
○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則
昭和52年９月14日
京都府規則第38号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則をここに公布する。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(昭和47年京都府規則第48号)の全部を改正する。
(一般廃棄物処理施設の許可証)

第１条　知事は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第８条第１項の規定により一般廃棄物処理施設の設置の許可をしたとき又は法第９条第１項の規定により変更の許可をしたときは、一般廃
棄物処理施設設置(変更)許可証(別記第１号様式)を交付するものとする。

(平13規則４・追加)
(一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請書)

第２条　法第８条第２項に規定する申請書は、一般廃棄物処理施設設置許可申請書(別記第２号様式)によるものとする。
(平13規則４・追加)

(一般廃棄物処理施設の使用前の検査の申請書)
第３条　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「施行規則」という。)第４条の４第１項に規定する申請書は、一般廃棄物処理施設使用前検査申請書(別記第３号様式)によるものとする。

(平13規則４・追加)
(定期検査の申請書)

第４条　施行規則第４条の４の２に規定する申請書は、一般廃棄物処理施設定期検査申請書(別記第４号様式)によるものとする。
(平23規則10・追加)

(特定一般廃棄物最終処分場の報告書)
第５条　施行規則第４条の17に規定する報告書は、特定一般廃棄物最終処分場状況等報告書(別記第５号様式)によるものとする。

(平13規則４・追加、平23規則10・旧第４条繰下・一部改正)
(一般廃棄物処理施設の変更の許可の申請書)

第６条　施行規則第５条の３第１項に規定する申請書は、一般廃棄物処理施設変更許可申請書(別記第６号様式)によるものとする。
(平13規則４・追加、平23規則10・旧第５条繰下・一部改正)

(一般廃棄物処理施設の軽微な変更等の届出書)
第７条　施行規則第５条の４の２第１項及び第５条の９の２第１項に規定する届出書は、一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書(別記第７号様式)によるものとする。

(平13規則４・追加、平23規則10・旧第６条繰下・一部改正)
(一般廃棄物の最終処分場に係る埋立処分終了の届出書)

第８条　施行規則第５条の５第１項及び第５条の10第１項に規定する届出書は、一般廃棄物の最終処分場の埋立処分終了届出書(別記第８号様式)によるものとする。
(平13規則４・追加、平23規則10・旧第７条繰下・一部改正)

(一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請書)
第９条　施行規則第５条の５の２第１項(施行規則第５条の５の４において準用する場合を含む。)及び第５条の10の２に規定する申請書は、一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書(別記第９号様式)によるものとする。

(平13規則４・追加、平23規則10・旧第８条繰下・一部改正)
(熱回収施設の認定証)

第10条　知事は、法第９条の２の４第１項の規定による認定をしたときは、熱回収施設設置者認定証(別記第10号様式)を交付するものとする。
(平23規則10・追加)

(熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設に係る認定の申請書)
第11条　施行規則第５条の５の５第１項に規定する申請書は、熱回収施設設置者認定申請書(別記第11号様式)によるものとする。

(平23規則10・追加)
(認定熱回収施設設置者に係る休廃止等届出書)

第12条　施行規則第５条の５の10第１項に規定する届出書は、熱回収施設休廃止等届出書(別記第12号様式)によるものとする。
(平23規則10・追加)

(熱回収施設における熱回収に係る報告書)
第13条　施行規則第５条の５の11第１項に規定する報告書は、熱回収報告書(別記第13号様式)によるものとする。

(平23規則10・追加)
(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の設置の届出)

第14条　法第９条の３第１項の規定による届出は、一般廃棄物処理施設設置届出書(別記第14号様式)により行うものとする。
(平13規則４・追加、平23規則10・旧第９条繰下・一部改正)

(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の変更の届出書)
第15条　施行規則第５条の８第１項に規定する届出書は、一般廃棄物処理施設変更届出書(別記第15号様式)によるものとする。

(平13規則４・追加、平23規則10・旧第10条繰下・一部改正)
(一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請書)

第16条　施行規則第５条の11第１項に規定する申請書は、一般廃棄物処理施設譲受け(借受け)許可申請書(別記第16号様式)によるものとする。
(平13規則４・追加、平23規則10・旧第11条繰下・一部改正)

(合併又は分割の認可の申請書)
第17条　施行規則第５条の12第１項に規定する申請書は、合併(分割)認可申請書(別記第17号様式)によるものとする。

(平13規則４・追加、平23規則10・旧第12条繰下・一部改正)
(相続の届出書)

第18条　施行規則第６条第１項に規定する届出書は、相続届出書(別記第18号様式)によるものとする。
(平13規則４・追加、平23規則10・旧第13条繰下・一部改正)

(再生利用業の一般指定)
第19条　知事があらかじめ告示した産業廃棄物のみの収集、運搬又は処分を業とする者は、施行規則第９条第２号又は第10条の３第２号に規定する指定を受けた者とする。

(昭54規則24・全改、平５規則13・旧第５条繰上・一部改正、平13規則４・旧第１条繰下・一部改正、平16規則22・旧第14条繰下、平23規則10・旧第17条繰下)
(再生利用個別指定業の指定の申請等)

第20条　施行規則第９条第２号又は第10条の３第２号に規定する知事の指定(以下「再生利用個別指定」という。)を受けようとする者は、再生利用個別指定業指定申請書(別記第19号様式)により申請しなければならない。
２　知事は、前項の申請に基づき指定をしたときは、再生利用個別指定業指定証(別記第20号様式。以下「指定証」という。)を交付するものとする。

(昭54規則24・追加、昭60規則22・一部改正、平５規則13・旧第５条の２繰上・一部改正、平13規則４・旧第２条繰下・一部改正、平16規則22・旧第15条繰下・一部改正、平23規則10・旧第18条繰下・一部改正)
(再生利用個別指定業の変更申請)

第21条　再生利用個別指定を受けた者(以下「再生利用指定業者」という。)が当該指定に係る事業の範囲を変更しようとするときは、再生利用個別指定業変更指定申請書(別記第21号様式)により知事に申請しなければならない。
２　前条第２項の規定は、前項に規定する事業の範囲の変更の指定について準用する。

(昭54規則24・追加、平５規則13・旧第５条の３繰上・一部改正、平13規則４・旧第３条繰下・一部改正、平16規則22・旧第16条繰下・一部改正、平23規則10・旧第19条繰下・一部改正)
(再生利用個別指定業の変更等の届出)

第22条　再生利用指定業者が再生利用個別指定業申請書の記載事項(事業の範囲を除く。)を変更したときは、再生利用個別指定業変更届(別記第22号様式)を知事に提出しなければならない。
２　再生利用指定業者が指定事業の全部又は一部を引き続き15日以上休止し、又は廃止しようとするときは、再生利用個別指定業休廃止届(別記第23号様式)を知事に提出しなければならない。
３　再生利用指定業者がその指定証の有効期間の延長の申込みをしようとするときは、再生利用個別指定業指定証有効期間延長申込書(別記第24号様式)を知事に提出しなければならない。
４　前３項の届出書又は申込書には、休止届の場合を除き、それぞれ指定証を添付するものとし、知事は、指定証の書換えを必要とする場合は、指定証を書き換えて交付するものとする。

(昭54規則24・追加、平５規則13・旧第５条の４繰上・一部改正、平13規則４・旧第４条繰下・一部改正、平16規則22・旧第17条繰下・一部改正、平23規則10・旧第20条繰下・一部改正)
(許可証の添付及び書換え)

第23条　施行規則第10条の10第２項又は第10条の23第２項の届出に当たつては、前条第４項の規定を準用する。
(昭54規則24・追加、平５規則13・旧第11条繰上・一部改正、平13規則４・旧第５条繰下、平16規則22・旧第18条繰下、平23規則10・旧第21条繰下)

(許可証等の再交付及び返納)
第24条　産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者、再生利用指定業者、登録廃棄物再生事業者又は法第12条の７第１項の認定を受けた者(以下「処理業者等」とい
う。)が許可証、指定証、登録証明書又は認定証(以下「許可証等」という。)を毀損し、汚損し、又は亡失したため再交付を受けようとするときは、許可証等再交付申請書(別記第25号様式)により毀損し、又は汚損した許可証等を添付し
て知事に申請しなければならない。

２　処理業者等は、許可証等の再交付を受けた後亡失した許可証等を発見したときは、直ちに知事にこれを返納しなければならない。
３　処理業者等は、許可、登録若しくは認定を取り消されたとき、有効期間の経過により許可若しくは指定の効力を失つたとき又は許可、指定若しくは認定の変更により許可証等が不要になつたときは、当該許可証等を直ちに知事に返納
しなければならない。

(昭54規則24・追加、平５規則13・旧第12条繰上・一部改正、平13規則４・旧第６条繰下・一部改正、平16規則22・旧第19条繰下・一部改正、平23規則10・旧第22条繰下・一部改正、平30規則14・一部改正)
(産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出書)

第25条　施行規則第12条の７の17第２項に規定する届出書は、産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出書(別記第26号様式)によるものとする。
(平23規則10・追加)

(産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出受理書)
第26条　施行規則第12条の７の17第４項に規定する受理書は、産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出受理書(別記第27号様式)によるものとする。

(平23規則10・追加、令３規則６・一部改正)
(一般廃棄物を処理する産業廃棄物処理施設の種類等の変更等届出書)

第27条　施行規則第12条の７の17第５項の規定による届出は、一般廃棄物を処理する産業廃棄物処理施設の種類等の変更等届出書(別記第28号様式)によるものとする。
(平23規則10・追加)

(廃棄物再生事業者の登録申請)
第28条　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第17条第１項の規定による登録の申請は、廃棄物再生事業者登録申請書(別記第29号様式)によるものとする。

(平５規則13・追加、平12規則６・旧第８条繰上、平13規則４・旧第７条繰下・一部改正、平16規則22・旧第20条繰下・一部改正、平23規則10・旧第23条繰下・一部改正)
(廃棄物再生事業者の登録証明書)

第29条　施行規則第16条の４の規定による登録証明書は、廃棄物再生事業者登録証明書(別記第30号様式)によるものとする。
(平５規則13・追加、平12規則６・旧第９条繰上、平13規則４・旧第８条繰下・一部改正、平16規則22・旧第21条繰下・一部改正、平23規則10・旧第24条繰下・一部改正)

(廃棄物再生事業者の変更の届出)
第30条　政令第20条の規定による変更の届出は、廃棄物再生事業者登録事項変更届出書(別記第31号様式)によるものとする。
２　前項の届出に当たつては、第22条第４項の規定を準用する。

(平５規則13・追加、平12規則６・旧第10条繰上、平13規則４・旧第９条繰下・一部改正、平16規則22・旧第22条繰下・一部改正、平23規則10・旧第25条繰下・一部改正)
(廃棄物再生事業者の事業場の廃止等の届出)

第31条　政令第21条の規定による事業場の廃止若しくは休止又は再開の届出は、廃棄物再生事業者登録事業場廃止、休止、再開届出書(別記第32号様式)によるものとする。
２　前項の届出書には、事業場の廃止にあつては、登録証明書を添付するものとする。

(平５規則13・追加、平12規則６・旧第11条繰上、平13規則４・旧第10条繰下・一部改正、平16規則22・旧第23条繰下・一部改正、平23規則10・旧第26条繰下・一部改正)
(書類の提出先及び提出部数)

第32条　法、政令、施行規則及びこの規則の規定に基づく書類の提出先は、京都府の区域(京都市の区域を除く。)に施設(施設を有しない者にあつては、住所。以下この項において同じ。)を有する者にあつては施設の所在地を所管する京
都府保健所とし、その他の者にあつては府民環境部循環型社会推進課とする。

２　法第８条第４項及び第15条第４項の規定による公衆の縦覧を要する申請に係る提出部数は、知事が別に定める部数とする。
(平16規則22・追加、平17規則25・平20規則21・一部改正、平23規則10・旧第27条繰下、平27規則41・平31規則23・一部改正)

附　則
１　この規則は、公布の日から施行する。
２　この規則による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則によりした処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(以下「改正後の規則」という。)中これに相当する規
定がある場合には、改正後の規則によりしたものとみなす。

３　京都府手数料徴収規則(昭和31年京都府規則第６号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

附　則(昭和54年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。

附　則(昭和60年規則第22号)抄
(施行期日)

１　この規則は、浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の施行の日(昭和60年10月１日)から施行する。
附　則(平成５年規則第13号)

１　この規則は、平成５年４月１日から施行する。
２　この規則による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則によりした処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(以下「改正後の規則」という。)中これに相当する規
定がある場合には、改正後の規則によりしたものとみなす。

附　則(平成10年規則第24号)
この規則は、平成10年６月17日から施行する。

附　則(平成12年規則第６号)抄
(施行期日)

１　この規則は、平成12年４月１日から施行する。
(経過措置)

２　別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。
附　則(平成13年規則第４号)

この規則は、平成13年４月１日から施行する。
附　則(平成16年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。
附　則(平成17年規則第25号)抄

(施行期日)
１　この規則は、公布の日から施行する。

附　則(平成20年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。

附　則(平成20年規則第49号)抄
(施行期日)

１　この規則は、平成20年12月１日から施行する。
附　則(平成23年規則第10号)

この規則は、平成23年４月１日から施行する。
附　則(平成24年規則第31号)抄
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https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/a300RG00000514.html#e000000676
https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/a300RG00000514.html#e000000686
https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/a300RG00000514.html#e000000696
https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/a300RG00000514.html#e000000706
https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/a300RG00000514.html#e000000713
https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/a300RG00000514.html#e000000723
https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/a300RG00000514.html#e000000733
https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/a300RG00000514.html#e000000743
https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/a300RG00000514.html#e000000753
https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/a300RG00000514.html#e000000763
https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/a300RG00000514.html#e000000773
https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/a300RG00000514.html#e000000783
https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/a300RG00000514.html#e000000793
https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/a300RG00000514.html#e000000254
https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/a300RG00000514.html#e000000803
https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/a300RG00000514.html#e000000810
https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/a300RG00000514.html#e000000259
https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/a300RG00000514.html#e000000269
https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/a300RG00000514.html#e000000820
https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/a300RG00000514.html#e000000830
https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/a300RG00000514.html#e000000840
https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/a300RG00000514.html#e000000282
https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/a300RG00000514.html#e000000293
https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/a300RG00000514.html#e000000850
https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/a300RG00000514.html#e000000860
https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/a300RG00000514.html#e000000870
https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/a300RG00000514.html#e000000877
https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/a300RG00000514.html#e000000887
https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/a300RG00000514.html#e000000897
https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/a300RG00000514.html#e000000904
https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/a300RG00000514.html#e000000374
https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/a300RG00000514.html#e000000293
https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/a300RG00000514.html#e000000914
https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/a300RG00000514.html#e000000388
https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/a300RG00000514.html#l000000000
https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/a300RG00000514.html#l000000000


(施行期日)
１　この規則は、平成24年７月９日から施行する。
(経過措置)

３　この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附　則(平成27年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。
附　則(平成30年規則第14号)

１　この規則は、平成30年４月１日から施行する。
２　この規則による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則別記様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則別記様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用する
ことができる。

附　則(平成31年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。

附　則(令和元年規則第47号)抄
１　この規則は、令和元年12月14日から施行する。
２　この規則(第１条を除く。)の規定による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則(第１条を除く。)の規定による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整を
して使用することができる。

附　則(令和３年規則第６号)
(施行期日)

１　この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)

２　この規則の施行の日前に交付したこの規則による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(以下「改正前の細則」という。)第26条に規定する受理書は、この規則による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細
則(以下「改正後の細則」という。)第26条に規定する受理書とみなす。

３　改正前の細則別記様式による用紙は、当分の間、改正後の細則別記様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附　則(令和３年規則第15号)

１　この規則は、令和３年４月１日から施行する。
２　この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
別記第１号様式(第１条関係)

(平13規則４・追加)

第２号様式(第２条関係)
(平13規則４・追加、平16規則22・平23規則10・平30規則14・令元規則47・令３規則15・一部改正)

https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/word/a300FG00001614.rtf
https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/word/a300FG00010659.rtf


第３号様式(第３条関係)
(平13規則４・追加、令３規則15・一部改正)

https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/word/a300FG00010660.rtf


第４号様式(第４条関係)
(平23規則10・追加、令３規則15・一部改正)

第５号様式(第５条関係)
(平13規則４・追加、平23規則10・旧第４号様式繰下・一部改正、令３規則15・一部改正)

https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/word/a300FG00010661.rtf
https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/word/a300FG00010662.rtf


第６号様式(第６条関係)
(平13規則４・追加、平16規則22・一部改正、平23規則10・旧第５号様式繰下・一部改正、平30規則14・令元規則47・令３規則15・一部改正)

https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/word/a300FG00010663.rtf


第７号様式(第７条関係)
(平13規則４・追加、平23規則10・旧第６号様式繰下・一部改正、令３規則15・一部改正)

https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/word/a300FG00010664.rtf


第８号様式(第８条関係)
(平13規則４・追加、平23規則10・旧第７号様式繰下・一部改正、令３規則15・一部改正)

第９号様式(第９条関係)
(平13規則４・追加、平23規則10・旧第８号様式繰下・一部改正、令３規則15・一部改正)

https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/word/a300FG00010665.rtf
https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/word/a300FG00010666.rtf


第10号様式(第10条関係)
(平23規則10・追加)

第11号様式(第11条関係)
(平23規則10・追加、令３規則15・一部改正)

https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/word/a300FG00001623.rtf
https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/word/a300FG00010667.rtf


第12号様式(第12条関係)
(平23規則10・追加、令３規則15・一部改正)

第13号様式(第13条関係)
(平23規則10・追加、令３規則15・一部改正)

https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/word/a300FG00010668.rtf
https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/word/a300FG00010670.rtf


第14号様式(第14条関係)
(平13規則４・追加、平23規則10・旧第９号様式繰下・一部改正、令３規則15・一部改正)

第15号様式(第15条関係)
(平13規則４・追加、平23規則10・旧第10号様式繰下・一部改正、令３規則15・一部改正)

https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/word/a300FG00010671.rtf
https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/word/a300FG00010672.rtf


第16号様式(第16条関係)
(平13規則４・追加、平16規則22・一部改正、平23規則10・旧第11号様式繰下・一部改正、平30規則14・令元規則47・令３規則15・一部改正)

https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/word/a300FG00010673.rtf


第17号様式(第17条関係)
(平13規則４・追加、平16規則22・一部改正、平23規則10・旧第12号様式繰下・一部改正、令３規則15・一部改正)

https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/word/a300FG00010674.rtf


第18号様式(第18条関係)
(平13規則４・追加、平16規則22・一部改正、平23規則10・旧第13号様式繰下・一部改正、平30規則14・令元規則47・令３規則15・一部改正)

https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/word/a300FG00010675.rtf


第19号様式(第20条関係)
(昭54規則24・全改、昭60規則22・旧第８号様式繰上、平５規則13・旧第７号様式繰上・一部改正、平10規則24・一部改正、平13規則４・旧第１号様式繰下・一部改正、平16規則22・旧第14号様式繰下・一部改正、平20規則49・一
部改正、平23規則10・旧第17号様式繰下・一部改正、平24規則31・令３規則15・一部改正)

第20号様式(第20条関係)
(昭54規則24・追加、昭60規則22・旧第８号様式の２繰上、平５規則13・旧第８号様式繰上・一部改正、平13規則４・旧第２号様式繰下・一部改正、平16規則22・旧第15号様式繰下・一部改正、平23規則10・旧第18号様式繰下・一
部改正)

https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/word/a300FG00010676.rtf
https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/word/a300FG00001633.rtf


第21号様式(第21条関係)
(昭54規則24・全改、平５規則13・旧第９号様式繰上・一部改正、平10規則24・一部改正、平13規則４・旧第３号様式繰下・一部改正、平16規則22・旧第16号様式繰下・一部改正、平23規則10・旧第19号様式繰下・一部改正、令３
規則15・一部改正)

第22号様式(第22条関係)
(昭54規則24・追加、平５規則13・旧第９号様式の２繰上・一部改正、平10規則24・一部改正、平13規則４・旧第４号様式繰下・一部改正、平16規則22・旧第17号様式繰下・一部改正、平23規則10・旧第20号様式繰下・一部改正、
令３規則15・一部改正)

https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/word/a300FG00010677.rtf
https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/word/a300FG00010682.rtf


第23号様式(第22条関係)
(昭54規則24・追加、平５規則13・旧第９号様式の３繰上・一部改正、平10規則24・一部改正、平13規則４・旧第５号様式繰下・一部改正、平16規則22・旧第18号様式繰下・一部改正、平23規則10・旧第21号様式繰下・一部改正、
令３規則15・一部改正)

第24号様式(第22条関係)
(昭54規則24・追加、平５規則13・旧第９号様式の４繰上・一部改正、平10規則24・一部改正、平13規則４・旧第６号様式繰下・一部改正、平16規則22・旧第19号様式繰下・一部改正、平23規則10・旧第22号様式繰下・一部改正、
令３規則15・一部改正)

https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/word/a300FG00010683.rtf
https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/word/a300FG00010684.rtf


第25号様式(第24条関係)
(昭54規則24・追加、平５規則13・旧第14号様式の２繰上・一部改正、平10規則24・一部改正、平13規則４・旧第７号様式繰下・一部改正、平16規則22・旧第20号様式繰下・一部改正、平23規則10・旧第23号様式繰下・一部改正、
平30規則14・令３規則15・一部改正)

第26号様式(第25条関係)
(平23規則10・追加、令３規則６・令３規則15・一部改正)

https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/word/a300FG00010685.rtf
https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/word/a300FG00010686.rtf


第27号様式(第26条関係)
(平23規則10・追加、令３規則６・一部改正)

第28号様式(第27条関係)
(平23規則10・追加、令３規則６・令３規則15・一部改正)

https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/word/a300FG00010493.rtf
https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/word/a300FG00010687.rtf


第29号様式(第28条関係)
(平５規則13・追加、平10規則24・平12規則６・一部改正、平13規則４・旧第８号様式繰下・一部改正、平16規則22・旧第21号様式繰下・一部改正、平20規則49・一部改正、平23規則10・旧第24号様式繰下・一部改正、令３規則
15・一部改正)

第30号様式(第29条関係)
(平５規則13・追加、平12規則６・一部改正、平13規則４・旧第９号様式繰下・一部改正、平16規則22・旧第22号様式繰下・一部改正、平23規則10・旧第25号様式繰下・一部改正)

https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/word/a300FG00010688.rtf
https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/word/a300FG00001643.rtf


第31号様式(第30条関係)
(平５規則13・追加、平10規則24・平12規則６・一部改正、平13規則４・旧第10号様式繰下・一部改正、平16規則22・旧第23号様式繰下・一部改正、平23規則10・旧第26号様式繰下・一部改正、令３規則15・一部改正)

第32号様式(第31条関係)
(平５規則13・追加、平10規則24・平12規則６・一部改正、平13規則４・旧第11号様式繰下・一部改正、平16規則22・旧第24号様式繰下・一部改正、平23規則10・旧第27号様式繰下・一部改正、令３規則15・一部改正)

https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/word/a300FG00010689.rtf
https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/word/a300FG00010690.rtf



