
議案第  号 

   押印の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 

 押印の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例を次のとおり制定するものとする。 

  令和３年（２０２１年） 月  日提出 

宝塚市長 中 川 智 子 

 

宝塚市条例第  号 

   押印の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例 

 （宝塚市固定資産評価審査委員会条例の一部改正） 

第１条 宝塚市固定資産評価審査委員会条例（昭和３８年条例第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第４条中第４項を削り、第５項を第４項とし、第６項を第５項とする。 

  第７条第２項中「について」の次に「次に掲げる事項を記載した」を加え、同項に次

の各号を加える。 

  (１) 事案の表示 

  (２) 意見の内容 

  (３) その他必要な事項 

  第７条第３項中「、次に掲げる事項を記載し」を削り、「がこれに署名押印しなけれ

ばならない」を「の氏名を記載しなければならない」に改め、同項各号を削る。 

  第８条第４項中「代えて」の次に「、次に掲げる事項を記載した」を加え、同項に次

の各号を加える。 

  (１) 提出者の住所及び氏名 

  (２) 提出の年月日 

  (３) 証言すべき事項 

  第８条第５項を削り、同条第６項を同条第５項とし、同条第７項中「について」の次

に「次に掲げる事項を記載した」を加え、同項に次の各号を加え、同項を同条第６項と

する。 

  (１) 事案の表示 

  (２) 審理の場所及び年月日 

  (３) 出席した関係者の住所及び氏名 



  (４) 審理の要領 

  (５) その他必要な事項 

  第８条第８項中「、次に掲げる事項を記載し」を削り、「がこれに署名押印しなけれ

ばならない」を「の氏名を記載しなければならない」に改め、同項各号を削り、同項を

同条第７項とする。 

  第９条第１項中「について」の次に「次に掲げる事項を記載した」を加え、同項に次

の各号を加える。 

  (１) 事案の表示 

  (２) 調査の場所及び年月日 

  (３) 調査の結果 

  (４) その他必要な事項 

  第９条第２項中「、次に掲げる事項を記載し」を削り、「がこれに署名押印しなけれ

ばならない」を「の氏名を記載しなければならない」に改め、同項各号を削る。 

  第１０条第１項中「について」の次に「次に掲げる事項を記載した」を加え、同項に

次の各号を加える。 

  (１) 事案の表示 

  (２) 会議の場所及び年月日 

  (３) 会議の要領 

  (４) その他必要な事項 

  第１０条第２項中「、次に掲げる事項を記載し」を削り、「がこれに署名押印しなけ

ればならない」を「の氏名を記載しなければならない」に改め、同項各号を削る。 

 （職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正） 

第２条 職員の服務の宣誓に関する条例（昭和２９年条例第７号）の一部を次のように改

正する。 

  第２条中「署名押印し」を「署名し」に改める。 

  別記様式中「㊞」を削る。 

 （宝塚市印鑑条例の一部改正） 

第３条 宝塚市印鑑条例（昭和４８年条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

  第３条中「印鑑登録申請書に」を削り、「添えて」の次に「、書面で」を加える。 

  第６条第２項中「き損若しくは」を「き損し、若しくは」に改め、「印鑑登録証再交



付申請書に」を削り、「添えて」の次に「書面で」を加える。 

  第７条第２項中「印鑑登録申請書」を「第３条の書面」に改める。 

  第８条第１項中「印鑑票登録事項変更届出書により、」を「書面で」に改める。 

  第９条第１項中「印鑑登録廃止申請書に登録を受けている印鑑を押印して、」を「登

録の廃止を書面で」に改め、同項ただし書を削り、同項第２号中「紛失又は」を「紛失

し、又は」に改め、同項に次の１号を加える。 

  (３) 登録印鑑をき損し、又は紛失したとき。 

  第９条第２項中「前項第１号」の次に「及び第３号」を加える。 

  第１３条第１項中「印鑑登録証明交付申請書に」を削り、「添えて、」の次に「書面

で」を加える。 

   附 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 



議案第  号 

 押印の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 

宝塚市固定資産評価審査委員会条例(昭和38年条例第1号)新旧対照表（第1条による改正関係） 

現行 改正案 

(審査の申出) (審査の申出) 

第4条 (略) 第4条 (略) 

2・3 (略) 2・3 (略) 

4 審査申出書には、審査申出人(審査申出人

が法人その他の社団又は財団であるとき

は、代表者又は管理人、総代を互選したと

きは総代、代理人によって審査の申出をす

るときは代理人)が押印しなければならな

い。 

 

5・6 (略) 4・5 (略) 

(審査申出人の口頭による意見陳述) (審査申出人の口頭による意見陳述) 

第7条 (略) 第7条 (略) 

2 書記は、前項の意見陳述について調書を作

成しなければならない。 

2 書記は、前項の意見陳述について次に掲げ

る事項を記載した調書を作成しなければな

らない。 

 (1) 事案の表示 

 (2) 意見の内容 

 (3) その他必要な事項 

3 前項の調書には、次に掲げる事項を記載

し、意見を聴いた委員及び調書を作成した

書記がこれに署名押印しなければならな

い。 

3 前項の調書には○○○○○○○○○○○

○、意見を聴いた委員及び調書を作成した

書記の氏名を記載しなければならない○○

○。 

(1) 事案の表示  

(2) 意見の内容  

(3) その他必要な事項  

(口頭審理) (口頭審理) 

第8条 (略) 第8条 (略) 

2・3 (略) 2・3 (略) 

4 委員会は、関係者に対しその申出により口

頭による証言に代えて○○○○○○○○○

○○○○口述書の提出を許すことができ

る。 

4 委員会は、関係者に対しその申出により口

頭による証言に代えて、次に掲げる事項を

記載した口述書の提出を許すことができ

る。 

 (1) 提出者の住所及び氏名 

 (2) 提出の年月日 

 (3) 証言すべき事項 

5 前項の口述書には、次に掲げる事項を記載

し、提出者がこれに署名押印しなければな

らない。 

 

(1) 提出者の住所及び氏名  



(2) 提出の年月日  

(3) 証言すべき事項  

6 (略) 5 (略) 

7 書記は、口頭審理について○○○○○○○

○○○○○調書を作成しなければならな

い。 

6 書記は、口頭審理について次に掲げる事項

を記載した調書を作成しなければならな

い。 

 (1) 事案の表示 

 (2) 審理の場所及び年月日 

 (3) 出席した関係者の住所及び氏名 

 (4) 審理の要領 

 (5) その他必要な事項 

8 前項の調書には、次に掲げる事項を記載

し、審理を行った委員及び調書を作成した

書記がこれに署名押印しなければならな

い。 

7 前項の調書には○○○○○○○○○○○

○、審理を行った委員及び調書を作成した

書記の氏名を記載しなければならない○

○。 

(1) 事案の表示  

(2) 審理の場所及び年月日  

(3) 出席した関係者の住所及び氏名  

(4) 審理の要領  

(5) その他必要な事項  

(実地調査) (実地調査) 

第9条 書記は、実地調査について○○○○○

○○○○○○○調書を作成しなければなら

ない。 

第9条 書記は、実地調査について次に掲げる

事項を記載した調書を作成しなければなら

ない。 

 (1) 事案の表示 

 (2) 調査の場所及び年月日 

 (3) 調査の結果 

 (4) その他必要な事項 

2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載

し、調査を行った委員及び調書を作成した

書記がこれに署名押印しなければならな

い。 

2 前項の調書には○○○○○○○○○○○

○、調査を行った委員及び調書を作成した

書記の氏名を記載しなければならない○

○。 

(1) 事案の表示  

(2) 調査の場所及び年月日  

(3) 調査の結果  

(4) その他必要な事項  

(議事についての調書) (議事についての調書) 

第10条 書記は、前2条に規定するもののほ

か、委員会の議事について○○○○○○○

○○○○○○調書を作成しなければならな

い。 

第10条 書記は、前2条に規定するもののほ

か、委員会の議事について次に掲げる事項

を記載した調書を作成しなければならな

い。 

 (1) 事案の表示 

 (2) 会議の場所及び年月日 



 (3) 会議の要領 

 (4) その他必要な事項 

2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載

し、議事に関与した委員及び調書を作成し

た書記がこれに署名押印しなければならな

い。 

2 前項の調書には○○○○○○○○○○○

○、議事に関与した委員及び調書を作成し

た書記の氏名を記載しなければならない

○。 

(1) 事案の表示  

(2) 会議の場所及び年月日  

(3) 会議の要領  

(4) その他必要な事項  

 



職員の服務の宣誓に関する条例(昭和29年条例第7号)新旧対照表（第2条による改正関係） 

現行 改正案 

(服務の宣誓) (服務の宣誓) 

第2条 新たに職員となった者は、別記様式に

よる宣誓書に署名押印し、任命権者に提出

してからでなければ、その職務を行うこと

ができない。 

第2条 新たに職員となった者は、別記様式に

よる宣誓書に署名し  、任命権者に提出

してからでなければ、その職務を行うこと

ができない。 

別記様式(第2条関係) 別記様式(第2条関係) 

 【別記】  【別記】 

 



別記 

 

(現行) 

別記様式(第 2 条関係) 

宣 誓 書 

 私は、ここに主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重し、かつ、擁護すること

を固く誓います。 

 私は、地方自治の本旨を体するとともに、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深

く自覚し、全体の奉仕者として誠実かつ公平に職務を執行することを固く誓います。 

 年  月  日 

氏 名           ㊞ 

 

 

(改正案) 

別記様式(第 2 条関係) 

宣 誓 書 

 私は、ここに主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重し、かつ、擁護すること

を固く誓います。 

 私は、地方自治の本旨を体するとともに、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深

く自覚し、全体の奉仕者として誠実かつ公平に職務を執行することを固く誓います。 

 年  月  日 

氏 名 

 

 

 



宝塚市印鑑条例(昭和48年条例第27号)新旧対照表（第3条による改正関係） 

現行 改正案 

(登録の申請) (登録の申請) 

第3条 印鑑の登録を受けようとする者は、自

ら出頭し、印鑑登録申請書に登録を受けよ

うとする印鑑を添えて○○○○○市長に申

請しなければならない。ただし、病気その

他やむを得ない事由により自ら出頭するこ

とができないときは、委任の旨を証する書

面を添えて、代理人により申請することが

できる。 

第3条 印鑑の登録を受けようとする者は、自

ら出頭し、○○○○○○○○登録を受けよ

うとする印鑑を添えて、書面で市長に申請

しなければならない。ただし、病気その他

やむを得ない事由により自ら出頭すること

ができないときは、委任の旨を証する書面

を添えて、代理人により申請することがで

きる。 

(印鑑の登録及び印鑑登録証の交付) (印鑑の登録及び印鑑登録証の交付) 

第6条 (略) 第6条 (略) 

2 前項の規定により印鑑登録証の交付を受

けた者は、当該印鑑登録証がき損若しくは

○○汚損したとき、又は印鑑登録証の交付

記録の余白がなくなったときは、印鑑登録

証再交付申請書に印鑑登録証を添えて○○

○申請し、再交付を受けることができる。 

2 前項の規定により印鑑登録証の交付を受

けた者は、当該印鑑登録証がき損し、若し

くは汚損したとき、又は印鑑登録証の交付

記録の余白がなくなったときは、○○○○

○○○○○○○○印鑑登録証を添えて書面

で申請し、再交付を受けることができる。 

3 (略) 3 (略) 

(印鑑票の調製) (印鑑票の調製) 

第7条 (略) 第7条 (略) 

2 前項の場合において、印影の登録を行うと

きは、印鑑登録申請書に押印された登録申

請に係る印鑑の印影を光学画像読取装置

(これに準ずる方法により一定の画像を正

確に読み取ることができる物を含む。)によ

り読み取り、磁気ディスクに記録すること

により行う。 

2 前項の場合において、印影の登録を行うと

きは、第3条の書面○○に押印された登録申

請に係る印鑑の印影を光学画像読取装置

(これに準ずる方法により一定の画像を正

確に読み取ることができる物を含む。)によ

り読み取り、磁気ディスクに記録すること

により行う。 

(印鑑票登録事項の変更) (印鑑票登録事項の変更) 

第8条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑票

の登録事項について変更が生じたときは、

印鑑票登録事項変更届出書により、その旨

を市長に届け出なければならない。 

第8条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑票

の登録事項について変更が生じたときは、

書面で○○○○○○○○○○○○○その旨

を市長に届け出なければならない。 

2 (略) 2 (略) 

(登録廃止の申請) (登録廃止の申請) 

第9条 印鑑の登録を受けている者が、次の各

号のいずれかに該当するときは、自ら出頭

し、印鑑登録廃止申請書に登録を受けてい

る印鑑を押印して、市長に申請しなければ

ならない。ただし、当該印鑑がき損又は紛

失等の事由により押印することができない

ときは、この限りでない。 

第9条 印鑑の登録を受けている者が、次の各

号のいずれかに該当するときは、自ら出頭

し、登録の廃止を書面で○○○○○○○○

○○○○○○○○○市長に申請しなければ

ならない。 

(1) (略) (1) (略) 



(2) 印鑑登録証を紛失又は○滅失したと

き。 

(2) 印鑑登録証を紛失し、又は滅失したと

き。 

 (3) 登録印鑑をき損し、又は紛失したと

き。 

2 前項第1号○○○○の申請には、印鑑登録

証を添えなければならない。 

2 前項第1号及び第3号の申請には、印鑑登録

証を添えなければならない。 

3 (略) 3 (略) 

(印鑑登録証明の申請) (印鑑登録証明の申請) 

第13条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑

登録の証明を受けようとするときは、印鑑

登録証明交付申請書に印鑑登録証を添え

て、○○○市長に申請しなければならない。 

第13条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑

登録の証明を受けようとするときは、○○

○○○○○○○○○○印鑑登録証を添え

て、書面で市長に申請しなければならない。 

2 (略) 2 (略) 

 



都市経営会議資料 

総務部総務課 

 

   押印の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 

 

第１ 経緯 

  新型コロナウイルスの感染防止への対応が求められる中、国においては行政手続

における書面規制、押印、対面規制の抜本的な見直しが進められており、国規制改

革推進会議における令和２年(2020 年)７月２日付「規制改革推進に関する答申」を

踏まえ、同月７日付総務省自治行政局長名で「地方公共団体における書面規制、押

印、対面規制の見直しについて」の通知があったところです。 

  これらを踏まえ、本市においても、申請書等における押印は、廃止することを原

則として見直しを進めるため、令和２年(2020 年)１１月１６日付けで「申請書等の

押印見直しに関する指針」を策定し、押印の廃止を原則として見直しを進めており、

今般、条例で規定されている押印手続を廃止するため、下記条例の改正に係る議案

を一括して提案しようとするものです。 

 

第２ 改正する条例及びその概要 

 １ 宝塚市固定資産評価審査委員会条例の一部改正 

   審査申出書等の書面への押印を廃止します。 

 ２ 職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正 

   服務宣誓書への押印を廃止し、署名を求めることとします。 

 ３ 宝塚市印鑑条例の一部改正 

  (１) 印鑑登録廃止申請書への押印を廃止します。 

  (２) 申請書類の様式を規則で定めることとするなど、押印の見直しに伴う所要

の整備を行います。 

  



第３ 本市における押印の見直しの状況 

 

外部手続きにおける申請書等のうち、押印を求めているもの（令和2年12月28日時点）

書類

総数

廃止

可能

うち年内に

廃止可能

法令などに根拠があるもの、引

き続き検討するものなど

1,623 1,177 248 446

押印廃止可能なもの　1,177件÷1,623件≒72.5％　  

 

 










