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第10章　阪神水道企業団公有財産管理規程 －211－

　
　

〇阪神水道企業団公有財産管理規程
制　定　昭和43年₃月12日　管理規程第₂号
改　正　昭和47年₅月19日　管理規程第₃号

昭和50年₁月29日　管理規程第₁号
平成₉年₃月28日　管理規程第₁号
平成18年₄月₁日　管理規程第₂号
平成19年₂月15日　管理規程第₁号
平成20年₄月₁日　管理規程第₄号
平成21年₂月12日　管理規程第₂号
平成26年₃月19日　管理規程第₃号
平成28年₃月31日　管理規程第₃号
平成30年₃月30日　管理規程第₂号

（趣旨）
第₁条　阪神水道企業団における公有財産の管理については、別に定めのあるものの
ほか、この規程の定めるところによる。
（公有財産の分類及び管理）
第₂条　この規程において公有財産とは、地方自治法（昭和22年法律第67号。以下
「法」という。）第238条第₁項に規定する財産をいう。
₂　公有財産は、これを行政財産と普通財産に分類する。
₃　総務部経営管理課長（総務部経営管理課に財務を担当する主幹を置く場合は当該
主幹。以下同じ。）（以下「財務担当課長」という。）は、公有財産の管理に関する
事務を統括する。

一部改正〔平成₉年管理規程第₁号〕　本条全部改正〔平成20年管理規程第₄号〕　一部改正〔平成30年管
理規程第₂号〕

（業務管理）
第₃条　行政財産は、これを業務上所管する各課長（場長、所長及び室長を含む。以
下同じ。）が管理しなければならない。

一部改正〔平成18年管理規程第₂号、平成28年管理規程第₃号〕

₂　普通財産は、財務担当課長が管理しなければならない。ただし、企業長が必要と
認めるときは、企業長が指定する各課長に管理させるものとする。

一部改正〔昭和47年管理規程第₃号、平成₉年管理規程第₁号、平成18年管理規程第₂号、平成20年管理
規程第₄号、平成28年管理規程第₃号、平成30年管理規程第₂号〕

（管理責任）
第₄条　第₂条の規定により公有財産を管理する者は、その管理に当たつて常に最善
の注意を払い、特に不動産については、侵奪の防止及び使用の妨害排除に努めなけ
ればならない。

一部改正〔平成₉年管理規程第₁号〕

（総括事務）
第₅条　財務担当課長は、次に掲げる公有財産の管理に関する事務を総括しなければ
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ならない。
⑴　公有財産の現状を明らかにすること。
⑵　普通財産を行政財産とし、行政財産を普通財産とすること。
⑶　行政財産の使用許可に関すること。
⑷　行政財産である土地の貸付け及び地上権の設定に関すること。

一部改正〔昭和50年管理規程第₁号、平成₉年管理規程第₁号、平成20年管理規程第₄号、平成30年管理
規程第₂号〕

₂　財務担当課長は、前項第₂号から第₄号までに掲げる事務を行おうとするときは
所管各課長の意見を聴かなければならない。

一部改正〔昭和50年管理規程第₁号、平成₉年管理規程第₁号、平成18年管理規程第₂号、平成20年管理
規程第₄号、平成28年管理規程第₃号、平成30年管理規程第₂号〕

₃　財務担当課長は、公有財産の適正かつ能率的な運用を図るため必要と認めるとき
は、企業長の決裁を得て、各課長に対し必要な措置を講ずることを要求することが
できる。

一部改正〔昭和47年管理規程第₃号、平成₉年管理規程第₁号、平成18年管理規程第₂号、平成20年管理
規程第₄号、平成28年管理規程第₃号、平成30年管理規程第₂号〕

（合議）
第₆条　各課長は、次の事務を行うものとする。
⑴　行政財産の原形及び用途の変更
⑵　行政財産（土地を除く。）の一時使用の許可

一部改正〔平成₉年管理規程第₁号、平成18年管理規程第₂号、平成28年管理規程第₃号〕

₂　前項第₁号の場合において、所管各課長は、財務担当課長に合議しなければなら
ない。

一部改正〔昭和47年管理規程第₃号、平成18年管理規程第₂号、平成20年管理規程第₄号、平成28年管理
規程第₃号、平成30年管理規程第₂号〕

（報告）
第₇条　各課長は、所管する公有財産に次の事項が生じたときは、速やかに、財務担
当課長あてにその内容を報告しなければならない。
⑴　公有財産の権利関係に係る紛争等を生じたとき。
⑵　公有財産を新たに取得したとき。
⑶　公有財産を滅失又はき損したとき。

一部改正〔昭和47年管理規程第₃号、平成₉年管理規程第₁号、平成18年管理規程第₂号、平成20年管理
規程第₄号、平成28年管理規程第₃号、平成30年管理規程第₂号〕

（注意義務）
第₈条　公有財産として財産を取得しようとするときは、確実な調査及び公正かつ適
正な手続を行い、取得後の管理に支障を生じないようにしなければならない。

本条追加〔平成28年管理規程第₃号〕

（取得前の措置）
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第₉条　公有財産として財産を取得する場合において、当該財産に抵当権その他の権
利の設定又は義務の負担があるときは、これを消滅させなければならない。ただ
し、やむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

本条追加〔平成28年管理規程第₃号〕

（取得した公有財産の登記又は登録）
第10条　公有財産を取得した場合において、当該財産が登記又は登録を要するもので
あるときは、速やかにその手続を行わなければならない。

本条追加〔平成28年管理規程第₃号〕

（買入代金等の支払）
第11条　公有財産となるべき財産の買入代金及び交換差金は、特別な事情のある場合
を除き、登記又は登録を要するものについては、その登記又は登録を完了した後、
その他のものについては、その引渡しを受けた後でなければ支払うことができな
い。
₂　前項の規定にかかわらず、契約の相手方が、国又は地方公共団体その他公共団体
であるときは、登記若しくは登録又は引渡し前に、買入代金及び交換差金を支払う
ことができる。

本条追加〔平成28年管理規程第₃号〕

（公有財産台帳）
第12条　財務担当課長は、公有財産台帳を備え、必要な事項を記録整理しなければな
らない。

一部改正〔平成20年管理規程第₄号〕　旧₈条繰下〔平成28年管理規程第₃号〕　一部改正〔平成30年管理
規程第₂号〕

₂　各課長は、行政財産整理簿を備え、必要な事項を記録整理しなければならない。
一部改正〔平成18年管理規程第₂号、平成28年管理規程第₃号〕

₃　前₂項の公有財産台帳又は行政財産整理簿は、阪神水道企業団財務規程（平成26
年管理規程第₃号。以下「財務規程」という。）第128条に定める固定資産台帳又は
固定資産整理簿をもつて代えることができる。

一部改正〔昭和47年管理規程第₃号、平成₉年管理規程第₁号、平成26年管理規程第₃号〕

（境界標の設置）
第13条　財務担当課長は、土地の境界を確定する必要があるとき又は隣接地の利害関
係人から境界確定の願い出があるときは、隣接地の所有者と協議し、境界の確定を
行わなければならない。

一部改正〔平成₉年管理規程第₁号、平成18年管理規程第₂号、平成20年管理規程第₄号〕　旧₉条繰下・
一部改正〔平成28年管理規程第₃号、平成30年管理規程第₂号〕

₂　前項の規定により境界の確定を行ったときは、筆界確認書を取り交わすととも
に、その必要とする箇所に境界標を設置しなければならない。

本項追加〔平成28年管理規程第₃号〕

（行政財産の使用許可の申請）
第14条　法第238条の₄第₇項の規定により行政財産を使用しようとする者は、行政
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財産使用許可申請書（様式第₁号）により企業長に申請しなければならない。
一部改正〔昭和50年管理規程第₁号、平成₉年管理規程第₁号、平成19年管理規程第₁号、平成20年管理
規程第₄号〕　旧11条繰下・一部改正〔平成28年管理規程第₃号〕

₂　前項の規定にかかわらず、行政財産の使用目的が、第19条第₅号本文の規定に該
当するときは、様式第₁号に代えて、借地願により、阪神水道企業団工事施行規程
（平成26年₄月管理規程第₆号）第₂条第₃号に規定する工事施行課長（以下「工
事施行課長」という。）に申し込むことができる。この場合において、工事施行課
長は、当該行政財産を業務上所管する各課長に、その使用を依頼しなければならな
い。

本項追加〔平成28年管理規程第₃号〕

₃　第₁項の規定にかかわらず、行政財産の使用目的が、第19条第₄号の規定に該当
するときは、同項に規定する使用許可の手続を省略することができる。

本項追加〔平成28年管理規程第₃号〕

（使用許可の基準）
第15条　前条第₁項の規定による申請（以下「使用許可申請」という。）があったと
きは、企業長は次の各号の基準により使用を許可することができる。
⑴　国又は地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体が、公用若しくは公共
用又は公益事業の用に供するため使用するとき。
⑵　企業団の指導監督を受けて企業団の事務若しくは事業を補佐し、又は代行する
団体において当該事業の用に供するため使用させるとき。
⑶　企業団が発注した工事契約履行のため、工事受注者が設置する工事現場事務所
及び資材置場等の用に使用するとき。
⑷　電気事業及びガス事業その他公益事業の用に供することがやむを得ないと認め
られるとき。
⑸　当該行政財産を利用する者のため、当該行政財産の一部に食堂及び売店その他
厚生施設を設けるとき。
⑹　隣接する土地の所有者又は使用者に対し、その隣接地の利用のため、当該行政
財産を使用させることがやむを得ないと認められるとき。
⑺　災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させるとき。
⑻　公の学術的な調査又は研究、公の施策等の普及宣伝その他公共の目的のために
行われる講演会、研究会等の用に短期間使用させるとき。
⑼　前各号に掲げるもののほか、企業長が特に必要があると認めるとき。

旧12条繰下・一部改正〔平成28年管理規程第₃号〕

（使用許可）
第16条　企業長は、使用許可申請を許可したときは、行政財産使用許可書を申請人に
交付する。

旧13条繰下・一部改正〔平成28年管理規程第₃号〕

₂　前項の規定にかかわらず、第14条第₂項に規定する場合は、各課長から工事施行
課長への承諾する旨の書面による回答をもって、許可したものとみなす。
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本項追加〔平成２８年管理規程第３号〕

（使用許可の期間）
第１７条　使用許可の期間は、１年を超えない期間とする。ただし、使用許可の期間を
１年以内とすることが著しく実情に即さないと企業長が認める場合は、５年以内と
することができる。

一部改正〔平成９年管理規程第１号〕　旧１４条繰下・一部改正〔平成２８年管理規程第３号〕

２　前項の使用許可期間は、これを更新することができる。
一部改正〔平成２８年管理規程第３号〕

（使用料）
第１８条　行政財産に属する不動産の使用を許可する場合の使用料は、使用させる部分
の時価の１０００分の５に相当する額を月額の基準として、次の各号の事情を考慮して
決定する。
⑴　収益性
⑵　土地又は居住の条件
⑶　使用期間
⑷　使用目的
⑸　使用による財産の損傷
⑹　その他考慮を要する事情

一部改正〔平成９年管理規程第１号〕　旧１５条繰下〔平成２８年管理規程第３号〕

２　月又はこれよりも短い期間を定めて使用を許可する場合の使用料は、前項第１号
及び第２号の事情を考慮しないで決定することができる。

一部改正〔平成９年管理規程第１号〕

３　前２項の使用料は、月額によるものとする。ただし、企業長が必要と認めるとき
は、この限りでない。
（使用料の減免）
第１９条　企業長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免
除することができる。
⑴　地方公共団体その他公共団体又は公共的団体が、公用若しくは公共用又は公益
事業の用に供するため使用するとき。
⑵　第１５条第７号の規定に該当するとき。
⑶　地震、火災等の災害によって使用物件の全部又は一部を使用できないとき。
⑷　企業団の指導監督を受けて企業団の事務若しくは事業を補佐し、又は代行する
団体において当該事業の用に供するため使用させるとき。
⑸　企業団が発注した工事契約履行のため、工事受注者が設置する工事現場事務所
及び資材置場等の用に使用するとき。ただし、当該工事費の中に、工事現場事務
所及び資材置場等設置のための借地料が含まれている場合、その部分について



－211ノ3ノ4－ 第１０章　阪神水道企業団公有財産管理規程

茅
〔
神
追
六
五
〕

は、この限りでない。
⑹　前各号に掲げるもののほか、企業長が企業団の事業遂行上又は公益上特に必要
と認めるとき。
一部改正〔平成９年管理規程第１号〕　旧１６条繰下・一部改正〔平成２８年管理規程第３号〕

（使用料の前納）
第２０条　使用料は、次条第１項に規定する場合を除くほか、使用開始の時までに納付
しなければならない。

旧１７条繰下・一部改正〔平成２８年管理規程第３号〕

２　既納の使用料は、還付しない。ただし、企業長が必要と認めるときは、この限り
でない。
（使用料納付の時期）
第２１条　行政財産を使用する者のうち、その期間が複数の事業年度（財務規程第３条
に定める事業年度をいう。以下同じ。）にわたるときはそれぞれの事業年度に属す
る期間の最初の１月以内に使用料を納付しなければならない。

一部改正〔平成９年管理規程第１号〕　全部改正〔平成２１年管理規程第２号〕　一部改正〔平成２６年管理規

程第３号〕　旧１８条繰下・一部改正〔平成２８年管理規程第３号〕

２　前項の規定にかかわらず、企業長が必要と認める場合は、納期について別の定め
をすることができる。

一部改正〔平成２８年管理規程第３号〕

（連帯保証人）
第２２条　行政財産の使用を許可する場合は、連帯保証人を立てさせることができる。
ただし、企業長がその必要がないと認める場合は、この限りでない。

旧１９条繰下〔平成２８年管理規程第３号〕

２　前項の規定による連帯保証人は、次の各号に掲げる資格を有する者でなければな
らない。
⑴　本企業団事業施行区域内に住所を有すること。
⑵　債務弁済能力を有すると認められる者であること。　

一部改正〔平成９年管理規程第１号、平成２８年管理規程第３号〕

（継続使用許可の申請）
第２３条　使用許可期間満了後引き続いてその行政財産を使用しようとする者は、期間
満了１か月前までに様式第１号により企業長に申請しなければならない。

一部改正〔平成９年管理規程第１号〕　旧２０条繰下・一部改正〔平成２８年管理規程第３号〕

（行政財産である土地の貸付け及び私権の設定）
第２４条　行政財産は、法第２３８条の４第２項及び地方公営企業法施行令（昭和２７年政
令第４０３号）第２６条の５の規定により、これを貸し付け、又はこれに私権を設定す
ることができる。

旧２０条の２繰下・一部改正〔平成２８年管理規程第３号〕

２　第２５条、第２６条、第２８条、第２９条及び第３１条から第３６条までの規定は、前項の規
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定により貸し付け、又は私権を設定する場合に準用する。
本条追加〔昭和５０年管理規程第１号〕　一部改正〔平成２８年管理規程第３号〕

（普通財産の借用申込み）
第２５条　普通財産の借受け又は使用許諾を受けようとする者は、普通財産（借受・使
用）申請書（様式第２号）により企業長に申し込まなければならない。

一部改正〔平成９年管理規程第１号〕　旧２１条繰下・見出・本文・一部改正〔平成２８年管理規程第３号〕

２　前項の規定にかかわらず、普通財産の借用目的が、第１９条第５号本文の規定に該
当するときは、様式第２号に代えて、借地願により、工事施行課長に申し込むこと
ができる。この場合において、工事施行課長は、当該普通財産を業務上所管する各
課長に、その使用を依頼しなければならない。

本項追加〔平成２８年管理規程第３号〕

（普通財産の使用許諾）
第２６条　企業長は、第２５条第１項に規定する申込みを許諾したときは、普通財産使用
許諾通知書を申請人に交付する。

２　前項の規定にかかわらず、第２５条第２項に規定する場合は、各課長から工事施行
課長への許諾する旨の書面による回答をもって、許諾したものとみなす。

本条追加〔平成２８年管理規程第３号〕

（普通財産の使用許諾の期間）
第２７条　普通財産の使用許諾の期間は、１年を超えない期間とする。ただし、企業長
が必要と認めるものについては、これによらないことができる。

２　前項に規定する許諾期間は、これを更新することができる。
本条追加〔平成２８年管理規程第３号〕

（普通財産貸付契約書の記載事項）
第２８条　普通財産を貸し付ける場合の契約書には、次に掲げる事項を明記しなければ
ならない。
⑴　借受人の住所及び氏名
⑵　貸付物件の所在、種類及び数量
⑶　使用目的及び用途の指定
⑷　貸付期間及び期間更新の方法
⑸　貸付料の額及び納期並びに貸付料の改定
⑹　遅延利息
　権利金（権利金を徴収しない場合を除く。）及び保証金
　転貸等の禁止及び借受人の届出事項
　有益費及び必要費
　原状回復及び損害賠償
　前各号に掲げるもののほか、普通財産を貸し付ける場合において必要となる事
項
本条追加〔平成２８年管理規程第３号〕



（貸付けの期間）
第２９条　普通財産の貸付期間は、建物の所有を目的として有償で土地を貸し付ける場
合を除いて、次の各号に掲げる期間を超えない期間とする。
⑴　土地　　１０年
⑵　建物　　３年

一部改正〔平成９年管理規程第１号〕　旧２２条繰下〔平成２８年管理規程第３号〕

２　前項に規定する貸付期間は、これを更新することができる。
一部改正〔平成２８年管理規程第３号〕

（交換）
第３０条　普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、他の同一種類の資産と
交換することができる。
⑴　本企業団事業のため、他人の所有する資産を必要とするとき。
⑵　国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するた
め、本企業団の普通財産を必要とするとき。
旧２３条繰下・一部改正〔平成２８年管理規程第３号〕

２　前項の規定により交換をする場合において、その価額が等しくないときは、その
差額を金銭で補足しなければならない。
（貸付料及び使用料）
第３１条　第１８条及び第１９条の規定は、普通財産の貸付料及び使用料について準用す
る。

一部改正〔平成２１年管理規程第２号〕　旧２４条繰下・見出し・本文一部改正〔平成２８年管理規程第３号〕

（貸付料の納付の時期）
第３２条　貸付料の納付の時期については、第２０条及び第２１条の規定を準用するものと
する。

旧２５条繰下・一部改正〔平成２８年管理規程第３号〕

（保証金）
第３３条　普通財産を１年以上の期間にわたつて貸し付ける場合には、貸付料の６か月
分に相当する額以上の保証金を納付させるものとする。ただし、企業長が必要と認
めるときは、全部又は一部を納付させないことができる。

一部改正〔平成９年管理規程第１号〕　旧２６条繰下〔平成２８年管理規程第３号〕

（継続借用の申込み）
第３４条　貸付期間満了後引き続いてその普通財産を借り受けようとする者は、期間満
了１か月前までに様式第２号により企業長に申し込まなければならない。

一部改正〔平成９年管理規程第１号〕　旧２７条繰下・一部改正〔平成２８年管理規程第３号〕

（権利の承継）
第３５条　普通財産の借受人による次に掲げる行為は認めない。ただし、企業長が特に
必要があると認める場合は、この限りでない。
⑴　借受物件を転貸し、又は賃借権を譲渡すること。
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（貸付けの期間）
第２９条　普通財産の貸付期間は、建物の所有を目的として有償で土地を貸し付ける場
合を除いて、次の各号に掲げる期間を超えない期間とする。
⑴　土地　　１０年
⑵　建物　　３年

一部改正〔平成９年管理規程第１号〕　旧２２条繰下〔平成２８年管理規程第３号〕

２　前項に規定する貸付期間は、これを更新することができる。
一部改正〔平成２８年管理規程第３号〕

（交換）
第３０条　普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、他の同一種類の資産と
交換することができる。
⑴　本企業団事業のため、他人の所有する資産を必要とするとき。
⑵　国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するた
め、本企業団の普通財産を必要とするとき。
旧２３条繰下・一部改正〔平成２８年管理規程第３号〕

２　前項の規定により交換をする場合において、その価額が等しくないときは、その
差額を金銭で補足しなければならない。
（貸付料及び使用料）
第３１条　第１８条及び第１９条の規定は、普通財産の貸付料及び使用料について準用す
る。

一部改正〔平成２１年管理規程第２号〕　旧２４条繰下・見出し・本文一部改正〔平成２８年管理規程第３号〕

（貸付料の納付の時期）
第３２条　貸付料の納付の時期については、第２０条及び第２１条の規定を準用するものと
する。

旧２５条繰下・一部改正〔平成２８年管理規程第３号〕

（保証金）
第３３条　普通財産を１年以上の期間にわたつて貸し付ける場合には、貸付料の６か月
分に相当する額以上の保証金を納付させるものとする。ただし、企業長が必要と認
めるときは、全部又は一部を納付させないことができる。

一部改正〔平成９年管理規程第１号〕　旧２６条繰下〔平成２８年管理規程第３号〕

（継続借用の申込み）
第３４条　貸付期間満了後引き続いてその普通財産を借り受けようとする者は、期間満
了１か月前までに様式第２号により企業長に申し込まなければならない。

一部改正〔平成９年管理規程第１号〕　旧２７条繰下・一部改正〔平成２８年管理規程第３号〕

（権利の承継）
第３５条　普通財産の借受人による次に掲げる行為は認めない。ただし、企業長が特に
必要があると認める場合は、この限りでない。
⑴　借受物件を転貸し、又は賃借権を譲渡すること。
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⑵　借受物件を指定された目的又は用途以外の目的又は用途に使用すること。
�　借受物件の現�を��すること。
�　借受物件である��の�に�物�の�の��物を��し、改�し、又は��す
ること。
旧２８条繰下・一部改正〔平成２８年管理規程第３号〕

２　借受人が前項ただし書きの規定による企業長の承認を受けようとする場合は、あ
らかじめ書面により申請させなければならない。

一部改正〔平成９年管理規程第１号〕　全部改正〔平成２８年管理規程第３号〕

（規定の準用）
第３６条　第２２条の規定は、普通財産の貸付け及び使用許諾をする場合にこれを準用す
る。

旧２９条繰下・一部改正〔平成２８年管理規程第３号〕

附　則
（施行期日）
１　この管理規程は、公布の日から施行する。
（経過規定）
２　この管理規程施行の際、現に使用させている公有財産については、この管理規程
による許可または貸付けにより使用させているものとみなす。

附　則　（昭和４７年５月１９日管理規程第３号）
１　この規程は、昭和４７年５月２０日から施行する。
２　この規程施行の際、既に調整済の様式による用紙については、この規程にかかわ
らず当分の間従前の用紙を使用することができる。

附　則　（昭和５０年１月２９日管理規程第１号）
　この管理規程は、公布の日から施行する。

附　則　（平成９年３月２８日管理規程第１号）抄
（施行期日）
１　この規程は、平成９年４月１日から施行する。

附　則　（平成１８年４月１日管理規程第２号）
　この規程は、平成１８年４月１日から施行する。

附　則　（平成１９年２月１５日管理規程第１号）
　この規程は、平成１９年３月１日から施行する。

附　則　（平成２０年４月１日管理規程第４号）
　この規程は、平成２０年４月１日から施行する。

附　則　（平成２１年２月１２日管理規程第２号）
　この規程は、平成２１年４月１日から施行する。

附　則　（平成２６年３月１９日管理規程第３号）抄
（施行期日）
１　この規程は、平成２６年４月１日から施行する。

－211ノ5－第１０章　阪神水道企業団公有財産管理規程



❖
〔
神
追
六
九
〕

第10章　阪神水道企業団公有財産管理規程－211ノ6－

附　則　（平成28年₃月31日管理規程第₃号）
（施行期日）
₁　この規程は、平成28年₄月₁日から施行する。
（経過規定）
₂　この規程の施行前にした、それぞれの規定による手続、その他の行為は、改正後
の規定によるものとみなす。

附　則　（平成30年₃月30日管理規程第₂号）抄
（施行期日）
₁　この規程は、平成30年₄月₁日から施行する。



別記様式第１
一部改正〔平成１８年管理規程第２号〕　全部改正〔平成２８年管理規程第３号〕

（注）本書は１部提出し、サイズはＡ４とする。
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行政財産使用許可申請書

（　新　規　・　継　続　）
平成　　年　　月　　日

阪神水道企業団
企業長　　　　　　　　　様

申　請　者　　（住　所）
（氏　名）　　　　　　　　　　　　　　印

℡
担当者

保　証　人　　（住　所）
（氏　名）　　　　　　　　　　　　　　印

℡

記

１．行政財産の名称　　水　道　用　地
２．所　　　　　在
３．使　用　目　的
４．面　積　（数量）
５．使　用　期　間　　平成　　年　　月　　日　～　平成　　年　　月　　日
６．工　事　期　間　　平成　　年　　月　　日　～　平成　　年　　月　　日
７．使　　用　　料
８．添　付　書　類　　位置図・平面図（１／３００～１／６００）

断面図（埋設管の関係位置を明示する事）・現況写真
（二方向）

　　　　　　　　　　　土地全部事項証明書・その他必要と認められる書類
９．既許可年月日　　　平成　　年　　月　　日
　　　　番　　号　　阪　水　発　第　　　号
１０．備　　　　　考



別記様式第２
一部改正〔平成１８年管理規程第２号〕　全部改正〔平成２８年管理規程第３号〕

（注）本書は１部提出し、サイズはＡ４とする。
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普通財産（借受・使用）申請書

平成　　年　　月　　日
阪神水道企業団
企業長　　　　　　　　　様

申　請　者　　（住　所）
（氏　名）　　　　　　　　　　　　　　印

℡
担当者

保　証　人　　（住　所）
（氏　名）　　　　　　　　　　　　　　印

℡

　下記物件の借受・使用をいたしたく申請します。
１．普通財産の名称　　
２．所　　　　　在　　
３．面　積　（数量）　　
４．借　受　期　間　　平成　　年　　月　　日　～　平成　　年　　月　　日
５．工　事　期　間　　平成　　年　　月　　日　～　平成　　年　　月　　日
６．使　　用　　料
７．添　付　書　類　　位置図・平面図（１／３００～１／６００）

断面図（埋設管の関係位置を明示する事）・現況写真
（二方向）
土地全部事項証明書・その他必要と認められる書類

８．備　　　　　考


