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遺失物の取扱いについては、遺失物法(平成18年法律第73号)その他の法令及び

高知県警察遺失物取扱規程(平成19年12月本部訓令第35号)並びにこれらに定める

もののほか必要な事項を定めた「高知県警察遺失物取扱要領の制定について(例

規)」(平成19年12月６日会計発第253号)に基づいて行っているところであるが、

高知県警察公文書管理規程(平成27年６月本部訓令第18号)の施行により公文書種

別から例規をなくすることに伴い、当該必要な事項に関し別添のとおり「高知県

警察遺失物取扱要領」を定め、平成28年４月１日から運用することとしたので、

誤りのないようにされたい。 

別添 

高知県警察遺失物取扱要領 

第１ 趣旨 

この要領は、遺失物法(平成18年法律第73号。以下「法」という。)、遺失

物法施行令(平成19年政令第21号)、遺失物法施行規則(平成19年国家公安委員

会規則第６号。以下「規則」という。)及び高知県警察遺失物取扱規程(平成

19年12月本部訓令第35号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、規則

及び規程において様式が定められた書面の記載上の留意事項、犬及び猫等の

動物の取扱い等に関し必要な事項を定めるものとする。 

第２ 様式の記載要領 

１ 書面の記載に当たっての留意事項 

各書面の記載に当たっては、正確を期するものとし、記載すべき事項が不

明な場合は、その旨を該当する記載欄に記載するとともに、参考となるべき

事項を当該書面の備考欄に記載しておくこと。 

２ 各様式作成に係る留意事項 

(1) 拾得物件控書(規程別記第１号様式)及び拾得物件預り書(規程別記第２

号様式) 

ア 共通する管理上の留意事項及び誤記した場合の取扱い 

(ア) 事務処理を能率的かつ正確に行うため、拾得物件控書及び拾得物



件預り書は複写式になっており、同時に記載すること。 

(イ) 拾得物件控書及び拾得物件預り書は、署会計庶務課においてあら

かじめ右下余白に一連番号(対となる拾得物件控書及び拾得物件預り

書の一連番号は同一とする。)を付し、提出を受けた物件(以下「提出

物件」という。)の受理を行う窓口に備え付けておくこと。この場合に

おいて、拾得物件預り書には、署長印を押印しておくこと。 

なお、一連番号を付した拾得物件控書及び拾得物件預り書並びにそ

の配布先については、署会計庶務課で確実に管理すること。 

(ウ) 拾得物件控書及び拾得物件預り書の現金の総額欄について誤記し

たとき又は現金の総額欄以外の欄について使用できない程度に誤記し

たときは、新たな拾得物件控書及び拾得物件預り書を作成すること。

この場合において、誤記した拾得物件控書及び拾得物件預り書は、斜

線を引いて誤記であることを明確にした上、署会計庶務課において、

年度ごとに一括して編冊管理し、未発行状況を明らかにしておくこと。 

なお、現金の総額欄以外の欄に軽微な誤記がある場合は、訂正箇所

に押印すること。 

イ 拾得物件控書 

(ア) 権利種別欄 

a 「棄権」の□内は、拾得者又は施設占有者が法第27条第１項の費用

若しくは法第28条の報労金を請求する権利又は民法(明治32年法律

第89号)第240条若しくは第241条の規定若しくは法第32条第１項の

規定により所有権を取得する権利(以下「費用請求権等」という。)

の全てを放棄している場合にレ印を付すこと。 

b 「有権」の□内は、拾得者又は施設占有者が費用請求権等のうちい

ずれか１つ以上の権利を留保している場合にレ印を付すこと。 

c 「失権」の□内は、拾得者又は施設占有者が法第34条の規定により

費用請求権等を失っている場合にレ印を付すこと。 

d 「無権」の□内は、公法人による拾得(いわゆる公務拾得)の場合に

レ印を付すこと。この場合において、拾得者又は施設占有者が報労

金を請求する権利以外の権利を有しているときは有権の□内に、報

労金を請求する権利以外の権利を全て放棄しているときは棄権の□

内に、それぞれレ印を付すこと。ただし、法第34条の規定により費

用請求権等を失っている場合は、失権の□内にレ印を付すだけで足

りる。 

(イ) 拾得日時・場所欄 



拾得の日時については、遺失の日時と対照することにより遺失者を

特定する手掛かりの一つとなるものであることから、可能な限り特定

して記載すべきであるが、拾得者が拾得の日時を詳細に記憶していな

いような場合は、「○年○月○日午後○時ころから同○時ころまでの

間」のように時間に幅を持たせた記載とすること。 

(ウ) 施設占有者住所・氏名欄 

法第４条第１項又は法第13条第１項の規定により施設占有者が物件

を提出した場合に限り記載すること。 

(エ) 物件欄 

a 現金欄 

(a) 現金欄中の最も左の欄には、現金の合計額を記載し、内訳欄に

は各金種の数を記載すること。 

なお、現金の合計額の頭には、「￥」を付すこと。 

(b) 現金のみ(いわゆる裸現金)が拾得された場合は、現金欄中の

「現金のみ」を丸で囲むこと。 

(c) 記念硬貨については、現金欄に計上し、現金内訳欄に記入する

とともに、その種別及び金額を拾得物件控書の備考欄に記載する

こと。 

b 物品欄 

(a) 物品欄は、現金以外の物件を記載するものである。 

(b) 種類欄は、物件の分類、製造者名等を記載すること。 

(c) 特徴欄は、物件の色、形状、模様、品質、材質等を記載するも

のとし、可能な限り詳細に記載すること。 

(d) 財布その他の物件に現金が在中していた場合(いわゆる裸現金

ではない場合)は、現金欄に記載をするとともに、物品欄の種類欄

に「財布」、特徴等欄に「黒色、二つ折り、革製(現金○○円在中)」

等と当該物件に現金が在中していたことを含めて記載すること。 

(e) 物品の種類が多く、所定の枠内に全ての物品を記載することが

できない場合は、所定の枠を分割して記載し、又は備考欄に記載

するなど適宜の措置を講ずること。 

(オ) 権利放棄の意思及び氏名等告知の同意の有無欄 

a 拾得者又は施設占有者に記載及び署名を求める際には、事前に、拾

得者又は施設占有者が有する権利及び氏名等の告知の同意について

説明をすること。 

b 物件を提出した拾得者又は施設占有者の物件に関する権利の全部



又は一部を放棄する意思及び氏名等の告知の同意の有無を確認し、

該当の□内へのレ印の記載及び署名を求めること。ただし、当該記

載及び署名を求めるいとまがない場合その他やむを得ない事情があ

る場合において、拾得者又は施設占有者の記載及び署名を得ること

ができなかったときは、備考欄に権利放棄の意思及び氏名等告知の

同意に係る拾得者の言動並びに記載及び署名を求めることができな

かった事情を記載しておくこと。また、高額な物件等に係る権利放

棄の意思について記載及び署名が得られなかったときは、その理由

及び状況をより詳細に記載した書面を拾得物件控書に添付しておく

こと。 

なお、拾得者又は施設占有者が、権利放棄の意思又は氏名等告知

の同意の有無について後で考えて決めるとした場合には、該当の□

内へのレ印の記載及び署名を求めるとともに、権利放棄をしていな

い又は氏名等告知に同意しているか否か不明として取り扱うこと。 

c 未成年の拾得者が物件に関する権利を放棄し、又は氏名等の告知に

同意をする意思表示をする場合は、その署名を求めることに加え、

その法定代理人(保護者等)に対し、当該意思表示に対する同意の有

無を確認すること。この場合において、法定代理人に対し、物件に

関する権利の放棄又は氏名等の告知の同意を強制していると受け取

られかねないような言動は厳に慎むこと。 

d 署名は、拾得者又は施設占有者の任意により行われるものであるこ

とから、署名を求める際は強制したと受け取られかねないような言

動は、厳に慎むこと。また、署名を求める際に、拾得者又は施設占

有者の押印又は指印を求めないこと。 

e 拾得者の代理人又は施設占有者の代理人が物件の提出をする場合

において、権利放棄の申告又は氏名等告知の同意があったときは、

拾得者又は施設占有者本人の委任状等により、代理人にその同意の

権限があること等を確認すること。 

(カ) 施設内における拾得者に係る権利の有無等欄 

a 物件を施設占有者に交付した拾得者が物件に関する権利を放棄し

ているか否か不明である場合は、「物件に関する権利」の有の□内

にレ印を付すこと。 

なお、拾得者がいずれか一つ以上の権利を留保している場合には、

「物件に関する権利」の有の□内及び留保している権利の□内にレ

印を付すこと。 



b 物件を施設占有者に交付した拾得者がその氏名等の告知に同意を

しているか否か不明である場合は、「氏名等告知の同意」のいずれ

の□内にもレ印を付さず、拾得者が同意をしているか否か不明であ

る旨を備考欄に記載すること。 

(キ) 拾得者の物件引取期間欄 

拾得者の物件引取期間欄の記載については、拾得者(法第33条の規定

により拾得者とみなされる施設占有者を含む。)の権利に関わるもので

あるとともに、受理日が物件の引取期間の起算の基準となる署長によ

る公告の日となるので、確認した上で行うこと。 

なお、拾得者及び施設占有者が物件の所有権を取得する権利を放棄

した場合は、拾得者の物件引取期間欄に斜線を付すこと。 

(ク) 引渡し手続を行う場所欄 

引渡し手続を行う場所欄は、提出物件について拾得者が所有権を取

得した場合の当該提出物件の引渡し手続を行う場所を記載するものと

し、署で引渡し手続を行うときは警察署名を、分庁舎で行うときは警

察署名及び分庁舎名を記載すること。 

(ケ) 払出し決裁欄 

拾得物件控書の払出しの決裁は、その都度受けるものであるが、県

に帰属した提出物件(拾得金等を含む。)の払出しについては、規程第

20条第１項の規定による規程別記第15号様式の拾得物品県帰属調書又

は同条第２項の規定による規程別記第16号様式の拾得金等県帰属調書

により一括払出しの決裁を受けることができる。この場合において、

払出し決裁欄には、「一括払出し決裁により処理」と記入してその旨

を明らかにしておくこと。 

(コ) 払出区分欄 

行政の署長から司法の署長へ任意提出した場合には、「提出」の□

内にレ印を付すこと。 

(サ) その他の記載事項 

a 提出を受けた物件が法第35条各号に掲げる物に該当する場合は、そ

の旨を備考欄に記載すること。 

b 埋蔵物の提出を受けた場合において、埋蔵物の発見者と埋蔵物が包

蔵されていた土地等の所有者が異なるときは、当該所有者の氏名等

を備考欄に記載すること。 

ウ 拾得物件預り書 

(ア) 拾得物件控書と共通の記載欄 



拾得物件控書と共通の記載欄については、イのそれぞれの項目を参

照すること。 

(イ) 所有権を取得することができない物件に関する説明に係る記載欄 

提出を受けた物件が法第35条に掲げる物に該当すると認められると

きは、規則第３条第３項の規定により、物件を提出した拾得者又は施

設占有者に対し、その旨を説明することとなるが、これに併せて「あ

なたが提出された物件のうち・・・」とある欄の□内にレ印を付すと

ともに、括弧内に該当する物件を記載すること。 

(2) 拾得物件一覧簿(規則別記様式第３号) 

公告に接した者が遺失者本人であると偽って物件の返還を求めることを

防止するため、物件の種類及び特徴欄については製造者名、模様、材質等

物件を特定できるような物件の詳細、拾得場所欄については拾得場所を特

定可能な情報を記入しないこと。 

(3) 特例施設占有者保管物件一覧簿(規則別記様式第４号) 

法第17条の規定による届出が複数の物件についてまとめてなされた場合

は、それら複数の物件について一通の特例施設占有者保管物件一覧簿を作

成すること。 

(4) 拾得物件取扱簿(規程別記第４号様式) 

規程第４条第８項で規定する拾得物件取扱簿の余白部分には、送付する

物件に係る(1)ア(イ)の一連番号を記載すること。 

(5) 遺失届出書(規程別記第５号様式) 

ア 受付欄 

遺失届出書の受付欄は、遺失届の受理状況を確認するためのものであ

るので、面談か電話かを表示しておくこと。 

イ 受理番号欄 

遺失届を受理した場合は、別記第１号様式の遺失届受理簿(以下「遺失

届受理簿」という。)により受理番号を取得すること。 

ウ 遺失場所欄 

遺失の場所は、拾得の場所と対照することにより、当該遺失者が遺失

した物件を特定する手掛かりの一つとなるものであるが、遺失者が遺失

の場所を詳細に記憶していない場合は、遺失した可能性のある複数の場

所を記載したり、移動中に遺失した場合には移動した場所を記載したり

するなどして、実際に遺失した場所の記載が漏れないようにすること。 

エ 物件欄 

(1)イ(エ)を参照すること。 



なお、現金欄中の内訳欄については、詳細が不明な場合は、記載する

ことを要しないが、その旨を備考欄に記載しておくこと。 

また、物件の製造番号等が判明している場合はその記載を、形状に特

徴のある物件等である場合は絵図の記載を求めるなど可能な限り物件を

特定するための手掛かりとなる事項を記載するようにすること。 

オ その他の記載事項等 

職員が遺失届出書を代書した場合は、その旨を備考欄に記載しておく

こと。また、代書した場合において、記載事項に訂正があるときは、当

該訂正箇所に押印すること。 

カ 遺失届出書の作成を要しない場合 

遺失届の受理をする前に、規程第17条第１項又は第２項に規定する通

知を行い、物件を返還する場合は、遺失届出書の作成は要しない。この

場合において、当該通知をした旨等を拾得物件控書の備考欄に記載して

おくこと。 

(6) 物件売却書(規則別記様式第８号) 

ア 受理番号欄 

受理番号欄は、売却をした物件に係る規則第４条第１項第１号に掲げ

る受理番号を記載すること。 

なお、複数の物件を同一機会に売却した場合には、記載すべき受理番

号、物件の種類及び特徴等を記載した一覧表を添付した上で、受理番号

欄に「○○番ほか」等と記載しても差し支えない。 

イ 受理年月日欄 

受理年月日欄は、売却をした物件の提出を受けた年月日を記載するこ

と。 

なお、複数の物件を同一機会に売却した場合には、アの一覧表に記載

すること。 

ウ 売却の方法欄 

売却の方法欄は、一般競争入札、競り売り又は随意契約の別を記載す

ること。 

エ 売却の経過欄 

売却の経過欄は、一般競争入札又は競り売りに係る公告の日付及び応

札者数、随意契約に係る見積書の徴収数等、売却を適正に行ったことを

疎明する事項を記載すること。 

オ 売却代金等の額欄 

売却代金等の額欄は、売却による代金及び売却に要した費用がある場



合に当該費用を記載すること。 

カ 官職・氏名欄 

官職・氏名欄は、売却を担当した職員の官職及び氏名を記載すること。 

(7) 物件処分書(規則別記様式第９号) 

ア 受理番号欄等 

受理番号欄、受理年月日欄及び官職・氏名欄については、(6)ア、イ及

びカを参照すること。 

イ 処分理由欄 

処分理由欄については、法第９条関係及び法第10条関係の理由を満た

していなければならないものであることから、それぞれ該当する□内に

レ印を付すこと。また、処分をした物件が「その他売却することができ

ない」物件である場合には、その具体的理由を記載すること。 

ウ 処分方法欄 

処分方法欄は、廃棄、適当と認められる者への引渡し又は動物を放っ

たことの別及びその具体的状況等を記載すること。 

エ その他の記載事項 

規則第14条の規定により拾得者に通知をした場合は、その旨を備考欄

に記載しておくこと。 

(8) 拾得物件関係事項照会書(規則別記様式第11号) 

拾得物件関係事項照会書(以下「照会書」という。)により行う法第12条

の規定による照会(以下「照会」という。)については、次の事項に留意す

ること。 

ア 照会書の適正な管理 

照会書は、公信性を担保する観点から、あらかじめ県本部で印刷して

一連番号を付したものを使用しなければならない。 

イ 照会書の配布 

会計課長は、署長からの要求に基づき照会書を配布するものとする。

この場合において、会計課長は、別記第２号様式の拾得物件関係事項照

会書管理簿(以下「拾得物件関係事項照会書管理簿」という。)に交付先

等を記載しておかなければならない。 

ウ 照会書の受領等 

(ア) 署長は、会計課長から照会書の配布を受けたときは、別記第３号

様式の受領書(以下「受領書」という。)に必要事項を記載して会計課

長に送付するものとする。 

(イ) 会計課長は、署長から受領書の送付を受けたときは、当該受領書



を拾得物件関係事項照会書管理簿と共に保管するものとする。 

エ 署における照会書の管理 

(ア) 会計課長から配布を受けた照会書は、副署長等(庁舎長を除く。以

下同じ。)が保管し、必要の都度、職員に交付するものとする。この場

合において、副署長等は、拾得物件関係事項照会書管理簿に交付先等

を明らかにしておかなければならない。 

(イ) 会計官を配置する署にあっては、署状に応じ、会計官に(ア)の業

務を行わせることができるものとする。 

オ 照会者 

法第12条の規定のとおり、照会は署長の権限であることから、照会書

の名義は署長とし、その名義の末尾に職印を押印すること。また、あら

かじめ署長の記名及び職印を押印した照会書を保管することは、厳にこ

れをしてはならず、個々の照会に係る決裁の都度、署長の署名又は記名

を行うとともに職印を押印すること。 

カ 照会担当者の明記 

照会書の【担当者氏名】欄は、照会先からの問合せに配慮し、照会担

当者の課(係)名、氏名、加入電話番号、内線電話番号等を記載すること。 

キ 決裁 

照会書の作成に係る決裁過程においては、各級幹部が個々の照会ごと

に照会の必要性、照会内容等を十分検討し、照会書の発出の是非を判断

すること。 

ク 契印 

照会書は、公信性を高めるためにも、必ず副本を作成し、正本と契印

をするものとする。 

ケ 副本の保管・管理 

副本については、必ず専用の簿冊にとじ、署会計庶務係において一元

的な保管・管理を行うこと。 

コ 文書番号 

照会書を発送する際は、文書番号を付すこと。 

サ 返信用封筒の同封 

照会の相手方の負担を考慮し、郵送による照会については、宛先(所在

地、所属名等)を明記し、切手を貼り付けた返信用封筒を同封すること。 

シ 誤記、毀損等をした照会書の取扱い 

誤記、毀損等により照会書を使用することができなくなった場合は、

拾得物件関係事項照会書管理簿の備考欄にその旨を記載し、これと当該



誤記、毀損等した照会書とを共に保管するものとする。 

ス その他の留意事項 

(ア) 照会は、照会の相手方に対し、その保有する記録等に基づき事実

関係の報告をすることを求めるものであるので、新たに特別の調査を

行う必要のある事項の報告を求めるようなことはしないこと。 

(イ) 照会は、あくまで必要事項の「報告」の要求であることから、帳

簿、書類等(謄本を含む。)の提出を求めることはできない。ただし、

照会の相手方が自発的に謄本等を提出して報告に代えることは差し支

えない。 

(9) 電磁的記録媒体提出票(規則別記様式第14号) 

ア 電磁的記録媒体に記録された事項欄 

電磁的記録媒体に記録された事項欄は、電磁的記録媒体に記録された

事項の概要を記載するものである。 

例えば、規則第26条の規定による提出書の提出を電磁的記録媒体によ

り行う場合は、「○年○月○日から○年○月○日までの間に○○におい

て拾得された物件に関する事項」等となる。 

イ 電磁的記録媒体と併せて提出される書類欄 

電磁的記録媒体と併せて提出される書類欄は、施設占有者が規則第28

条第２項の申請書を提出した場合において、同条第３項の書類を書面に

より提出したときに、当該書類の種類を記載するものである。 

ウ その他の留意事項 

規則別記様式第13号の保管物件届出書について、電磁的記録媒体及び

規則別記様式第14号の電磁的記録媒体提出票の提出により受理したとき

は、当該電磁的記録媒体提出票の写しに当該届出を受けた物件に係る公

告の日付を記載し、届出をした特例施設占有者にこれを交付することに

より、規則第31条第２項の規定による公告の日付の通知を行うこと。 

第３ 業務運用上の留意事項 

１ 提出物件の届出受理時の留意事項 

届出受理に当たっては、拾得者若しくは施設占有者又はこれらの代理人(以

下第３において「提出者」という。)から差し出された全ての提出物件につい

て提出者に確認させることを原則とする。 

なお、現金については、提出者に特段の事情がある場合であっても、必ず

確認させること。 

２ 提出物件に対する盗品照会等の実施 

(1) 盗品照会 



盗品照会が可能な提出物件については、次に掲げる照会を必ず実施し、

必要に応じて照会センターへの電話による照会を併用すること。 

ア 提出物件が自転車の場合は、自転車防犯登録照会システムの「盗品自

転車照会」を行うこと。 

イ 提出物件が自転車以外の場合は、警察庁総合照会の「盗品等照会」を

行うこと。 

(2) 所有者照会 

提出物件が自転車の場合は自転車防犯登録照会システムの「自転車所有

者照会」を、二輪車(防犯登録されている125cc未満の二輪車に限る。)の場

合は自転車防犯登録照会システムの「二輪車防犯登録照会」及び警察庁総

合照会の「車両照会」を実施すること。 

(3) 照会の実施時期 

盗品照会及び所有者照会の実施時期は、提出物件を受理する際はもとよ

り、拾得者の所有権取得前、競売実施前等必要に応じて実施し、必ず照会

結果を書面により署長に報告すること。 

３ 現金収納袋の取扱い 

(1) 署又は分庁舎において、執務時間(規程第４条第４項に規定する執務時

間をいう。以下同じ。)以外の時間に現金(他の物件に在中しているものを

含む。以下同じ。)の提出を受けた場合の取扱いは、規程第４条第２項の規

定を準用するものとする。 

(2) 現金収納袋の現金受取票を交付する受理手続は、提出者に特段の事情が

あり正規の書類の完成を待つ余裕がない場合の例外的措置であり、拾得物

件預り書を交付することが原則であることを踏まえて運用すること。 

(3) 現金収納袋の封は、必ず提出者の面前で行うこと。提出者が提出物件の

確認を拒否した場合においても必ず提出者の面前で行うこと。 

(4) 現金収納袋の開封は、次の場合を除き、署会計庶務課において行うもの

とする。 

ア ５(1)の即時返還を行う場合 

イ 当該拾得物に関する照会を受け、現金収納袋を開封して提出物件を確

認する必要がある場合 

(5) 規程第４条第８項の規定により署又は分庁舎に送付された提出物件等

の確認をするときは、現金収納袋については開封せず、現金収納袋中央部

に設けられた透明部分からの確認にとどめるものとする。 

４ 犬、猫等動物の取扱い 

(1) 犬又は猫を拾得した旨の申告を受けた場合 



ア 犬又は猫を拾得した旨の申告を受けたときは、当該犬又は猫について、

遺失届受理簿における該当する遺失届に係る記載の有無を確認すること。 

イ アの確認の結果、当該犬又は猫の所有者が判明しないときは、拾得者

に、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「動

物愛護法」という。)第35条第３項において準用する同条第１項の規定に

より都道府県等(動物愛護法第35条の都道府県等をいう。以下同じ。)に

対し、引取りを求めるかについて確認すること。 

ウ イの確認の結果、拾得者が都道府県等に引取りを求めないときは、法

第２条第１項に規定する準遺失物として取り扱うこと。 

(2) 負傷動物を拾得した旨の申告を受けた場合 

ア 動物愛護法第36条第１項に規定する負傷した犬、猫等の動物(以下「負

傷動物」という。)を拾得した旨の申告を受けたときは、当該負傷動物に

ついて、遺失届受理簿における該当する遺失届に係る記載の有無を確認

すること。 

イ アの確認の結果、当該負傷動物の所有者が判明しないときは、拾得者

に、動物愛護法第36条第１項の規定による都道府県知事等(都道府県等の

長をいう。)への通報を行うよう説明すること。 

(3) 犬若しくは猫又は負傷動物の一時預かり 

ア (1)イにより拾得者が都道府県知等に対する引き取りの求めを行う旨

を申し立てた場合又は(2)イにより都道府県知事等への通報を行う旨を

申し立てた場合において、当該拾得者から同人に代わって引取りの求め

又は通報を行うよう依頼を受けたときは、これを行うとともに、都道府

県等が引き取り、又は収容するまでの間、当該犬若しくは猫又は負傷動

物を一時的に預かること。 

イ アの依頼を受けたときは、その経緯を明らかにするため、別記第４号

様式の一時預り控書を作成し、やむを得ない事情があるときを除いて拾

得者の署名を求めるとともに、併せて別記第５号様式の一時預り書を作

成し、拾得者に交付すること。この場合において、一時預り控書と一時

預り書の様式中同一の記載となる箇所は、カーボン紙を使用して複写し

ても差し支えない。 

ウ 一時預り控書に拾得者の署名を求めることができなかったときは、一

時預り控書の備考欄にその理由及び状況等を記載しておくこと。 

(4) 犬、猫及び負傷動物以外の動物の取扱い 

犬、猫及び負傷動物以外の動物について、法第４条第１項又は第13条第

１項の規定による提出を受けたときは、都道府県等に対し当該動物の保管



方法等について技術的助言を求めること、都道府県等に当該動物の保管を

委託すること、都道府県等から適切な保管委託先についての紹介を受ける

こと等により、当該動物を適切に保管すること。 

５ 即時返還 

(1) 即時返還 

ア 交番等又は指定駐在所において保管中の提出物件に関し遺失者が現れ

た場合であって、規則第20条第１項に規定する方法による確認ができる

ときは、署長の指揮を受けて交番等又は指定駐在所で物件を返還するこ

とができる。この場合において、遺失届出書及び受領書を徴し、拾得物

件控書の備考欄に「即時返還」と記載した上、拾得物件取扱簿に添えて

交番等にあっては署に、指定駐在所にあっては分庁舎に送付すること。 

イ アに定める物件の返還手続は、交番等から署へ送付された物件及び指

定駐在所から分庁舎へ送付された物件又は執務時間以外の時間において

署若しくは分庁舎で受理した提出物件であって、執務時間以外の時間で

あるため署会計庶務課又は分庁舎会計庶務係に引継ぎを行っていないが、

署又は分庁舎で保管中のものに関し、遺失者に返還する必要がある場合

について準用する。 

(2) 即時返還の際の現金収納袋の開封 

(1)の場合において、現金収納袋に封をしている提出物件を返還するとき

は、次のとおり現金収納袋を開封し、返還するものとする。 

ア (1)アの場合 

(ア) 交番等において保管中の場合 

執務時間にあっては署地域課の中から署長が指名する地域警察官又

は署地域課長、執務時間以外の時間にあっては当直責任者の立会又は

指示の下、開封して確認するものとする。 

(イ) 指定駐在所において保管中の場合 

執務時間にあっては庁舎長が指名する者、地域係長又は庁舎長、執

務時間以外の時間にあっては庁舎長が指名する者の立会又は指示の下、

開封して確認するものとする。 

イ (1)イの場合 

(ア) 署において保管中の場合 

当直責任者の立会又は指示の下、開封して確認するものとする。 

(イ) 分庁舎において保管中の場合 

庁舎長の指名する者の立会又は指示の下、開封して確認するものと

する。 



(3) 現金収納袋を開封したときの措置 

(2)により現金収納袋を開封したときは、現金収納袋の備考欄に立会者、

開封理由等を記載しなければならない。 

６ 送付による提出物件の返還 

(1) 送付の手続 

送付による提出物件の返還は、遺失者の申出によることとなるが、その

方法は、書面によるほか、電話により申し出ることも可能とする。また、

受領書は、物件を送付する際に同封し、その後遺失者から返送を受けるこ

と。 

なお、万一遺失者から受領書が返送されなかった場合に備え、確実に物

件が到達したことを確認しておく必要があることから、遺失者の指定した

宛先に到達したことが確認できる郵便追跡サービス等の方法を利用して物

件を送付し、その配達状況確認画面を印刷した書面の保管等をしておくも

のとする。 

(2) 送付をすることができる場合 

物件の返還に当たっては、法第11条第１項の規定に基づき遺失者の本人

確認をしなければならないことから、提出物件に身分証明書等遺失者を特

定することができる物がある場合等遺失者の本人確認を確実に行うことが

できる場合に限り、規則第19条第１項の規定による送付を行うことができ

る。 

なお、規則第19条第１項に規定する「提出物件の返還を行う場所を来訪

することが困難であると認められる」場合とは、例えば、遺失者が返還を

行う場所の遠隔地に居住している場合、遺失者が高齢者等であって移動が

困難である場合等が考えられる。 

(3) 送付に要する費用の負担 

規則第19条第２項の規定により送付に要する費用は、遺失者の負担とさ

れているので、着払いにより物件を送付するなど、円滑に費用負担がなさ

れる方法をとることとし、その旨を遺失者から物件の送付の申出がなされ

た際に教示すること。 

７ 現金の保管 

(1) 規程第15条第４項により署長が保管する現金は、紛失その他の事故を防

止するため、拾得金等の取扱実績に基づき保管額を決定すること。 

(2) 拾得金等のうち記念硬貨については、現物を保管するとともに、法第２

条第４項に規定する遺失者又は民法第240条若しくは第241条の規定若しく

は法第32条第１項の規定により物件の所有権を取得した者に、その現物を



返還し、又は引き渡すこと。 

８ 物件の売却処分 

物件を売却したときは、処理状況を拾得物件控書に記録するが、一般の閲

覧に供する拾得物件一覧簿への記載は行わないこと。 

９ 地域警察官の取扱い 

物件の提出を受け、又は遺失届を受理する機会が多い地域警察官(交番、駐

在所等の勤務員)にあっては、警察行政の中でも県民に最も身近なものの一つ

である遺失物取扱業務の適否が県民の信頼の確保に大きく関わるものである

ことを念頭に置き、各規定を十分理解した上で業務に携わること。また、遺

失物取扱業務に当たっては、署会計庶務課と連絡を密にし、適正な取扱いに

努めること。 

第４ 留意事項等 

１ 県本部の留意事項 

(1) 会計課による指導教養 

会計課は、遺失物取扱業務は、全職員が行う可能性のある業務であるこ

とを踏まえ、関係部門と連携を図りつつ、全職員に対してきめ細やかな指

導教養を行うこと。また、物件の取扱いについては、随時又は定期的に検

査を行うなど、物件の適正な取扱いが確保されるための措置を講ずること。 

(2) 県本部地域課による指導監督 

県本部地域課は、会計課と緊密な連携を図り、地域警察官が行う遺失物

取扱業務に関し、署地域課に対する指導監督を徹底すること。 

２ 署の留意事項 

(1) 署会計庶務課長の責務 

ア 指導教養の徹底 

署会計庶務課長は、遺失物取扱業務は、全署員が行う可能性のある業

務であることを踏まえ、関係課長と連携を図りつつ、全署員に対して指

導教養を徹底すること。 

イ 具体的な指導監督 

署会計庶務課長は、受理時の対応、関係書類の作成要領等について、

署会計庶務課員だけでなく、全署員に対して、具体的な指導監督を行う

こと。 

(2) 署地域課長の責務 

ア 指導教養の徹底 

署地域課長は、署会計庶務課長と連携を密にし、物件の取扱い等に関

し、課員に対してきめ細やかな指導教養を徹底すること。 



イ 具体的な指導監督 

署地域課長は、交番、駐在所等に積極的な巡視を行い、受理時の対応、

物件の保管、遺失届を受理する際の対応、関係書類の作成及び保管要領

等について、具体的な指導監督を行うこと。 

(3) 送付された提出物件の引継ぎ時における確実な確認 

提出物件及び関係書類を署会計庶務課又は分庁舎会計庶務係に引き継ぐ

際は、確実に確認を行った上で行うこと。 

 

（別記様式省略） 


