大船渡地区消防組合危険物の規制に関する細則
大船渡地区消防組合危険物の規制に関する 細則
危険物の規制に関する規則（昭和
危険物の規制に関する規則 （昭和48
（昭和 48年大船渡地区消防組合規則
48年大船渡地区消防組合規則第
年大船渡地区消防組合規則 第 26号）の
26 号）の全
号）の 全
部を改正する。
（趣旨）
（趣旨 ）
第 １条

この規則は、消防法（昭和23
この規則は、消防法（昭和 23年法律第
23 年法律第186
年法律第 186号。以下「法」という。
186 号。以下「法」という。）、

危険物の規制に関する政令（昭和34
危険物の規制に関する政令（昭和34年政令第
34 年政令第306
年政令第 306号。以下「政令」という。
306 号。以下「政令」という。）
及び危険物の規制に関する規則（昭和34
及び危険物の規制に関する規則（昭和 34年総理府令第
34 年総理府令第55
年総理府令第 55号。以下「省令」と
55 号。以下「省令」と
いう。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
（仮貯蔵又は仮取扱い
（仮貯蔵又は仮取扱 い の承認）
第２条

法第10
法第 10条第１項ただし書の規定により危険物の仮
10 条第１項ただし書の規定により危険物の仮貯蔵又は仮取扱い
条第１項ただし書の規定により危険物の仮 貯蔵又は仮取扱い

の承認を受けようとする者は、危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請書（様式第１
号）を消防長に提出しなければならない。
２

消防長は、前項の申請書の提出があった場合において、承認するときは
消防長は、 前項の申請書の提出があった場合において、承認するときは危
前項の申請書の提出があった場合において、承認するときは 危
険物仮貯蔵・仮取扱承認証（様式第２号）に申請書の副本を添えて申請者に
交付し、承認しないとき
交付 し、承認しないときは
し、承認しないとき は 危険物仮貯蔵・仮取扱不承認通知書（様式第３号）
に 申請書の副本を添えて申請者に通知するものとする。

３

前 項の承認を受けた者は、当該承認を受けた期間中、危険物を仮貯蔵又は
仮取扱いを
仮取扱い を する場所の見やすい箇所に、危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの場所
する場所の見やすい箇所に、危険物の仮貯蔵又は仮取 扱いの場所
である旨を表示した掲示板（様式第４号）及び省令第18
である旨を表示した掲示板（様式第４号）及び省令第 18条第１項第４号に定
18 条第１項第４号に定
める掲示板を設け
める掲示板を 設けなければならない。
設け なければならない。
（製造所等の設置又は変更の許可等）

第３条

管理者は、法第11
法第 11条第１
11 条第１項の規定による製造所、
条第１ 項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所（以

下「製造所等」という。）の設置又は変更の許可に関する
）の設置又は変更の許可に関する申請があった場合に
の設置又は変更の許可に関する 申請があった場合に
おいて、許可を
おいて、許可 を するときは危険物
するときは 危険物製造所等設置・変更
危険物 製造所等設置・変更許可証（様式第５号）
製造所等設置・変更 許可証（様式第５号）
に申請書の副本を添えて当該
に申請書の副本を添えて 当該申請
当該 申請をした
申請 をした者に交付
をした 者に交付し
者に交付 し 、許可を
、許可 を しないときは危
しないときは 危
険物製造所等設置・変更不許可通知書（様式第６号
険物製造所等設置・変更不許可通知書（ 様式第６号）
様式第６号 ） に申請書の副本を添え
に申請書 の副本を添え
て 当該申請をした者
当該申請 をした者に通知するものとする。
をした者 に通知するものとする。
（完成検査不適合の通知）
第４条

管理者は、法第11
管理者は、法第 11条第５項の規定による完成検査を行った結果、法第
11 条第５項の規定による完成検査を行った結果、法第

10条第４項の
10条第４項の製造所等の位置、構造及び設備の
条第４項の 製造所等の位置、構造及び設備の技術上の基準（以下「技術上
製造所等の位置、構造及び設備の 技術上の基準（以下「技術上
の基準」という。）に適合しないと認めたとき、又は前条の
）に適合しないと認めたとき、又は 前条の許可
前条の 許可の
許可 の 内容と異な
ると認めたときは、危険物製造所等完成検査不適合通知書（様式第７号）に
申請書の副本を添えて当該申請をした者
申請書の副本を添えて 当該申請をした者に通知するものとする。
当該申請をした者 に通知するものとする。
（製造所等の仮使用の承認）
第５条

管理者は、法第
管理者は、 法第11
法第 11条第５項ただし書の規定による製造所等の仮使用の
11 条第５項ただし書の規定による製造所等の仮使用の

承認申請があった場合において、
承認申請が あった場合において、当該申請を
あった場合において、 当該申請を承認するときは
当該申請を 承認するときは危険物製造所等
承認するときは 危険物製造所等

仮使用承認証（様式第８号）に申請書の副本を添えて当該申請をした者
仮使用承認証（様式第８号）に申請書の副本を添えて 当該申請をした者に交
当該申請をした者 に交
付し、承認しないときは危険物製造所等仮使用不承認通知書（様式第９号）
に申請書の副本を添えて当該申請をした者
に申請書の副本を添えて 当該申請をした者に通知するものとする。
当該申請をした者 に通知するものとする。
２

前項の承認を受けた者は、政令第８条第３項に規定する
前項の承認を受けた者は、 政令第８条第３項に規定する完成検査済証の交
政令第８条第３項に規定する 完成検査済証の交
付を受けるまでの間、製造所等の仮使用する場所
付を受けるまでの間、製造所等の 仮使用する場所の
仮使用する場所 の 見やすい箇所に、仮使用
承認済である旨を表示した掲示板（様式第10
承認済である旨を表示した掲示板（様式第10号）を
10 号）を設け
号）を 設けなければならない。
設け なければならない。

３

管理者は、第１項の仮使用の承認を受けた者が、仮使用の承認に係る部分
管理者は、第１項の仮使用の承認を受けた者が 、仮使用の承認に係る部分
以外の部分を法並びに政令及び省令
以外の部分を法 並びに政令及び省令に違反して使用したときは、仮使用の承
並びに政令及び省令 に違反して使用したときは、仮使用の承
認を取り
認を取 り 消すことができる。

４

管理者は、前項の規定により仮使用の承認を取り
管理者は、前項の規定により仮使用の承認を取り 消したときは、危険物製
消したときは、危険物製
造所等仮使用承認取消通知書（様式第11
造所等仮使用承認取消通知書（様式第 11号）により
11 号）により当該取り消した
号）により 当該取り消した者に通知
当該取り消した 者に通知
するものとする。
（許可等申請の取下げ）

第６条

第２条第２項の規定による承認、第３条の規定による許可又は前条第
第２条第２項の規定による承認、第３条の規定による許可又は前条 第

１項の規定による承認（以下「許可等」という。
１項 の規定による承認（以下「許可等」という。）の申請を行った者は、当該
申請を取り下げるとき又は許可等を受けた後に当該許可等の取消しを申し出
るときは、危険物製造所等許可等申請取下・取消届出書（様式第12
るときは、危険物製造所等許可等申請取下・取消届出書（様式第 12号）に許
12 号）に許
可書類等を添付して管理者に届け出なければならない。
（製造所等の譲渡又は引渡しの届出）
第７条

法第11
法第 11条第６項の規定により製造所等の譲渡又は引渡しを届け出よ
11 条第６項の規定により製造所等の譲渡又は引渡しを届け出よ

うとするときは、省令第７条の届出書に譲渡又は引渡しを証明する書類を添
付しなければならない。
（完成検査前検査の結果通知）
第８条

管理者は、法第11
管理者は、法第 11条の２第１項の規定による製造所等の完成検査前
11 条の２第１項の規定による製造所等の完成検査前検
条の２第１項の規定による製造所等の完成検査前 検

査（水張検査及び水圧検査に係るものを除く。）を行った結果、技術上の基準
）を行った結果、技術上の 基準
に 適合すると認めたときは
適合すると認め たときは危険物製造所等完成検査前検査適合通知書（様式
たときは 危険物製造所等完成検査前検査適合通知書（様式
第 13 号）に、
号）に 、 技術上の基準に適合しないと認めたとき又は第３条の
技術上の基準に適合しないと認めたとき又は 第３条の許可
第３条の 許可の内
許可 の内
容と異なると認めたときは危険物製造所等完成検査前検査不適合通知書（様
容と異なると認めたときは 危険物製造所等完成検査前検査不適合通知書（様
式第1
式第 14 号）にそれぞれ
号）に それぞれ申請書の副本を添えて
それぞれ 申請書の副本を添えて当該
申請書の副本を添えて 当該申請
当該 申請をした
申請 をした者に通知するも
をした 者に通知するも
のとする。
（製造所等の廃止の届出）
第９条

法第12
法第 12条の６の規定により製造所等の廃止を届
12 条の６の規定により製造所等の廃止を届け
条の６の規定により製造所等の廃止を届 け 出ようとするとき
出ようとする とき

は、省令第８条の届出書に当該製造所等の設置及び変更に係る
省令第８条の 届出書に当該製造所等の設置及び変更に係る全て
届出書に当該製造所等の設置及び変更に係る 全ての許可
全て の許可証
の許可 証 、
完成検査済証
完成検査済 証 及びタンク検査済証の副本を添付しなければならない。
及び タンク検査済証の副本を添付しなければならない。
（危険物保安監督者の届出）
（危険 物保安監督者の届出）
第 10条
10 条

法第13
法第 13条
13 条 第２項前段の規定により危険物保安監督者
第２項前段 の規定により危険物保安監督者 の 選任を
選任 を 届け出

ようとするとき
ようとする ときは、
とき は、省令第
は、 省令第48
省令第 48条の３の届出書
48 条の３の届出書に
条の３の届出書 に 当該危険物保安監督者に係る
当該 危険物保安監督者に係る
危険物取扱者免状の写し
危険物取扱者 免状の写し及び
免状の写し 及び実務経験証明・選任承諾書（様式第
及び 実務経験証明・選任承諾書（様式第15
実務経験証明・選任承諾書（様式第 15号）を添
15 号）を添
付しなければならない。
付し なければならない。
（予防規程の認可）
（予防規程 の認可）
第 11条
11 条

管理者は、法第14
管理者は、法第 14条の２第１項の規定による予防規程
14 条の２第１項の規定による予防規程の制
条の２第１項の規定による予防規程 の制定又は変更
の制 定又は変更

の認可申請があった場合において、これを認可するときは予防規程制定・変
の認可申請があった場合において、これを認可するときは予防規程制定・変
更認可証（様式第16
（様式第 16号）
16 号）に申請書の副本を添えて当該
に申請書の副本を添えて 当該申請
当該 申請をした
申請 をした者に交付し、
をした 者に交付し、
認可しないときは予防規程
認可しないときは予 防規程制定・変更
防規程 制定・変更不認可通知書（様式第
制定・変更 不認可通知書（様式第17
不認可通知書（様式第 17号）に申請書
17号）に申請書
の副本を添えて当該
の副本を添えて 当該申請
当該 申請をした
申請 をした者に通知するものとする。
をした 者に通知するものとする。
（保安検査並びに保安検査時期の変更及び延長の承認）
（保安検査並びに保安検査時期の変更及び延長の承認）
第 12条
12 条

管理者は、法第
管理者は、 法第14
法第 14条の３第１項又は第２項の規定による保安に関する
14 条の３第１項又は第２項の規定による保安に関する

検査を行った結果、技術上の基準に適合していないと認めたときは、保安検
査不適合通知書（様式第18
査不適合通知書（様式第 18号）に申請書の副本を添えて
18 号）に申請書の副本を添えて当該申請をした者
号）に申請書の副本を添えて 当該申請をした者に
当該申請をした者 に
通知するものとする。
２

管理者は、政令第８条の４第２項ただし書及び
管理者は、政令第８条の４第２項ただし書 及び省令第
及び 省令第62
省令第 62条の２の３第２
62 条の２の３第２項
条の２の３第２ 項
の規定による保安に関する検査時期の変更又は延長の承認申請があった場合
の規定による保安に関する検査時期の変更又は延長の承認申請が あった場合
において、承認するときは保安検査時期変更・延長承認証
において、承認するときは 保安検査時期変更・延長承認証（様式第
保安検査時期変更・延長承認証 （様式第19
（様式第 19号）に
19 号）に
申請書の副本を添えて当該申請をした者
申請書の副本を添えて 当該申請をした者に交付し、承認しないときは
当該申請をした者 に交付し、承認しないときは保安検
に交付し、承認しないときは 保安検
査時期変更・延長不承認通知書（様式第20
査時期変更・延長不承認通知書（様式第 20号）に申請書の副本を添えて
20号）に申請書の副本を添えて当該
号）に申請書の副本を添えて 当該
申請をした者に通知するものとする。
申請をした者 に通知するものとする。
（危険物の収去）

第 13条
13 条

消防事務に従事する職員は、法第16
消防事務に従事する職員は、法第 16条の５第１項の規定により危険物
16 条の５第１項の規定により危険物

又は危険物であることの疑いのある物を収去するときは、その所有者、管理
者又は占有者に収去証（様式第21
者又は占有者に収去証（様式第 21号）
21 号）を交付するものとする。
号） を交付するものとする。
（特例適用申請）
第 14条
14 条

政令第23
政令第 23条の規定による製造所等の位置、構造及び設備の基準の特例
23 条の規定による製造所等の位置、構造及び設備の基準の特例

の適用を受けようとする者は、危険物製造所等基準の特例適用申請書（様式
第 22号）に図面その他必要な書類を添付して管理者に申請しなければならな
22 号）に図面その他必要な書類を添付して管理者に申請しなければならな
い。
２

管理者は、前項の申請があった場合において、その内容を審査し、基準の
特例を適用するときは危険物製造所等基準の特例適用通知書（様式第23
特例を適用するときは危険物製造所等基準の特例適用通知書（様式第 23号）
23 号）
に、基準の特例を適用しないときは危険物製造所等基準の特例不適用通知書
（様式第24
（様式第 24号）にそれぞれ申請書の副本を添
24 号）にそれぞれ申請書の副本を添えて当該申請をした者に通知す
号）にそれぞれ申請書の副本を添 えて当該申請をした者に通知す
るものとする。
（内部点検の期間延長）

第 15 条

管理者は、省令第62
管理者は、省令第 62条の５第３項の規定による
62 条の５第３項の規定による休止中の特定屋外タン
条の５第３項の規定による 休止中の特定屋外タン

ク貯蔵所の内部点検
ク貯蔵所の 内部点検の
内部点検 の 期間の
期間 の 延長の申請があった場合において、承認すると
延長の申請があった場合において、 承認すると
きは休止中の特定屋外タンク貯蔵所内部点検
きは 休止中の特定屋外タンク貯蔵所内部点検期間延長承認
休止中の特定屋外タンク貯蔵所内部点検 期間延長承認証
期間延長承認 証 （様式第2
（様式第 25 号）
に申請書の副本を添えて当該申請をした者
に申請書の副本を添えて 当該申請をした者に交付し、承認しないときは休止
当該申請をした者 に交付し、承認しないときは休止
中の特定屋外タンク貯蔵所内部点検期間
中の特定屋外タンク貯蔵所内部点検 期間延長不承認通知書（様式第
期間 延長不承認通知書（様式第2
延長不承認通知書（様式第 26 号）に
申請書の副本を添えて当該申請をした者
申請書の副本を添えて 当該申請をした者に通知するものとする。
当該申請をした者 に通知するものとする。
（危険物の在庫管理の方法等に係る届出）
（危険物の在庫管理の方法等に係る届出）
第 16 条

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令（平成15
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令（平成 15年総務省令
15 年総務省令

第 143号）附則第３項第２号の規定による危険物の在庫管理等に係る計画の
143 号）附則第３項第２号の規定による危険物の在庫管理等に係る計画の
届出は、地下貯蔵
届出は、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
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（様式第
る計画届出書（様式第2
によって行わなければならない。
届出書（様式第 27 号 ） によって行わなければならない。
（製造所等の設置者氏名の変更届出）
第 17 条

第３条の規定による許可を受けた者は、その氏名若しくは名称又は
第３条の規定による許可を受けた者は、そ の氏名若しくは名称又は住
の氏名若しくは名称又は 住

所若しくは所在地に変更があ
所若しくは所在地 に変更があったとき
に変更があ ったときは、危険物製造所等の設置者氏名等変
ったとき は、危険物製造所等の設置者氏名等変
更届出書（様式第2
更届出書（様式第 28 号）により
号） により遅滞なく管理者に
により 遅滞なく管理者に届け出
遅滞なく管理者に 届け出なければならない。
届け出 なければならない。
（製造所等の使用の休止又は再開の届出）
第 18 条

製造所等の使用を３箇月以上休止し、又は休止中の製造所等の使用を
製造所等の使用を３箇月以上休止し 、又は休止中の製造所等の使用を

再開しようとする者
再開しようとする 者 は、危険物製造所等使用休止・再開届出書
は、危険物製造所等使用休止・再開届出 書（様式第2
（様式第 29 号）
によりあらかじめ管理者に
によりあらかじめ 管理者に届け出
管理者に 届け出なければならない。
届け出 なければならない。
（製造所等の軽微な変更の届出）
第 19 条

法第11
法第 11条第１項後段の規定による変更の許可を必要としない
11 条第１項後段の規定による変更の許可を必要としない製造所
条第１項後段の規定による変更の許可を必要としない 製造所

等の変更をしようとする
等の 変更をしようとする者
変更をしようとする 者 は、危険物製造所等の軽微な変更届出書（様式第
30号）
30号）によりあらかじめ
号） によりあらかじめ管理者に
によりあらかじめ 管理者に届け出
管理者に 届け出なければならない。
届け出 なければならない。
（製造所等における火気使用工事の届出）
（製造所等における火気 使用工事の届出）
第 20条
20 条

製造所等において溶接、
製造所等において溶接 、 溶断等火花を発する器具を使用する工事を行

おうとする者は、危険物製造所等の火気使用工事届出書（様式第
おうとする者 は、危険物製造所等の火気使用工事届出書（様式第31
は、危険物製造所等の火気使用工事届出書（様式第 31号）
31 号）によ
号） によ
りあらかじめ管理者に
りあらかじめ 管理者に届け出
管理者に 届け出なければならない。
届け出 なければならない。
（製造所等における災害発生の届出）
第 21条
21 条

製造所等の所有者、管理者又は占有者は、
製造所等の所有者、管理者又は占有者 は、製造所等において火災、爆
は、 製造所等において火災、爆

発その他の災害が発生したときは、危険物製造所等の災害発生届出書（様式
第 32号）を遅滞なく管理者に
32 号）を遅滞なく管理者に届け出
号）を遅滞なく管理者に 届け出なければならない。
届け出 なければならない。
（許可証等の再交付）
第 22 条

危険物製造所等設置・変更許可証、政令第８
危険物製造所等設置・変更許可証 、政令第８条の２第７項に規定する
、政令第８ 条の２第７項に規定する

タンク検査済証又は省令第62
タンク検査済証又は省令第 62条の３第３項に規定する保安検査済証（以下
62 条の３第３項に規定する保安検査済証（以下
「許可証等」という。）の交付を受けた者は、
）の交付を受けた者は、当該許可証等を亡失し、
当該許可証等 を亡失し、滅失し、
汚損し、又は破損したときは、許可証等再交付申請書（様式第
汚損し、又は破損したときは、 許可証等再交付申請書（様式第3
許可証等再交付申請書（様式第 33 号）により
管理者に許可証等の再交付を申請することができる。

２

許可証等を汚損又は破損したことにより前項の申請をするときは、許可証
等再交付申請書に当該許可証等を添付しなければならない。

３

管理者は、第１
管理者は、 第１項の申請
第１ 項の申請があった場合において
項の申請 があった場合において、正当な理由があると認め
があった場合において 、正当な理由があると認め
たときは、許可証等を再交付するものとする。
たときは、許可証等を再交付するもの とする。

４

前 項の規定により許可証等の再交付を受けた者は、亡失した許可証等を発
項の規定により許可証等 の再交付を受けた者は、亡失した許可証等を発
見したときは､速やかに当該許可証等を管理者に提出しなければならない。
（申請書等の提出部数）

第 23条
23 条

この規則の規定により提出する申請書及び届出書の部数は、特に定め

のあるものを除き、正本及び副本各１部とする。
（委任）
第 24条
24 条

この規則に定めるもののほか必要な事項は、
この規則に定めるもののほか必要な事項は 、 消防長が別に定める。
附

則

（施行期日）
１

この規則は、平成25
この規則は、平成 25年４月１日
25 年４月１日から施行する。
年４月１日 から施行する。
（経過措置）

２

この規則の
この規則 の 施行前
施行 前 に この規則による改正前の危険物の規制に関する規則の
この規則による改 正前の危険物の規制に関する規則の
規定に基づきなされた処分、手続きその他の行為は、改正後の大船渡地区消
防組合危険物の規制に関する細則の相当規定によりなされた処分、手続きそ
の他の行為とみなす。

