
市へ提出する申請書等で押印が残るもの一覧
R3.9

No. 手続き名 様式名 課名

1 指定管理者候補者との仮基本協定 仮基本協定書 総合政策課

2 指定管理者との年度協定 年度協定書 総合政策課

3 指定管理者との基本・年度協定書の⼀部変更 変更協定書 総合政策課

4 ネーミングライツ事業応募 ネーミングライツ事業応募申請書 財政課

5 ネーミングライツ事業応募 ネーミングライツ事業応募に係る誓約書 財政課

6 ネーミングライツ事業応募 暴⼒団との関係についての誓約書兼同意書 財政課

7 都城市競争⼊札参加資格申請(定期) （⼯事、測量・建コン） 競争⼊札参加資格申請書 契約課

8 都城市競争⼊札参加資格申請(定期) （⼯事、測量・建コン） 使用印鑑届 契約課

9 都城市競争⼊札参加資格申請(定期) （⼯事、測量・建コン） 委任状 契約課

10
都城市競争⼊札参加資格申請（追加（定期の中間時期）) （⼯
事、測量・建コン）

競争⼊札参加資格申請書 契約課

11
都城市競争⼊札参加資格申請（追加（定期の中間時期）) （⼯
事、測量・建コン）

使用印鑑届 契約課

12
都城市競争⼊札参加資格申請（追加（定期の中間時期）) （⼯
事、測量・建コン）

委任状 契約課

13 競争⼊札資格申請変更（⼯事、測量・建コン） 競争⼊札資格申請変更書 契約課

14 都城市等級格付申請（定期） 格付申請書 契約課

15 都城市等級格付申請（追加︓（定期の中間時期）） 格付申請書 契約課

16 小規模修繕申請 小規模修繕契約希望者登録申請書 契約課

17 小規模修繕申請 小規模修繕契約希望者登録（変更・取下げ）届出書 契約課

18 契約事務 現場代理⼈等選任（変更）通知書 契約課

19 契約事務 管理技術者等選任通知書 契約課

20 都城市競争⼊札参加資格申請(定期) （物品・印刷、役務） 競争⼊札参加資格申請書 契約課

21 都城市競争⼊札参加資格申請(定期) （物品・印刷、役務） 使用印鑑届 契約課

22 都城市競争⼊札参加資格申請(定期) （物品・印刷、役務） 委任状 契約課

23 都城市競争⼊札参加資格申請(随時) （物品・印刷、役務） 競争⼊札参加資格申請書 契約課

24 都城市競争⼊札参加資格申請(随時) （物品・印刷、役務） 使用印鑑届 契約課

25 都城市競争⼊札参加資格申請(随時) （物品・印刷、役務） 委任状 契約課

26 競争⼊札資格申請変更（物品・印刷、役務） 競争⼊札資格申請変更書 契約課

27 契約事務 本⾒積書 契約課

28 契約事務 ⼊札書 契約課

29 契約事務 ⼊札書の封印 契約課

30 プロポーザル方式等契約事務 参加表明書 契約課

31 プロポーザル方式等契約事務 技術(企画)提案書等提出書 契約課

32 プロポーザル方式等契約事務 辞退届 契約課

33 契約事務 委任状 契約課

34 契約事務 誓約書(「●●賃貸者の賃貸方法について」リース契約) 契約課

35 契約事務 各種契約書 契約課

36 契約事務 再委託承諾申請書 契約課



37 契約事務 完了報告書 契約課

38 契約履⾏の延期 延期願 契約課

39 電子⼊札システムの申請 電子⼊札システム利用開始申請書 契約課

40 電子⼊札システムの申請 ICカードの年間委任状 契約課

41 電子⼊札システムの申請 ⼊札の年間委任状 契約課

42 電子⼊札システムの申請 委任状 契約課

43 ⼊札辞退(紙) 辞退届 契約課

44 消防団員等福祉共済制度 消防団員等福祉共済共済⾦⽀払請求書 危機管理課

45 災害救助資⾦融資制度 災害救助資⾦融資申請書 危機管理課

46 災害救助資⾦融資制度 災害救助資⾦融資借⼊申込書 危機管理課

47 都城市⾃治公⺠館整備資⾦貸付⾦ ⾃治公⺠館整備資⾦貸付契約書 コミュニティ文化課

48 ⼾籍、住⺠基本台帳に関する証明書等の請求※法⼈の場合のみ 住⺠票・印鑑登録証明書・⼾籍証明書等交付申請書 市⺠課

49 印鑑登録及び証明に関する事務 印鑑登録・登録廃止・登録証再交付申請書（登録証亡失届） 市⺠課

50 印鑑登録及び証明に関する事務 保証書 市⺠課

51 印鑑登録及び証明に関する事務 代理⼈選任届 市⺠課

52 印鑑登録及び証明に関する事務 印鑑登録証明書発⾏保護申請書 市⺠課

53 印鑑登録及び証明に関する事務 印鑑登録証明書発⾏保護解除申請書 市⺠課

54 税証明申請※法⼈の場合のみ 税証明書等申請書 資産税課

55 縦覧・閲覧※法⼈の場合のみ 閲覧申請書 資産税課

56 未登記家屋の納税義務者の変更 未登記家屋納税義務者変更届 資産税課

57 弁護士等による固定資産評価証明書の請求 固定資産評価証明書の交付申請書 資産税課

58 税証明書等申請※法⼈の場合のみ 委任状 資産税課

59 災害援護資⾦ 災害援護資⾦借用書 福祉課

60 災害援護資⾦ ⽒名等変更届 福祉課

61 戦没者の遺族に対する特別弔慰⾦請求 特別弔慰⾦国庫債券印鑑等届出書 福祉課

62 特別児童扶養手当認定請求等 別居監護申⽴書 福祉課

63 特別児童扶養手当認定請求等 養育申⽴書 福祉課

64 心身障害者扶養共済 年⾦管理者指定届出書 福祉課

65 心身障害者扶養共済 掛⾦減額（免除）申請書 福祉課

66 心身障害者扶養共済 掛⾦減免理由消滅届出書 福祉課

67 心身障害者扶養共済 死亡証明書（死体検案書） 福祉課

68 心身障害者扶養共済 事実発生届出書 福祉課

69 心身障害者扶養共済 口座振替申出書 福祉課

70 農地中間管理機構関係書類 農用地等借受希望申込書 農政課

71 農地中間管理機構関係書類 農用地等借受希望申込書の取下書 農政課

72 農地中間管理機構関係書類 貸付希望農用地等登録申請書 農政課

73 農地中間管理機構関係書類 農用地利用集積計画 農政課

74 農地中間管理機構関係書類 口座振込先申出書 農政課



75 農地中間管理機構関係書類 農用地利用配分計画 農政課

76 農地中間管理機構関係書類 賃借権の設定等を受ける者の農業経営の状況等（個⼈農業者） 農政課

77 農地中間管理機構関係書類
賃借権の設定等を受ける者の農業経営の状況等（農地所有適格法
⼈、農地所有適格法⼈以外の法⼈）

農政課

78 農地中間管理機構関係書類 農用地等の利用状況報告書 農政課

79 農地中間管理機構関係書類 米穀受渡報告書 農政課

80 農地中間管理機構関係書類
農地借受承諾書（抵当権等の担保権及び家畜防疫埋却予定地の承
諾）

農政課

81 農地中間管理機構関係書類 利用権の設定に関する同意書（未相続案件の同意） 農政課

82 農地中間管理機構関係書類 委任状 農政課

83 農地中間管理機構関係書類 承諾書 農政課

84 農地中間管理機構関係書類 賃借⼈変更申出書（借受者用） 農政課

85 農地中間管理機構関係書類
賃貸⼈変更申出書（所有者用）
※相続手続きが完了している場合

農政課

86 農地中間管理機構関係書類
賃貸⼈変更申出書（所有者用）
※相続手続きが完了していない場合

農政課

87 農地中間管理機構関係書類
【使用貸借】貸⼈変更申出書（所有者用）
※相続手続きが完了している場合

農政課

88 農地中間管理機構関係書類
【使用貸借】貸⼈変更申出書（所有者用）
※相続手続きが完了していない場合

農政課

89 農地中間管理機構関係書類 共有に係る⼟地の利用権設定に関する同意書 農政課

90 農地中間管理機構関係書類 変更届 農政課

91 農地中間管理機構関係書類 利用権の設定に係る農地の簡易整備に関する覚書 農政課

92 農地中間管理機構関係書類 記載内容の変更申出書 農政課

93 農地中間管理機構関係書類 農用地等の利用権設定の解約申出書 農政課

94 農地中間管理機構関係書類 農地法第１８条第６項の規定による通知書 農政課

95 農地中間管理機構関係書類 使用貸借の解約通知書 農政課

96 農地中間管理機構関係書類 利用権の解約に関する同意書 農政課

97 営農研修館等整備資⾦貸付 営農研修館等整備資⾦貸付契約書 農政課

98 畑作物の直接⽀払交付⾦実績 収⼊減少影響緩和交付⾦の交積⽴⾦返納申出書 農産園芸課

99 ⾁用⽜繁殖雌⽜購⼊資⾦貸付事業 借用書 畜産課

100 ⾁用肥育素⽜購⼊資⾦貸付事業 借用書 畜産課

101 所有権移転登記 登記原因証明情報兼登記承諾書 道路公園課

102 開発⾏為許可 開発⾏為施⾏についての⼟地所有者等関係権利者の同意書 建築対策課

103 道路位置指定 承諾書 建築対策課

104 道路位置指定 承諾書（道の管理者） 建築対策課

105 ⾃然公園に関する申請 特別地域内木竹の伐採許可申請書 建築対策課

106 ⾃然公園に関する申請 特別地域内公告物の設置等許可申請書 建築対策課

107 ⾃然公園に関する申請 特別地域内⼯作物の新築・改築・増築許可申請書 建築対策課

108 ⾃然公園に関する申請 普通地域内広告物の設置等届出書 建築対策課

109 ⾃然公園に関する申請 普通地域内⼯作物の新築・改築・増築届出書 建築対策課

110 狭隘道路拡幅整備事業 道路後退用地の無償使用承諾書 建築対策課

111 狭隘道路拡幅整備事業 登記原因証明情報兼登記承諾書 建築対策課

112 市営住宅⼊居の手続き 都城市営住宅賃貸契約書 住宅施設課



113 連帯保証⼈の変更 連帯保証⼈変更届 住宅施設課

114 共益費負担に係る手続き 都城市営住宅に係る共益費に関する契約書 住宅施設課

115 特定公共賃貸住宅⼊居 特定公共賃貸住宅賃貸契約書 住宅施設課

116 修繕完了届 完了届 住宅施設課

117 都城市⼭之口麓文弥節⼈形浄瑠璃資料館 都城市⼭之口麓文弥節⼈形浄瑠璃資料館資料寄託契約書 ⼭之口地域振興課

118 都城市弥五郎どん交流活性化センター 都城市弥五郎どん交流活性化センター資料寄託契約書 ⼭之口地域振興課

119 ⾼城郷⼟資料館 資料寄託契約書 ⾼城地域振興課

120 都城市若者定住住宅地分譲申込 都城市有宅地売買契約書 ⼭田地域振興課

121 ふれあい農園 都城市ふれあい農園利用契約書 ⼭田産業建設課

122 都城市若者定住宅地分譲 都城市有宅地売買契約書 ⾼崎地域振興課

123 教職員住宅⼊居に係る申請 教職員住宅⼀般⼊居連帯保証⼈届出書 教育総務課

124 都城市奨学⾦貸与決定後の採用手続き 都城市奨学⾦借用書 学校教育課

125 都城市奨学⾦償還開始の手続き 都城市奨学⾦借用証書 学校教育課

126 都城歴史資料館 資料寄託契約書 文化財課

127 ⼯事届(⺠間) 埋蔵文化財発掘の届出書 文化財課

128 ⼯事通知(公共) 埋蔵文化財発掘通知書 文化財課

129 発掘調査届出 埋蔵文化財発掘調査の届出書 文化財課

130 遺跡発⾒届出・通知 遺跡発⾒の届出書 文化財課

131 発掘承諾 発掘承諾書 文化財課

132 県指定現状変更等 現状変更届出書 文化財課

133 国指定現状変更等 現状変更届出書 文化財課

134 美術館 資料寄託契約書 美術館

135 都城島津邸 都城島津邸史料寄託契約書 都城島津邸

136 公共下⽔道処理区域等外接続 協定書 上下⽔道局下⽔道課

137 ⽔洗便所改造資⾦融資 都城市⽔洗便所改造資⾦借⼊申込書 上下⽔道局下⽔道課

138 都城市選挙⼈名簿及び在外選挙⼈名簿の抄本の閲覧 選挙⼈名簿抄本閲覧申出書（登録の確認） 選挙管理委員会事務局

139 都城市選挙⼈名簿及び在外選挙⼈名簿の抄本の閲覧 選挙⼈名簿抄本閲覧申出書（政治活動） 選挙管理委員会事務局

140 都城市選挙⼈名簿及び在外選挙⼈名簿の抄本の閲覧 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 選挙管理委員会事務局

141 都城市選挙⼈名簿及び在外選挙⼈名簿の抄本の閲覧 承認法⼈に関する申出書 選挙管理委員会事務局

142 都城市選挙⼈名簿及び在外選挙⼈名簿の抄本の閲覧 選挙⼈名簿等抄本閲覧申出書（調査研究） 選挙管理委員会事務局

143 都城市選挙⼈名簿及び在外選挙⼈名簿の抄本の閲覧 個⼈閲覧事項取扱者に関する申出書 選挙管理委員会事務局

144 都城市選挙⼈名簿及び在外選挙⼈名簿の抄本の閲覧 選挙⼈名簿等抄本の閲覧に係る閲覧者の確認について 選挙管理委員会事務局

145 農業経営基盤強化促進法による農地の所有権移転手続き 各筆明細 農業委員会事務局

146 農業経営基盤強化促進法による農地の所有権移転手続き 承諾書 農業委員会事務局

147 ⽀払請求※窓口払いのみ 請求書 会計課

148 公共料⾦の口座払及び⾃動振込
市税等 上下⽔道料⾦ 口座振替依頼書・⾃動払込受付通知書（様式
第83号の１）

会計課

149 公共料⾦の口座払及び⾃動振込
市税等 上下⽔道料⾦ 口座振替依頼書・⾃動払込受付通知書（様式
第83号の２）

会計課

150 公共料⾦の口座払及び⾃動振込
市税等 上下⽔道料⾦ 口座振替依頼書・⾃動払込受付通知書（様式
第83号の3）

会計課



151 窓口払の受領 改印届 会計課

152 小切手の償還 小切手償還請求書 会計課

153 隔地払通知書の再交付請求 隔地払通知書再交付請求書 会計課


