
 

 神戸市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則の制定等について 

 

１．概要 

神戸市規則で定める申請者等からの申請書、申込書、届出書その他の書類（以下

「申請書等」という。）への押印に関して、別表１に定める申請書等について

は、当該規則の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止する押印の特例に関す

る規則の制定等を行います。 

 

２．施行予定日 

令和３年４月１日（木） 



別表１

規則名 条項 様式番号
神戸市特定非営利活動促進法施行条例の施行に関する規則 様式第１号
神戸市特定非営利活動促進法施行条例の施行に関する規則 様式第２号
神戸市特定非営利活動促進法施行条例の施行に関する規則 様式第５号
神戸市特定非営利活動促進法施行条例の施行に関する規則 様式第８号
神戸市特定非営利活動促進法施行条例の施行に関する規則 様式第11号
神戸市特定非営利活動促進法施行条例の施行に関する規則 様式第13号
神戸市特定非営利活動促進法施行条例の施行に関する規則 様式第15号
神戸市特定非営利活動促進法施行条例の施行に関する規則 様式第16号
神戸市特定非営利活動促進法施行条例の施行に関する規則 様式第21号
神戸市特定非営利活動促進法施行条例の施行に関する規則 様式第22号
神戸市企業立地等の促進のための支援措置に関する条例施行
規則

様式第１号

神戸市企業立地等の促進のための支援措置に関する条例施行
規則

様式第２号

神戸市企業立地等の促進のための支援措置に関する条例施行
規則

様式第２号の３

神戸エンタープライズゾーン及び神戸国際経済ゾーンにおけ
る支援措置に関する条例施行規則

様式第１号

神戸エンタープライズゾーン及び神戸国際経済ゾーンにおけ
る支援措置に関する条例施行規則

様式第２号

神戸エンタープライズゾーン及び神戸国際経済ゾーンにおけ
る支援措置に関する条例施行規則

様式第４号

公共工事の前払金に関する規則 様式
神戸市市税条例施行規則 第21号様式
神戸市市税条例施行規則 第22号様式
神戸市市税条例施行規則 第22号の２様式
神戸市市税条例施行規則 第22号の３様式
神戸市市税条例施行規則 第23号様式
神戸市市税条例施行規則 第24号様式
神戸市市税条例施行規則 第25号様式
神戸市市税条例施行規則 第28号様式
神戸市市税条例施行規則 第29号様式
神戸市市税条例施行規則 第30号様式
神戸市市税条例施行規則 第30号の２様式
神戸市市税条例施行規則 第31号様式
神戸市市税条例施行規則 第32号様式
神戸市市税条例施行規則 第33号様式
神戸市市税条例施行規則 第34号様式
神戸市市税条例施行規則 第35号様式
神戸市市税条例施行規則 第35号の２様式
神戸市市税条例施行規則 第35号の３様式
神戸市市税条例施行規則 第35号の３の２様式
神戸市市税条例施行規則 第35号の４の２様式



神戸市市税条例施行規則 第35号の４の３様式
神戸市市税条例施行規則 第35号の４の４様式
神戸市市税条例施行規則 第35号の４の５様式
神戸市市税条例施行規則 第35号の４の６様式
神戸市市税条例施行規則 第35号の７様式
神戸市市税条例施行規則 第35号の８様式
神戸市市税条例施行規則 第36号様式
神戸市市税条例施行規則 第38号様式
神戸市市税条例施行規則 第38号の２様式
神戸市市税条例施行規則 第51号様式
神戸市埋蔵文化財センター条例施行規則 様式第１号
神戸市埋蔵文化財センター条例施行規則 様式第３号
神戸市埋蔵文化財センター条例施行規則 様式第５号
神戸市文化財の保護及び文化財等を取り巻く文化環境の保全
に関する条例施行規則

様式第24号

神戸市文化財の保護及び文化財等を取り巻く文化環境の保全
に関する条例施行規則

様式第25号

神戸市文化財の保護及び文化財等を取り巻く文化環境の保全
に関する条例施行規則

様式第26号

神戸市都市景観条例施行規則 様式第１号
神戸市都市景観条例施行規則 様式第２号
神戸市都市景観条例施行規則 様式第３号
神戸市都市景観条例施行規則 様式第５号
神戸市都市景観条例施行規則 様式第６号
神戸市都市景観条例施行規則 様式第７号
神戸市都市景観条例施行規則 様式第７号の２
神戸市都市景観条例施行規則 様式第７号の３
神戸市都市景観条例施行規則 様式第７号の７
神戸市都市景観条例施行規則 様式第７号の８
神戸市都市景観条例施行規則 様式第７号の10
神戸市都市景観条例施行規則 様式第７号の12
神戸市都市景観条例施行規則 様式第７号の13
神戸市都市景観条例施行規則 様式第８号
神戸市都市景観条例施行規則 様式第10号の２
神戸市都市景観条例施行規則 様式第10号の４
神戸市都市景観条例施行規則 様式第10号の５
神戸市都市景観条例施行規則 様式第11号
神戸市都市景観条例施行規則 様式第13号
神戸市都市景観条例施行規則 様式第15号の２
神戸市都市景観条例施行規則 様式第15号の４
神戸市都市景観条例施行規則 様式第16号
神戸市都市景観条例施行規則 様式第19号の２
神戸市都市景観条例施行規則 様式第20号
神戸市都市景観条例施行規則 様式第22号
文化財保護法第184条第１項等に規定する許可申請等取扱規
則

様式第１号



文化財保護法第184条第１項等に規定する許可申請等取扱規
則

様式第２号

生活保護法施行細則 様式第１号
生活保護法施行細則 様式第３号
生活保護法施行細則 様式第４号
生活保護法施行細則 様式第６号
生活保護法施行細則 様式第７号
生活保護法施行細則 様式第８号
生活保護法施行細則 様式第９号
生活保護法施行細則 様式第10号
神戸市立老人福祉施設条例施行規則 様式第１号
神戸市老人福祉法施行細則 様式第８号
神戸市老人福祉法施行細則 様式第22号
神戸市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則 様式第６号
神戸市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則 様式第７号
神戸市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則 様式第11号
神戸市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則 様式第15号
神戸市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行
細則

様式第１号

神戸市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行
細則

様式第８号

神戸市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行
細則

様式第11号

神戸市理容師法施行細則 様式第１号
神戸市理容師法施行細則 様式第３号
神戸市美容師法施行細則 様式第１号
神戸市美容師法施行細則 様式第３号
神戸市クリーニング業法施行細則 様式第１号
神戸市クリーニング業法施行細則 様式第２号
神戸市クリーニング業法施行細則 様式第４号
神戸市公衆浴場法等施行細則 様式第１号
神戸市公衆浴場法等施行細則 様式第５号
神戸市旅館業法施行細則 様式第１号
神戸市旅館業法施行細則 様式第４号
神戸市旅館業法施行細則 様式第５号
神戸市興行場法施行細則 様式第１号
神戸市温泉法施行細則 様式第１号
神戸市温泉法施行細則 様式第２号
神戸市温泉法施行細則 様式第３号
神戸市温泉法施行細則 様式第４号
神戸市立墓園条例施行規則 様式第５号
神戸市立墓園条例施行規則 様式第６号
神戸市立墓園条例施行規則 様式第７号
神戸市立墓園条例施行規則 様式第８号
神戸市立墓園条例施行規則 様式第９号
神戸市立墓園条例施行規則 様式第10号



神戸市墓地，埋葬等に関する法律施行細則 第１号様式
神戸市墓地，埋葬等に関する法律施行細則 第２号様式
神戸市墓地，埋葬等に関する法律施行細則 第３号様式
神戸市墓地，埋葬等に関する法律施行細則 第５号様式
神戸市立斎場条例施行規則 様式第３号
神戸市立斎場条例施行規則 様式第４号
神戸市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則 様式第１号
神戸市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則 様式第２号
神戸市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則 様式第３号
神戸市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則 様式第４号
神戸市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則 様式第５号
神戸市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則 様式第６号
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第38条の２第３項
の規定に基づく報告に関する条例施行規則

様式

神戸市児童福祉法施行細則 様式第７号
神戸市児童福祉法施行細則 様式第25号
神戸市児童福祉法施行細則 様式第26号
神戸市児童福祉法施行細則 様式第27号
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則 様式第５号
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則 様式第８号
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則 様式第19号
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則 様式第20号

神戸市廃棄物の適正処理，再利用及び環境美化に関する規則 様式第２号

神戸市廃棄物の適正処理，再利用及び環境美化に関する規則 様式第３号

神戸市廃棄物の適正処理，再利用及び環境美化に関する規則 様式第４号

神戸市廃棄物の適正処理，再利用及び環境美化に関する規則 様式第５号

神戸市廃棄物の適正処理，再利用及び環境美化に関する規則 様式第７号

神戸市廃棄物の適正処理，再利用及び環境美化に関する規則 様式第８号

神戸市廃棄物の適正処理，再利用及び環境美化に関する規則 様式第９号

神戸市廃棄物の適正処理，再利用及び環境美化に関する規則 様式第10号

神戸市廃棄物の適正処理，再利用及び環境美化に関する規則 様式第11号

神戸市廃棄物の適正処理，再利用及び環境美化に関する規則 様式第13号

神戸市廃棄物の適正処理，再利用及び環境美化に関する規則 様式第15号

神戸市廃棄物の適正処理，再利用及び環境美化に関する規則 様式第15号の２



神戸市土砂の埋立て等による不適正な処理の防止に関する条
例施行規則

様式第５号

神戸市土砂の埋立て等による不適正な処理の防止に関する条
例施行規則

様式第６号

神戸市土砂の埋立て等による不適正な処理の防止に関する条
例施行規則

様式第９号

神戸市生物多様性の保全に関する条例施行規則 様式第２号
神戸市生物多様性の保全に関する条例施行規則 様式第３号
神戸市生物多様性の保全に関する条例施行規則 様式第４号
神戸市生物多様性の保全に関する条例施行規則 様式第５号
神戸市浄化槽法施行細則 様式第１号
神戸市浄化槽法施行細則 様式第２号
神戸市浄化槽法施行細則 様式第４号
神戸市浄化槽法施行細則 様式第８号
神戸市浄化槽法施行細則 様式第９号
神戸市浄化槽法施行細則 様式第13号
神戸市浄化槽法施行細則 様式第15号
神戸市浄化槽法施行細則 様式第16号
神戸市浄化槽法施行細則 様式第18号
神戸市浄化槽法施行細則 様式第21号
神戸市浄化槽法施行細則 様式第22号
神戸市浄化槽法施行細則 様式第23号
神戸市民の健康の保持及び良好な生活環境の確保のための自
動車の運行等に関する条例施行規則

様式第１号

神戸市民の健康の保持及び良好な生活環境の確保のための自
動車の運行等に関する条例施行規則

様式第３号

人と自然との共生ゾーンの指定等に関する条例施行規則 様式第１号
人と自然との共生ゾーンの指定等に関する条例施行規則 様式第４号
人と自然との共生ゾーンの指定等に関する条例施行規則 様式第７号
人と自然との共生ゾーンの指定等に関する条例施行規則 様式第８号
人と自然との共生ゾーンの指定等に関する条例施行規則 様式第10号
人と自然との共生ゾーンの指定等に関する条例施行規則 様式第12号
神戸市漁港管理条例施行規則 様式第４号
神戸市漁港管理条例施行規則 様式第５号
神戸市漁港管理条例施行規則 様式第６号
神戸市漁港管理条例施行規則 様式第７号
神戸市漁港管理条例施行規則 様式第８号
神戸市漁港管理条例施行規則 様式第９号
神戸市中央卸売市場業務条例施行規則 様式第７号
神戸市宅地造成等規制法施行細則 様式第２号
神戸市宅地造成等規制法施行細則 様式第３号
神戸市宅地造成等規制法施行細則 様式第４号
神戸市宅地造成等規制法施行細則 様式第６号
神戸市道路占用規則 様式第１号
神戸市道路占用規則 様式第１号の２
神戸市道路占用規則 様式第２号



神戸市道路占用規則 様式第６号
神戸市道路占用規則 様式第７号
神戸市道路占用規則 様式第８号
神戸市道路占用規則 様式第９号
神戸市道路占用料条例施行規則 様式第１号
神戸市水路等の占用に関する条例施行規則 様式第１号
神戸市水路等の占用に関する条例施行規則 様式第３号
神戸市屋外広告物条例施行規則 様式第１号
神戸市屋外広告物条例施行規則 様式第１号の２
神戸市屋外広告物条例施行規則 様式第２号
神戸市屋外広告物条例施行規則 様式第３号
神戸市屋外広告物条例施行規則 様式第４号
神戸市屋外広告物条例施行規則 様式第７号
神戸市屋外広告物条例施行規則 様式第８号
神戸市屋外広告物条例施行規則 様式第９号の２
神戸市屋外広告物条例施行規則 様式第９号の３
神戸市屋外広告物条例施行規則 様式第９号の５
神戸市屋外広告物条例施行規則 様式第９号の６
神戸市屋外広告物条例施行規則 様式第９号の７
神戸市屋外広告物条例施行規則 様式第９号の11
神戸市屋外広告物条例施行規則 様式第９号の12
神戸市屋外広告物条例施行規則 様式第10号
神戸市下水道条例施行規則 様式第１号
神戸市下水道条例施行規則 様式第６号の２
神戸市下水道条例施行規則 様式第６号の４
神戸市下水道条例施行規則 様式第６号の５
神戸市下水道条例施行規則 様式第６号の７
神戸市下水道条例施行規則 様式第７号
神戸市下水道条例施行規則 様式第９号
神戸市下水道条例施行規則 様式第11号
神戸市下水道条例施行規則 様式第14号
神戸市下水道条例施行規則 様式第15号
神戸市下水道条例施行規則 様式第17号
神戸市下水道条例施行規則 様式第17号の３
神戸市下水道条例施行規則 様式第17号の４
神戸市下水道条例施行規則 様式第18号
神戸市下水道条例施行規則 様式第19号
神戸市下水道条例施行規則 様式第21号
神戸市下水道条例施行規則 様式第23号
神戸市下水道条例施行規則 様式第24号
神戸市下水道条例施行規則 様式第26号
神戸市都市公園条例施行規則 様式第１号
神戸市都市公園条例施行規則 様式第１号の２
神戸市都市公園条例施行規則 様式第２号
神戸市都市公園条例施行規則 様式第２号の２
神戸市都市公園条例施行規則 様式第３号



神戸市都市公園条例施行規則 様式第３号の２
神戸市都市公園条例施行規則 様式第４号
神戸市都市公園条例施行規則 様式第４号の２
神戸市都市公園条例施行規則 様式第５号
神戸市都市公園条例施行規則 様式第５号の２
神戸市都市公園条例施行規則 様式第５号の３
神戸市都市公園条例施行規則 様式第５号の４
神戸市都市公園条例施行規則 様式第５号の５
神戸市都市公園条例施行規則 様式第５号の６
神戸市都市公園条例施行規則 様式第11号
神戸市都市公園条例施行規則 様式第13号
神戸市市民公園条例施行規則 様式第１号
神戸市市民公園条例施行規則 様式第３号
神戸市市民公園条例施行規則 様式第４号
神戸市市民公園条例施行規則 様式第６号
神戸市市民公園条例施行規則 様式第８号
神戸市市民公園条例施行規則 様式第10号
神戸市市民公園条例施行規則 様式第11号
神戸市市民公園条例施行規則 様式第12号
神戸市市民公園条例施行規則 様式第13号
神戸市市民公園条例施行規則 様式第15号
風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則 様式第１号
風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則 様式第８号
風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則 様式第９号
風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則 様式第10号
風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則 様式第11号
緑地の保全，育成及び市民利用に関する条例施行規則 様式第１号
緑地の保全，育成及び市民利用に関する条例施行規則 様式第３号
緑地の保全，育成及び市民利用に関する条例施行規則 様式第４号
緑地の保全，育成及び市民利用に関する条例施行規則 様式第５号
緑地の保全，育成及び市民利用に関する条例施行規則 様式第９号
緑地の保全，育成及び市民利用に関する条例施行規則 様式第12号
緑地の保全，育成及び市民利用に関する条例施行規則 様式第14号
緑地の保全，育成及び市民利用に関する条例施行規則 様式第15号
都市緑地法施行細則 様式第１号
都市緑地法施行細則 様式第６号
都市緑地法施行細則 様式第７号
都市緑地法施行細則 様式第８号
都市緑地法施行細則 様式第12号
都市緑地法施行細則 様式第14号
近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行細則 様式
建築物に附置すべき駐車施設に関する条例施行規則 様式第１号
建築物に附置すべき駐車施設に関する条例施行規則 様式第２号
建築物に附置すべき駐車施設に関する条例施行規則 様式第３号
神戸市開発事業の手続及び基準に関する条例施行規則 様式第１号
神戸市開発事業の手続及び基準に関する条例施行規則 様式第２号



神戸市開発事業の手続及び基準に関する条例施行規則 様式第３号
神戸市開発事業の手続及び基準に関する条例施行規則 様式第８号
神戸市開発事業の手続及び基準に関する条例施行規則 様式第９号
神戸市開発事業の手続及び基準に関する条例施行規則 様式第10号
神戸市都市計画法施行細則 様式第６号の２
神戸市都市計画法施行細則 様式第11号
神戸市都市計画法施行細則 様式第12号
神戸市都市計画法施行細則 様式第13号
神戸市都市計画法施行細則 様式第13号の２
神戸市都市計画法施行細則 様式第15号
神戸市都市計画法施行細則 様式第18号
神戸市都市計画法施行細則 様式第19号
都市計画法第53条第１項及び第65条第１項に規定する建築行
為等の許可申請取扱規則

様式第１号

都市計画法第53条第１項及び第65条第１項に規定する建築行
為等の許可申請取扱規則

様式第２号

神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例施行規則 様式第１号

神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例施行規則 様式第３号

神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例施行規則 様式第４号

神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例施行規則 様式第４号の３

神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例施行規則 様式第５号

神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例施行規則 様式第６号

神戸市私道の変更又は廃止の手続に関する条例施行規則 様式
神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例施行規則 様式第１号
神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例施行規則 様式第２号
神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例施行規則 様式第３号の２
神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例施行規則 様式第５号
神戸市北野町山本通伝統的建造物群保存地区における建築基
準法の制限の緩和に関する条例施行規則

様式第１号

神戸市北野町山本通伝統的建造物群保存地区における建築基
準法の制限の緩和に関する条例施行規則

様式第２号

神戸市建築物等における環境配慮の推進に関する条例施行規
則

様式第１号

神戸市建築物等における環境配慮の推進に関する条例施行規
則

様式第２号

神戸市建築物等における環境配慮の推進に関する条例施行規
則

様式第３号

神戸市建築物等における環境配慮の推進に関する条例施行規
則

様式第４号



神戸市建築物等における環境配慮の推進に関する条例施行規
則

様式第５号

神戸市建築物等における環境配慮の推進に関する条例施行規
則

様式第６号

神戸市港湾施設条例施行規則 第５条の２第２項
神戸市港湾施設条例施行規則 様式第１号
神戸市港湾施設条例施行規則 様式第２号
神戸市港湾施設条例施行規則 様式第３号
神戸市港湾施設条例施行規則 様式第４号
神戸市港湾施設条例施行規則 様式第５号
神戸市港湾施設条例施行規則 様式第６号
神戸市港湾施設条例施行規則 様式第７号
神戸市港湾施設条例施行規則 様式第７号の２
神戸市港湾施設条例施行規則 様式第８号
神戸市港湾施設条例施行規則 様式第９号
神戸市港湾施設条例施行規則 様式第10号
神戸市港湾施設条例施行規則 様式第11号
神戸市港湾施設条例施行規則 様式第12号
神戸市港湾施設条例施行規則 様式第13号
神戸市港湾施設条例施行規則 様式第13号の２
神戸市港湾施設条例施行規則 様式第13号の２の２
神戸市港湾施設条例施行規則 様式第13号の３
神戸市港湾施設条例施行規則 様式第17号
神戸市港湾施設条例施行規則 様式第18号
神戸市船舶給水条例施行規則 様式第１号
神戸市船舶給水条例施行規則 様式第２号
神戸市船舶給水条例施行規則 様式第３号
神戸市港湾環境整備負担金条例施行規則 様式第１号
神戸市港湾環境整備負担金条例施行規則 様式第２号
神戸市港湾環境整備負担金条例施行規則 様式第５号
神戸市港湾環境整備負担金条例施行規則 様式第６号
神戸市港湾環境整備負担金条例施行規則 様式第７号
港湾法第37条第１項の規定による許可並びに同条第４項の
規定による占用料及び土砂採取料に関する条例施行規則

様式第１号

港湾法第37条第１項の規定による許可並びに同条第４項の
規定による占用料及び土砂採取料に関する条例施行規則

様式第２号

港湾法第37条第１項の規定による許可並びに同条第４項の
規定による占用料及び土砂採取料に関する条例施行規則

様式第３号

港湾法第37条第１項の規定による許可並びに同条第４項の
規定による占用料及び土砂採取料に関する条例施行規則

様式第４号

神戸市海岸保全区域の管理に関する条例施行規則 様式
須磨海岸を守り育てる条例施行規則 様式第１号
須磨海岸を守り育てる条例施行規則 様式第２号
須磨海岸を守り育てる条例施行規則 様式第３号
須磨海岸を守り育てる条例施行規則 様式第４号
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