
No. 手続所管課 事業・手続名 様式名 押印 署名 備考

47 財政課 補助⾦交付⼿続（交付申請） 補助⾦交付申請書 〇

48 財政課
補助⾦交付⼿続（事務事業実績報
告）

事務事業実績報告書 〇

49 財政課 補助⾦交付⼿続（請求） 請求書 ×

50 財政課 市有財産売払事業 市有財産売払い申請書 〇

51 財政課 市有財産貸付事業 普通財産貸付申請書 〇

52 財政課 市有財産使用許可事業 ⾏政財産使用許可申請書 〇

53 財政課 市有財産使用許可事業 ⾏政財産使用変更申請書 〇

54 財政課 市有財産管理事業 土地境界確定申請書 ×

55 財政課 市有財産管理事業 土地境界確定書 ×

56 財政課 ⽥川市庁舎管理事業 ⽥川市庁舎使用許可申請書 〇

57 財政課 入札契約事務 受領書 〇

58 財政課 入札契約事務 入札書 ×

59 財政課 入札契約事務 積算総括表 〇

60 財政課 入札契約事務 委任状 〇

61 財政課 入札契約事務 入札辞退届 〇

62 財政課 入札契約事務 物品売買契約書 ×

63 財政課 入札契約事務 工事請負契約書 ×

⽥川市の⾏政手続における押印等の⾒直し状況（令和３年４⽉１⽇時点）
凡例（〇︓廃⽌するもの ×︓廃⽌しないもの）
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64 財政課 入札契約事務 物品供給請書 ×

65 財政課 入札契約事務 工事請負請書 ×

66 財政課 入札契約事務 課税事業者届出書 〇

67 財政課 入札契約事務 誓約書 〇

68 財政課 工事提出書類 工事（業務）着⼿届 〇

69 財政課 工事提出書類 工事（業務）工程表 〇

70 財政課 工事提出書類 現場代理⼈及び主任技術者等配置通知書 〇

71 財政課 工事提出書類 専門技術者配置届 〇

72 財政課 工事提出書類 作業主任者選任届 〇

73 財政課 工事提出書類（草刈等） 業務責任者通知書 〇

74 財政課 工事提出書類 管理技術者及び主任技術者等通知書 〇

75 財政課 工事提出書類 建設業退職⾦共済組合証紙購入状況報告書 〇

76 財政課 入札契約事務 前⾦払申請書 〇

77 財政課 入札契約事務 請求書 ×

78 財政課 入札契約事務 変更請負契約書 ×

79 財政課 工事提出書類 工事完成届 〇

80 財政課 工事提出書類（附帯業務） 業務完了届 〇

81 財政課 工事提出書類 終了届 〇
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82 財政課 工事関係事績（附帯業務） 納品書 〇

83 財政課 工事関係事績 受渡書 〇

84 財政課 入札契約事務 契約保証⾦請求書 ×

85 財政課 入札契約事務 中間前払⾦認定請求書 ×

86 財政課 入札契約事務 出来高検査請求書 〇

87 財政課 入札契約事務 出来高払請求書 ×

88 財政課 指名願受付 一般競争（指名競争）入札参加資格審査申請書 ×

89 財政課 指名願受付 使用印鑑届 ×

90 財政課 指名願受付 役員等調書及び照会承諾書 〇

91 財政課 指名願受付 実務経験証明書 ×

92 財政課 指名願受付 市税納付状況調査同意書 〇

93 財政課 指名願受付 委任状 〇

94 財政課 指名願受付 地域貢献活動評価申請書 〇

95 財政課 指名願受付 一般競争（指名競争）参加資格審査申請書変更届 ×

96 財政課 指名願受付
競争入札等参加承認申請書
記載事項変更届

×

97 財政課 指名願受付 廃業届 〇

98 財政課 小規模修繕契約 ⽥川市小規模修繕契約希望者登録申請書 〇

99 財政課 小規模修繕契約 実務経験証明書 〇
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100 財政課 小規模修繕契約 役員等調書及び照会承諾書 〇

101 財政課 小規模修繕契約 誓約書 〇

102 財政課 小規模修繕契約 同意書 〇

103 財政課 小規模修繕契約 ⽥川市小規模修繕契約希望者登録事項（変更・廃⽌）届 〇

104 財政課 特定建設工事共同企業体 特定建設工事共同企業体協定書 ×

105 財政課
特定建設コンサルタント業務共同
企業体

特定建設コンサルタント業務共同企業体協定書 ×

106 財政課 入札契約事務 一般競争入札参加資格審査申請書 ×

107 財政課 入札契約事務 指名競争入札参加資格審査申請書 ×

108 財政課 入札契約事務 ⾒積書 〇
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