
 
 
 
 

 

 改正目的  
行政手続きのオンライン化の推進をはじめとする申請者等の利便性向上や、行政運営の簡素化・効率

化の推進を目的としています。 

 改正内容  
１ 神⼾市⽕災予防規則等で定める届出・申請において押印を求めている様式について、その押印の必

要性を検討し、届出者等の押印を全て廃止することとします。また、副本の提出を求めている様式に
ついて、廃止することによる影響を検討し、可能なものについては副本の提出を廃止することとしま
す。 

２ 神⼾市⽕災予防規則で定める届出・申請の⼀部において、必要な情報の精査を行い、⽂⾔の整理、
記入欄の追加、削除をすることとします。 

 施行日  
令和３年４月１日 

 改正の対象となる主な様式  

届出・報告等が必要なもの 現行の押印者 改正後の押印 副本 様式 
【 神⼾市⽕災予防規則 】  
防⽕教育担当資格者選任（解任）届出書 届出者 廃止 廃止 第３号の２ 
⽕災予防上必要な業務に関する計画提出書 提出者 

防⽕担当者 廃止 廃止 第 3 号の４ 
計３３種 

【 神⼾市消防危険物規則 】 
内部点検期間延⻑届出書 届出者 廃止 廃止 第 15 号 
製造所等軽微変更届出書 届出者 廃止 廃止 第 18 号 

計１４種 
【 神⼾市⽕薬類取締法施行細則 】 
⽕薬庫外⽕薬類貯蔵場所指示申請書 申請者 廃止 廃止 第１号 
⽕薬庫外⽕薬類貯蔵場所指示申請書 記載事
項変更届 届出者 廃止 廃止 第 2 号 

計２７種 
【 神⼾市⾼圧ガス保安法施行細則 】 
容器再検査申請書 申請者 廃止 廃止 第１号 
附属品再検査申請書 申請者 廃止 廃止 第２号 

計５種 
【 神⼾市液⽯法施行細則 】 
充填設備休止届書 申請者 廃止 廃止 第１号 
許可等申請取下書 申請者 廃止 ― 第２号 
      計３種 

その他、神⼾市⽕災予防規則等で副本の提出を求めている、⾃治省令・経済産業省令・通商産業省令で定める様式
について副本の提出を廃止します。押印については、各省令で定めるとおりとします。  

改正の対象となる様式は、別表でご確認ください。 

神⼾市⽕災予防規則 
神⼾市消防危険物規則 
神⼾市⽕薬類取締法施行細則    の ⼀部改正（案）の概要 
神⼾市⾼圧ガス保安法施行細則 
神⼾市液⽯法(※)施行細則 

※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 



改正の対象となる様式

届出・報告等が必要なもの 現行の押印者 改正後の押印 副本 様式 その他
【 神⼾市⽕災予防規則 】
喫煙・裸⽕使用・危険物品持込承認申請書 申請者 廃止 継続 第2号
防⽕教育担当者選任（解任）届出書 届出者 廃止 廃止 第3号の2 ※１
防災教育担当者選任（解任）届出書 届出者 廃止 廃止 第3号の3 ※２
⽕災予防上必要な業務に関する計画提出書 提出者、防⽕担当者 廃止 廃止 第3号の4
自衛消防訓練届出書 無 ー 廃止 第5号
防⽕教育結果報告書 無 ー 廃止 第6号
百貨店等の避難通路設置（変更）届出書 届出者 廃止 廃止 第7号
防⽕対象物部分完成届出書 届出者 廃止 廃止 第8号
防⽕対象物使用開始届出書 届出者 廃止 廃止 第9号

炉・厨
ちゅう

房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・
ヒートポンプ冷暖房機・⽕花を生ずる設備・放電加工機設置届出書
サウナ設備設置届出書 届出者 廃止 廃止 第11号 ※４
変電設備・発電設備・燃料電池発電設備・蓄電池設備設置届出書 届出者 廃止 廃止 第12号 ※５
ネオン管灯設備設置届出書 届出者 廃止 廃止 第13号 ※６

水素ガスを充填
てん

する気球の設置届出書 届出者 廃止 廃止 第14号

⽕災とまぎらわしい煙又は⽕炎を発するおそれのある行為の届出書 届出者 廃止 廃止 第15号
煙⽕打上げ・仕掛け届出書 届出者 廃止 廃止 第16号

催物開催届出書
届出者、防⽕対象物の管理に
ついて権原を有する者

廃止 廃止 第17号 ※７

ビアガーデン開設届出書
届出者、当該対象物の管理に
ついて権原を有する者

廃止 廃止 第18号

水道断水・減水届出書 届出者 廃止 廃止 第19号
道路工事・占用・使用届出書 届出者 廃止 廃止 第20号
露店等の開設届出書 届出者 廃止 廃止 第20号の2

指定洞
とう

道等届出書 届出者 廃止 継続 第20号の3

少量危険物・指定可燃物等貯蔵・取扱設置（変更）届出書 届出者 廃止 継続 第21号
少量危険物・指定可燃物等貯蔵・取扱廃止届出書 届出者 廃止 廃止 第22号
少量危険物等タンク検査申出書 申出者 廃止 廃止 第23号
核燃料物質・⽕薬類・高圧ガス貯蔵・取扱・廃止届出書 届出者 廃止 廃止 第24号
消防用設備等設置計画届出書 届出者（建築主）、代理人 廃止 継続 第27号 ※８
消防用設備等工事計画届出書 届出者 廃止 廃止 第28号
防⽕教育担当資格者証交付申請書 無 ー ー 第31号の2 ※９
防⽕教育担当資格者証再交付申請書 申請者 廃止 ー 第31号の3
防災教育担当資格者証交付申請書 無 ー ー 第32号の2 ※10
防災教育担当資格者証再交付申請書 申請者 廃止 ー 第33号
少量危険物等タンク検査済証再交付申請書 申請者 廃止 廃止 第33号の8

※10 「４資格̲防災管理者」の欄「職務上の地位」「職歴等」の削除、「その他」の追加

届出者 廃止 廃止 ※３第10号

※１ 「３選任̲防⽕教育担当資格者証」欄への「再講習受講年⽉⽇」の追加
※２ 「３選任̲防災教育担当資格者証」欄への「再講習受講年⽉⽇」の追加

※９ 「４資格̲防⽕管理者」の欄「職務上の地位」「職歴等」の削除、「その他」の追加
※８ 「防⽕管理計画等の概要」の欄「可燃性発泡樹脂使用部分 ㎡」から「可燃性発泡樹脂表示 要否」への変更

※３ 「４届出に係る設備」欄への「工事種別」の追加
※４ 「３届出に係る設備」欄への「工事種別」「熱源種別」「着工（予定）年⽉⽇」「完成（予定）年⽉⽇」の追加、「使用時間」の削除
※５ 「４届出に係る設備」欄への「工事種別」の追加
※６ 「３届出に係る設備」欄への「工事種別」の追加
※７ 「４催物の名称」「５催物の種類」「６開催期間」の表現の変更
   「８避難誘導及び消⽕活動に従事できる人員」を削除し「８予想来場者数」の追加



改正の対象となる様式

届出・報告等が必要なもの 現行の押印者 改正後の押印 副本 様式
【 神⼾市消防危険物規則 】
危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請書 申請者 廃止 継続 第1号
危険物 製造所・貯蔵所・取扱所 設置・変更 許可申請取下書 取下者 廃止 ー 第3号の3
危険物 製造所・貯蔵所・取扱所 設置・変更 許可取消申請書 申請者 廃止 ー 第5号の2
製造所等設置・変更許可書再交付申請書 申請者 廃止 ー 第6号
危険物 製造所・貯蔵所・取扱所 完成検査前検査申請取下書 取下者 廃止 ー 第9号の3
タンク検査済証再交付申請書 申請者 廃止 ー 第11号の2
内部点検期間延⻑届出書 届出者 廃止 廃止 第15号
製造所等定期点検結果届出書 無 ー 廃止 第16号
製造所等軽微変更届出書 届出者 廃止 廃止 第18号
製造所等休止・再開届出書 無 ー 廃止 第19号
製造所等作業届出書 無 ー 廃止 第20号
危険物取扱作業従事者届出書 無 ー 廃止 第21号
危険物災害調査報告書 報告者 廃止 廃止 第22号
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
計画届出書

届出者 廃止 廃止 第24号

【 神⼾市⽕薬類取締法施行細則 】
⽕薬庫外⽕薬類貯蔵場所指示申請書 申請者 廃止 廃止 第1号
⽕薬庫外⽕薬類貯蔵場所指示申請書記載事項変更届 届出者 廃止 廃止 第2号
⽕薬庫外⽕薬類貯蔵場所用途廃止届 届出者 廃止 ー 第3号
⽕薬庫の所有又は占有の免除許可申請書 申請者 廃止 廃止 第4号
⽕薬類製造・販売営業全部廃止届 届出者 廃止 ー 第5号
⽕薬類製造・販売営業一部廃止届 届出者 廃止 廃止 第6号
⽕薬庫の用途廃止届 届出者 廃止 ー 第7号
保安教育計画（変更）認可申請書 申請者 廃止 廃止 第8号
保安教育計画を定めるべき者の指定取消申請書 申請者 廃止 ー 第9号
⽕薬類製造・取扱保安責任者等選任・解任届 届出者 廃止 廃止 第10号
特定施設・⽕薬庫使用休止届 届出者 廃止 廃止 第11号
定期自主検査計画（変更）届 届出者 廃止 廃止 第12号
定期自主検査終了報告書 報告者 廃止 ー 第13号
⽕薬類安定度試験結果報告書 報告者 廃止 ー 第14号
⽕薬類製造報告書 報告者 廃止 ー 第15号
⽕薬類製造・販売営業許可申請書等記載事項変更報告書 報告者 廃止 廃止 第16号
⽕薬類販売報告書 報告者 廃止 ー 第17号
⽕薬庫設置等許可申請書等記載事項変更届 届出者 廃止 廃止 第18号
⽕薬庫出納報告書 報告者 廃止 ー 第19号
⽕薬庫設置等許可申請書等記載事項変更報告書 報告者 廃止 廃止 第20号
⽕薬類輸入許可申請書記載事項変更届 届出者 廃止 廃止 第21号
⽕薬類消費許可申請書等記載事項変更届 届出者 廃止 廃止 第22号
⽕薬類消費報告書 報告者 廃止 ー 第23号
⽕薬類廃棄許可申請書記載事項変更届 届出者 廃止 廃止 第24号
⽕薬類所有権取得届 届出者 廃止 廃止 第25号
許可等申請取下書 取下者 廃止 ー 第26号
許可取消申請書 申請者 廃止 ー 第27号
【 神⼾市高圧ガス保安法施行細則 】
容器再検査申請書 申請者 廃止 廃止 第1号
附属品再検査申請書 申請者 廃止 廃止 第2号
氏名等変更届書 申請者 廃止 廃止 第3号
許可等申請取下書 取下者 廃止 ー 第4号
許可取消申請書 申請者 廃止 ー 第5号
【 神⼾市液⽯法施行細則 】
充塡設備休止届書 申請者 廃止 廃止 第1号
許可等申請取下書 申請者 廃止 ー 第2号
許可取消申請書 申請者 廃止 ー 第3号



自治省令に定める様式

届出・報告等が必要なもの 副本 様式
【 神⼾市⽕災予防規則 】
消防計画作成（変更）届出書 廃止 省令第1号の２
防⽕・防災管理者選任（解任）届出書 廃止 省令第1号の２の２
全体についての消防計画作成（変更）届出書 廃止 省令第1号の２の2の２
統括防⽕・防災管理者選任（解任）届出書 廃止 省令第1号の２の2の2の2
自衛消防組織設置（変更）届出書 廃止 省令第1号の２の2の3の3
工事整備対象設備等着工届出書 廃止 省令第１号の７



経済産業省令、通商産業省令に定める様式

届出・報告等が必要なもの 副本 様式
【 神⼾市⽕薬類取締法施行細則 】
⽕薬類譲渡許可申請書 廃止 省令第9
⽕薬類譲受許可申請書 廃止 省令第10
⽕薬類消費許可申請書 廃止 省令第29
⽕薬類譲受・消費許可申請書 廃止 省令第50
⽕薬類製造営業許可申請書 廃止 省令第1
⽕薬類製造施設等変更許可申請書 廃止 省令第4
⽕薬類販売営業許可申請書 廃止 省令第6
⽕薬庫設置等許可申請書 廃止 省令第7
⽕薬類輸入許可申請書 廃止 省令第27
⽕薬類廃棄許可申請書 廃止 省令第30
危害予防規程（変更）認可申請書 廃止 省令第2
危害予防規程変更届 廃止 省令第3
⽕薬類製造施設軽微変更届 廃止 省令第5
⽕薬庫軽微変更届 廃止 省令第5
⽕薬庫承継届 廃止 省令第8
【 神⼾市高圧ガス保安法施行細則 】
容器検査申請書 廃止 容器則省令第1
高圧ガスの種類又は圧力変更申請書 廃止 容器則省令第2
附属品検査申請書 廃止 容器則省令第3
特別充てん許可申請書 廃止 容器則省令第4
容器検査所登録申請書 廃止 容器則省令第5
容器検査所登録更新申請書 廃止 容器則省令第6
検査主任者届書 廃止 容器則省令第8
高圧ガス製造許可申請書 廃止 冷凍則省令第1
高圧ガス製造届書 廃止 冷凍則省令第2
第一種製造事業承継届書 廃止 冷凍則省令第3
第二種製造事業承継届書 廃止 冷凍則省令第3の2
高圧ガス製造施設等変更許可申請書 廃止 冷凍則省令第4
高圧ガス製造施設軽微変更届書 廃止 冷凍則省令第5
高圧ガス製造施設等変更届書 廃止 冷凍則省令第6
高圧ガス販売事業届書 廃止 冷凍則省令第13
高圧ガス販売事業承継届書 廃止 冷凍則省令第13の2
販売に係る高圧ガスの種類変更届書 廃止 冷凍則省令第14
高圧ガス製造開始届書 廃止 冷凍則省令第15
輸入検査申請書 廃止 冷凍則省令第18
危害予防規程届書 廃止 冷凍則省令第20
冷凍保安責任者届書 廃止 冷凍則省令第21
冷凍保安責任者代理者届書 廃止 冷凍則省令第22
高圧ガス製造許可申請書 廃止 液⽯則省令第1
高圧ガス製造事業届書 廃止 液⽯則省令第2
第一種製造事業承継届書 廃止 液⽯則省令第3
第二種製造事業承継届書 廃止 液⽯則省令第3の2
高圧ガス製造施設等変更許可申請書 廃止 液⽯則省令第4
高圧ガス製造施設軽微変更届書 廃止 液⽯則省令第5
高圧ガス製造施設等変更届書 廃止 液⽯則省令第6
第一種貯蔵所設置許可申請書 廃止 液⽯則省令第7
第一種貯蔵所承継届書 廃止 液⽯則省令第8
第二種貯蔵所設置届書 廃止 液⽯則省令第9
第一種貯蔵所位置等変更許可申請書 廃止 液⽯則省令第10
第一種貯蔵所軽微変更届書 廃止 液⽯則省令第11
第二種貯蔵所位置等変更届書 廃止 液⽯則省令第12
高圧ガス販売事業届書 廃止 液⽯則省令第21
高圧ガス販売事業承継届書 廃止 液⽯則省令第21の2
高圧ガス製造開始届書 廃止 液⽯則省令第22
輸入検査申請書 廃止 液⽯則省令第26
特定高圧ガス消費届書 廃止 液⽯則省令第28
特定高圧ガス消費者承継届書 廃止 液⽯則省令第28の2
特定高圧ガス消費施設等変更届書 廃止 液⽯則省令第29
危害予防規程届書 廃止 液⽯則省令第31
高圧ガス保安統括者届書 廃止 液⽯則省令第32



経済産業省令、通商産業省令に定める様式

届出・報告等が必要なもの 副本 様式
高圧ガス保安主任者等届書 廃止 液⽯則省令第33
高圧ガス販売主任者届書 廃止 液⽯則省令第34
特定高圧ガス取扱主任者届書 廃止 液⽯則省令第35
高圧ガス保安統括者代理者届書 廃止 液⽯則省令第36
高圧ガス製造施設休止届書 廃止 液⽯則省令第36の2
高圧ガス製造許可申請書 廃止 一般則省令第1
高圧ガス製造事業届書 廃止 一般則省令第2
第一種製造事業承継届書 廃止 一般則省令第3
第二種製造事業承継届書 廃止 一般則省令第3の２
高圧ガス製造施設等変更許可申請書 廃止 一般則省令第4
高圧ガス製造施設軽微変更届書 廃止 一般則省令第5
高圧ガス製造施設等変更届書 廃止 一般則省令第6
第一種貯蔵所承継届書 廃止 一般則省令第8
第二種貯蔵所設置届書 廃止 一般則省令第9
第一種貯蔵所軽微変更届書 廃止 一般則省令第11
第二種貯蔵所位置等変更届書 廃止 一般則省令第12
高圧ガス販売事業届書 廃止 一般則省令第21
高圧ガス販売事業承継届書 廃止 一般則省令第21の2
販売に係る高圧ガスの種類変更届書 廃止 一般則省令第22
高圧ガス製造開始届書 廃止 一般則省令第23
特定高圧ガス消費届書 廃止 一般則省令第29
特定高圧ガス消費者承継届書 廃止 一般則省令第29の2
特定高圧ガス消費施設等変更届書 廃止 一般則省令第30
危害予防規程届書 廃止 一般則省令第32
高圧ガス保安統括者届書 廃止 一般則省令第33
高圧ガス保安主任者等届書 廃止 一般則省令第34
高圧ガス販売主任者届書 廃止 一般則省令第35
特定高圧ガス取扱主任者届書 廃止 一般則省令第36
高圧ガス保安統括者代理者届書 廃止 一般則省令第37
特別充塡許可申請書 廃止 国際容器則省令第1
容器検査所登録申請書 廃止 国際容器則省令第2
容器検査所登録更新申請書 廃止 国際容器則省令第3
検査主任者届書 廃止 国際容器則省令第5
【 神⼾市液⽯法施行細則 】
液化⽯油ガス販売事業登録申請書 廃止 省令第1
登録行政庁変更届書 廃止 省令第3
液化⽯油ガス販売所等変更届書 廃止 省令第5
液化⽯油ガス販売事業承継届書（ 甲） 廃止 省令第6
液化⽯油ガス販売事業承継届書（ 乙） 廃止 省令第7
業務主任者等選任（ 解任） 届書 廃止 省令第10
保安機関認定申請書 廃止 省令第12
保安機関認定更新申請書 廃止 省令第14
一般消費者等の数の増加認可申請書 廃止 省令第15
一般消費者等の数の減少届書 廃止 省令第16
保安業務規程認可申請書 廃止 省令第17
保安業務規程変更認可申請書 廃止 省令第18
認定行政庁変更届書 廃止 省令第19
保安機関変更届書 廃止 省令第20
保安機関承継届書（ 甲） 廃止 省令第21
保安機関承継届書（ 乙） 廃止 省令第22
液化⽯油ガス販売事業者認定申請書 廃止 省令第26
貯蔵施設等設置許可申請書 廃止 省令第28
貯蔵施設等変更許可申請書 廃止 省令第29
貯蔵施設等変更届書 廃止 省令第30
充てん設備許可申請書 廃止 省令第35
充てん設備変更許可申請書 廃止 省令第36
充てん設備変更届書 廃止 省令第37
液化⽯油ガス設備工事届書 廃止 省令第48
特定液化⽯油ガス設備工事事業開始届書 廃止 省令第56
特定液化⽯油ガス設備工事事業変更届書 廃止 省令第57


