
岡山市告示第２５９号 

岡山市告示で定める申請書等の押印の特例について次のように定める。  

 令和３年３月２９日 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

   岡山市告示で定める申請書等の押印の特例について 

 市告示で定める申請書，申込書，届出書その他の書面のうち，市長が別に定めるものに

ついては，当該市告示の規定にかかわらず，押印の義務付けを廃止する。 

   附 則 

 この告示は，令和３年４月１日から施行する。 

 



番号 告示名称 書面（様式）名 局名 担当課室名
1 岡山市共同墓地整備補助金交付要綱 共同墓地整備補助事業承認申請書 市民生活局 生活安全課
2 岡山市共同墓地整備補助金交付要綱 選任書 市民生活局 生活安全課
3 岡山市共同墓地整備補助金交付要綱 整備工事等承諾書 市民生活局 生活安全課

4 岡山市地域福祉基金活用事業補助金交付要綱
岡山市地域福祉基金活用事業補助金交付申請
書（様式１号）

保健福祉局
保健福祉企画総務
課

5 岡山市地域福祉基金活用事業補助金交付要綱
岡山市地域福祉基金活用事業（中止又は変更）承
認申請書（様式３号）

保健福祉局
保健福祉企画総務
課

6 岡山市地域福祉基金活用事業補助金交付要綱
岡山市地域福祉基金活用事業実績報告書（様式
４号）

保健福祉局
保健福祉企画総務
課

7
岡山市災害援護資金貸付金等に対する補助金交
付要綱

岡山市災害援護資金貸付金等に対する補助金交
付申請書

保健福祉局 福祉援護課

8
岡山市災害援護資金貸付金等に対する補助金交
付要綱

岡山市災害援護資金貸付金等に対する補助事業
実績報告

保健福祉局 福祉援護課

9
岡山市災害援護資金貸付金等に対する補助金交
付要綱

岡山市災害援護資金貸付金等に対する補助金交
付請求書

保健福祉局 福祉援護課

10
岡山市心身障害者扶養共済制度特別加算金交
付要綱

岡山市心身障害者扶養共済制度特別加算金給
付請求書［様式１］

保健福祉局 障害福祉課

11
岡山市心身障害者扶養共済制度特別加算金交
付要綱

岡山市心身障害者扶養共済制度特別加算金受
給資格消滅届［様式４］

保健福祉局 障害福祉課

12 岡山市産業廃棄物処理施設設置等指導要綱 様式第1号　概略計画書 環境局 産業廃棄物対策課
13 岡山市産業廃棄物処理施設設置等指導要綱 様式第2号　事前計画書 環境局 産業廃棄物対策課
14 岡山市産業廃棄物処理施設設置等指導要綱 様式第3号　工事着手届出書 環境局 産業廃棄物対策課
15 岡山市産業廃棄物処理施設設置等指導要綱 様式第4号　工事完了報告書 環境局 産業廃棄物対策課
16 岡山市産業廃棄物処理施設設置等指導要綱 様式第5号　使用開始報告書 環境局 産業廃棄物対策課

17
岡山市使用済自動車等処理施設設置等指導要
綱

様式第1号　使用済自動車等の解体業に係る事前
計画書

環境局 産業廃棄物対策課

18
岡山市使用済自動車等処理施設設置等指導要
綱

様式第2号　使用済自動車等の破砕業に係る事前
計画書

環境局 産業廃棄物対策課

19
岡山市使用済自動車等処理施設設置等指導要
綱

様式第4号　指導事項に対する報告書 環境局 産業廃棄物対策課

20
岡山市使用済自動車等処理施設設置等指導要
綱

様式第6号　施設設置等終了届 環境局 産業廃棄物対策課

21
岡山市使用済自動車等処理施設設置等指導要
綱

様式第8号　是正完了届 環境局 産業廃棄物対策課

22
岡山市使用済自動車等処理施設設置等指導要
綱

様式第10号　（引取業・フロン類回収業・解体業・
破砕業）休止届出書

環境局 産業廃棄物対策課

23
岡山市使用済自動車等処理施設設置等指導要
綱

様式第11号　（引取業・フロン類回収業・解体業・
破砕業）再開届出書

環境局 産業廃棄物対策課

24
岡山市使用済自動車等処理施設設置等指導要
綱

様式第12号　（解体業・破砕業）許可証再交付申
請書

環境局 産業廃棄物対策課

25
岡山市使用済自動車等海上輸送費補助金交付
要綱

別記様式　岡山市使用済自動車等海上輸送費補
助金交付申請書

環境局 産業廃棄物対策課

26 岡山市からす等防護ネット貸与実施要綱 岡山市からす等防護ネット貸与申請書[様式]１ 環境局 環境事業課

27 岡山市からす等防護ネット貸与実施要綱
岡山市からす等防護ネット受領書兼誓約書[様式]
２

環境局 環境事業課

28 岡山市からす等防護ネット貸与実施要綱 岡山市からす等防護ネット貸受変更届[様式]３ 環境局 環境事業課

29 岡山市家庭系ごみ等ふれあい収集事業実施要綱 岡山市ふれあい収集申請書[様式]１ 環境局 環境事業課

30
岡山市東部リユースぷらざの再生品等の展示及び
譲渡に関する要綱

再生品譲渡依頼書 環境局 東部リサイクルプラザ

31
岡山市東部リユースぷらざの再生品等の展示及び
譲渡に関する要綱

再生品譲渡申請書 環境局 東部リサイクルプラザ

32
岡山市中小企業保証融資制度利子補給金交付
要綱

岡山市中小企業保証融資制度利子補給金交付
申請書（様式第１号）

産業観光局
産業振興・雇用推進
課中小企業振興室

33
岡山市中小企業保証融資制度利子補給金交付
要綱

岡山市中小企業保証融資制度利子補給金交付
請求書

産業観光局
産業振興・雇用推進
課中小企業振興室

34
岡山市中小企業保証融資制度保証料補給金交
付要綱

岡山市中小企業保証融資制度保証料補給金交
付申請書（様式第１号）

産業観光局
産業振興・雇用推進
課中小企業振興室

35
岡山市中小企業保証融資制度保証料補給金交
付要綱

岡山市中小企業保証融資制度保証料補給金交
付請求書

産業観光局
産業振興・雇用推進
課中小企業振興室

36
岡山市土地区画整理事業清算金徴収交付事務
取扱要綱

清算金繰上納付承認申請書 都市整備局 市街地整備課

37
岡山市土地区画整理事業清算金徴収交付事務
取扱要綱

清算金分納承認申請書 都市整備局 市街地整備課

38
岡山市土地区画整理事業清算金徴収交付事務
取扱要綱

住所等変更届出書 都市整備局 市街地整備課

39
岡山市土地区画整理事業清算金徴収交付事務
取扱要綱

清算金供託不要申出書 都市整備局 市街地整備課

40
岡山市土地区画整理事業保留地処分に関する事
務取扱規程

保留地売買代金分割納付許可申請書 都市整備局 市街地整備課

41
岡山市土地区画整理事業保留地処分に関する事
務取扱規程

届出書 都市整備局 市街地整備課

42
岡山市土地区画整理事業保留地処分に関する事
務取扱規程

保留地買受申込書 都市整備局 市街地整備課
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43
岡山市土地区画整理事業保留地処分に関する事
務取扱規程

保留地抽選参加申込書 都市整備局 市街地整備課

44
岡山市土地区画整理事業保留地処分に関する事
務取扱規程

保留地入札参加申込書 都市整備局 市街地整備課

45 岡山市アスベスト改修事業費補助金交付要綱 補助金交付申請書（分析調査事業） 都市整備局 建築指導課
46 岡山市アスベスト改修事業費補助金交付要綱 補助金交付申請書（アスベスト除去等事業） 都市整備局 建築指導課

47 岡山市アスベスト改修事業費補助金交付要綱
補助金交付変更申請書（分析調査事業・アスベス
ト除去等事業）

都市整備局 建築指導課

48 岡山市アスベスト改修事業費補助金交付要綱
内容変更承認申請書（分析調査事業・アスベスト
除去等事業）

都市整備局 建築指導課

49 岡山市アスベスト改修事業費補助金交付要綱
中止承認申請書（分析調査事業・アスベスト除去
等事業）

都市整備局 建築指導課

50 岡山市アスベスト改修事業費補助金交付要綱 完了実績報告書（分析調査事業） 都市整備局 建築指導課
51 岡山市アスベスト改修事業費補助金交付要綱 完了実績報告書（アスベスト除去等事業） 都市整備局 建築指導課

52
岡山市がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付
要綱

がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付申請書
（様式第1号）

都市整備局 住宅課

53
岡山市がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付
要綱

がけ地近接危険住宅移転事業内容変更申請書
（様式第4号）

都市整備局 住宅課

54
岡山市がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付
要綱

がけ地近接危険住宅移転事業廃止届（様式第6
号）

都市整備局 住宅課

55
岡山市がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付
要綱

がけ地近接危険住宅移転事業実績報告書（様式
第7号）

都市整備局 住宅課
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