
NO. 手続名称 手続の根拠となる法令等

1 消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書 消防法第17条の３の３

NO. 手続名称 手続の根拠となる法令等

1 消防訓練通報書 消防法施行規則第３条第11項

2 防火管理者選任（解任）届出書 消防法第８条第２項

3 防火管理に係る消防計画作成（変更）届出書 消防法施行令第３条の２第１項

4 防火対象物点検結果報告書 消防法第８条の２の２第１項

5 防災管理点検結果報告書 消防法第36条第１項において準用する消防法第８条の２の２第１項

6 防災管理に係る消防計画作成（変更）届出書 消防法施行令第48条第１項

7 防災管理者選任（解任）届出書 消防法第36条第１項において準用する消防法第８条第２項

8 防災訓練通報書
消防法施行規則第51条の８第４項において準用する消防法施行規則第３条

第11項

9 全体についての防火管理に係る消防計画作成（変更）届出書 消防法施行令第４条の２第１項

10 統括防火管理者選任（解任）届出書 消防法第８条の２第４項

11 自衛消防組織設置（変更）届出書 消防法第８条の２の５第２項

12 全体についての防災管理に係る消防計画作成（変更）届出書 消防法施行令第48条の３第１項

13 統括防災管理者選任（解任）届出書 消防法第36条第１項において準用する消防法第８条の２第４項

14 管理権原者変更届（防火対象物点検報告特例認定に係る届出書） 消防法第８条の２の３第５項

15 管理権原者変更届（防災管理点検報告特例認定に係る届出書） 消防法第36条第１項において準用する消防法第８条の２の３第５項

NO. 手続名称 手続の根拠となる法令等

1 製造所等の用途廃止の届出 消防法第12条の６

2 危険物保安統括管理者選任の届出 消防法第12条の７条第２項

3 危険物保安統括管理者解任の届出 消防法第12条の７条第２項

4 危険物保安監督者選任の届出 消防法第13条第２項

5 危険物保安監督者解任の届出 消防法第13条第２項

6 特定屋外タンク貯蔵所の内部点検期間の延長の届出 危険物の規制に関する規則第62条の５第１項ただし書

7 移送の経路等に関する書面の提出 危険物の規制に関する政令第30条の２第１項第５号

8 新基準適合の届出 平成６年自治省令第30号第10条第１項

9 第一段階基準適合の届出 平成６年自治省令第30号第10条第１項

10 地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画の届出 平成15年総務省令第143号第３項第２号

11 休止中の特定・準特定屋外タンク貯蔵所の再開の届出 平成21年総務省令第98号第３条第４項

12 特定・準特定屋外タンク貯蔵所の休止確認に係る変更の届出 平成21年総務省令第98号第３条第５項

13 休止中の特定屋外タンク貯蔵所の再開の届出（内部点検期間延長） 大阪市危険物等規制規則第15条の２第３項

14 休止中の地下貯蔵タンク等の再開の届出 大阪市危険物等規制規則第第15条の３第３項

15 休止中の地下埋設配管の再開の届出 大阪市危険物等規制規則第第15条の４第３項

16 危険物製造所等災害発生の届出 大阪市危険物等規制規則第19条第１号

17 危険物製造所等休止・再使用の届出 大阪市危険物等規制規則第19条第２号

18 危険物製造所等の設置者の氏名・名称・住所変更の届出 大阪市危険物等規制規則第20条

19 自衛消防組織編成（変更）の届出 大阪市危険物等規制規則第20条第２号

20 許可申請等の取下げ 大阪市危険物等規制規則第21条

21 防災業務の実施状況の報告 石油コンビナート等災害防止法第20条の２

消防用設備等関係

防火管理関係

危険物・石油コンビナート関係
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NO. 手続名称 手続の根拠となる法令等

1 火薬類製造施設軽微変更届 火薬類取締法第10条第２項

2 危害予防規程変更届 火薬類取締法第28条第２項

3 生産高年度報告 火薬類取締法施行規則第81条の14

4 火薬庫軽微変更届 火薬類取締法第12条第２項

5 火薬庫承継届 火薬類取締法第12条の２第２項

6 指定完成検査機関完成検査受検届 火薬類取締法第15条第１項ただし書又は第２項第１号

7 完成検査結果報告 火薬類取締法第15条第３項

8 保安検査結果報告 火薬類取締法第35条第３項

9 指定保安検査機関保安検査受検届 火薬類取締法第35条第１項第１号

10 定期自主検査計画届 火薬類取締法第35条の２第２項

11 定期自主検査終了報告 火薬類取締法第35条の２第３項

12 完成検査記録届 火薬類取締法第45条の３の10第１項

13 保安検査記録届 火薬類取締法第45条の３の10第２項

14 火薬類製造施設・火薬庫の使用休止届 火薬類取締法施行規則第44条の２第２項ただし書

15 火薬庫設置等許可申請書等記載事項変更届 火薬類取締法施行規則第81条の14

16 火薬庫設置等許可申請書等記載事項変更報告 火薬類取締法施行規則第81条の14

17 出納高年度報告 火薬類取締法施行規則第81条の14

18 火薬庫用途廃止届 火薬類取締法第16条第２項

19 火薬類製造・取扱保安責任者等選任・解任届
火薬類取締法第30条第３項

火薬類取締法第33条第２項

20 火薬類製造・販売許可申請書等記載事項変更報告 火薬類取締法施行規則第81条の14

21 取引高年度報告 火薬類取締法施行規則第81条の14

22 火薬類製造・販売営業全部・一部廃止届 火薬類取締法第16条第１項

23 火薬類輸入届 火薬類取締法第24条第３項

24 火薬類安定度試験結果報告 火薬類取締法第36条第１項

25 火薬類輸入許可申請書記載事項変更届 火薬類取締法施行規則第81条の14

26 火薬類消費許可申請書等記載事項変更届 火薬類取締法施行規則第81条の14

27 消費高の年度報告 火薬類取締法施行規則第81条の14

28 火薬類廃棄許可申請書記載事項変更届 火薬類取締法施行規則第81条の14

29 火薬庫外火薬類貯蔵場所指示申請書記載事項変更届 大阪市火薬類取締法事務処理要綱第48条

30 火薬庫外火薬類貯蔵場所用途廃止届 大阪市火薬類取締法事務処理要綱第53条

31 火薬類所有権取得届 火薬類取締法施行規則第81条の14

32 申請取下書 大阪市火薬類取締法事務処理要綱第68条

33 第一種製造事業承継届 高圧ガス保安法第10条第２項

34 高圧ガス製造施設軽微変更届 高圧ガス保安法第14条第２項

35 高圧ガス製造開始届 高圧ガス保安法第21条第１項

36 危害予防規程届 高圧ガス保安法第26条第１項

37 第二種製造事業承継届 高圧ガス保安法第10条の２第２項

38 高圧ガス製造事業届 高圧ガス保安法第５条第２項

39 高圧ガス製造施設等変更届 高圧ガス保安法第14条第４項

40 高圧ガス製造廃止届 高圧ガス保安法第21条第１項、第２項、第３項

41 高圧ガス製造施設休止届

液化石油ガス保安規則第77条第３項

一般高圧ガス保安規則第79条第３項

コンビナート等保安規則第34条第３項

42 完成検査受検届 高圧ガス保安法第20条第１項ただし書

43 完成検査結果報告 高圧ガス保安法第20条第４項

44 完成検査記録届 高圧ガス保安法第39条の11第１項

火薬類・高圧ガス・液化石油ガス関係
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NO. 手続名称 手続の根拠となる法令等

火薬類・高圧ガス・液化石油ガス関係

45 保安検査受検届 高圧ガス保安法第35条第１項第１号

46 保安検査結果報告 高圧ガス保安法第35条第３項

47 保安検査記録届 高圧ガス保安法第39条の11第２項

48 第一種貯蔵所承継届 高圧ガス保安法第17条第２項

49 第一種貯蔵所軽微変更届 高圧ガス保安法第19条第２項

50 第二種貯蔵所設置届 高圧ガス保安法第17条の２第１項

51 第二種貯蔵所位置等変更届 高圧ガス保安法第19条第４項

52 貯蔵所廃止届 高圧ガス保安法第21条第４項

53 高圧ガス販売事業届 高圧ガス保安法第20条の４

54 高圧ガス販売事業承継届 高圧ガス保安法第20条の４の２第２項

55 販売に係る高圧ガスの種類変更届 高圧ガス保安法第20条の7

56 高圧ガス販売事業廃止届 高圧ガス保安法第21条第５項

57 輸入検査受検届 高圧ガス保安法第22条第１項第1号

58 輸入検査結果報告 高圧ガス保安法第22条第２項

59 特定高圧ガス消費届 高圧ガス保安法第24条の２第１項

60 特定高圧ガス消費施設等変更届 高圧ガス保安法第24条の４第１項

61 特定高圧ガス消費者承継届 高圧ガス保安法第24条の２第２項

62 特定高圧ガス消費廃止届 高圧ガス保安法第24条の４第２項

63 特別充塡の許可に係る報告 高圧ガス保安法第48条第５項

64 容器検査所廃止届 高圧ガス保安法第56条の2

65 容器規格不適合の報告 高圧ガス保安法第56条第２項

66 附属品規格不適合の報告 高圧ガス保安法第56条第２項

67 特定設備検査合格証等の再交付 高圧ガス保安法第56条の４

68 認定指定設備の変更に係る技術基準適合届 一般則第94条の14第１項ただし書

69 高圧ガスの保安統括者選任・解任届 高圧ガス保安法第27条の２第５項

70 高圧ガス保安統括者代理者選任・解任届 高圧ガス保安法第33条第３項

71 高圧ガス保安技術管理者等選任・解任届 高圧ガス保安法第27条の２第６項

72 高圧ガス保安主任者等選任・解任届 高圧ガス保安法第27条の３第３項

73 冷凍保安責任者選任・解任届 高圧ガス保安法第27条の４第２項

74 冷凍保安責任者代理者選任・解任届 高圧ガス保安法第33条第３項

75 特定高圧ガス取扱主任者選任・解任届 高圧ガス保安法第28条第２項

76 高圧ガス販売主任者選任・解任届 高圧ガス保安法第28条第３項

77 検査主任者選任・解任届 高圧ガス保安法第52条第２項

78 事故届 高圧ガス保安法第63条第１項

79 代表者等変更届 大阪市産業保安規制事務処理要綱39条

80 登録行政庁変更届 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６条

81 液化石油ガス販売所等変更届 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８条

82 液化石油ガス販売事業承継届 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10条第３項

83 業務主任者等選任・解任届
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19条第２項、第

21条第２項

84 液化石油ガス販売事業廃止届 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23条

85 貯蔵施設等変更届 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37条の２第２項

86 液化石油ガス販売事業報告 液化石油ガス施行規則第132条

87 一般消費者等の数の減少届 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33条第２項

88 保安機関承継届 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35条の４

89 認定行政庁変更届 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35条の４

90 保安機関変更届 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35条の４
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NO. 手続名称 手続の根拠となる法令等

火薬類・高圧ガス・液化石油ガス関係

91 保安業務廃止届 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35条の４

92 保安業務実施状況報告 液化石油ガス施行規則第132条

93 認定液化石油ガス販売事業者状況報告 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35条の７

94 認定液化石油ガス販売事業者承継状況報告 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35条の７

95 貯蔵施設等完成検査結果報告 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37条の３第２項

96 充塡設備変更届 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37条の４第３項

97 充塡設備完成検査結果報告 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37条の４第４項

98 充塡設備保安検査結果報告 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37条の６第３項

99 充塡設備休止届
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第81条第

２項

100 充塡事業者報告 液化石油ガス施行規則第132条

101 液化石油ガス設備工事届 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38条の３

102 特定液化石油ガス設備工事事業開始届 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38条の10第１項

103 特定液化石油ガス設備工事事業変更届 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38条の10第２項

104 特定液化石油ガス設備工事事業廃止届 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38条の10第２項

105 申請取下書 大阪市産業保安規制事務処理要綱第70条

106 業務適正実施困難者届

容器則第31条の２第２項、冷凍則第３条の２第２項、液石則第３条の２第

２項、一般則第３条の２第２項、コンビ則第３条の２第２項又は液化石油ガス

規則第５条の２第２項
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