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掲示期間　3.31-4.9



 

相 続 人 

住所 

氏名 

  備考 同意者の住所及び氏名の部分は，開設者の地位を承継すべき相続人として 

選定された者以外の相続人が記入すること。                」  

 に改める。  

 （新潟市都市公園条例施行規則の一部改正） 

第３条 新潟市都市公園条例施行規則（昭和３２年新潟市規則第２９号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  別記様式第１号（正本），別記様式第２号（正本），別記様式第３号（正本）及び別

記様式第４号（正本）中「申請者氏名          印」を 

 「申請者氏名           」に改める。 

  別記様式第８号及び別記様式第１４号中「印」を削る。 

 （新潟市理容師法施行細則の一部改正） 

第４条 新潟市理容師法施行細則（昭和３３年新潟市規則第２５号）の一部を次のように

改正する。 

  別記様式第５号中「氏名       （印）」を「氏名          」に， 

 「 

相 続 人 

住所 

氏名 

                                       

                                     」 

 を 

 「 



 

相 続 人 

住所 

氏名 

  備考 同意者の住所及び氏名の部分は，理容所の地位を承継すべき相続人として 

選定された者以外の相続人が記入すること。                」  

 に改める。  

 （新潟市美容師法施行細則の一部改正） 

第５条 新潟市美容師法施行細則（昭和３３年新潟市規則第２６号）の一部を次のように

改正する。 

  別記様式第５号中「       （印）」を「          」に， 

 「 

相 続 人 

住所 

氏名 

                                       

                                     」 

 を 

 「 

相 続 人 

住所 

氏名 

  備考 同意者の住所及び氏名の部分は，美容所の地位を承継すべき相続人として 

選定された者以外の相続人が記入すること。                」  

 に改める。  

 （新潟市松浜霊堂条例施行規則の一部改正） 

第６条 新潟市松浜霊堂条例施行規則（昭和３９年新潟市規則第６２号）の一部を次のよ



 

うに改正する。 

  別記第１号様式中「氏名          印」を 

 「氏名           」に改める。 

  別記第３号様式，別記第４号様式，別記第６号様式及び別記第８号様式中 

 「氏名        印」を「氏名         」に改める。  

  別記第９号様式中「印」を削る。 

 （新潟市墓地条例施行規則の一部改正） 

第７条 新潟市墓地条例施行規則（昭和３９年新潟市規則第６３号）の一部を次のように

改正する。 

  別記様式第１号及び別記様式第３号から別記様式第８号までの規定中「（印）」を削

る。 

  別記様式第９号中「印」を削る。 

 （新潟市体育施設及び都市公園体育施設使用料徴収規則の一部改正） 

第８条 新潟市体育施設及び都市公園体育施設使用料徴収規則（昭和４０年新潟市規則第

１８号）の一部を次のように改正する。 

  別記様式第３号中「印」を削る。 

 （社会福祉法人の助成に関する条例施行細則の一部改正） 

第９条 社会福祉法人の助成に関する条例施行細則（昭和４２年新潟市規則第２７号）の

一部を次のように改正する。 

  第１号様式中「印」を削る。  

 （新潟市駐車場条例施行規則の一部改正） 

第１０条 新潟市駐車場条例施行規則（昭和４３年新潟市規則第２２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  別記様式第１号中「（印）」を削る。 

 （新潟市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一



 

部を改正する規則の一部改正） 

第１１条 新潟市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規

則（昭和４３年新潟市規則第３０号）の一部を次のように改正する。 

  第２２条第２項中「押印」を削る。 

  別記様式第１号中 

 「 

 

 (所属課の長) 

印 

 

 を 

」 

 「 

 

 (所属課の長) 

 

 

 に改める。 

」 

  別記様式第２号中「（印）」を「   」に， 

 「 

 

 

 

 

」 

を 

 「 

 

 

 

 

に改 

  」 

 める。 

  別記様式第３号中「（印）」を「   」に改め，「（印）」及び「７ 「請求者の

氏名」の欄は，記名押印することに代えて，自筆による署名をすることができる。」

を削る。 



 

  別記様式第４号中「（印）」を「   」に改め，「（印）」及び「６ 「請求者の

氏名」の欄は，記名押印することに代えて，自筆による署名をすることができる。」

を削る。 

  別記様式第４号の２中「（印）」を「   」に改め，「６ 「請求者の氏名」の欄

は，記名押印することに代えて，自筆による署名をすることができる。」を削る。 

  別記様式第４号の３中「（印）」を「   」に改め，「４ 「請求者の氏名」の欄

は，記名押印することに代えて，自筆による署名をすることができる。」を削る。 

  別記様式第５号中「（印）」を「   」に改め，「７ 「請求者の氏名」の欄は，

記名押印することに代えて，自筆による署名をすることができる。」を削る。 

  別記様式第６号中「（印）」を「   」に改め，「４ 「請求者の氏名」の欄は，

記名押印することに代えて，自筆による署名をすることができる。」を削る。 

  別記様式第６号の２中「（印）」を「   」に改め，「５ 「請求者の氏名」の欄

は，記名押印することに代えて，自筆による署名をすることができる。」を削る。 

  別記様式第７号中「（印）」を「   」に改め，「７ 「請求者（代表者）の氏

名」の欄は，記名押印することに代えて，自筆による署名をすることができる。」を

削る。 

  別記様式第７号の２及び別記様式第７号の３中「（印）」を「   」に改め，「５ 

「請求者の氏名」の欄は，記名押印することに代えて，自筆による署名をすることが

できる。」を削る。 

  別記様式第８号及び別記様式第９号中「（印）」を「   」に改め，「６ 「請求

者（代表者）の氏名」の欄は，記名押印することに代えて，自筆による署名をするこ

とができる。」を削る。 

  別記様式第１０号中「（印）」を「   」に改め，「３ 「請求者の氏名」の欄は，

記名押印することに代えて，自筆による署名をすることができる。」を削る。 

  別記様式第１１号中「（印）」を「   」に改め，「４ 「請求者の氏名」の欄は，



 

記名押印することに代えて，自筆による署名をすることができる。」を削る。 

  別記様式第１２号の２及び別記様式第１３号中「（印）」を「   」に改め，「（

印）」及び「３ 「報告者の氏名」の欄は，記名押印することに代えて，自筆による

署名をすることができる。」を削る。 

  別記様式第１４号中「（印）」を「   」に改め，「３ 「報告者（代表者）の氏

名」の欄は，記名押印することに代えて，自筆による署名をすることができる。」を

削る。 

  別記様式第１５号中「（印）」を「   」に改め，「５ 「申請者の氏名」の欄は，

記名押印することに代えて，自筆による署名をすることができる。」を削る。 

  別記様式第１６号中「（印）」を「   」に改め，「３ 「申請者の氏名」の欄は，

記名押印することに代えて，自筆による署名をすることができる。」を削る。 

 （新潟市土地区画整理事業助成金交付規則の一部改正） 

第１２条 新潟市土地区画整理事業助成金交付規則（昭和４４年新潟市規則第７号）の一

部を次のように改正する。  

  別記様式第１号から別記様式第４号までの規定中「印」を削る。 

 （新潟市印鑑条例施行規則の一部改正） 

第１３条 新潟市印鑑条例施行規則（昭和４５年新潟市規則第３２号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第５条を削り，第６条を第５条とし，第７条から第１０条までを１条ずつ繰り上げる。 

  別記様式第１号中「第９条」を「第８条」に， 

 「氏名                 印」を 

 「氏名                  」に改める。 

  別記様式第２号から別記様式第４号までの規定中「第９条」を「第８条」に改める。 

  別記様式第５号中「第９条」を「第８条」に， 

 「 氏 名                            印 」を 



 

 「 氏 名                              」に改め

る。 

 別記様式第６号中「第９条」を「第８条」に改める。 

 （新潟市漁港管理条例施行規則の一部改正） 

第１４条 新潟市漁港管理条例施行規則（昭和４６年新潟市規則第４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  別記第１号様式から別記第１０号様式までの規定及び別記第１１号様式から別記第１

８号様式までの規定中「印」を削る。 

 （新潟市水洗便所改造助成金交付規則の一部改正） 

第１５条 新潟市水洗便所改造助成金交付規則（昭和４６年新潟市規則第１４号）の一部

を次のように改正する。 

  別記様式第１号中「氏 名        印」を 

 「氏 名         」に改める。 

 （新潟市道路占用料条例施行規則の一部改正） 

第１６条 新潟市道路占用料条例施行規則（昭和４７年新潟市規則第２０号）の一部を次

のように改正する。 

  別記様式第１号から別記様式第３号までの規定中「印」を削る。 

 （新潟市私道等整備助成規則の一部改正） 

第１７条 新潟市私道等整備助成規則（昭和４７年新潟市規則第３５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  別記様式第３号中「印」を削る。 

 （新潟市樹木の保存及び緑化の推進に関する条例施行規則の一部改正） 

第１８条 新潟市樹木の保存及び緑化の推進に関する条例施行規則（昭和５０年新潟市規

則第１６号）の一部を次のように改正する。 

  第１号様式，第２号様式，第４号様式，第５号様式，第７号様式，第９号様式及び第



 

１１号様式中「（印）」を削る。 

 （新潟市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の一部改正） 

第１９条 新潟市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則（昭和５０年新潟市規則第２

０号）の一部を次のように改正する。 

  第３号様式中「（印）」を「   」に改める。 

第４号様式（表）中 「氏   名              印」を 

 「氏   名               」に， 

「借入申込者氏名              印 

  連帯保証人氏名              印」 
を 

「借入申込者氏名                

 連帯保証人氏名               」 
に改める。 

  第８号様式，第９号様式，第１２号様式，第１５号様式，第１８号様式及び第１９号

様式中「印」を削る。 

 （新潟市重度心身障がい者福祉手当の支給に関する規則（昭和５１年新潟市規則第２９ 

号の一部改正） 

第２０条 新潟市重度心身障がい者福祉手当の支給に関する規則（昭和５１年新潟市規則 

第２９号） 

  別記第１号様式（表）中 

 「 

印 

個人番号（                  ） 
 を 

                                   」 

 「 



 

 

個人番号（                  ） 
 に， 

                                   」 

 「氏名        印」を氏名         」に改める。 

別記第２号様式中「氏名         印」を「氏名          」に

改め，同様式注２中「（押印）」を削る。 

  別記第３号様式中「氏名          印」を 

 「氏名           」に，「氏名                 印」

を「氏名                  」に改める。 

 （新潟市建築協定条例施行規則の一部改正） 

第２１条 新潟市建築協定条例施行規則（昭和５１年新潟市規則第４５号）の一部を次の

ように改正する。 

  別記第１号様式正及び別記第２号様式正中「印」を削る。 

 （新潟市老人憩の家条例施行規則の一部改正） 

第２２条 新潟市老人憩の家条例施行規則（昭和５２年新潟市規則第５２号）の一部を次

のように改正する。 

  別記様式第７号中「氏名          印」を 

 「氏名           」に改める。 

 （新潟都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の一部改正） 

第２３条 新潟都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則（昭和５５年新潟市

規則第５号）の一部を次のように改正する。  

  別記様式第７号及び別記様式第１２号中「（印）」を削る。 

 （新潟市公衆浴場法施行細則の一部改正） 

第２４条 新潟市公衆浴場法施行細則（昭和５５年新潟市規則第２９号）の一部を次のよ

うに改正する。 



 

  別記様式第３号中「（印）」を削り，同様式備考中「証明者氏名の部分」を「証明者

の住所及び氏名の部分」に，「記名押印」を「記入」に改める。 

 （新潟市旅館業法施行細則の一部改正） 

第２５条 新潟市旅館業法施行細則（昭和５５年新潟市規則第３１号）の一部を次のよう

に改正する。 

別記様式第４号中「印」を削り，同様式備考中「証明者住所」を「証明者の住所」に，

「記名押印」を「記入」に改める。 

 （新潟市新潟駅前広場条例施行規則の一部改正）  

第２６条 新潟市新潟駅前広場条例施行規則（昭和５７年新潟市規則第２５号）の一部を

次のように改正する。 

  別記様式第１５号中「印」を削る。 

 （新潟市重度障がい者医療費助成規則の一部改正） 

第２７条 新潟市重度障がい者医療費助成規則（昭和５８年新潟市規則第１１号）の一部

を次のように改正する。 

  別記様式第１号，別記様式第１号の２及び別記様式第３号中「印」を削る。 

  別記様式第４号（表）中 

「氏 名          印 

 電話番号           」 
を 

「氏 名            

 電話番号           」 

 に改め，同様式中注１を削り，注２を注１とし，注３を注２とする。 

  別記様式第５号中 

「 

 」 

を 



 

「 

 」 

に 

 改める。 

  別記様式第６号中「氏  名                 印」を 

 「氏  名                  」に改め，同様式中注１を削り，注

２を注１とし，注３を注２とする。 

 （新潟市興行場法施行細則の一部改正） 

第２８条 新潟市興行場法施行細則（昭和５９年新潟市規則第５１号）の一部を次のよう

に改正する。 

別記様式第３号中「（印）」を削り，同様式備考中「証明者氏名」を「証明者の住所

及び氏名」に，「記名押印」を「記入」に改める。 

 （浄化槽法施行細則の一部改正） 

第２９条 浄化槽法施行細則（昭和６０年新潟市規則第４８号）の一部を次のように改正

する。 

  第７条第２項第６号を削る。  

別記様式第５号中「（印）」を削り，「申請者の誓約書及び印鑑登録証明書等」を「

申請者の誓約書」に改める。 

  別記様式第６号及び別記様式第１２号から別記様式第１４号までの規定中「（印）」

を削る。  

 （新潟市浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則の一部改正） 

第３０条 新潟市浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則（昭和６０年新潟市

規則第４９号）の一部を次のように改正する。 



 

  別記様式第１号，別記様式第２号，別記様式第５号，別記様式第７号及び別記様式第

１０号から別記様式第１２号までの規定中「（印）」を削る。 

（新潟市火入れに関する条例施行規則の一部改正） 

第３１条 新潟市火入れに関する条例施行規則（昭和６０年新潟市規則第５４号）の一部

を次のように改正する。 

  別記様式第１号中「（印）」を削る。 

 （新潟市産業振興センター条例施行規則の一部改正） 

第３２条 新潟市産業振興センター条例施行規則（昭和６２年新潟市規則第３０号）の一

部を次のように改正する。  

  別記様式第６号中「印」を削る。 

 （新潟市ひとり親家庭等医療費助成規則の一部改正） 

第３３条 新潟市ひとり親家庭等医療費助成規則（平成３年新潟市規則第１３号）の一部

を次のように改正する。 

  別記様式第１号（表）中 

 「氏名                            印」を 

 「氏名                             」に改め，「◎

記名押印に代えて署名することができます。」を削る。 

  別記様式第４号中 

 「      氏名          印  

（本人が署名した場合は押印は不要です。）」 
を 

 「      氏名             

                    」 
に改める。 

  別記様式第５号及び別記様式第６号中 

 「   氏名          印     

（本人が署名した場合は押印は不要です。）」 
を 



 

 「   氏名             

                    」 
に改める。 

 （新潟市万代市民会館条例施行規則の一部改正）  

第３４条 新潟市万代市民会館条例施行規則（平成３年新潟市規則第４６号）の一部を次

のように改正する。 

  別記様式第９号中 

 「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）  

印」 
を 

 「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）  

                        」 
に改める。 

 （新潟市民プラザ条例施行規則の一部改正） 

第３５条 新潟市民プラザ条例施行規則（平成５年新潟市規則第１５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  別記様式第３号中「印」を削る。 

 （新潟市ひまわりクラブ条例施行規則の一部改正） 

第３６条 新潟市ひまわりクラブ条例施行規則（平成５年新潟市規則第４５号）の一部を

次のように改正する。 

  別記様式第１号及び別記様式第３号中「印」を「 」に改める。 

  別記様式第４号（表）中 

 「                「 

（名） 

            印 

 を 

（名） 

              

 に改め，同 

                 」                」 

 様式注２及び注４中「押印」を削る。 

  別記様式第６号中「印」を「 」に改める。 



 

 （新潟市下水道条例施行規則の一部改正） 

第３７条 新潟市下水道条例施行規則 (平成７年新潟市規則第１７号）の一部を次のよう

に改正する。 

  別記様式第１号の２中「印」を削る。 

  別記様式第２号中「届出人連署捺印」を「届出人連署  」に，「印」を「 」に改

める。 

  別記様式第３号中「氏 名          印」を 

 「氏 名           」に改める。 

  別記様式第５号中「届出人連署捺印」を「届出人連署  」に，「印」を「 」に， 

 「氏 名                    印」を 

 「氏 名                     」に改める。 

  別記様式第６号中「印」を「 」に改める。 

 別記様式第７号から別記様式第１４号までの規定中「印」を削る。 

  別記様式第１６号中「届出人連署捺印」を「届出人連署  」に， 

 「         印  「           

           印              

           印 を            に改める。 

           印              

           印」            」 

  別記様式第１７号中「印」を「 」に改める。  

  別記様式第１８号，別記様式第２０号及び別記様式第２１号中「印」を削る。 

  別記様式第２２号中「氏 名        印」を「氏 名         」

に改める。 

  別記様式第２３号中「氏名          印」を 

 「氏名           」に改める。 



 

 （新潟市斎場条例施行規則の一部改正） 

第３８条 新潟市斎場条例施行規則（平成７年新潟市規則第４３号）の一部を次のように

改正する。 

  別記様式第１号及び別記様式第２号中「氏名        印」を  

「氏名         」に改める。 

  別記様式第５号中「氏名         印」を 「氏名          」

に改める。 

  別記様式第６号，別記様式第７号及び別記様式第７号の３中 

「氏名        印」を「氏名         」に改める。 

  別記様式第８号及び別記様式第９号中「印」を削る。 

 （新潟市天寿園条例施行規則の一部改正） 

第３９条 新潟市天寿園条例施行規則（平成７年新潟市規則第５７号）の一部を次のよう

に改正する。 

  別記様式第１０号の２中「印」を削る。 

 （新潟市生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部改正） 

第４０条 新潟市生活環境の保全等に関する条例施行規則（平成８年新潟市規則第５号）

の一部を次のように改正する。 

  別記様式第１号中 

 「氏名（法人にあっ           「氏名（法人にあっ 

ては名称及び代         印 を ては名称及び代            

表者の氏名）           」  表者の氏名）           」 

に改め，同様式備考を削る。 

  別記様式第４号中 

 

 



 

 「氏名（法人にあっ           「氏名（法人にあっ 

ては名称及び代         印 を ては名称及び代            

表者の氏名）           」  表者の氏名）           」 

 に改め，同様式備考４を削る。  

  別記様式第６号及び別記様式第７号中 

 「氏名（法人にあっ 

ては名称及び代表         印 を 

者の氏名）             」 

 「氏名（法人にあっ 

ては名称及び代表           に改め，同様式備考を次のように改める。 

者の氏名）             」 

 備考 ※印の欄には，記入しないでください。 

  別記様式第８号中 

 「氏名（法人にあっ           「氏名（法人にあっ 

ては名称及び代         印 を ては名称及び代            

表者の氏名）           」  表者の氏名）           」 

 に改め，同様式備考を次のように改める。 

 備考 ※印の欄には，記入しないでください。 

  別記様式第８号の２中 

 「氏名（法人にあっ           「氏名（法人にあっ 

ては名称及び代         印 を ては名称及び代            

表者の氏名）           」  表者の氏名）           」 

 に改め，同様式備考４を削る。  

  別記様式第９号中 

 



 

 「氏名（法人にあっ           「氏名（法人にあっ 

ては名称及び代         印 を ては名称及び代            

表者の氏名）           」  表者の氏名）           」 

に改め，同様式備考６を削る。 

  別記様式第１０号中 

 「氏名（法人にあっ 

ては名称及び代表         印 を 

者の氏名）             」 

 「氏名（法人にあっ 

ては名称及び代表           に改め，同様式備考６を削る。 

者の氏名）             」 

  別記様式第１１号中 

 「氏名（法人にあっ 

ては名称及び代表         印 を 

者の氏名）             」 

 「氏名（法人にあっ 

ては名称及び代表           に改め，同様式備考４を削る。 

者の氏名）             」 

  別記様式第１２号中 

 「氏名（法人にあって 

は名称及び代表者        印 を 

の氏名）             」 

 「氏名（法人にあって 

は名称及び代表者          に改め，同様式備考８を削る。 

の氏名）             」 



 

  別記様式第１３号中 

 「氏名（法人にあって 

は名称及び代表者        印 を 

の氏名）             」 

 「氏名（法人にあって 

は名称及び代表者          に改め，同様式備考５を削る。 

の氏名）             」 

 （新潟市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則の一部改正） 

第４１条 新潟市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則（平成８年新潟市規則第７号）

の一部を次のように改正する。 

  別記様式第２４号から別記様式第２７号までの規定中「印」を削る。 

（新潟市児童福祉法施行細則の一部改正） 

第４２条 新潟市児童福祉法施行細則（平成８年新潟市規則第８号）の一部を次のように

改正する。 

  別記様式第１８号から別記様式第２０号までの規定及び別記様式第２２号中「印」を

削る。 

 （新潟市民生委員法施行細則の一部改正） 

第４３条 新潟市民生委員法施行細則（平成８年新潟市規則第１１号）の一部を次のよう

に改正する。 

  別記様式第１号及び別記様式第２号中「印」を削る。 

 （新潟市都市計画法施行細則の一部改正） 

第４４条 新潟市都市計画法施行細則（平成８年新潟市規則第１５号）の一部を次のよう

に改正する。 

  別記様式第１号から別記様式第７号までの規定中「印」を削る。 

  別記様式第９号中 



 

 「                  「 

氏名（法人に

あっては名称

及び代表者の

氏名） 

        印 を 

氏名（法人に

あっては名称

及び代表者の

氏名） 

 に 

                  」                  」 

 改める。 

  別記様式第１０号中「印」を削る。 

 （新潟市屋外広告物条例施行規則の一部改正） 

第４５条 新潟市屋外広告物条例施行規則（平成８年新潟市規則第１７号）の一部を次の

ように改正する。 

  別記様式第１号中 

 「氏名（法人にあっ 

ては名称及び代表          印 を 

者の氏名）              」   

 「氏名（法人にあっ 

ては名称及び代表             に， 

表者の氏名）              」   

 「氏 名              印」を 

 「氏 名               」に改める。 

  別記様式第２号中「印」を削る。 

  別記様式第２号の２（その１）中 

 「氏名（法人にあっ 

ては名称及び代表           印 を 

表者の氏名）              」   



 

 「氏名（法人にあっ 

ては名称及び代表             に改める。  

表者の氏名）              」   

  別記様式第４号（表），別記様式第５号から別記様式第７号までの規定，別記様式第

１０号，別記様式第１２号（その１），別記様式第１４号，別記様式第１４号の２，別

記様式第１４号の６，別記様式第１４号の８，別記様式第１４号の９，別記様式第１４

号の１１，別記様式第１５号及び別記様式１８号中「印」を削る。 

 （新潟市営住宅条例施行規則の一部改正） 

第４６条 新潟市営住宅条例施行規則（平成９年新潟市規則第２２号）の一部を次のよう

に改正する。 

  別記様式第１号（裏）中「申込者氏名          印」を 

 「申込者氏名           」に改め，「（自署する場合は，押印を省略する 

ことができます。）」を削る。 

  別記様式第３号中「印」を削る。 

  別記様式第７号中 

 「                「 

印  を  に改め， 

                 」                」 

「５ 申請者（入居名義人）氏名を自署する場合は，押印を省略することができます。  

」を削る。 

  別記様式第９号中 

 「                「 

印  を  に改め，「 

                 」                」 

２ 申請者（承継しようとする者）氏名を自署する場合は，押印を省略することができ



 

ます。」を削る。 

  別記様式第１１号中「入居者氏名            印 」を  

 「入居者氏名              」に改め，「（自署する場合は，押印を省

略することができます。）」を削る。 

  別記様式第１８号中 

 「                「 

印  を  に改め，「 

                 」                」 

６ 申請者（入居名義人）氏名を自署する場合は，押印を省略することができます。」  

を削る。  

  別記様式第２８号，別記様式第２９号及び別記様式第３５号中「印」を削る。 

 （商工会議所法施行細則の一部改正） 

第４７条 商工会議所法施行細則（平成９年新潟市規則第２６号）の一部を次のように改

正する。  

  別記様式中「印」を削る。 

 （新潟市西新潟市民会館条例施行規則の一部改正） 

第４８条 新潟市西新潟市民会館条例施行規則（平成９年新潟市規則第３０号）の一部を

次のように改正する。 

  別記様式第９号中 

 「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）  

                      印 」 
を 

 「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）  

                        」 
に改める。 

 （新潟市臨床検査技師等に関する法律施行細則の一部改正） 

第４９条 新潟市臨床検査技師等に関する法律施行細則（平成９年新潟市規則第３９号）



 

の一部を次のように改正する。 

  別記様式第２号から別記様式第６号までの規定中「印」を削る。 

 （新潟市医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則

の一部改正） 

第５０条 新潟市医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律施

行細則（平成９年新潟市規則第４０号）の一部を次のように改正する。 

  別記様式第１号，別記様式第３号，別記様式第４号及び別記様式第７号中「印」を削

る。 

 （新潟市指定排水設備工事店規則の一部改正） 

第５１条 新潟市指定排水設備工事店規則（平成１０年新潟市規則第１号）の一部を次の

ように改正する。 

  別記様式第１号，別記様式第２号及び別記様式第４号中「印」を削る。 

  別記様式第５号中「印」を削り，「指定排水設備工事店証」の次に「（紛失した場合

は代表者氏名欄に代表者印を押印してください。）」を加える。  

  別記様式第６号中「印」を削る。 

 （新潟市地域保健福祉センター条例施行規則の一部改正） 

第５２条 新潟市地域保健福祉センター条例施行規則（平成１０年新潟市規則第２０号）

の一部を次のように改正する。 

  別記様式第５号中「印」を削る。 

 （新潟市民芸術文化会館条例施行規則の一部改正） 

第５３条 新潟市民芸術文化会館条例施行規則（平成１０年新潟市規則第２９号）の一部

を次のように改正する。 

  別記様式第９号中「印」を削る。 

 （新潟市海辺の森条例施行規則の一部改正） 

第５４条 新潟市海辺の森条例施行規則（平成１０年新潟市規則第３５号）の一部を次の



 

ように改正する。 

  別記様式第１３号中「氏 名        印」を「氏 名         」

に改める。 

  別記様式第１５号中「印」を削る。 

 （新潟市音楽文化会館条例施行規則の一部改正）  

第５５条 新潟市音楽文化会館条例施行規則（平成１０年新潟市規則第３６号）の一部を

次のように改正する。 

  別記様式第９号中「印」を削る。 

 （新潟市會津八一記念館条例施行規則の一部改正） 

第５６条 新潟市會津八一記念館条例施行規則（平成１０年新潟市規則第５２号）の一部

を次のように改正する。 

  別記様式第９号中「代表者の氏名）          印」を 

 「代表者の氏名）           」に改める。 

 （新潟市総合福祉会館条例施行規則の一部改正）  

第５７条 新潟市総合福祉会館条例施行規則（平成１０年新潟市規則第６７号）の一部を

次のように改正する。 

  別記様式第７号中「印」を削る。 

 （新潟市歯科技工士法施行細則の一部改正） 

第５８条 新潟市歯科技工士法施行細則（平成１２年新潟市規則第１２号）の一部を次の

ように改正する。 

  別記様式第１号及び別記様式第２号中「印」を削る。 

  別記様式第３号中 

 「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名） 印」を 

 「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）  」に改める。 

 （新潟市あん摩マツサージ指圧師，はり師，きゆう師等に関する法律施行細則の一部改



 

正） 

第５９条 新潟市あん摩マツサージ指圧師，はり師，きゆう師等に関する法律施行細則（

平成１２年新潟市規則１３号）の一部を次のように改正する。 

  別記様式第１号から別記様式第３号までの規定中 

 「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名) 印」を 

 「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名)  」に改める。 

  別記様式第４号から別記様式第６号までの規定中 

 「氏 名           印」を 

 「氏 名            」に改める。 

 （新潟市柔道整復師法施行細則の一部改正） 

第６０条 新潟市柔道整復師法施行細則（平成１２年新潟市規則第１４号）の一部を次の

ように改正する。 

  別記様式第１号中「印」を削る。 

  別記様式第２号及び別記様式第３号中 

 「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名） 印」を 

 「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）  」に改める。 

 （新潟市医療法施行細則の一部改正） 

第６１条 新潟市医療法施行細則（平成１２年新潟市規則第１５号）の一部を次のように

改正する。 

  別記様式第１号から別記様式第２７号までの規定中「印」を削る。 

 （新潟市感染症医療の費用負担に関する規則の一部改正） 

第６２条 新潟市感染症医療の費用負担に関する規則（平成１３年新潟市規則第３６号）

の一部を次のように改正する。 

  別記様式第１号の２中「印」を削る。 

 （新潟市生活保護法施行細則の一部改正） 



 

第６３条 新潟市生活保護法施行細則（平成１２年新潟市規則第４２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  別記様式第８号（表）及び別記様式第９号中「印」を削る。 

  別記様式第１０号中 「事業所（雇主）名          印」を 

 「事業所（雇主）名           」に， 

 「申請者氏名          印」を 

 「申請者氏名           」に改める。 

  別記様式第１１号，別記様式第１２号（表）及び別記様式第１３号中「印」を削る。 

  別記様式第１７号中「担当医師        印」を 

 「担当医師         」に改める。 

  別記様式第１８号中 

 「開設者の氏名           印」を 

 「開設者の氏名            」に，  

 「 

フリガナ  
 を 

口座名義 印 

                               」 

 「 

フリガナ  
 に改める。 

口座名義  

                               」 

別記様式第１９号の２及び別記様式第２４号から別記様式第３０号までの規定中「印」

を削る。  

  別記様式第３３号中「氏名            印」を 

 「氏名             」に改める。  



 

  別記様式第３６号及び別記様式第３７号中「印」を削る。 

 （新潟市墓地，埋葬等に関する条例施行規則の一部改正） 

第６４条 新潟市墓地，埋葬等に関する条例施行規則（平成１２年新潟市規則第５４号）

の一部を次のように改正する 

  別記様式第１１号中「印」を削る。 

 （新潟市精神障がい者入院医療費助成規則の一部改正） 

第６５条 新潟市精神障がい者入院医療費助成規則（平成１２年新潟市規則第６７号）の

一部を次のように改正する。 

  別記様式第１号中「氏名              印」を 

「氏名               」に， 

 「                「 

           印  を              に改め，「本 

                」                」 

人が自署する場合，押印は，不要です。」を削る。 

  別記様式第２号中 

 「            「 

       印  を           に改め，「記入及び押印して」 

            」            」 

 を「記入し，」に改める。 

 （新潟市西堀地下駐車場条例施行規則の一部改正） 

第６６条 新潟市西堀地下駐車場条例施行規則（平成１３年新潟市規則第５０号）の一部

を次のように改正する。 

  別記様式第５号中「印」を削る。 

  別記様式第６号中「氏 名          印」を 



 

 「氏 名           」に改める。 

 （新潟市山の下みなとタワー展望展示室条例施行規則の一部改正） 

第６７条 新潟市山の下みなとタワー展望展示室条例施行規則（平成１４年新潟市規則第

４７号）の一部を次のように改正する。 

  別記様式第５号中「氏 名        印」を「氏 名         」に改め 

 る。 

  別記様式第７号中「印」を削る。 

 （新潟市基準該当障害福祉サービス事業者及び基準該当通所支援事業者の登録に関する

規則の一部改正） 

第６８条 新潟市基準該当障害福祉サービス事業者及び基準該当通所支援事業者の登録に

関する規則（平成１４年新潟市規則第５４号）の一部を次のように改正する。 

  別記様式第５号から別記様式第７号までの規定中「印」を削る。 

 （新潟市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則の一部改正） 

第６９条 新潟市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則（平成１

５年新潟市規則第４４号）の一部を次のように改正する。 

  別記様式第１号（その１）中  

 「 

代 表 者

の 氏 名 

印 を 

                    」 

 「 

代 表 者

の 氏 名 

 に改める。 

                    」 

  別記様式第１号（その２）中「印」を削る。 



 

  別記様式第２号中 

 「            「  

氏名 印 

を 

氏名 

 に改める。 

      

      

      

      

           」            」 

  別記様式第７号（表）及び別記様式第８号から別記様式第１１号までの規定中「印」

を削る。  

 （新潟市補助金等交付規則の一部改正） 

第７０条 新潟市補助金等交付規則（平成１６年新潟市規則第１９号）の一部を次のよう

に改正する。 

  別記様式第１号，別記様式第３号及び別記様式第５号中「印」を削る。 

 （新潟市生涯学習センター条例施行規則の一部改正） 



 

第７１条 新潟市生涯学習センター条例施行規則（平成１６年新潟市規則第４２号）の一

部を次のように改正する。  

  別記様式第５号中 

「申請者   氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名） 

                           印」  
を 

「申請者   氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名） 

                            」  
に改める。 

 （新潟国際友好会館条例施行規則の一部改正） 

第７２条 新潟国際友好会館条例施行規則（平成１６年新潟市規則第４３号）の一部を次

のように改正する。 

  別記様式第９号中 

「申請者   氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名） 

                          印 」  
を 

「申請者   氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名） 

                            」  
に改める。 

 （新潟市矢代田駅前駐車場条例施行規則の一部改正） 

第７３条 新潟市矢代田駅前駐車場条例施行規則（平成１７年新潟市規則第１６号）の一

部を次のように改正する。  

  別記様式第５号中「印」を削る。 

 （新潟市公民館使用料徴収規則の一部改正） 

第７４条 新潟市公民館使用料徴収規則（平成１７年新潟市規則第１９号）の一部を次の

ように改正する。 

  別記様式第５号中 

 「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）  

                     印 」 
を 



 

 「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）  

                       」 
に改める。 

 （新潟市新津地域学園条例施行規則の一部改正）  

第７５条 新潟市新津地域学園条例施行規則（平成１７年新潟市規則第２０号）の一部を

次のように改正する。 

  別記様式第９号中 

 「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）  

                      印」 
を 

 「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）  

                       」 
に改める。 

 （新潟市白根学習館使用料徴収規則の一部改正） 

第７６条 新潟市白根学習館使用料徴収規則（平成１７年新潟市規則第２１号）の一

部を次のように改正する。  

  別記様式第５号中 

 「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）  

                      印」 
を 

 「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）  

                       」 
に改める。 

 （新潟市亀田市民会館条例施行規則の一部改正）  

第７７条 新潟市亀田市民会館条例施行規則（平成１７年新潟市規則第２２号）の一部を

次のように改正する。 

  別記様式第９号中 

 「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）  

                      印」 
を 

  



 

 「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）  

                       」 
に改める。 

 別記様式第１１号中「印」を削る。 

 （新潟市亀田あけぼの会館条例施行規則の一部改正） 

第７８条 新潟市亀田あけぼの会館条例施行規則（平成１７年新潟市規則第２３号）の一

部を次のように改正する。  

  別記様式第９号中 

「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）  

印 」 
を 

「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）  

 」 
に改める。 

 （新潟市西川学習館使用料徴収規則の一部改正）  

第７９条 新潟市西川学習館使用料徴収規則（平成１７年新潟市規則第２４号）の一部を

次のように改正する。 

  別記様式第５号中 

「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）  

印 」 
を 

「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）  

 」 
に改める。 

 （新潟市西川多目的ホール使用料徴収規則の一部改正） 

第８０条 新潟市西川多目的ホール使用料徴収規則（平成１７年新潟市規則第２５号）の

一部を次のように改正する。 

  別記様式第５号中 

 「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）  

                      印」 
を 



 

 「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）  

                       」 
に改める。 

（新潟市風致地区条例施行規則の一部改正）  

第８１条 新潟市風致地区条例施行規則（平成１７年新潟市規則第２９号）の一部を次の

ように改正する。 

  別記様式第１号，別記様式第９号及び別記様式第１１号から別記様式第１４号までの

規定中「印」を削る。 

 （新潟市白根高齢者能力活用センター条例施行規則の一部改正） 

第８２条 新潟市白根高齢者能力活用センター条例施行規則（平成１７年新潟市規則第３

５号）の一部を次のように改正する。 

  別記様式第５号中「印」を削る。 

 （新潟市新津地区市民会館条例施行規則の一部改正） 

第８３条 新潟市新津地区市民会館条例施行規則（平成１７年新潟市規則第４９号）の一

部を次のように改正する。  

  別記様式第３号中「印」を削る。 

 （新潟市小須戸地区ふれあい会館条例施行規則の一部改正） 

第８４条 新潟市小須戸地区ふれあい会館条例施行規則（平成１７年新潟市規則第５１

号）の一部を次のように改正する。 

  別記様式第９号の２中「印」を削る。 

 （新潟市新津鉄道資料館条例施行規則の一部改正） 

第８５条 新潟市新津鉄道資料館条例施行規則（平成１７年新潟市規則第５２号）の一部

を次のように改正する。 

  別記様式第５号中 

 「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）   

                        印」 
を 



 

 「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）   

                         」 
に改める。 

 （新潟市しろね大凧と歴史の館条例施行規則の一部改正） 

第８６条 新潟市しろね大凧と歴史の館条例施行規則（平成１７年新潟市規則第５３号）

の一部を次のように改正する。 

  別記様式第８号中 

 「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）   

                        印」 
を 

 「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）   

                         」 
に改める。 

 （新潟市北区郷土博物館特別観覧料徴収規則の一部改正） 

第８７条 新潟市北区郷土博物館特別観覧料徴収規則（平成１７年新潟市規則第５４号）

の一部を次のように改正する。 

  別記様式第５号中 

 「申請者 氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）    印」を 

 「申請者 氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）     」に改める。 

 （重要文化財旧笹川家住宅条例施行規則の一部改正） 

第８８条 重要文化財旧笹川家住宅条例施行規則（平成１７年新潟市規則第５７号）の一

部を次のように改正する。  

  別記様式第５号中 

 「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）  

                      印」 
を 

 「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）  

                       」 
に改める。 

 （新潟市曽我・平澤記念館条例施行規則の一部改正） 



 

第８９条 新潟市曽我・平澤記念館条例施行規則（平成１７年新潟市規則第５８号）の一

部を次のように改正する。  

  別記様式第５号中 

 「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）      

                            印」 
を 

 「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）  

                             」 
に改める。 

 （新潟市中之口先人館条例施行規則の一部改正）  

第９０条 新潟市中之口先人館条例施行規則（平成１７年新潟市規則第５９号）の一部を

次のように改正する。 

  別記様式第７号中 

 「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）  

                       印」  
を 

 「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）  

                        」  
に改める。 

 （新潟市澤将監の館条例施行規則の一部改正） 

第９１条 新潟市澤将監の館条例施行規則（平成１７年新潟市規則第６０号）の一部を次

のように改正する。 

  別記様式第５号中 

 「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）        

                              印」 
を 

 「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）  

                               」 
に改める。 

 （新潟市老人福祉センター条例施行規則の一部改正） 

第９２条 新潟市老人福祉センター条例施行規則（平成１７年新潟市規則第７０号）の一



 

部を次のように改正する。 

  別記様式第１２号中 

 「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名） 印」を 

 「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）  」に改める。 

 別記様式第１３号中「氏名           印」を 

 「氏名            」に改める。 

 （新潟市高齢者支援センター条例施行規則の一部改正） 

第９３条 新潟市高齢者支援センター条例施行規則（平成１７年新潟市規則第７１号）の

一部を次のように改正する。 

  別記様式第９号中「印」を削る。 

 （新潟市廃棄物処理施設附属施設条例施行規則の一部改正） 

第９４条 新潟市廃棄物処理施設附属施設条例施行規則（平成１７年新潟市規則第７５

号）の一部を次のように改正する。 

  別記様式第３号中 

 「申請者 氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名） 

                          印」 
を 

 「申請者 氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名） 

                           」 
に改める。 

 （新潟市新津地区勤労青少年ホーム条例施行規則の一部改正） 

第９５条 新潟市新津地区勤労青少年ホーム条例施行規則（平成１７年新潟市規則第８０

号）の一部を次のように改正する。 

  別記様式第１０号中 

「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）  

                     印」 
を 

  



 

「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）  

                      」 
に改める。 

 （新潟市法定外公共物の取扱いに関する条例施行規則の一部改正） 

第９６条 新潟市法定外公共物の取扱いに関する条例施行規則（平成１７年新潟市規則第

９０号）の一部を次のように改正する。 

  別記様式第１号から別記様式６号までの規定及び別記様式第１２号から別記様式第１

８号までの規定中「印」を削る。 

 （新潟市公共下水道事業受益者分担金条例施行規則の一部改正） 

第９７条 新潟市公共下水道事業受益者分担金条例施行規則（平成１７年新潟市規則第９

４号）の一部を次のように改正する。 

  別記様式第７号及び別記様式第１２号中「印」を削る。 

 （新潟市岩室すこやかセンター条例施行規則の一部改正） 

第９８条 新潟市岩室すこやかセンター条例施行規則（平成１７年新潟市規則第９６号） 

  別記様式第９号中 

「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）  

                    印 」 
を 

「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）  

                      」 
に改める。 

 （新潟市バイオリサーチセンター条例施行規則の一部改正） 

第９９条 新潟市バイオリサーチセンター条例施行規則（平成１７年新潟市規則第１１４

号）の一部を次のように改正する。 

  別記様式第１０号中 

 「 

 



 

氏 名 （ 名 称） 印   
 を       

代 表 者 名 印   

                                 」 

 「 

氏 名 （ 名 称）  
 に改める。  

代 表 者 名  

                                 」 

  別記様式第１２号中「印」を削る。 

 （旧日本銀行新潟支店長役宅条例施行規則の一部改正） 

第１００条 旧日本銀行新潟支店長役宅条例施行規則（平成１７年新潟市規則第１１６

号）の一部を次のように改正する。 

  別記様式第９号中 

「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）  

                       印」 
を 

「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）  

                        」 
に改める。 

 （新潟市巻文化会館条例施行規則の一部改正） 

第１０１条 新潟市巻文化会館条例施行規則（平成１７年新潟市規則第２１５号）の一部

を次のように改正する。 

  別記様式第９号中「印」を削る。 

 （新潟市巻ふれあい福祉センター条例施行規則の一部改正） 

第１０２条 新潟市巻ふれあい福祉センター条例施行規則（平成１７年新潟市規則第２２

１号）の一部を次のように改正する。 

  別記様式第７号中「氏名（代表者名）        印」を 

「氏名（代表者名）         」に改める。 



 

 （新潟市入徳館野外研修場条例施行規則の一部改正） 

第１０３条 新潟市入徳館野外研修場条例施行規則（平成１７年新潟市規則第２２６号）

の一部を次のように改正する。 

  別記様式第５号中 

「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）  

                     印」 
を 

「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）  

                      」 
に改める。 

 （新潟市黒埼市民会館条例施行規則の一部改正）  

第１０４条 新潟市黒埼市民会館条例施行規則（平成１７年新潟市規則第２４８号）の一

部を次のように改正する。  

  別記様式第９号中 

「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）  

                    印 」 
を 

「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）  

                      」 
に改める。 

 （新潟勤労者総合福祉センター条例施行規則の一部改正） 

第１０５条 新潟勤労者総合福祉センター条例施行規則（平成１８年新潟市規則第３７

号）の一部を次のように改正する。 

  別記様式第１０号中「印」を削る。  

 （新潟市下水道事業の財務の特例に関する規則の一部改正） 

第１０６条 新潟市下水道事業の財務の特例に関する規則（平成１８年新潟市規則第３９

号）の一部を次のように改正する。 

  第４３条第２項を削る。 

 （新潟市衛生環境研究所条例施行規則の一部改正） 



 

第１０７条 新潟市衛生環境研究所条例施行規則（平成１９年新潟市規則第１３号）の一

部を次のように改正する。 

  別記様式第７号中「印」を削る。 

 （新潟市亀田駅前地域交流センター条例施行規則の一部改正） 

第１０８条 新潟市亀田駅前地域交流センター条例施行規則（平成１９年新潟市規則第１

７号）の一部を次のように改正する。 

  別記様式第９号中 

 「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）  

                      印」 
を 

 「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）  

                       」 
に改める。 

 （新潟市亀田駅東パークアンドライド駐車場条例施行規則の一部改正）  

第１０９条 新潟市亀田駅東パークアンドライド駐車場条例施行規則（平成１９年新潟市

規則第１９号）の一部を次のように改正する。 

  別記様式第７号中「印」を削る。 

 （新潟市景観法及び新潟市景観条例の施行に関する規則の一部改正） 

第１１０条 新潟市景観法及び新潟市景観条例の施行に関する規則（平成１９年新潟市規

則第２１号）の一部を次のように改正する。  

  別記様式第１号，別記様式第４号（表），別記様式第５号，別記様式第８号（表），

別記様式第１２号，別記様式第１７号，別記様式第２０号，別記様式第２１号，別記様

式第２３号，別記様式第２８号，別記様式第３１号，別記様式第３２号，別記様式第３

４号，別記様式第３７号及び別記様式第４０号中「印」を削る。  

 （新潟市道路占用規則の一部改正） 

第１１１条 新潟市道路占用規則（平成１９年新潟市規則第７２号）の一部を次のように

改正する。 



 

  別記様式第３号から別記様式第６号までの規定中「印」を削る。 

 （新潟市道路工事承認規則の一部改正） 

第１１２条 新潟市道路工事承認規則（平成１９年新潟市規則第７３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  別記様式第１号，別記様式第２号，別記様式第５号，別記様式第６号及び別記様式第

８号から別記様式第１０号までの規定中「印」を削る。 

（新潟市高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則の一部改正） 

第１１３条 新潟市高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則（平

成１９年新潟市規則第１０１号）の一部を次のように改正する。 

  別記様式第１号から別記様式第３号までの規定中「印」を削る。 

 （新潟市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等施行細則の一部改正） 

第１１４条 新潟市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等施行細則（平成１９年新

潟市規則第１２０号）の一部を次のように改正する。 

  別記様式第１号から別記様式第３号までの規定中「印」を削る。 

  別記様式第４号中「氏名          印」を 

 「氏名          印」に，「調査確認者  印」を「調査確認者   」に

改める。  

  別記様式第５号から別記様式第７号までの規定中「印」を削る。 

  別記様式第８号中「管理者氏名          印」を 

 「管理者氏名           」に， 

 「 

印  を 

                                    」 

 「 



 

  に，  

                                    」 

 「署名押印」を「署名」に改める。 

  別記様式第９号から別記様式第１１号までの規定中「印」を削る。 

  別記様式第１２号中 

 「                 「 

印  
 を 

 
 に改める。 

                  」                 」 

  別記様式第１３号及び別記様式第１４号中 

 「             「 

印  を  に改める。 

              」             」 

 （新潟市社会人奨学金条例施行規則の一部改正）  

第１１５条 新潟市社会人奨学金条例施行規則（平成２０年新潟市規則第１２号）の一部

を次のように改正する。 

  別記様式第１号，別記様式第５号，別記様式第７号，別記様式第８号，別記様式第１

０号及び別記様式第１１号中「印」を削る。  

 （新潟市後期高齢者医療に関する条例の施行及び後期高齢者医療の保険料の徴収に関す

る規則の一部改正） 

第１１６条 新潟市後期高齢者医療に関する条例の施行及び後期高齢者医療の保険料の徴

収に関する規則（平成２０年新潟市規則第４７号）の一部を次のように改正する。  

  別記様式第１７号中「氏名          印」を 

 「氏名           」に改める。 

  別記様式第２１号中「印」を削る。 



 

 （新潟市中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則の一部改正） 

第１１７条 新潟市中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則（平成２０年新潟市規則第５４

号）の一部を次のように改正する。 

  別記様式第７号中「氏 名              印」を  

 「氏 名               」に改める。 

  別記様式第８号中「印」を削る。 

  別記様式第９号中「事業所（雇主）名          印」を 

 「事業所（雇主）名           」に， 

 「申請者氏名          印」を「申請者氏名           」に改

める。 

  別記様式第１０号，別記様式第１１号（表）及び別記様式第１２号中「印」を削る。 

  別記様式第１６号中「担当医師          印」を 

 「担当医師           」に改める。  

  別記様式第１７号中「開設者の氏名           印」を 

 「開設者の氏名            」に，  

 「 

印  を 

                         」 

 「 

印  に改める。 

                         」 

  別記様式第１９号，別記様式第２３号及び別記様式第２４号中「印」を削る。 

 （新潟市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則の一部改正） 



 

第１１８条 新潟市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則（平成２１年新

潟市規則第５０号）の一部を次のように改正する。 

  別記様式第２号中 

 「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）          印」を 

 「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名)           」に改め，同

様式中注２を削り，注３を注２とし，注４を注３とする。 

  別記様式第５号中 

 「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）          印」を 

 「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）           」に改め，同

様式中注２を削り，注３を注２とする。 

  別記様式第６号中 

 「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）          印」を 

 「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）           」に改め，同

様式中注２を削り，注３を注２とし，注４を注３とする。 

 （新潟市北区文化会館条例施行規則の一部改正）  

第１１９条 新潟市北区文化会館条例施行規則（平成２１年新潟市規則第７６号）の一部

を次のように改正する。 

  別記様式第９号中「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）    印」を 

 「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）     」に改める。 

 （新潟市火薬類取締法施行細則の一部改正） 

第１２０条 新潟市火薬類取締法施行細則（平成２２年新潟市規則第２７号）の一部を次

のように改正する。 

  別記様式第１号，別記様式第３号から別記様式第５号までの規定中 

 「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）    印」を 

 「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）     」に改め，同様式注を次の



 

ように改める。 

 注 ※印の欄は，記載しないでください。 

  別記様式第６号及び別記様式第７号中 

 「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）    印」を 

 「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）     」に改め，同様式中注１を

削り，注２を注１とし，注３を注２とする。  

  別記様式第８号及び別記様式第２２号中 

 「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）    印」を 

 「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）     」に改め，同様式注を次の

ように改める。 

 注 ※印の欄は，記載しないでください。 

  別記様式第２３号中「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）    印」を 

 「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）     」に改め，同様式中注１を

削り，注２を注１とし，注３を注２とする。  

  別記様式第２４号中「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）    印」を 

 「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）     」に改め，同様式中注２を

削り，注３を注２とする。  

  別記様式第２５号中「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）    印」を 

 「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）     」に改め，同様式中注１を

削り，注２を注１とし，注３を注２とする。  

  別記様式第２６号中「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）    印」を 

 「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）     」に改め，同様式注を次の

ように改める。 

 注 ※印の欄は，記載しないでください。 

  別記様式第２７号中「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）    印」を 



 

 「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）     」に改め，同様式中注１を

削り，注２を注１とし，注３を注２とする。  

  別記様式第２８号及び別記様式第２９号中 

「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）    印」を  

 「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）     」に改め，同様式注を次の

ように改める。 

 注 ※印の欄は，記載しないでください。 

  別記様式第３０号中「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）    印」を 

 「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）     」に改め，同様式中注１を

削り，注２を注１とし，注３を注２とする。  

  別記様式第３１号及び別記様式第３２号中 

 「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）    印」を 

 「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）     」に改め，同様式注を次の

ように改める。 

 注 ※印の欄は，記載しないでください。 

  別記様式第３３号中「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）    印」を 

 「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）     」に改め，同様式中注１を

削り，注２を注１とし，注３を注２とし，注４を注３とする。 

  別記様式第３４号中「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）    印」を 

 「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）     」に改め，同様式中注１を

削り，注２を注１とし，注３を注２とする。  

  別記様式第３５号中「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）    印」を 

 「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）     」に改め，同様式中注１を

削り，注２を注１とし，注３を注２とし，注４を注３とする。 

  別記様式第３６号及び別記様式第３７号中 



 

「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）    印」を  

 「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）     」に改め，同様式中注２を

削り，注３を注２とし，注４を注３とし，注５を注４とする。 

  別記様式第３８号中「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）    印」を 

 「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）     」に改め，同様式中注１を

削り，注２を注１とし，注３を注２とする。  

  別記様式第３９号及び別記様式第４０号中 

 「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）    印」を 

 「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）     」に改め，同様式注を次の

ように改める。 

 注 ※印の欄は，記載しないでください。 

 （新潟市文化財旧小澤家住宅条例施行規則の一部改正） 

第１２１条 新潟市文化財旧小澤家住宅条例施行規則（平成２２年新潟市規則第５３号）

の一部を次のように改正する。 

  別記様式第９号中「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名） 印」を 

「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）  」に改める。 

 （新潟市妊産婦医療費助成規則の一部改正） 

第１２２条 新潟市妊産婦医療費助成規則（平成２３年新潟市規則第１６号）の一部を次

のように改正する。 

  別記様式第１号中 

 「 

印  

（本人が署名した場合は，押印不要です。） 
 を 

                        」 

 「 



 

 

 
 に改める。  

                        」 

  別記様式第３号中 

 「 

 

印 

（本人が署名した場合は，押印不要です。） 

 を 

                          」 

 「 

 

 

            

 に改める。 

                          」 

  別記様式第４号中 

 「 

印  

（本人が署名した場合は，押印不要です。）  
 を 

                        」 

 「 

 

 
 に改める。  

                        」 

（新潟市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則の一部

改正） 



 

第１２３条 新潟市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細

則（平成２３年新潟市規則第４１号）の一部を次のように改正する。 

  別記様式第１５号及び別記様式第１６号中「印」を削る。 

  別記様式第１７号及び別記様式第１８号中 

 「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）    印」を  

 「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）     」に改め，同様式注を次の

ように改める。 

 注 ※印の欄は，記入しないでください。 

 （新潟市入学準備金貸付条例施行規則の一部改正） 

第１２４条 新潟市入学準備金貸付条例施行規則（平成２３年新潟市規則第４３号）の一

部を次のように改正する。  

  別記様式第１号，別記様式第４号，別記様式第７号から別記様式第９号までの規定中

「印」を削る。 

 （新潟市文化財センター使用料徴収規則の一部改正） 

第１２５条 新潟市文化財センター使用料徴収規則（平成２３年新潟市規則第４６号）の

一部を次のように改正する。 

  別記様式第５号中 

 「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）  

                     印  」  
を 

 「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）  

                        」  
に改める。 

 （新潟市東区プラザ条例施行規則の一部改正） 

第１２６条 新潟市東区プラザ条例施行規則（平成２３年新潟市規則第４７号）の一部を

次のように改正する。 

  別記様式第１４号中「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）  印」を 



 

 「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）   」に改める。 

 （新潟市旧齋藤家別邸条例施行規則の一部改正）  

第１２７条 新潟市旧齋藤家別邸条例施行規則（平成２３年新潟市規則第６３号）の一部

を次のように改正する。 

  別記様式第９号中「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名） 印」を 

 「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）  」に改める。 

 （新潟市立学校の施設の開放に関する使用料条例施行規則の一部改正）  

第１２８条 新潟市立学校の施設の開放に関する使用料条例施行規則（平成２３年新潟市

規則第８２号）の一部を次のように改正する。 

  別記様式第６号中「代表者の氏名          印」を 

 「代表者の氏名           」に改める。 

 （新潟市特定非営利活動促進法施行細則の一部改正） 

第１２９条 新潟市特定非営利活動促進法施行細則（平成２４年新潟市規則第２４号）の

一部を次のように改正する。 

  別記様式第１号から別記様式第１５号までの規定及び別記様式第１７号から別記様式

第２３号までの規定中「印」を削る。 

（新潟市高圧ガス保安法施行細則の一部改正） 

第１３０条 新潟市高圧ガス保安法施行細則（平成２４年新潟市規則第４０号）の一部を

次のように改正する。 

  別記様式第９号から別記様式第１３号までの規定中 

「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）       

                            印」 
を 

「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）  

                             」 
に改め，同様式注 

 を次のように改める。 



 

 注 ※印の欄は，記載しないでください。 

  別記様式第１４号中 

「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）       

                            印」 
を 

  

「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）  

                             」 
に改め，同様式中 

 注２を削り，注３を注２とする。 

  別記様式第１５号から別記様式第１７号までの規定中 

「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）       

                            印」 
を 

「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）  

                             」 
に改め，同様式注 

 を次のように改める。 

 注 ※印の欄は，記載しないでください。 

 （新潟市マンガ・アニメ情報館及びマンガの家条例施行規則の一部改正） 

第１３１条 新潟市マンガ・アニメ情報館及びマンガの家条例施行規則（平成２４年新潟

市規則第７８号）の一部を次のように改正する。  

  別記様式第３号中「氏名(団体にあっては名称及び代表者の氏名)  印」を 

 「氏名(団体にあっては名称及び代表者の氏名)   」に改める。 

 （新潟市江南区文化会館条例施行規則の一部改正） 

第１３２条 新潟市江南区文化会館条例施行規則（平成２４年新潟市規則第８８号）の一

部を次のように改正する。  

  別記様式第９号中「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）  印」を 

「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）   」に改める。 



 

 （新潟市江南区郷土資料館条例施行規則の一部改正） 

第１３３条 新潟市江南区郷土資料館条例施行規則（平成２４年新潟市規則第９０号）の

一部を次のように改正する。 

  別記様式第９号中「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）     印」を

「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）      」に改める。 

 （新潟市秋葉区文化会館条例施行規則の一部改正） 

第１３４条 新潟市秋葉区文化会館条例施行規則（平成２４年新潟市規則第９２号）の一

部を次のように改正する。  

  別記様式第９号中「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）  印」を 

 「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）   」に改め，別記様式第１１号中

「印」を削る。 

 （新潟市都市の低炭素化の促進に関する法律の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の

認定に関する規則の一部改正） 

第１３５条 新潟市都市の低炭素化の促進に関する法律の規定に基づく低炭素建築物新築

等計画の認定に関する規則（平成２４年新潟市規則第１０５号）の一部を次のように改

正する。  

  別記様式第２号中 

 「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）          印」を 

 「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）           」に改め，同

様式中注２を削り，注３を注２とする。 

  別記様式第４号中 

 「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）          印」を 

 「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）           」に改め，同

様式中注２を削り，注３を注２とし，注４を注３とし，注５を注４とする。 

 （新潟市ペット霊園の設置等に関する条例施行規則の一部改正） 



 

第１３６条 新潟市ペット霊園の設置等に関する条例施行規則（平成２６年新潟市規則第

３０号）の一部を次のように改正する。 

  別記様式第９号中「氏名               印」を 

 「氏名                」に改め，同様式注１を次のように改める。 

 注１ 証明者の住所及び氏名の部分は，地位を承継すべき相続人として選定され 

た者以外の相続人が記入してください。 

 （新潟市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則の一部改正） 

第１３７条 新潟市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則（平成２６年新潟市規

則第５９号）の一部を次のように改正する。  

  別記様式第３号から別記様式第６号までの規定中 

「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）  

                      印」 
を 

「氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）  

                       」 
に改める。 

  別記様式第７号（１）中 

 「氏名             印」を 

 「氏名              」に， 

 「氏名            印」を 

 「氏名             」に改め，同様式（２）中 

 「氏名             印」を 

 「氏名              」に， 

 「 

               印         を 

                           」 

 「 



 

                        に改める。 

                           」 

 （新潟市江南区福祉センター条例施行規則の一部改正） 

第１３８条 新潟市江南区福祉センター条例施行規則（平成２７年新潟市規則第８号）の

一部を次のように改正する。 

  別記様式第１６号中「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名） 印」を 

 「氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）  」に改める。 

 （新潟市母体保護法施行細則の一部改正） 

第１３９条 新潟市母体保護法施行細則（平成２７年新潟市規則第２３号）の一部を次の

ように改正する。 

  別記様式第１号及び別記様式第２号中「氏名            印」を 

「氏名             」に改め，「注 氏名を自署する場合は，押印は，

不要です。」を削る。 

  別記様式第３号中「氏名            印」を 

 「氏名             」に改め，同様式注を次のように改める。 

 注 他の市町村から転入したことにより住所を変更した場合は，指定証の写しを添 

付してください。 

  別記様式第４号中「氏名            印」を 

 「氏名             」に改め，同様式注を次のように改める。 

 注 損傷した場合は，その指定証又は標識を添付してください。 

  別記様式第５号中「氏名            印」を 

 「氏名             」に改め，同様式注を次のように改める。 

 注 指定証及び標識を添付できない場合は，その理由を記載した書面を添付してく 

ださい。  

  別記様式第６号中「氏名            印」を 



 

 「氏名             」に改め，同様式注を次のように改める。 

 注 指定証及び標識を添付することができない場合は，その理由を記載した書面を 

  添付してください。 

 （滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則の一部改

正） 

第１４０条 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則

（平成２８年新潟市規則第３０号）の一部を次のように改正する。 

  別記様式第１５号中「印」を削る。 

 （新潟市難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則の一部改正）  

第１４１条 新潟市難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則（平成３０年新潟市

規則第３５号）の一部を次のように改正する。 

  別記様式第１号（表）中 

「 

 

 

」 
を 

「 

 

 

」 
に，同様式（表） 

 中注２を削り，注３を注２とし，同様式（裏）中「印」を削る。 

  別記様式第３号（表）中「印」を削り，同様式（裏）中備考１を削り，備考２を備考

１とし，備考３を備考２とする。 

  別記様式第４号中「氏名                印」を 

 「氏名                 」に改め，同様式中注１を削り，注２を注

１とし，注３を注２とし，注４を注３とする。 

  別記様式第７号（表），別記様式第９号（表），別記様式第１１号（表），別記様式

第１２号，別記様式第１３号，別記様式第１４号（表）及び別記様式第１８号から別記

様式第２０号までの規定中「印」を削る。 



 

 （新潟市万代島多目的広場条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正） 

第１４２条 新潟市万代島多目的広場条例施行規則の一部を改正する規則（令和２年新潟

市規則第５２号）の一部を次のように改正する。  

  別記様式第１号の改正規定のうち別記様式に係る部分中「印」を削る。 

   附 則  

 （施行期日） 

１ この規則は，令和３年４月１日から施行する。  

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式（次項において「旧様式」

という。）により使用されている書類は，この規則による改正後の様式によるものとみ

なす。 

３ この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については，当分の間，これを取り繕

って使用することができる。 

 


