
押印・署名継続事務【押印を要する事務】

　１　提出書類に押印を継続する事務（提出者⇒町）

　　（a) 国の法令等により押印が求められるもの

Ｎｏ. 担当課 事業・手続名／様式名 押印の種類 根拠規定 継続理由

1 観光課 国立公園の許可、届出等 ①認印
国立公園の許可、届出等の取扱要
領第2章第1節第2様式第1

押印又は署名

　　（ｂ) 都道府県の条例など外部の機関により押印が求められるもの

Ｎｏ. 担当課 事業・手続名／様式名 押印の種類 根拠規定 継続理由

1 税務課 大山町口座振替依頼書 ②登記印・登録印 口座確認のため
本町保管の依頼書には押印を省略できるが、金融機関保
管用には届出印を押印し、金融機関で照合しているため
現状では省略できない。

2 住民課 特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書 ②登記印・登録印 なし
印鑑等届出書の提出について従来通りとするとされてい
るため。

3 こども課 家庭保育支援給付金事業 ①認印
家庭保育支援給付金事業実施要綱
外部機関からの求めにより。

労働局への照会に際し、押印が必須であるとの回答を得
ている。

4 農業委員会 利用権設定（中間管理） ①認印
全県ルールを来年度から運用できるよう県が外部機関と
方針を検討予定



押印・署名継続事務【押印を要する事務】

　１　提出書類に押印を継続する事務（提出者⇒町）

　　（ｃ) 町の条例や慣行により押印を求めているもの

Ｎｏ. 担当課 事業・手続名／様式名 押印の種類 根拠規定 継続理由

1 総務課 入札参加資格申請使用印鑑届
③登記印・登録印＋
印鑑証明

●大山町建設工事等競争入札参加
資格審査要綱
●大山町物品購入等競争入札参加
資格審査要綱

2 総務課
特定個人情報に係る開示請求（代理
人請求）

③登記印・登録印＋
印鑑証明

大山町個人情報保護条例施行規則
第4条第2項第5号

3 総務課 認可地縁団体印鑑登録の実施
③登記印・登録印＋
印鑑証明

大山町認可地縁団体印鑑条例第3条
及び第4条

4 総務課 災害援護資金借用書
③登記印・登録印＋
印鑑証明

大山町災害弔慰金の支給等に関す
る条例施行規則第9条

5 住民課 印鑑登録申請書 ②登記印・登録印
大山町印鑑条例第3条　　　　　大
山町印鑑条例施行規則第7条(1)

登録する印鑑を確認するため。(登録印鑑の欄に限る。)

6 住民課
印鑑登録申請者(印鑑登録証亡失届
書)の保証書

②登記印・登録印
大山町印鑑条例施行規則第2条
(4)・第7条(9)

印鑑登録のある保証人か確認するため。

7 住民課 印鑑登録原票 ②登記印・登録印
大山町印鑑条例第6条　　　　　大
山町印鑑条例施行規則第7条(3)

印影の登録に必要なため。

8 農林水産課 家族経営協定書 ①認印 協定書は契約書と同基準により存続させる。

9 建設課
同意書（道路占用、形状変更、道
路・普通河川占用、用途廃止）

①認印

10 建設課 給与支払い証明 ⑤その他

11 建設課 入居請書（町営・特賃・若者） ②登記印・登録印 町営住宅条例第10条

12 建設課 連帯保証人変更承認 ②登記印・登録印 同施行規則第6条

13 財務課 紙入札における入札書及び委任状 ②登記印・登録印 使用印鑑届と確認を要するため

14 議会事務局 会議録 ①認印 大山町議会委員会条例第28条
本人確認並びに文書内容の真正性を担保するため記名に
加え押印を存続する。

15 議会事務局 請願書 ①認印 大山町議会会議規則第89条
本人確認並びに文書作成の真意を確認するため記名に加
え押印を存続する。

16 議会事務局 会議録 ①認印 大山町議会全員協議会規程第9条
本人確認並びに文書内容の真正性を担保するため記名に
加え押印を存続する。

17 農業委員会 利用権設定 ①認印
全県ルールを来年度から運用できるよう県が方針を検討
予定

18 会計課 債権者登録申請書 ②登記印・登録印
半恒久的に支払口座として紐づけされる登録事項であ
り、全てを廃止することは難しい。



押印・署名継続事務【署名を要する事務】

　　（a) 国の法令等により署名が求められるもの

Ｎｏ. 担当課 事業・手続名／様式名 根拠規定 継続理由

1 住民課 戸籍届書 戸籍法第29条
個人の身分異動に係る重要な手続きであるため（本省にて継続協議
中）

2 住民課 各種通達に定める書類
令和2年12月23日付法務省民一第
2103号民事局長通達

この度の「規制改革実施計画」に基づき検討された結果引き続き署名
が求められるもの

3 住民課 住民異動届 住民基本台帳法施行令第２６条
個人の重要な権利義務に係る多数の行政事務の基礎となる手続である
ため。

4 観光課 国立公園の許可、届出等
国立公園の許可、届出等の取扱要
領第2章第1節第2様式第1

押印又は署名

　　（ｂ) 都道府県の条例など外部の機関により署名が求められるもの

Ｎｏ. 担当課 事業・手続名／様式名 根拠規定 継続理由

1
幼児・学校
教育課

特別支援教育就学奨励費
支給申請／支給辞退届

署名及び押印を求めていた手続きであり、押印を求めないことにする
ことは、手続きの簡素化である。支給対象となる方の、意思確認のた
めに署名が必要であるため。

2
幼児・学校
教育課

特別支援教育就学奨励費
支給申請／購入申立書

署名及び押印を求めていた手続きであり、押印を求めないことにする
ことは、手続きの簡素化である。購入申立書により支給金額が決定す
るため、内容の真正性の担保のためには署名が必要であるため。

4
幼児・学校
教育課

大山町通級指導教室児童、生徒通学援助費
交付申請／支給辞退届

署名及び押印を求めていた手続きであり、押印を求めないことにする
ことは、手続きの簡素化である。支給対象となる方の、意思確認のた
めに署名が必要であるため。



押印・署名継続事務【署名を要する事務】

　　（ｃ) 町の条例や慣行により署名を求めているもの

Ｎｏ. 担当課 事業・手続名／様式名 根拠規定 継続理由

1 総務課 条例・規則の公布 大山町公告式条例第2条及び第3条

2 総務課 災害援護資金借用書
大山町災害弔慰金の支給等に関す
る条例施行規則第9条

3 建設課
同意書（道路占用、形状変更、道路・普通
河川占用、用途廃止）

4 建設課 給与支払い証明

5 建設課 入居請書（町営・特賃・若者） 町営住宅条例第10条

6 建設課 連帯保証人変更承認 町営住宅条例施行規則第6条

7
幼児・学校
教育課

施設型給付費・地域型保育給付費等 支給認
定申請書兼保育所入所申込書の⑥税情報等
の同意

署名及び押印を求めていた手続きであり、押印を求めないことにする
ことは、手続きの簡素化である。また、保育料算定に必要な税情報等
の提供の同意を得るための本人確認の手段として署名に意味があると
考えられるため。

8
幼児・学校
教育課

学籍（保護者の変更時）／保護者変更届 学校教育法施行令関連
署名及び押印を求めていた手続きであり、押印を求めないことにする
ことは、手続きの簡素化である。また、児童生徒の学籍に関し保護者
の意思確認のための手段として署名に意味があると考えられるため。

9
幼児・学校
教育課

学籍（国外の学校に就学している者が一時
帰国等で住所を置くものの、大山町の学校
に在籍しない場合の申出）／申出書

学校教育法施行令関連
署名及び押印を求めていた手続きであり、押印を求めないことにする
ことは、手続きの簡素化である。また、児童生徒の学籍に関し保護者
の意思確認のための手段として署名に意味があると考えられるため。

10
幼児・学校
教育課

区域外就学（留守家庭事由申請の際の児童
生徒預かり承諾）／保護承諾書

大山町小中学校通学区域に関する
規則関連

署名及び押印を求めていた手続きであり、押印を求めないことにする
ことは、手続きの簡素化である。本件は保護者からの申請に添付され
る書類であり、監護者の同意の意思確認のための手段として署名に意
味があると考えられるため。

11
幼児・学校
教育課

就学援助費給付申請／
代理受領の委任状

署名及び押印を求めていた手続きであり、押印を求めないことにする
ことは、手続きの簡素化である。給食費の支給は学校・保護者双方の
手続きの効率化のため学校長が代理受領して給食会計へ支払っている
が、会計処理上委任状が必要であるため。

12
幼児・学校
教育課

就学援助費給付申請／
民生委員の所見書

署名及び押印を求めていた手続きであり、押印を求めないことにする
ことは、手続きの簡素化である。給付申請の審査には第3者の意見を求
めており、内容の真正性の担保のためには署名が必要であるため。



押印・署名継続事務【署名を要する事務】

Ｎｏ. 担当課 事業・手続名／様式名 根拠規定 継続理由

13
幼児・学校
教育課

特別支援教育による委員会審議への保護者
意見書／就学意見書

署名及び押印を求めていた手続きであり、押印を求めないことにする
ことは、手続きの簡素化である。児童生徒の特別支援学級若しくは特
別支援学校入級に関し、保護者の意思確認のための手段として署名に
意味があると考えられるため。

14
幼児・学校
教育課

特別支援学級入級関係／入級承諾書

署名及び押印を求めていた手続きであり、押印を求めないことにする
ことは、手続きの簡素化である。児童生徒の特別支援学級若しくは特
別支援学校入級に関し、保護者の意思確認のための手段として署名に
意味があると考えられるため。

15 税務課 大山町口座振替依頼書
本町保管の依頼書には押印を省略できるが、金融機関保管用には届出
印を押印し、金融機関で照合しているため現状では省略できない。

16 水道課 排水設備工事（変更）確認申請書
申請者が排水設備工事を行うにあたり、利害関係者（埋設する土地等
の所有者）との間で同意が得られているか確認を行うため。

17 水道課 下水道使用料等算定人数変更申請書
下水道使用料算定にかかる人数減（使用料の減）の申請で、証明書の
代わりに申請内容が正しいことを関係する第三者の署名をもって確認
を行うため。

18 水道課 土地使用承諾書
申請者が給水装置工事を行うにあたり、利害関係者（埋設する土地等
の所有者）との間で同意が得られているか確認を行うため。

19 水道課 支管分岐承諾書
申請者が給水装置工事を行うにあたり、利害関係者（給水装置の所有
者）との間で同意が得られているか確認を行うため。

20 議会事務局 会議録 大山町議会委員会条例第28条 本人の責任を明らかにするため署名の必要性は高い

21 議会事務局 請願書（陳情書） 大山町議会会議規則第89条
虚偽の届出等があった場合、権利侵害等が生じえるため署名を存続す
るもの

22 議会事務局 会議録 大山町議会全員協議会規程第9条 本人の責任を明らかにするため署名の必要性は高い


