
１　手続

（１）規則等に定めるもの

№ 部 課 規則の名称 様式番号 制定年月日

1 土木部 監理課
建設工事に係る資材の再資源化等に関す
る法律施行細則

様式第2号 平成13年5月29日

2 土木部 道路整備課 岡山県道路占用規則 様式第5号～第7号 昭和44年2月12日

3 土木部 河川課 岡山県河川管理規則 様式（第3条関係） 昭和41年10月1日

4 土木部 防災砂防課
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関す
る法律施行細則

様式第1号、様式第4
号～様式第6号

昭和44年12月1日

5 土木部 防災砂防課 岡山県砂防指定地等管理条例施行規則
様式第1号～様式第3
号、様式第5号、様
式第6号

平成14年12月20日

6 土木部 防災砂防課 地すべり等防止法施行細則

様式第1号、様式第3
号、様式第5号、様
式第7号、様式第9
号、様式第11号、様
式第12号

平成19年3月30日

7 土木部 防災砂防課
土砂災害警戒区域等における土砂災害防
止対策の推進に関する法律施行細則

様式第4号～様式第9
号

平成19年3月30日

8 土木部 港湾課 岡山県港湾区域等管理規則
様式第１号～第５
号、様式第７号

昭和27年4月1日

9 土木部 港湾課
岡山県港湾施設管理及び利用条例施行規
則

様式第1号～第3号、
様式第7号、様式第
13号、様式第14号

昭和27年4月1日

10 土木部 都市計画課 土地区画整理法施行細則 様式（番号なし） 昭和30年5月13日

11 土木部 都市計画課 岡山県屋外広告物規則 様式第4号 昭和41年3月25日

12 土木部 都市計画課 岡山県立都市公園条例施行規則 様式第2号 昭和41年3月25日

13 土木部 都市計画課 都市計画法施行細則
様式第1号、様式第
16号、様式第17号、
様式第18号

昭和46年7月1日

14 土木部 建築指導課 建築士法施行細則 様式第1号の3 昭和26年1月1日

15 土木部 建築指導課 宅地建物取引業法施行細則
様式第1号、様式第2
号

昭和40年3月31日

16 土木部 建築指導課 岡山県宅地造成等規制法施行細則
様式第1号、様式第5
号～様式第8号

昭和43年6月29日

17 土木部 建築指導課 都市計画法施行細則

様式第1号の2、様式
第5号～様式第7号、
様式第7号10号、様
式第10号の2～様式
第10号の4、様式第
11号～様式第13号、
様式第13号の2、様
式第14号、様式第15
号

昭和46年7月1日

18 土木部 建築指導課
建築物の耐震改修の促進に関する法律施
行細則

様式第1号、様式第2
号

平成25年11月22日
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（２）要領等に定めるもの

№ 部 課 要綱等の名称 様式番号 制定年月日

1 土木部 監理課
岡山県測量及び建設コンサルタント業務
委託契約入札参加資格審査要領

様式1、様式2、様式
4、様式8～様式11

昭和56年7月31日

2 土木部 監理課
岡山県建設工事請負契約入札参加資格審
査要領

様式1、様式5、様式
7～様式10、様式
12、技術者登録状況
確認願

平成9年4月8日

3 土木部 監理課 土木部における後援名義等使用承認基準 様式第1号 平成27年4月1日

4 土木部 道路整備課
岡山県道路占用規則の一部改正について
（通知）

様式6 昭和60年3月28日

5 土木部 道路整備課
岡山県建設工事請負契約入札参加資格審
査要領

舗装業者工事施工能
力審査申請書

平成9年4月8日

6 土木部 道路整備課 「おかやまアダプト」推進事業実施要領 様式1、様式3 平成13年5月9日

7 土木部 道路整備課 無電柱化推進事業マニュアル（案）
様式L-1、様式L-2、
様式N、別添様式-1
～6

平成19年4月

8 土木部 道路整備課 道路法第24条に基づく工事承認要領
道路工事施行承認申
請書

令和2年4月1日

9 土木部 港湾課 プレジャーボート対策要領 様式第1号 平成3年11月30日

10 土木部 港湾課 港湾協力団体の指定に関する要綱

様式第1号、様式第4
号、様式第7号～様
式第9号、様式第12
号

平成29年10月25日

11 土木部 建築指導課
岡山県被災建築物応急危険度判定士認定
要綱

様式第1号、様式第3
号、様式第4号

平成7年6月1日

12 土木部 建築指導課 岡山県木造住宅耐震診断員認定要綱 様式1、様式3 平成14年4月1日

13 土木部 建築指導課 二級建築士等登録等事務規程

二級・木造建築士死
亡届、二級・木造建
築士に係る精神機能
の障害の届出、二
級・木造建築士失そ
う宣告届

平成21年3月26日

14 土木部 建築指導課 岡山県特定建築物等定期報告実施要領
別記第1号様式、別
記第2号様式

平成22年4月1日

15 土木部 建築指導課
岡山県低炭素建築物新築等計画認定実施
要綱

様式2～6、様式10、
様式第11号、様式第
13号

平成24年12月4日

16 土木部 建築指導課
岡山県建築物の耐震改修の促進に関する
法律に係る認定等事務処理要領

様式1、様式8～10、
様式13、様式14、様
式17、様式22

平成26年3月27日

17 土木部 建築指導課
岡山県要緊急安全確認大規模建築物の耐
震診断結果の報告に関する事務処理要領

様式1、様式2 平成26年3月4日

18 土木部 建築指導課
岡山県マンションの建替え等の円滑化に
関する法律に係る認定等事務処理要領

様式1、様式2 平成27年3月20日

19 土木部 建築指導課
岡山県要安全確認計画記載建築物の耐震
診断結果の報告に関する事務処理要領

様式1、様式2 平成28年3月30日



№ 部 課 要綱等の名称 様式番号 制定年月日

20 土木部 建築指導課
岡山県建築物エネルギー消費性能適合性
判定等実施要綱

様式第1号、様式第3
号、様式第5号、様
式第6号、様式第7号
の1、様式第7号の
2、様式第13号、様
式第14号

平成29年4月1日

21 土木部 住宅課
岡山県サービス付き高齢者住宅向け住宅
事業の登録実施要綱

事前様式第1号、様
式第2号、様式第4
号、様式第9号、様
式第16号、様式第19
号～様式第21号、様
式第24号

平成23年10月20日

22 土木部 住宅課
岡山県住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住
宅事業の登録実施要綱

様式7号、様式9号 平成29年10月25日

23 土木部 住宅課
岡山県住宅確保要配慮者居住支援法人指
定等実施要綱

様式第1号～様式第
10号、別記様式第3
号

平成29年12月20日

（３）その他に定めるもの

№ 部 課 規則等の名称 様式番号 制定年月日

1 土木部 監理課 岡山県普通海域管理条例施行規則
様式1～3、様式5、
様式6

平成10年6月30日

2 土木部 監理課 国有財産管理事務の手引き
様式1、様式13、様
式27、様式31、様式
36～39

平成11年３月

3 土木部 道路整備課
岡山県道路占用規則の一部改正について
（通知）

道路占用（修繕工
事）許可申請書

昭和60年3月28日

２　補助金

№ 部 課 要綱等の名称 様式番号 制定年月日

1 土木部 道路整備課
「おかやまアダプト」推進事業交付金交
付要綱

別紙様式1号、別紙
様式4号～別紙様式6
号

平成21年4月1日


