
〔様式３〕　審査基準及び標準処理期間（行政手続法適用）

概要又は名称 様式４
【ファイル番号】

合計期間 経由機関 （日） 協議機関 （日）

3法_復1
復興・危機管理
部

復興・危機管
理総務課

大規模地震対策特別措置
法

ﾀﾞｲｷﾎﾞｼﾞｼﾝﾀｲｻｸﾄｸﾍﾞﾂｿﾁﾎｳ 24
緊急輸送車両であ
ることの確認

緊急輸送車両であることの確認 11401 2

3法_復2
復興・危機管理
部

復興・危機管
理総務課

災害対策基本法 ｻｲｶﾞｲﾀｲｻｸｷﾎﾝﾎｳ 76
緊急輸送車両であ
ることの確認

緊急輸送車両であることの確認 11402 2

3法_復3
復興・危機管理
部

復興・危機管
理総務課

武力攻撃事態等における
国民の保護のための措置
に関する法律

ﾌﾞﾘｮｸｺｳｹﾞｷｼﾞﾀｲﾄｳﾆｵｹﾙｺｸﾐ
ﾝﾉﾎｺﾞﾉﾀﾒﾉｿﾁﾆｶﾝｽﾙﾎｳﾘﾂ

155
緊急輸送車両であ
ることの確認

緊急輸送車両であることの確認 11403 2

3法_復4
復興・危機管理
部

消防課 一般高圧ガス保安規則 ｲｯﾊﾟﾝｺｳｱﾂｶﾞｽﾎｱﾝｷｿｸ
乙種化学及び丙種
化学責任者免状の
ガスの区分指定

高圧ガス取締法施行規則の全面改正に伴う高圧ガス取締法令の解釈
および運用について

11501 －

3法_復5
復興・危機管理
部

消防課 一般高圧ガス保安規則 ｲｯﾊﾟﾝｺｳｱﾂｶﾞｽﾎｱﾝｷｿｸ
第一種販売主任者
免状のガスの区分
指定

高圧ガス取締法施行規則の全面改正に伴う高圧ガス取締法令の解釈
および運用について

11502 －

3法_復6
復興・危機管理
部

消防課
液化石油ｶﾞｽの保安の確保
及び取引の適正化に関す
る法律

ｴｷｶｾｷﾕｶﾞｽﾉﾎｱﾝﾉｶｸﾎｵﾖﾋﾞﾄﾘ
ﾋｷﾉﾃｷｾｲｶﾆｶﾝｽﾙﾎｳﾘﾂ

3の2－3
登録簿の謄本の交
付

液化石油ｶﾞｽの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手数
料令の運用及び解釈について（昭和43年2月12日付け43化第151）

11503 6

3法_復7
復興・危機管理
部

消防課
液化石油ｶﾞｽの保安の確保
及び取引の適正化に関す
る法律

ｴｷｶｾｷﾕｶﾞｽﾉﾎｱﾝﾉｶｸﾎｵﾖﾋﾞﾄﾘ
ﾋｷﾉﾃｷｾｲｶﾆｶﾝｽﾙﾎｳﾘﾂ

29-1 保安機関の認定

●保安業務に係る技術的能力の基準等の細目を定める告示（平成9
年3月13日通商産業省告示第122号）
●電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければ
ならない基準を定める件（平成9年3月25日環境庁・通商産業省告示
第1号）
●液化石油ｶﾞｽの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手
数料令の運用及び解釈について（昭和43年2月12日付け43化第151）
●液化石油ｶﾞｽの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手
数料令の運用及び解釈について（昭和43年2月12日付け43化第151）
●保安機関の認定について（平成09・03・31立局第78号）
●液化石油ｶﾞｽの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第81条
第1項の規定に基づき液化石油ｶﾞｽ販売事業者等が備え付けるべき帳
簿の取扱い等について（平成9年4月1日付保安第22号）

11504 30

3法_復8
復興・危機管理
部

消防課
液化石油ｶﾞｽの保安の確保
及び取引の適正化に関す
る法律

ｴｷｶｾｷﾕｶﾞｽﾉﾎｱﾝﾉｶｸﾎｵﾖﾋﾞﾄﾘ
ﾋｷﾉﾃｷｾｲｶﾆｶﾝｽﾙﾎｳﾘﾂ

32-1
保安機関の認定の
更新

●保安業務に係る技術的能力の基準等の細目を定める告示（平成9
年3月13日通商産業省告示第122号）
●電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければ
ならない基準を定める件（平成9年3月25日環境庁・通商産業省告示
第1号）
●液化石油ｶﾞｽの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の運用
及び解釈について（昭和43年2月12日付け43化第151）
●液化石油ｶﾞｽの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規
則の運用及び解釈について（昭和43年2月12日付け43化第151）
●保安機関の認定について（平成09・03・31立局第78号）
●液化石油ｶﾞｽの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第81条
第1項の規定に基づき液化石油ｶﾞｽ販売事業等が備え付けるべき帳簿
の取扱い等について（平成9年4月1日付保安第22号）

11505 30

3法_復9
復興・危機管理
部

消防課
液化石油ｶﾞｽの保安の確保
及び取引の適正化に関す
る法律

ｴｷｶｾｷﾕｶﾞｽﾉﾎｱﾝﾉｶｸﾎｵﾖﾋﾞﾄﾘ
ﾋｷﾉﾃｷｾｲｶﾆｶﾝｽﾙﾎｳﾘﾂ

33-1
一般消費者等の数
の増加の認定

●保安業務に係る技術的能力の基準等の細目を定める告示（平成9
年3月13日通商産業省告示第122号）
●電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければ
ならない基準を定める件（平成9年3月25日環境庁・通商産業省告示
第1号）
●液化石油ｶﾞｽの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の運用
及び解釈について（昭和43年2月12日付け43化第151）
●液化石油ｶﾞｽの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規
則の運用及び解釈について（昭和43年2月12日付け43化第151）
●保安機関の認定について（平成09・03・31立局第78号）
●液化石油ｶﾞｽの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第81条
第1項の規定に基づき液化石油ｶﾞｽ販売事業等が備え付けるべき帳簿
の取扱い等について（平成9年4月1日付保安第22号）

11506 13

審　査　基　準 標 準 処 理 期 間（日）

備考

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間一覧

整理番号 部局名 所管課室等 根拠法令
根拠法令
（ｶﾀｶﾅ）

根拠条項 許認可等の名称
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〔様式３〕　審査基準及び標準処理期間（行政手続法適用）

3法_復10
復興・危機管理
部

消防課
液化石油ｶﾞｽの保安の確保
及び取引の適正化に関す
る法律

ｴｷｶｾｷﾕｶﾞｽﾉﾎｱﾝﾉｶｸﾎｵﾖﾋﾞﾄﾘ
ﾋｷﾉﾃｷｾｲｶﾆｶﾝｽﾙﾎｳﾘﾂ

35-1
保安業務規程の
（変更）認可

●保安業務に係る技術的能力の基準等の細目を定める告示（平成9
年3月13日通商産業省告示第122号）
●電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければ
ならない基準を定める件（平成9年3月25日環境庁・通商産業省告示
第1号）
●液化石油ｶﾞｽの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の運用
及び解釈について（昭和43年2月12日付け43化第151）
●液化石油ｶﾞｽの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規
則の運用及び解釈について（昭和43年2月12日付け43化第151）
●保安機関の認定について（平成09・03・31立局第78号）
●液化石油ｶﾞｽの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第81条
第1項の規定に基づき液化石油ｶﾞｽ販売事業等が備え付けるべき帳簿
の取扱い等について（平成9年4月1日付保安第22号）

11507 13

3法_復11
復興・危機管理
部

消防課
液化石油ｶﾞｽの保安の確保
及び取引の適正化に関す
る法律

ｴｷｶｾｷﾕｶﾞｽﾉﾎｱﾝﾉｶｸﾎｵﾖﾋﾞﾄﾘ
ﾋｷﾉﾃｷｾｲｶﾆｶﾝｽﾙﾎｳﾘﾂ

35の6-1
保安の確保の方法
等の認定

●液化石油ｶﾞｽ販売事業者の認定に係る保安確保機器の設置等の細
目を定める告示（平成9年3月13日通商産業省告示第121号）
●電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければ
ならない基準を定める件（平成9年3月25日環境庁・通商産業省告示
第1号）
●液化石油ｶﾞｽの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手
数料令の運用及び解釈について（昭和43年2月12日付け43化第151）
●液化石油ｶﾞｽの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第81条
第1項の規定に基づき液化石油ｶﾞｽ販売事業者等が備え付けるべき帳
簿の取扱い等について（平成9年4月1日付9保安第22号）

11508 30

3法_復12
復興・危機管理
部

消防課
液化石油ｶﾞｽの保安の確保
及び取引の適正化に関す
る法律

ｴｷｶｾｷﾕｶﾞｽﾉﾎｱﾝﾉｶｸﾎｵﾖﾋﾞﾄﾘ
ﾋｷﾉﾃｷｾｲｶﾆｶﾝｽﾙﾎｳﾘﾂ

37の4-1 充てん設備の許可

●バルク供給及び充てん設備に関する技術上の基準等の細目を定め
る件（平成9年通商産業省告示第127号）
●液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び関
係政省令の運用及び解釈の基準について(平成31年3月15日20190308
保局第5号）
●液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規
則の機能性基準の運用について(平成29年3月31日付け20170316商局
第9号）

11509 25

3法_復13
復興・危機管理
部

消防課
液化石油ｶﾞｽの保安の確保
及び取引の適正化に関す
る法律

ｴｷｶｾｷﾕｶﾞｽﾉﾎｱﾝﾉｶｸﾎｵﾖﾋﾞﾄﾘ
ﾋｷﾉﾃｷｾｲｶﾆｶﾝｽﾙﾎｳﾘﾂ

37の4-3
充てん設備の変更
許可

●バルク供給及び充てん設備に関する技術上の基準等の細目を定め
る件（平成9年通商産業省告示第127号）
●液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び関
係政省令の運用及び解釈の基準について(平成31年3月15日20190308
保局第5号）
●液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規
則の機能性基準の運用について(平成29年3月31日付け20170316商局
第9号）

11510 25

3法_復14
復興・危機管理
部

消防課
液化石油ｶﾞｽの保安の確保
及び取引の適正化に関す
る法律

ｴｷｶｾｷﾕｶﾞｽﾉﾎｱﾝﾉｶｸﾎｵﾖﾋﾞﾄﾘ
ﾋｷﾉﾃｷｾｲｶﾆｶﾝｽﾙﾎｳﾘﾂ

37の4-4 完成検査

●バルク供給及び充てん設備に関する技術上の基準等の細目を定め
る件（平成9年通商産業省告示第127号）
●液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び関
係政省令の運用及び解釈の基準について(平成31年3月15日20190308
保局第5号）
●液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規
則の機能性基準の運用について(平成29年3月31日付け20170316商局
第9号）

11511 12

3法_復15
復興・危機管理
部

消防課
液化石油ｶﾞｽの保安の確保
及び取引の適正化に関す
る法律

ｴｷｶｾｷﾕｶﾞｽﾉﾎｱﾝﾉｶｸﾎｵﾖﾋﾞﾄﾘ
ﾋｷﾉﾃｷｾｲｶﾆｶﾝｽﾙﾎｳﾘﾂ

38の4-5
液化石油ガス設備
士免状の交付

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
（平成9年3月10日通商産業省令第11号）

11512 15

3法_復16
復興・危機管理
部

消防課
液化石油ｶﾞｽの保安の確保
及び取引の適正化に関す
る法律

ｴｷｶｾｷﾕｶﾞｽﾉﾎｱﾝﾉｶｸﾎｵﾖﾋﾞﾄﾘ
ﾋｷﾉﾃｷｾｲｶﾆｶﾝｽﾙﾎｳﾘﾂ

38の4-2③
液化石油ガス設備
士になるに足りる
者の認定

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
（平成9年3月10日通商産業省令第11号）

11513 15

3法_復17
復興・危機管理
部

消防課
液化石油ｶﾞｽの保安の確保
及び取引の適正化に関す
る法律施行規則

ｴｷｶｾｷﾕｶﾞｽﾉﾎｱﾝﾉｶｸﾎｵﾖﾋﾞﾄﾘ
ﾋｷﾉﾃｷｾｲｶﾆｶﾝｽﾙﾎｳﾘﾂｾｺｳｷｿｸ

97-1
液化石油ｶﾞｽ設備
士免状再交付

必要条件 11514 15

3法_復18
復興・危機管理
部

消防課
液化石油ｶﾞｽの保安の確保
及び取引の適正化に関す
る法律施行規則

ｴｷｶｾｷﾕｶﾞｽﾉﾎｱﾝﾉｶｸﾎｵﾖﾋﾞﾄﾘ
ﾋｷﾉﾃｷｾｲｶﾆｶﾝｽﾙﾎｳﾘﾂｾｺｳｷｿｸ

98-1
液化石油ｶﾞｽ設備
士免状の書換

必要条件 11514 15

3法_復19
復興・危機管理
部

消防課 火薬類取締法 ｶﾔｸﾙｲﾄﾘｼﾏﾘﾎｳ 31-6
保安責任者免状の
交付

火薬類取締法施行規則（昭和25年10月31日通商産業省令第88号） 11515 15

3法_復20
復興・危機管理
部

消防課 火薬類取締法 ｶﾔｸﾙｲﾄﾘｼﾏﾘﾎｳ 31-7
保安責任者免状の
再交付

火薬類取締法施行規則（昭和25年10月31日通商産業省令第88号） 11516 10

3法_復21
復興・危機管理
部

消防課
危険物の規制に関する政
令

ｷｹﾝﾌﾞﾂﾉｷｾｲﾆｶﾝｽﾙｾｲﾚｲ 8-4
完成検査済証の再
交付

危険物の規制に関する政令(昭和34年9月26日政令第306号)
危険物の規制に関する規則(昭和34年9月29日総理府令第55号)

11517 7

3法_復22
復興・危機管理
部

消防課 消防法 ｼｮｳﾎﾞｳﾎｳ 13の2-7
危険物取扱者免状
の書換え・再交付

「危険取扱者免状に関する事務処理手続きについて」（昭和63年12
月27日付け消防危第125号）

11518 14
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〔様式３〕　審査基準及び標準処理期間（行政手続法適用）

3法_復23
復興・危機管理
部

消防課 高圧ガス保安法 ｺｳｱﾂｶﾞｽﾎｱﾝﾎｳ 5-1 製造許可

●製造施設の位置，構造及び設備並びに製造の方法等に関する技術
基準の細目を定める告示（昭和50年通商産業省告示第291号）
●高圧ガス設備等の耐震性能を定める告示（平成30年経済産業省告
示第220号）
●高圧ガス保安法及び関係政省令の運用解釈について（内規）（平
成29年7月25日20170718保局第1号）
●高圧ガスの製造許可申請等に係る添付書類の記載事項等について
（平成28年3月30日20160323商局第2号）
●一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について（令和元年6
月14日20190606保局第3号）
●液化石油ガス保安規則の機能性基準の運用について（令和元年6
月14日20190606保局第4号）
●コンビナート等保安規則の機能性基準の運用について（令和元年
6月14日20190606保局第5号）
●冷凍保安規則の機能性基準の運用について（令和元年6月14日
20190606保局第6号）
●高圧ガス設備等の耐震性能を定める告示の機能性基準の運用につ
いて（平成30年11月14日20181105保局第5号）

11519 25

3法_復24
復興・危機管理
部

消防課 高圧ガス保安法 ｺｳｱﾂｶﾞｽﾎｱﾝﾎｳ 14-1 製造変更許可

●製造施設の位置，構造及び設備並びに製造の方法等に関する技術
基準の細目を定める告示（昭和50年通商産業省告示第291号）
●高圧ガス設備等の耐震性能を定める告示（平成30年経済産業省告
示第220号）
●高圧ガス保安法及び関係政省令の運用解釈について（内規）（平
成29年7月25日20170718保局第1号）
●高圧ガス製造施設等変更許可申請等の一括手続について（平成10
年4月1日平成10･03･26立局第9号）
●一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について（令和元年6
月14日20190606保局第3号）
●液化石油ガス保安規則の機能性基準の運用について（令和元年6
月14日20190606保局第4号）
●コンビナート等保安規則の機能性基準の運用について（令和元年
6月14日20190606保局第5号）
●冷凍保安規則の機能性基準の運用について（令和元年6月14日
20190606保局第6号）
●高圧ガス設備等の耐震性能を定める告示の機能性基準の運用につ
いて（平成30年11月14日20181105保局第5号）

11520 15

3法_復25
復興・危機管理
部

消防課 高圧ガス保安法 ｺｳｱﾂｶﾞｽﾎｱﾝﾎｳ 16-1 貯蔵所設置許可

●製造施設の位置，構造及び設備並びに製造の方法等に関する技術
基準の細目を定める告示（昭和50年通商産業省告示第291号）
●高圧ガス設備等の耐震性能を定める告示（平成30年経済産業省告
示第220号）
●高圧ガス保安法及び関係政省令の運用解釈について（内規）（平
成29年7月25日20170718保局第1号）
●高圧ガスの製造許可申請等に係る添付書類の記載事項等について
（平成28年3月30日20160323商局第2号）
●一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について（令和元年6
月14日20190606保局第3号）
●液化石油ガス保安規則の機能性基準の運用について（令和元年6
月14日20190606保局第4号）
●高圧ガス設備等の耐震性能を定める告示の機能性基準の運用につ
いて（平成30年11月14日20181105保局第5号）

11521 14

3法_復26
復興・危機管理
部

消防課 高圧ガス保安法 ｺｳｱﾂｶﾞｽﾎｱﾝﾎｳ 19-1
貯蔵所位置等変更
許可

●製造施設の位置，構造及び設備並びに製造の方法等に関する技術
基準の細目を定める告示（昭和50年通商産業省告示第291号）
●高圧ガス設備等の耐震性能を定める告示（平成30年経済産業省告
示第220号）
●高圧ガス保安法及び関係政省令の運用解釈について（内規）（平
成29年7月25日20170718保局第1号）
●高圧ガスの製造許可申請等に係る添付書類の記載事項等について
（平成28年3月30日20160323商局第2号）
●一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について（令和元年6
月14日20190606保局第3号）
●液化石油ガス保安規則の機能性基準の運用について（令和元年6
月14日20190606保局第4号）
●コンビナート等保安規則の機能性基準の運用について（令和元年
6月14日20190606保局第5号）
●冷凍保安規則の機能性基準の運用について（令和元年6月14日
20190606保局第6号）
●高圧ガス設備等の耐震性能を定める告示の機能性基準の運用につ
いて（平成30年11月14日20181105保局第5号）

11522 14

3／7
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3法_復27
復興・危機管理
部

消防課 高圧ガス保安法 ｺｳｱﾂｶﾞｽﾎｱﾝﾎｳ 20 完成検査

●製造施設の位置，構造及び設備並びに製造の方法等に関する技術
基準の細目を定める告示（昭和50年
通商産業省告示第291号）第12条の14
●高圧ガス保安法及び関係政省令の運用解釈について（内規）（平
成29年7月25日20170718保局第1号）
●一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について（令和元年6
月14日20190606保局第3号）
●液化石油ガス保安規則の機能性基準の運用について（令和元年6
月14日20190606保局第4号）
●コンビナート等保安規則の機能性基準の運用について（令和元年
6月14日20190606保局第5号）
●冷凍保安規則の機能性基準の運用について（令和元年6月14日
20190606保局第6号）

11523 14

3法_復28
復興・危機管理
部

消防課 高圧ガス保安法 ｺｳｱﾂｶﾞｽﾎｱﾝﾎｳ 22-1 輸入検査

●製造施設の位置，構造及び設備並びに製造の方法等に関する技術
基準の細目を定める告示（昭和50年
通商産業省告示第291号）第12条の16
●高圧ガス保安法及び関係政省令の運用解釈について（内規）（平
成29年7月25日20170718保局第1号）
●一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について（令和元年6
月14日20190606保局第3号）
●液化石油ガス保安規則の機能性基準の運用について（令和元年6
月14日20190606保局第4号）
●冷凍保安規則の機能性基準の運用について（令和元年6月14日
20190606保局第6号）

11524 12

3法_復29
復興・危機管理
部

消防課 高圧ガス保安法 ｺｳｱﾂｶﾞｽﾎｱﾝﾎｳ 29-5
製造保安責任者免
状の交付

高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規
則（昭和41年5月25日通商産業省令第54号）

11525 14

3法_復30
復興・危機管理
部

消防課 高圧ガス保安法 ｺｳｱﾂｶﾞｽﾎｱﾝﾎｳ 35-1 保安検査

●製造施設の位置，構造及び設備並びに製造の方法等に関する技術
基準の細目を定める告示（昭和50年通商産業省告示第291号）
●保安検査の方法を定める告示（平成17年経済産業省告示第84号）
●高圧ガス保安法及び関係政省令の運用解釈について（内規）（平
成29年7月25日20170718保局第1号）
●一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について（令和元年6
月14日20190606保局第3号）
●液化石油ガス保安規則の機能性基準の運用について（令和元年6
月14日20190606保局第4号）
●コンビナート等保安規則の機能性基準の運用について（令和元年
6月14日20190606保局第5号）
●冷凍保安規則の機能性基準の運用について（令和元年6月14日
20190606保局第6号）

11526 25

3法_復31
復興・危機管理
部

消防課 高圧ガス保安法 ｺｳｱﾂｶﾞｽﾎｱﾝﾎｳ 48-3 特別充てん許可

●高圧ガス保安法及び関係政省令の運用解釈について（内規）（平
成29年7月25日20170718保局第1号）
●保税扱いの高圧ガス容器，高圧ガスの輸出専用の高圧ガス容器等
の特別充塡について（内規）（平成30年3月30日20180323保局第11
号）

11527 15

3法_復32
復興・危機管理
部

消防課 高圧ガス保安法 ｺｳｱﾂｶﾞｽﾎｱﾝﾎｳ 49-1 容器検査所登録

●容器保安規則に基づき表示等の細目，容器再検査の方法等を定め
る告示（平成9年通商産業省告示第150号）
●国際相互承認に係る容器保安規則に基づき容器の規格等の細目，
容器再検査の方法等を定める告示（平成28年経済産業省告示第184
号）
●高圧ガス保安法及び関係政省令の運用解釈について（内規）（平
成29年7月25日20170718保局第1号）

11528 12

3法_復33
復興・危機管理
部

消防課 高圧ガス保安法 ｺｳｱﾂｶﾞｽﾎｱﾝﾎｳ 50
容器検査所登録更
新

●容器保安規則に基づき表示等の細目，容器再検査の方法等を定め
る告示（平成9年通商産業省告示第150号）
●国際相互承認に係る容器保安規則に基づき容器の規格等の細目，
容器再検査の方法等を定める告示（平成28年経済産業省告示第184
号）
●高圧ガス保安法及び関係政省令の運用解釈について（内規）（平
成29年7月25日20170718保局第1号）

11529 11

3法_復34
復興・危機管理
部

消防課 高圧ガス保安法 ｺｳｱﾂｶﾞｽﾎｱﾝﾎｳ 54-1
容器に充填する高
圧ガスの種類又は
圧力の変更

●高圧ガス保安法及び関係政省令の運用解釈について（内規）（平
成29年7月25日20170718保局第1号）

11530 10

3法_復35
復興・危機管理
部

消防課 消防法 ｼｮｳﾎﾞｳﾎｳ 11-1
危険物施設の設
置・変更許可（移
送取扱所）

危険物の規制に関する政令(昭和34年9月26日政令第306号)
危険物の規制に関する規則(昭和34年9月29日総理府令第55号)

11531 14

3法_復36
復興・危機管理
部

消防課 消防法 ｼｮｳﾎﾞｳﾎｳ 11-5
危険物施設の完成
検査（移送取扱
所）

危険物の規制に関する政令(昭和34年9月26日政令第306号)
危険物の規制に関する規則(昭和34年9月29日総理府令第55号)

11532 14

3法_復37
復興・危機管理
部

消防課 消防法 ｼｮｳﾎﾞｳﾎｳ 11-5
仮使用の承認（移
送取扱所）

危険物の規制に関する政令(昭和34年9月26日政令第306号)
危険物の規制に関する規則(昭和34年9月29日総理府令第55号)

11533 14

3法_復38
復興・危機管理
部

消防課 消防法 ｼｮｳﾎﾞｳﾎｳ
13の2-3・
4

危険物取扱者免状
の交付

「危険取扱者免状に関する事務処理手続きについて」（昭和63年12
月27日付け消防危第125号）

11534 18
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3法_復39
復興・危機管理
部

消防課 消防法 ｼｮｳﾎﾞｳﾎｳ 14の2-1
予防規程の認可，
変更認可（移送取
扱所）

危険物の規制に関する政令(昭和34年9月26日政令第306号)
危険物の規制に関する規則(昭和34年9月29日総理府令第55号)

11535 14

3法_復40
復興・危機管理
部

消防課 消防法 ｼｮｳﾎﾞｳﾎｳ
17の7-1・
2

消防設備士免状の
交付

消防設備士免状に関する事務処理要領等について」（平成12年3月
24日消防予第66 号)

11536 18

3法_復41
復興・危機管理
部

消防課 消防法 ｼｮｳﾎﾞｳﾎｳ 17の7-2
消防設備士免状の
書換え・再交付

消防設備士免状に関する事務処理要領等について」（平成12年3月
24日消防予第66 号)

11537 14

3法_復42
復興・危機管理
部

消防課 電気工事士法 ﾃﾞﾝｷｺｳｼﾞｼﾎｳ 4-2
電気工事士免状の
交付

電気工事士法の規定により第一種電気工事士免状等の交付を受ける
ために必要な実務の経験について（昭和63年9月13日63資公部第394
号）

11538 13

3法_復43
復興・危機管理
部

消防課 電気工事士法 ﾃﾞﾝｷｺｳｼﾞｼﾎｳ 4-3②
第１種電気工事士
に係る知識及び技
能の認定

電気工事士法施行規則（昭和35年通商産業省令第97号）第2条の5第
二号の規定に基づき，同号の通商産業大臣が定める資格（昭和63年
9月1日通商産業省告示第352号）

11539 6

3法_復44
復興・危機管理
部

消防課 武器等製造法 ﾌﾞｷﾄｳｾｲｿﾞｳﾎｳ 17-1
猟銃等の製造事業
の許可

●武器等製造法の施行について（昭和28年9月9日28重局第1181号）
●猟銃等の製造および販売事業者に対する指導について（昭和44年
12月22日44重局第2488号）
●武器等製造法等の一部改正について（昭和46年9月16日46重局第
1217号）

11540 10

3法_復45
復興・危機管理
部

消防課 武器等製造法 ﾌﾞｷﾄｳｾｲｿﾞｳﾎｳ 18
猟銃等の試験的製
造の許可

武器等製造法施行規則（昭和28年9月1日通商産業省令第43号） 11541 5

3法_復46
復興・危機管理
部

消防課 武器等製造法 ﾌﾞｷﾄｳｾｲｿﾞｳﾎｳ 19-1
猟銃等の販売事業
の許可

●猟銃等の製造および販売事業者に対する指導について（昭和44年
12月22日44重局第2488号）
●武器等製造法等の一部改正について（昭和46年9月16日46重局第
1217号）

11542 10

3法_復47
復興・危機管理
部

消防課 武器等製造法 ﾌﾞｷﾄｳｾｲｿﾞｳﾎｳ 20
猟銃等の種類変更
の許可

武器等製造法施行規則（昭和28年9月1日通商産業省令第43号） 11543 10

3法_復48
復興・危機管理
部

消防課 武器等製造法 ﾌﾞｷﾄｳｾｲｿﾞｳﾎｳ 20
工場又は事業場の
移転の許可

武器等製造法施行規則（昭和28年9月1日通商産業省令第43号） 11544 10

3法_復49
復興・危機管理
部

地方振興事務
所

液化石油ガスの保安の確
保及び取引の適正化に関
する法律

ｴｷｶｾｷﾕｶﾞｽﾉﾎｱﾝﾉｶｸﾎｵﾖﾋﾞﾄﾘ
ﾋｷﾉﾃｷｾｲｶﾆｶﾝｽﾙﾎｳﾘﾂ

3-1 販売事業の登録

●供給設備，消費設備及び特定供給設備に関する技術基準等の細目
を定める告示（平成9年3月13日通商産業省告示第123号）
●使用実績を有する排気筒又は給排気部を再使用する場合の要件を
定める件（平成9年3月25日通産業商告示第141号）
●電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければ
ならない基準を定める件（平成9年3月25日環境庁・通商産業省告示
第1号）
●液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の運用
及び解釈について（昭和43年2月12日付43化第151号）
●液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手
数料令の運用及び解釈について（昭和43年2月12日付43化第151号）
●液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手
数料令の運用及び解釈について（昭和43年2月12日付43化第151号）
●液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の運用
及び解釈について（昭和43年2月12日付43化第151号）
●液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第81条
第1項の規定に基づき液化石油ガス販売事業者等が備え付けるべき
帳簿の取扱い等について（平成9年4月1日付9保安第22号）
●液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規
則（平成9年通商産業省令第11号）の及び解釈について（平成9年3
月19日付平成09・03・17資庁第1号）
●供給設備，消費設備及び特定供給設備に関する技術基準等の細目
を定める告示第11条の燃焼器と接続されないで設置されている末端
ガス栓の設置方法について（平成9年4月1日付9保安第26号）
●液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規
則関係基準（平成9年9月30日付平成09・09・29立局第4号）

11545 20

3法_復50
復興・危機管理
部

地方振興事務
所

液化石油ガスの保安の確
保及び取引の適正化に関
する法律

ｴｷｶｾｷﾕｶﾞｽﾉﾎｱﾝﾉｶｸﾎｵﾖﾋﾞﾄﾘ
ﾋｷﾉﾃｷｾｲｶﾆｶﾝｽﾙﾎｳﾘﾂ

3の2－3
登録簿の謄本の交
付

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手数
料令の運用及び解釈について（昭和43年2月12日付43化第151号）

11546 6
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3法_復51
復興・危機管理
部

地方振興事務
所

液化石油ガスの保安の確
保及び取引の適正化に関
する法律

ｴｷｶｾｷﾕｶﾞｽﾉﾎｱﾝﾉｶｸﾎｵﾖﾋﾞﾄﾘ
ﾋｷﾉﾃｷｾｲｶﾆｶﾝｽﾙﾎｳﾘﾂ

29-1 保安機関の認定

●保安業務に係る技術的能力の基準等の細目を定める告示（平成9
年3月13日通商産業省告示第122号）
●電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければ
ならない基準を定める件（平成9年3月25日環境庁・通商産業省告示
第1号）
●液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の運用
及び解釈について（昭和43年2月12日付43化第151号）
●液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規
則の運用及び解釈について（昭和43年2月12日付け43化第151号）
●保安機関の認定について（平成09・03・31立局第78号）
●液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第81条
第1項の規定に基づき液化石油ガス販売事業者等が備え付けるべき
帳簿の取扱い等について（平成9年4月1日付9保安第22号）

11547 30

3法_復52
復興・危機管理
部

地方振興事務
所

液化石油ガスの保安の確
保及び取引の適正化に関
する法律

ｴｷｶｾｷﾕｶﾞｽﾉﾎｱﾝﾉｶｸﾎｵﾖﾋﾞﾄﾘ
ﾋｷﾉﾃｷｾｲｶﾆｶﾝｽﾙﾎｳﾘﾂ

32-1
保安機関の認定の
更新

●保安業務に係る技術的能力の基準等の細目を定める告示（平成9
年3月13日通商産業省告示第122号）
●電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければ
ならない基準を定める件（平成9年3月25日環境庁・通商産業省告示
第1号）
●液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の運用
及び解釈について（昭和43年2月12日付第151号）
●液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規
則の運用及び解釈について（昭和43年2月12日付け43化第151号）
●保安機関の認定について（平成09・03・31立局第78号）
●液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第81条
第1項の規定に基づき液化石油ガス販売事業者等が備え付けるべき
帳簿の取り扱い等について（平成9年4月1日付9保安第22号）

11548 30

3法_復53
復興・危機管理
部

地方振興事務
所

液化石油ガスの保安の確
保及び取引の適正化に関
する法律

ｴｷｶｾｷﾕｶﾞｽﾉﾎｱﾝﾉｶｸﾎｵﾖﾋﾞﾄﾘ
ﾋｷﾉﾃｷｾｲｶﾆｶﾝｽﾙﾎｳﾘﾂ

33-1
一般消費者等の数
の増加の認定

●保安業務に係る技術的能力の基準等の細目を定める告示（平成9
年3月13日通商産業省告示第122号）
●電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければ
ならない基準を定める件（平成9年3月25日環境庁・通商産業省告示
第1号）
●液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の運用
及び解釈について（昭和43年2月12日付43化第151）
●液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規
則の運用及び解釈について（昭和43年2月12日付43化第151号）
●保安機関の認定について（平成09・03・31立局第78号）
●液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第81条
第1項の規定に基づき液化石油ガス販売事業者等が備え付けるべき
帳簿の取扱い等について（平成9年4月1日付9保安第22号）

11549 13

3法_復54
復興・危機管理
部

地方振興事務
所

液化石油ガスの保安の確
保及び取引の適正化に関
する法律

ｴｷｶｾｷﾕｶﾞｽﾉﾎｱﾝﾉｶｸﾎｵﾖﾋﾞﾄﾘ
ﾋｷﾉﾃｷｾｲｶﾆｶﾝｽﾙﾎｳﾘﾂ

35-1
保安業務規程の
（変更）認可

●保安業務に係る技術的能力の基準等の細目を定める告示（平成9
年3月13日通商産業省告示第122号）
●電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければ
ならない基準を定める件（平成9年3月25日環境庁・通商産業省告示
第1号）
●液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の運用
及び解釈について（昭和43年2月12日付43化第151）
●液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規
則の運用及び解釈について（昭和43年2月12日付43化第151号）
●保安機関の認定について（平成09・03・31立局第78号）
●液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第81条
第1項の規定に基づき液化石油ガス販売事業者等が備え付けるべき
帳簿の取扱い等について（平成9年4月1日付9保安第22号）

11550 13

6／7



〔様式３〕　審査基準及び標準処理期間（行政手続法適用）

3法_復55
復興・危機管理
部

地方振興事務
所

液化石油ガスの保安の確
保及び取引の適正化に関
する法律

ｴｷｶｾｷﾕｶﾞｽﾉﾎｱﾝﾉｶｸﾎｵﾖﾋﾞﾄﾘ
ﾋｷﾉﾃｷｾｲｶﾆｶﾝｽﾙﾎｳﾘﾂ

36-1
貯蔵施設等の設置
の許可

●高圧ガス設備等耐震設計基準（昭和56年10月26日通商産業省告示
第515号）
●供給設備，消費設備及び特定供給設備に関する技術基準等の細目
を定める告示（平成9年3月13日通商産業省告示第123号）
●バルク供給及び充てん設備に関する技術上の基準等の細目を定め
る件（平成9年3月17日通商産業省告示第127号）
●使用実績を有する排気筒又は給排気部を再使用する場合の要件を
定める件（平成9年3月25日通商産業省告示第141号）
●液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の運用
及び解釈について（昭和43年2月12日付43化第151号）
●液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令
の運用及び解釈について（昭和43年2月12日付43化第151号）
●液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規
則の運用及び解釈について（昭和43年2月12日付43化第151号）
●供給設備，消費設備及び特定供給設備に関する技術等の細目を定
める告示第11条の燃焼器と接続されないで設置されている末端ガス
栓の設置方法について（平成9年4月1日付9保安第26号）
●高圧ガス設備等耐震設計基準の運用及び解釈について（平成9年6
月12日付平成09年・04・21立局第6号）
●液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規
則関係基準（平成9年9月30日付平成09･09･29立局第4号）

11551 20

3法_復56
復興・危機管理
部

地方振興事務
所

液化石油ガスの保安の確
保及び取引の適正化に関
する法律

ｴｷｶｾｷﾕｶﾞｽﾉﾎｱﾝﾉｶｸﾎｵﾖﾋﾞﾄﾘ
ﾋｷﾉﾃｷｾｲｶﾆｶﾝｽﾙﾎｳﾘﾂ

37の2-1
貯蔵施設等の変更
の許可

●高圧ガス設備等耐震設計基準（昭和56年10月26日通商産業省告示
第515号）
●供給設備，消費設備及び特定供給設備に関する技術基準等の細目
を定める告示（平成9年3月13日通商産業告示第123号）
●バルク供給及び充てん設備に関する技術上の基準等の細目を定め
る件（平成9年3月17日通商産業省告示第127号）
●使用実績を有する排気筒又は給排気部を再使用する場合の要件を
定める件（平成9年3月25日通産業商告示第141号）
●液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の運用
及び解釈について（昭和43年2月12日付43化第151号）
●液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令
の運用及び解釈について（昭和43年2月12日付43化第151号）
●液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規
則の運用及び解釈について（昭和43年2月12日付43化第151号）
●供給設備，消費設備及び特定供給設備に関する技術基準等の細目
を定める告示第11条の燃焼器と接続されないで設置されている末端
ガス栓の設置方法について（平成9年4月1日付9保安第26号）
●高圧ガス設備等耐震設計基準の運用及び解釈について（平成9年6
月12日付平成09・04・21立局第6号）
●液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規
則関係基準（平成9年9月30日付平成09･09･29立局第4号）

11552 15

3法_復57
復興・危機管理
部

地方振興事務
所

液化石油ガスの保安の確
保及び取引の適正化に関
する法律

ｴｷｶｾｷﾕｶﾞｽﾉﾎｱﾝﾉｶｸﾎｵﾖﾋﾞﾄﾘ
ﾋｷﾉﾃｷｾｲｶﾆｶﾝｽﾙﾎｳﾘﾂ

37の3-1 完成検査

●高圧ガス設備等耐震設計基準（昭和56年10月26日通商産業省告示
第515号）
●供給設備，消費設備及び特定供給設備に関する技術等の細目を定
める告示（平成9年3月13日通商産業省告示第123号）
●バルク供給及び充てん設備に関する技術上の基準等の細目を定め
る件（平成9年3月17日通商産業省告示第127号）
●使用実績を有する排気筒又は給排気部を再使用する場合の要件を
定める件（平成9年3月25日通産業商告示第141号）
●液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の運用
及び解釈について（昭和43年2月12日付43化第151号）
●液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手
数料令の運用及び解釈について（昭和43年2月12日付43化第151号）
●供給設備，消費設備及び特定供給設備に関する技術基準等の細目
を定める告示第11条の燃焼器と接続されないで設置されている末端
ガス栓の設置方法について（平成9年4月1日付9保安第26号）
●高圧ガス設備等耐震設計基準の運用及び解釈について（平成9年6
月12日付平成09・04・21立局第6号）
●液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規
則関係基準（平成9年9月30日付平成09・09・29立局第4号）

11553 12

3法_復58
復興・危機管理
部

地方振興事務
所

電気工事業の業務の適正
化に関する法律

ﾃﾞﾝｷｺｳｼﾞｷﾞｮｳﾉｷﾞｮｳﾑﾉﾃｷｾｲ
ｶﾆｶﾝｽﾙﾎｳﾘﾂ

3-1 電気工事業の登録
電気工事業の業務の適正化に関する法律の解釈及び運用について
（昭和63年9月13日63資公部第393号Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ）

11554 6

3法_復59
復興・危機管理
部

地方振興事務
所

電気工事業の業務の適正
化に関する法律

ﾃﾞﾝｷｺｳｼﾞｷﾞｮｳﾉｷﾞｮｳﾑﾉﾃｷｾｲ
ｶﾆｶﾝｽﾙﾎｳﾘﾂ

3-3
電気工事業の登録
の更新

電気工事業の業務の適正化に関する法律の解釈及び運用について
（昭和63年9月13日63資公部第393号Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ）

11555 6
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