
【財政部】押印を廃止した申請書等一覧
番号 様式の名称 根拠となる（様式を定めている）規則等 所管課
1 請求書（その1）一般用 市川市財務に関する文書の様式を定める規則　別表 財政課
2 小切手償還請求書 市川市財務に関する文書の様式を定める規則　別表 財政課
3 保証債務履行請求書 市川市財務に関する文書の様式を定める規則　別表 財政課
4 見積書（その１）　（第６２号様式） 市川市財務に関する文書の様式を定める規則 契約課
5 物品貸付申込書　（第１０５号様式） 市川市財務に関する文書の様式を定める規則 契約課
6 市川市一般競争入札参加申請書　（様式第２号） 市川市物品購入一般競争入札実施要領 契約課

7 紙入札移行承認願　（様式第１号）
市川市物品調達電子入札試行実施要領に関わる紙入札移
行の運用基準

契約課

8 市川市一般競争入札参加申請書　（様式第２号）
市川市物品調達電子入札試行実施要領に関わる紙入札移
行の運用基準

契約課

9 紙入札移行承認願　（様式第１号）
市川市建設工事等電子入札実施要領及び市川市事後審査
型一般競争入札実施要領に関わる紙入札移行の運用基準

契約課

10
一般競争入札参加資格確認申請書　（様式第２
号）

市川市建設工事等電子入札実施要領及び市川市事後審査
型一般競争入札実施要領に関わる紙入札移行の運用基準

契約課

11
一般競争入札参加資格審査申請書　（様式第２号
－１　単独用）

市川市建設工事等一般競争入札実施要領 契約課

12
一般競争入札参加資格審査申請書　（様式第２号
－２　共同企業体用）

市川市建設工事等一般競争入札実施要領 契約課

13 見積書　（様式第２号） 市川市建設工事等随意契約実施要領 契約課
14 通知書　（様式第４号） 市川市建設工事指導要綱 契約課
15 通知書　（様式第５号） 市川市建設工事指導要綱 契約課
16 下請業者選定通知書　（様式第６号） 市川市建設工事指導要綱 契約課
17 主任技術者等選任通知書　（様式第７号） 市川市建設工事指導要綱 契約課
18 特例監理技術者兼務届　（様式第７号ー２） 市川市建設工事指導要綱 契約課
19 下請業者変更届　（様式第８号） 市川市建設工事指導要綱 契約課
20 主任技術者等変更届　（様式第９号） 市川市建設工事指導要綱 契約課

21 現場代理人兼任届　（様式第１号）
市川市現場代理人及び営業所の専任技術者の配置に関す
る事務取扱要領

契約課

22 現場代理人兼任解除届　（様式第２号）
市川市現場代理人及び営業所の専任技術者の配置に関す
る事務取扱要領

契約課

23 現場代理人兼任変更届　（様式第３号）
市川市現場代理人及び営業所の専任技術者の配置に関す
る事務取扱要領

契約課

24 営業所の専任技術者配置届　（様式第４号）
市川市現場代理人及び営業所の専任技術者の配置に関す
る事務取扱要領

契約課

25 労働環境報告書　（様式第２号） 公契約要綱 契約課



番号 様式の名称 根拠となる（様式を定めている）規則等 所管課
26 労働者賃金支払報告書　（様式第４号） 公契約要綱 契約課
27 事業協同組合・役員・組合員名簿 なし 契約課
28 特定関係調書 なし 契約課

29 市税過誤納金還付請求書
市川市税に関する文書の様式を定める規則（別表 様式5
号）、市川市財務規則第６０条

納税・債権管理課

30 市税証明交付申請書
市川市税に関する文書の様式を定める規則（別表 様式
16号）

納税・債権管理課

31 （認印）市民税・県民税納税通知書
市川市税に関する文書の様式を定める規則（別表 様式
19号）

納税・債権管理課

32 市税過誤納金還付請求書（法人）
市川市税に関する文書の様式を定める規則（別表 様式
31号の２）、市川市財務規則第６０条

納税・債権管理課

33 軽自動車税（種別割）変更申告書
市川市税に関する文書の様式を定める規則（別表 様式
39号）

納税・債権管理課

34 （認印）固定資産税・都市計画税納税通知書
市川市税に関する文書の様式を定める規則（別表 様式
52号）

納税・債権管理課

35
（認印）市川市　市税等口座振替依頼書・自動払
込利用申込書　兼　廃止届　金融機関保管

口座振替収納事務取扱要領 納税・債権管理課

36
（認印）市川市　市税等口座振替依頼書・自動払
込利用申込書　兼　廃止届　市川市保管

口座振替収納事務取扱要領 納税・債権管理課

37
（認印）口座振替申込書・自動払込受付通知書
（千葉県市川市）

口座振替収納事務取扱要領 納税・債権管理課

38 （認印）口座振替申込書（千葉県市川市） 口座振替収納事務取扱要領 納税・債権管理課

39
（認印）市川市　市税等口座振替依頼書・自動払
込利用申込書（ダウンロード専用）

口座振替収納事務取扱要領 納税・債権管理課

40 譲渡証明書 なし 納税・債権管理課
41 原動機付自転車改造証明書 なし 納税・債権管理課
42 聴取書 なし 納税・債権管理課
43 保管依頼書 なし 納税・債権管理課
44 送付依頼書 なし 納税・債権管理課
45 引渡記録書 なし 納税・債権管理課
46 固定資産評価審査申出書（土地） 市川市固定資産評価審査委員会規定　様式第１号 納税・債権管理課
47 固定資産評価審査申出書（家屋） 市川市固定資産評価審査委員会規定　様式第２号 納税・債権管理課
48 固定資産評価審査申出書（償却資産） 市川市固定資産評価審査委員会規定　様式第３号 納税・債権管理課
49 意見陳述申立書 市川市固定資産評価審査委員会規定　様式第５号 納税・債権管理課
50 審査申出取下書 市川市固定資産評価審査委員会規定　様式第７号 納税・債権管理課
51 補正書 市川市固定資産評価審査委員会規定　様式第８号 納税・債権管理課
52 反論書 市川市固定資産評価審査委員会規定　様式第９号 納税・債権管理課
53 口述書 市川市固定資産評価審査委員会規定　様式第１０号 納税・債権管理課



番号 様式の名称 根拠となる（様式を定めている）規則等 所管課

54
市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関す
る申請書

市川市税に関する文書の様式を定める規則様式第11号 市民税課

55
市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例要件欠
格届出書

市川市税に関する文書の様式を定める規則様式第13号の
3

市民税課

56 納税管理人等（設定・変更・取消）申告書 市川市税に関する文書の様式を定める規則様式第14号 市民税課

57 納税管理人等（設定・変更・取消）承認申請書
市川市税に関する文書の様式を定める規則様式第14号の
2

市民税課

58 市民税・県民税申告書 市川市税に関する文書の様式を定める規則様式第18号 市民税課
59 市県民税減免申請書 市川市税に関する文書の様式を定める規則様式第24号 市民税課
60 法人届出書 市川市税に関する文書の様式を定める規則様式第30号 市民税課
61 減免申請書（法人市民税） 市川市税に関する文書の様式を定める規則様式第33号 市民税課
62 証明交付申請書（法人住所証明） 市川市税に関する文書の様式を定める規則様式第36号 市民税課
63 軽自動車税（種別割）減免申請書 市川市税に関する文書の様式を定める規則様式第44号 市民税課
64 入湯税納入申告書 市川市税に関する文書の様式を定める規則様式第78号 市民税課
65 入湯税特別徴収義務者経営開始等申告書 市川市税に関する文書の様式を定める規則様式第81号 市民税課
66 事業所税申告書 地方税法施行規則第２４条の２９ 固定資産税課
67 事業所等新設・廃止申告書 市川市税に関する文書の様式を定める規則 固定資産税課
68 事業所用家屋貸付申告書 市川市税に関する文書の様式を定める規則 固定資産税課
69 事業所税減免申請書 市川市税に関する文書の様式を定める規則 固定資産税課
70 固定資産非課税申告書 地方税法第348条、市税条例第55条～第58条の2 固定資産税課
71 減免申請書 市川市税条例71条第2項 固定資産税課
72 特別土地保有税減免申請書 市川市税に関する文書の様式を定める規則 固定資産税課
73 特別土地保有税納税証明交付申請書 市川市税に関する文書の様式を定める規則 固定資産税課
74 住宅用家屋証明申請書 市川市税に関する文書の様式を定める規則 固定資産税課
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