
様式第１号 事務引継報告書 第１５条
様式第２号 歳入歳出予算事項別明細書 第２４条 押印なし
様式第３号 継続費逓次繰越伺 第２６条 押印なし
様式第４号 継続費逓次繰越通知書 第２６条
様式第５号 継続費逓次繰越計算書 第２６条 押印なし
様式第６号 継続費精算報告書 第２６条 押印なし
様式第７号 繰越明許費使用計画書 第２７条 押印なし
様式第８号 繰越明許費繰越計算書 第２７条 押印なし
様式第９号 事故繰越承認申請書 第２８条
様式第１０号 事故繰越承認通知書 第２８条
様式第１１号 事故繰越し繰越計算書 第２８条 押印なし
様式第１２号 歳出予算配当要求書 第３１条 押印なし
様式第１３号 歳出予算配当決定書 第３１条 押印なし
様式第１４号 歳出予算再配当書 第３１条 押印なし
様式第１５号 歳出予算流用申請書 第３２条 押印なし
様式第１６号 歳出予算流用承認書 第３２条 押印なし
様式第１７号 予備費充用要求書 第３３条 押印なし
様式第１８号 予備費充用決定書 第３３条 押印なし
様式第１９号 歳入月計整理表 第３４条 押印なし
様式第２０号 歳出月計整理表 第３５条 押印なし
様式第２１号 削除 －
様式第２２号 月別収支計画 第３６条 押印なし
様式第２３号 調定票 第４２条
様式第２４号 調定内訳票 第４２条 押印なし
様式第２５号 減額調定票 第４２条
様式第２６号 減額調定内訳票 第４２条 押印なし
様式第２７号 納入通知書 第４３条
様式第２８号 納付書 第４３条
様式第２９号 納入通知書亡失（き損）届 第４３条 押印なし
様式第３０号 公の施設使用券 第４４条
様式第３１号 口座振替依頼書 第４８条 押印継続
様式第３２号 嘱託徴収依頼書 第５２条
様式第３３号 嘱託徴収通知書 第５２条
様式第３４号 嘱託徴収済報告書 第５２条
様式第３５号 証紙売りさばき人指定申請書 第５６条 R4.3押印廃止
様式第３６号 収納計器取扱人指定申請書 第５６条、第６０条の２ 押印継続
様式第３７号 削除 －
様式第３８号 証紙売りさばき人指定通知書 第５６条
様式第３９号 収納計器取扱人指定通知書 第５６条、第６０条の２
様式第４０号 証紙売りさばき人（収納計器取扱人）指定事項変更届 第５７条 R4.3押印廃止
様式第４１号 証紙売りさばき場所（収納計器取扱場所）変更承認申請書 第５７条 R4.3押印廃止
様式第４２号 証紙売りさばき場所（収納計器取扱場所）変更承認通知書 第５７条
様式第４３号 証紙売りさばき人（収納計器取扱人）廃止届 第５７条 R4.3押印廃止
様式第４４号 証紙売りさばき人（収納計器取扱人）指定取消通知届 第５８条
様式第４５号 証紙売りさばき人（収納計器取扱人）印鑑届 第６０条 押印継続
様式第４６号 証紙交付申請書 第６２条 押印継続
様式第４７号 始動票札交付申請書 第６２条、第６５条の２ 押印継続
様式第４８号 証紙交付通知書 第６２条
様式第４９号 始動票札交付通知書 第６２条、第６５条の２
様式第５０号 証紙買受書 第６３条 押印継続
様式第５１号 始動票札買受書 第６３条、第６５条の２ 押印継続
様式第５２号 証紙（始動票札）出納原簿 第６４条 押印なし
様式第５３号 証紙（始動票札）受払簿 第６４条 押印なし
様式第５４号 証紙受払計算書 第６５条 R4.3押印廃止
様式第５５号 始動票札受払計算書 第６５条、第６５条の２ R4.3押印廃止
様式第５６号 収納計器使用実績報告書 第６５条の３ R4.3押印廃止
様式第５７号 証紙返還申請書 第６６条 R4.3押印廃止
様式第５８号 始動票札返還申請書 第６６条第１項、第３項 R4.3押印廃止
様式第５９号 誤表示確認書 第６６条の２
様式第６０号 証紙（始動票札）交換請求書 第６７条
様式第６１号 証紙納付書 第６８条 押印なし
様式第６２号 証紙収入日計整理表 第６９条 押印なし
様式第６３号 確認内訳書 第７０条 押印なし
様式第６４号 歳入の私人委託通知書 第７２条
様式第６５号 歳入の徴収（収納）事務委託契約書 第７３条 押印継続
様式第６６号 委託徴収金整理簿 第７４条 押印なし
様式第６７号 歳入の私人委託納入通知書 第７４条
様式第６８号 歳入の私人委託現金領収書 第７４条
様式第６９号 歳入の私人委託現金出納簿 第７４条 押印なし
様式第７０号 歳入の私人委託徴収（収納）計算書 第７６条 R4.3押印廃止
様式第７１号 現金領収書 第７８条
様式第７２号 現金出納日計表 第７８条 押印なし
様式第７３号 収入金払込書 第７８条
様式第７４号 証券出納簿 第７９条
様式第７５号 証券仕訳書 第７９条
様式第７６号 収入済額取消通知書 第８０条

様式番号 名称 規則条項 押印要否



様式第７７号 証券無効通知書 第８０条
様式第７８号 証券還付請求書 第８０条
様式第７９号 収入日計表 第８１条
様式第８０号 収支金日計表 第８２条 押印なし
様式第８１号 収入状況一覧表 第８２条 押印なし
様式第８２号 収入未済一覧表 第８２条 押印なし
様式第８３号 収入超過一覧表 第８２条 押印なし
様式第８４号 減額調定票兼歳入下戻命令書 第８３条
様式第８５号 歳入下戻命令書 第８３条
様式第８６号 支出負担行為伺 第８５条
様式第８７号 支出負担行為伺兼支出命令書 第８５条
様式第８８号 支出科目内訳票 第８５条 押印なし
様式第８９号 債権者内訳票 第８５条 押印なし
様式第９０号 発注伝票 第８５条
様式第９１号 請求書 第８７条 R3.3押印廃止
様式第９２号 旅費請求書 第８７条 R4.3押印廃止
様式第９３号 支出調書 第８７条 R3.3押印廃止
様式第９４号 債権の承継を証する書類 第９０条 押印継続
様式第９５号 債権承継確認通知書 第９０条
様式第９６号 債権差押等決定（解除）受理通知書 第９１条
様式第９７号 代表者変更届 第９２条 R3.3押印廃止
様式第９８号 削除 －
様式第９９号 資金前渡職員の指定通知書 第９６条
様式第１００号 旅費委任状 第９７条
様式第１０１号 支出命令書 第９８条
様式第１０２号 資金前渡現金出納簿 第１００条 押印なし
様式第１０３号 零精算書兼精算命令書 第１００条
様式第１０４号 精算書兼返納命令書 第１００条
様式第１０５号 削除 －
様式第１０６号 支出事務委託契約書 第１０４条 押印継続
様式第１０７号 私人委託現金出納簿 第１０６条 押印なし
様式第１０８号 支出事務委託精算報告書 第１０９条 R3.3押印廃止
様式第１０９号 恩給等受給方法及び受給先変更届 第１１３条 R3.3押印廃止
様式第１１０号 削除 －
様式第１１１号 小切手帳 第１２６条
様式第１１２号 小切手振出済通知書送付簿 第１２６条
様式第１１３号 小切手（隔地払通知書）償還請求書 第１２６条の２ R4.3押印一部廃止
様式第１１４号 支払証書 第１２７条 R4.3押印一部廃止
様式第１１５号 支払方法別集計表 第１２７条 押印継続
様式第１１６号 直接払明細書 第１２７条 押印継続
様式第１１７号 印鑑票 第１２７条 押印継続
様式第１１８号 隔地払通知書 第１２９条 R4.3押印一部廃止
様式第１１９号 隔地払通知書（送金案内） 第１２９条 押印継続
様式第１２０号 隔地払通知明細書 第１２９条 押印継続
様式第１２１号 隔地払通知書再発行申請書 第１２９条の２ R4.3押印一部廃止
様式第１２２号 隔地払通知書訂正願 第１２９条の２ R4.3押印廃止
様式第１２３号 隔地払通知書訂正通知書 第１２９条の２ R4.3押印廃止
様式第１２４号 削除 －
様式第１２５号 口座振替通知明細表 第１３２条 押印継続
様式第１２６号 口座振替済通知明細表 第１３２条 押印なし
様式第１２７号 委任状 第１３４条 押印継続
様式第１２８号 削除 －
様式第１２９号 削除 －
様式第１３０号 削除 －
様式第１３１号 支払日計表 第１３７条の２
様式第１３２号 返納命令書 第１３８条
様式第１３３号 返納通知書 第１３８条
様式第１３４号 返納未済額一覧表 第１４１条 押印なし
様式第１３５号 公金振替通知書 第１４２条
様式第１３６号 公金振替・更正通知表 第１４３条 押印継続
様式第１３７号 公金振替・更正済通知表 第１４３条 押印継続
様式第１３８号 更正通知書 第１４４条
様式第１３９号 保管有価証券出納計算書 第１４７条 押印なし
様式第１４０号 県税等調定収入実績調書 第１４８条 押印なし
様式第１４１号 出納計算書 第１４９条 押印なし
様式第１４２号 決算収入未済調書 第１５０条 押印なし
様式第１４３号 予算執行の実績報告書 第１５２条 押印なし
様式第１４４号 予定価格調書 第１５９条
様式第１４５号 入札書 第１６４条 検討継続
様式第１４６号 落札通知書 第１６７条
様式第１４７号 指名競争入札執行通知書 第１６９条 検討継続
様式第１４８号 見積書 第１７２条 R3.3押印廃止
様式第１４９号 契約締結伺 第１７５条
様式第１５０号 契約書 第１７５条 押印継続
様式第１５１号 請書 第１７５条 押印継続
様式第１５２号 検査調書 第１８０条の４
様式第１５３号 工事出来形検査調書 第１８０条の４
様式第１５４号 委託事務（事業）実施計画書 第１８２条 押印なし



様式第１５５号 直営工事工程表 第１９１条 押印なし
様式第１５６号 就労票 第１９２条 R3.3押印廃止
様式第１５７号 雇用実績簿 第１９２条 押印なし
様式第１５８号 雇用実績調書 第１９２条
様式第１５９号 工事着手（一時中止、再開）報告書 第１９３条
様式第１６０号 直営工事完成報告書 第１９３条
様式第１６１号 直営工事予算差引簿 第１９４条 押印なし
様式第１６２号 日計簿 第１９４条 押印なし
様式第１６３号 工事日誌 第１９４条 押印なし
様式第１６４号 直営工事精算書 第１９５条 押印なし
様式第１６５号 残余物件調書 第１９５条 押印なし
様式第１６６号 債権譲渡承認申請書 第１９６条 押印継続
様式第１６７号 契約継続履行承認申請書 第１９６条 押印継続
様式第１６８号 債権譲渡承認通知書 第１９６条
様式第１６９号 契約継続履行承認通知書 第１９６条
様式第１７０号 工事材料売却等承認通知書 第１９６条
様式第１７１号 債権譲渡通知書 第１９６条
様式第１７２号 契約継続履行通知書 第１９６条
様式第１７３号 下請負届 第１９７条 R3.3押印廃止
様式第１７４号 委任（下請負）承認申請書 第１９７条 R3.3押印廃止
様式第１７５号 工程表 第１９８条 R3.3押印廃止
様式第１７６号 工事着手届 第１９８条 R3.3押印廃止
様式第１７７号 現場代理人主任技術者専任届 第２０３条 R3.3押印廃止
様式第１７８号 貸与品借用証書 第２０６条 押印継続
様式第１７９号 支給材料受領書 第２０６条 R3.3押印廃止
様式第１８０号 期限延長願 第２１２条 R3.3押印廃止
様式第１８１号 工事完成届 第２１６条 R3.3押印廃止
様式第１８２号 貸付金申込書 第２３６条 R3.3押印廃止
様式第１８３号 貸付決定通知書 第２３７条
様式第１８４号 借用契約証書 第２３８条 押印継続
様式第１８５号 繰上償還通知書 第２４３条
様式第１８６号 借入金運用実績報告書 第２４５条 R4.3押印廃止
様式第１８７号 補助金等交付決定通知書 第２５０条
様式第１８８号 補助金等交付決定（取消、変更）書 第２５２条
様式第１８９号 補助事業等一時停止（遂行）命令書 第２５４条
様式第１９０号 補助金等返還命令書 第２５９条
様式第１９１号 預金組替（戻入）通知書 第２６４条 押印継続
様式第１９２号 預金組替整理簿 第２６４条 押印なし
様式第１９３号 日別収支残額表 第２６６条 押印なし
様式第１９４号 歳計現金等運用状況一覧表 第２６６条 押印なし
様式第１９４号の２ 釣銭用現金保管状況一覧表 第２６６条 押印なし
様式第１９５号 有価証券整理簿 第２６７条 押印なし
様式第１９６号 有価証券保管通知書 第２６７条
様式第１９７号 有価証券保管簿 第２６８条 押印なし
様式第１９８号 有価証券保管証書 第２６８条
様式第１９９号 有価証券払出通知書 第２６９条
様式第２００号 有価証券受領書 第２６９条
様式第２０１号 歳入歳出外現金受入票 第２７３条
様式第２０２号 受入内訳票 第２７３条 押印なし
様式第２０３号 歳入歳出外現金払出票 第２７３条
様式第２０４号 払出内訳票 第２７３条 押印なし
様式第２０５号 歳入歳出外現金月計整理表 第２７３条 押印なし
様式第２０６号 保管有価証券受入（納付書）通知書 第２７６条
様式第２０７号 保管有価証券払出（請求書）通知書 第２７６条
様式第２０８号 保管有価証券保管証書 第２７７条
様式第２０９号 保管有価証券月計整理表 第２７８条
様式第２１０号 印鑑票 第２８４条 R4.3押印廃止
様式第２１１号 証券支払拒絶通知書 第２８８条 R4.3押印廃止
様式第２１２号 証券無効通知書 第２８８条 R4.3押印廃止
様式第２１３号 証券還付請求書 第２８８条 押印継続
様式第２１４号 証券仕訳書 第２８９条 R4.3押印廃止
様式第２１５号 収支金集計表 第３０２条 R4.3押印廃止
様式第２１６号 歳出支払未済繰越金報告書 第３０３条 R4.3押印廃止
様式第２１７号 小切手支払呈示期間満了報告書 第３０４条 R4.3押印廃止
様式第２１８号 隔地払資金歳入納付報告書 第３０５条 R4.3押印廃止
様式第２１９号 削除 －
様式第２２０号 収支金日報 第３１１条 R4.3押印一部廃止
様式第２２１号 現計証明書 第３１３条 押印継続
様式第２２２号 現計調書 第３１４条 R4.3押印廃止
様式第２２３号 公有財産取得協議書 第３２０条
様式第２２４号 寄附申込書 第３２０条 R4.3押印廃止
様式第２２５号 寄附受納書 第３２０条 押印継続
様式第２２６号 物品・公有財産編入替調書 第３２１条
様式第２２７号 境界確認協議書 第３２５条の２ 押印継続
様式第２２８号 公有財産所管換協議書 第３２６条 押印なし
様式第２２９号 公有財産引継書 第３２６条 押印なし
様式第２３０号 行政財産用途廃止（変更）協議書 第３２６条の２
様式第２３１号 用途廃止財産引継書 第３２６条の２ 押印なし



様式第２３２号 改築等協議書 第３２６条の３
様式第２３３号 行政財産使用許可申請書 第３２９条の２ R4.3押印廃止
様式第２３４号 行政財産使用許可書 第３２９条の２
様式第２３４号の２ 行政財産使用許可事項変更申請書 第３２９条の３
様式第２３５号 普通財産貸付申込書 第３３０条の６ R4.3押印廃止
様式第２３６号 普通財産譲渡申込書 第３３１条 R4.3押印廃止
様式第２３７号 普通財産譲与申込書 第３３１条 R4.3押印廃止
様式第２３８号 普通財産交換申込書 第３３１条 R4.3押印廃止
様式第２３９号 普通財産譲渡（譲与、交換）協議書 第３３１条の２
様式第２４０号 普通財産売払代金延納申込書 第３３２条 R4.3押印廃止
様式第２４１号 建物等取り壊し協議書 第３３３条
様式第２４２号 公有財産・物品編入替調書 第３３４条
様式第２４３号 公有財産台帳 第３３５条 押印なし
様式第２４４号 普通財産貸付台帳 第３３７条 押印なし
様式第２４５号 行政財産（使用許可）管理簿 第３３８条 押印なし
様式第２４６号 行政財産貸付等台帳 第３３８条 押印なし
様式第２４７号 公有財産取得報告書 第３３９条
様式第２４８号 普通財産処分報告書 第３３９条の２
様式第２４９号 公有財産現在額報告書 第３３９条の３
様式第２５０号 公有財産異動報告書 第３３９条の４
様式第２５１号 公有財産損害報告書 第３３９条の５
様式第２５２号 借受財産台帳 第３４０条 押印なし
様式第２５３号 公有財産記録管理簿 第３４１条 押印なし
様式第２５４号 物品分類換調書 第３４５条
様式第２５５号 備品購入予定表 第３４９条
様式第２５６号 共通物品要求伝票 第３５１条 R4.3押印一部廃止
様式第２５７号 一般物品要求伝票 第３５１条 R4.3押印一部廃止
様式第２５８号 契約内容通知書 第３５２条 押印なし
様式第２５９号 生産物品伝票 第３５４条
様式第２６０号 寄附申込書 第３５５条 R4.3押印廃止
様式第２６１号 寄附受納書 第３５５条
様式第２６２号 物品出納票 第３５７条
様式第２６３号 所管換物品票 第３５７条
様式第２６４号 所管換物品通知票 第３５７条
様式第２６５号 物品受領書 第３５８条 押印なし
様式第２６６号 物品供用簿 第３５９条 押印なし
様式第２６７号 物品亡失（損傷）てん末書 第３６１条 R4.3押印廃止
様式第２６８号 物品亡失（損傷）報告書 第３６１条 押印なし
様式第２６９号 物品原簿 第３６２条 押印なし
様式第２７０号 動物原簿 第３６２条 押印なし
様式第２７１号 印紙類受払簿 第３６２条
様式第２７２号 原材料受払簿 第３６２条 押印なし
様式第２７３号 備品表示票 第３６３条 押印なし
様式第２７４号 不用物品処分調書 第３６４条
様式第２７５号 寄託動産保管預書 第３７２条
様式第２７６号 寄託動産保管調書 第３７２条
様式第２７７号 寄託動産引渡省略簿 第３７２条
様式第２７８号 寄託動産預簿 第３７２条
様式第２７９号 督促状 第３８０条
様式第２８０号 滞納処分執行吏員証票 第３８１条
様式第２８１号 保証人に対する履行請求書 第３８２条
様式第２８２号 履行期限繰上通知書 第３８３条
様式第２８３号 相殺通知書 第３８４条
様式第２８４号 徴収停止調査調書 第３８６条 押印なし
様式第２８５号 履行延期申請書 第３８８条 R4.3押印廃止
様式第２８６号 履行延期の特約調書 第３８８条 押印なし
様式第２８７号 履行延期承認通知書 第３８８条
様式第２８８号 欠損処分調書 第３８９条
様式第２８９号 不納欠損登録票 第３９０条
様式第２９０号 債権免除通知書 第３８９条
様式第２９１号 債権管理簿 第３９１条 押印なし
様式第２９２号 貸付金整理簿 第３９２条 押印なし
様式第２９３号 基金執行委任通知書 第３９３条の２ 押印なし
様式第２９４号 基金月計整理表 第３９４条 押印なし
様式第２９５号 基金受払計算書 第４０９条 押印なし
様式第２９６号 基金運用状況報告書 第４１０条 押印なし

附　　則
（施行期日）
この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。


