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寺　田　千　里　様

秋田市職員措置請求書の補正について

二三雫25生3弓25日付けで提出された秋田市職員措置請求書について、別紙の

事項を宇成25年4月15日まで補正するよう求めます。

担　当　秋田市監査委員事務局

奈良、佐々木（保）

直通　866－2280

FAX　866－2455
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【補正書の記載例】

秋田市職員措置請求書の補正

平成　　年　　月　　日に捏出した秋田市職員措置請求書について、

以下のように補正します。

（以下の枠内は参考です。）

1　補足事項（例）

（1）○頁○○行目「000」は、「000」ということである。

（2）○頁○○行目「000」について求められた補正として以下の

文章を追加する。

r0000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000

000000000000000」

2　修正事項（例）

（1）○頁00行目「○○」は、「○○」の誤りであり、修正する。

（2）○頁00行目「000」は、「0000」に改める。

などのように記載してください。

（請求者初については、請求者全員が記入、記名、押印してください。）

平成　　年　　月　　　日

秋田市監査委員宛

（縦暮き横暮きは問いません。）


