に必要となる書類の様式の取扱いについて 

 

１□基本的な考え方 

□□原則として，真に規則で定める必要がある様式についてのみ規則で定めることと

し，その他のものについては，規則以外の要綱等で定めるものとする。 

 

２□適用の対象となる規則 

□□原則として，新規制定の規則及び大規模な改正を伴う規則を対象とする。ただし，

所管課の判断により，様式を要綱等で定める旨の規則改正を行うことは可能とする。 

 

３□様式を規則で定める場合の判断基準 

□□様式に係る事務の根拠を確認の上，原則として，①法令又は条例において，様式

を規則で定めることが求められている場合，②相手方に提示するものなど，レイア

ウトを含めた様式そのものが重要である場合は，規則で様式を定める。 

□【レイアウトを含めた様式そのものが重要である場合の例】 

□□⑴□相手方に提示するもの 立入検査，徴税，差押えの際の身分証明証 

□□⑵□第三者（医療機関等）に提示するもの 保険者証，受給者証 

□□⑶□掲示義務・提示義務のあるもの 許可証，登録証，標識 

□□その他のものについては，規則に様式の根拠規定を置き，具体的な内容は要綱等

で定めるようにする。 

□【その他のものの例】 

□□⑴□申請書，届出書，報告書等（市民が市に提出するもの） 

□□⑵□通知書，許可書等（市から市民に送付するもの） 

 

４□改正例 

□□具体的には，様式の名称を規則に規定し，様式のレイアウトや様式に記載すべき

事項については要綱等で定める。 

□□□（利用承認申請手続） 

□□第○条 条例第△条第△項の規定により講習室の利用の承認を受けようとする

ものは，利用日の１か月前から前日までに○○申請書を市長に提出しなければ

ならない。 

□□□（申請書等の様式） 

□□第□条 この規則の規定による申請又は届出に関し作成する申請書又は届出書

の様式については，市長が別に定める。 
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５□適用時期 

□□平成 31 年４月１日施行以降の規則を適用の対象とする（例年法制課が実施して

いる「年度末に公布する予定の規則及び訓令の制定改廃の準備について」の照会に

対し，回答のあったものを含む。）。 

 

６□その他留意点 

□⑴□法制課との協議 

□□□今後，規則を新たに制定する場合や大規模な改正を検討している場合等におい

て，上記３の判断基準に基づき，所管課において，様式を規則で定めるか否かの

検討を行うこととなるが，当該判断基準の適用について疑義が生じた場合や様式

の制定内容等について確認が必要な場合は，法制課担当者と協議を行うこととす

る（法制課担当者から協議を依頼する場合もある。）。 

□⑵□市民等の知る機会の確保 

□□□様式を規則で定めている場合，ほとんどの様式については例規集において確認

することが可能だが，様式を要綱等で定める場合は例規集で確認することができ

なくなる。 

□□□そのため，様式を要綱等で定める場合は，市民等が様式の内容を知る機会が従

前と同様に確保されるよう，所管課において本市ホームページに掲載するなどの

対応が必要となる。 

 

以 上 
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【参考】 

 

○要綱の作成例 

 

福岡市○○○○に関する事務に係る帳票等様式要綱 

 

平成○年○月○日 

 

福岡市○○○○条例(平成○年福岡市条例第○号)第○条及び福岡市○○○○条例施行規

則(平成○年福岡市規則第○号。以下「規則」という。)第○条の規定に基づき，福岡市が

行う○○○○に関する事務の様式を次のように定める。 

⑴□○○○○○○通知書 様式第１号（規則第○条関係） 

⑵□○○○○○○納付書兼領収書 様式第２号（規則第○条関係） 

⑶□○○○○○○督促状 様式第３号（規則第○条関係） 

⑷□○○○○○○請求書 様式第４号（規則第○条関係） 

⑸□○○○○○○申請書 様式第５号（規則第○条関係） 

 

様式第１号（規則第○条関係） 

 （略） 

 

様式第２号（規則第○条関係） 

 （略） 

 

様式第３号（規則第○条関係） 

 （略） 

 

様式第４号（規則第○条関係） 

 （略） 

 

様式第５号（規則第○条関係） 

 （略） 

 

附 則 

この要綱は，平成○年○月○日から施行する。 
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