
国の法令等に基づき県が実施している手続（知事部局）

No. 部局 課名 手続根拠の名称 条項 手続名称(様式名)又は内容 見直し判定 施行時期 備考

1 知事公室 防災危機管理課 消防法施行規則 3条
消防計画作成（変更）届出

（別記様式第1号の2）
廃止 R2.12月

2 知事公室 防災危機管理課 消防法施行規則 3条の2
防火・防災管理者選任（解任）届出

（別記様式第1号の2の2）
廃止 R2.12月

3 知事公室 防災危機管理課 消防法施行規則 4条
全体についての消防計画作成（変更）

届出（別記様式第1号の2の2の2）
廃止 R2.12月

4 知事公室 防災危機管理課 消防法施行規則 4条の2
統括防火・防災管理者選任（解任）

届出（別記様式第1号の2の2の2の2）
廃止 R2.12月

5 知事公室 防災危機管理課 消防法施行規則
4条の2

の8

防火対象物点検報告特定認定申請

（別記様式第1号の2の2の2の3）
廃止 R2.12月

6 知事公室 防災危機管理課 消防法施行規則
4条の2

の8

管理権原者変更届出

（別記様式第1号の2の2の3）
廃止 R2.12月

7 知事公室 防災危機管理課 消防法施行規則
4条の2

の15

自衛消防組織設置（変更）届出

（別記様式第1号の2の2の3の3）
廃止 R2.12月

8 知事公室 防災危機管理課 消防法施行規則
4条の

４

防炎表示者登録申請

（別記様式第1号の2の2の4）
廃止 R2.12月

9 知事公室 防災危機管理課 消防法施行規則
31条の

3

消防用設備等（特殊消防用設備等）

設置届出（別記様式第1号の2の3）
廃止 R2.12月

10 知事公室 防災危機管理課 消防法施行規則
31条の

18

工事対象設備等着工届出

（別記様式第1号の7）
廃止 R2.12月

11 知事公室 防災危機管理課 消防法施行規則
34条の

2の2

特殊消防用設備等性能評価申請

（別記様式第1号の8）
廃止 R2.12月

12 知事公室 防災危機管理課 消防法施行規則
34条の

2の2

特殊消防用設備等性能評価変更申請

（別記様式第1号の9）
廃止 R2.12月

13 知事公室 防災危機管理課 消防法施行規則
34条の

2の3

特殊消防用設備等大臣認定申請

（別記様式第1号の10）
廃止 R2.12月

14 知事公室 防災危機管理課 消防法施行規則
34条の

2の3

特殊消防用設備等変更承認申請

（別記様式第1号の11）
廃止 R2.12月

15 知事公室 防災危機管理課 消防法施行規則
34条の

2の7

データ審査方式申請

（別記様式第1号の12）
廃止 R2.12月

16 知事公室 防災危機管理課 消防法施行規則 35条
型式試験申請（別記様式第2号）

型式試験申請（別記様式第3号）
廃止 R2.12月 廃止件数2件

17 知事公室 防災危機管理課 消防法施行規則 37条
型式承認申請（別記様式第4号）

型式承認申請（別記様式第5号）
廃止 R2.12月 廃止件数2件

１．手続概要 ２．見直し状況（令和4年3月1日時点）

行政手続の押印見直し状況調査
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18 知事公室 防災危機管理課 消防法施行規則 38条
氏名（名称、代表者の氏名、住所）

変更届出（別記様式第6号）
廃止 R2.12月

19 知事公室 防災危機管理課 消防法施行規則 39条
型式適合検定申請

（別記様式第7号）
廃止 R2.12月

20 知事公室 防災危機管理課 消防法施行規則 41条
輸出品承認申請

（別記様式第8号）
廃止 R2.12月

21 知事公室 防災危機管理課 消防法施行規則
44条の

2

自主表示対象機械器具等表示届出

（別記様式第9号）

届出事項変更届出書

（別記様式第10号）

製造（輸入）事業廃止届出

（別記様式第11号）

廃止 R2.12月 廃止件数3件

22 知事公室 防災危機管理課 消防法施行規則
44条の

3

輸出品承認申請

（別記様式第12号）
廃止 R2.12月

23 知事公室 防災危機管理課 消防法施行規則
51条の

16

防災管理点検報告特例認定申請

（別記様式第14号）

管理権原者変更届出

（別記様式第15号）

廃止 R2.12月 廃止件数2件

24 知事公室 防災危機管理課 平成14年消防庁告示
告示第

8号

防火対象物点検結果報告

（別記様式第1号）
廃止 R2.12月

25 知事公室 防災危機管理課 平成16年消防庁告示
告示第

9号

消防用設備等（特殊消防用設備等）

点検結果報告（別記様式第1号）
廃止 R2.12月

26 知事公室 防災危機管理課 平成20年消防庁告示
告示第

19号

防災管理点検結果報告

（別記様式第1号）
廃止 R2.12月

27 知事公室 防災危機管理課 危険物の規制に関する規則 1条の5
圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は

取扱いの開始（廃止）届（様式第1）
廃止 R2.12月

28 知事公室 防災危機管理課 危険物の規制に関する規則 4条

危険物製造所等設置許可申請

（様式第2）

移送取扱所設置許可申請

（様式第3）

廃止 R2.12月 廃止件数2件

29 知事公室 防災危機管理課 危険物の規制に関する規則 5条

危険物製造所等変更許可申請

（様式第5）

移送取扱所変更許可申請

（様式第6）

廃止 R2.12月 廃止件数2件

30 知事公室 防災危機管理課 危険物の規制に関する規則 5条の2
危険物製造所等仮使用の承認申請

（様式第7）
廃止 R2.12月
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31 知事公室 防災危機管理課 危険物の規制に関する規則 5条の3

危険物製造所等変更許可及び仮使用の承認申

請（様式第7の2）　

移送取扱所変更許可及び仮使用の承認申請

（様式第7の3）

廃止 R2.12月 廃止件数2件

32 知事公室 防災危機管理課 危険物の規制に関する規則 6条

危険物製造所等完成検査の申請

（様式第8）

移送取扱所完成検査の申請

（様式第9）

完成検査済証再交付申請

（様式第12）

廃止 R2.12月 廃止件数3件

33 知事公室 防災危機管理課 危険物の規制に関する規則 6条の4
危険物製造所等完成検査前検査申請

（様式第13）
廃止 R2.12月

34 知事公室 防災危機管理課 危険物の規制に関する規則 7条
危険物製造所等譲渡引渡届

（様式第15）
廃止 R2.12月

35 知事公室 防災危機管理課 危険物の規制に関する規則 7条の3
危険物製造所等品名、数量又は指定数量の倍

数の変更届（様式第16）
廃止 R2.12月

36 知事公室 防災危機管理課 危険物の規制に関する規則 8条
危険物製造所等廃止届

（様式第17）
廃止 R2.12月

37 知事公室 防災危機管理課 危険物の規制に関する規則
47条の

3

移送の経路等に関する書面

（様式第18）
廃止 R2.12月

38 知事公室 防災危機管理課 危険物の規制に関する規則
47条の

6

危険物保安統括管理者選任・解任届

（様式第19）
廃止 R2.12月

39 知事公室 防災危機管理課 危険物の規制に関する規則
48条の

3

危険物保安監督者選任・解任届

（様式第20）
廃止 R2.12月

40 知事公室 防災危機管理課 危険物の規制に関する規則 62条
予防規定制定・変更認可申請

（様式第26）
廃止 R2.12月
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41 知事公室 防災危機管理課 危険物の規制に関する規則
62条の

2の2

特定屋外タンク貯蔵所の保安検査時期延長申

請（タンクの腐食防止状況）

（様式第26の2）

特定屋外タンク貯蔵所の保安検査時期延長申

請（危険物の貯蔵管理状況）

（様式第26の3）

特定屋外タンク貯蔵所の保安検査時期延長申

請（タンクの腐食量管理状況）

（様式第26の4）

特定屋外タンク貯蔵所の保安検査時期延長申

請（コーティング有）

（様式第26の5）

特定屋外タンク貯蔵所の保安検査時期延長申

請（コーティング無）

（様式第26の6）

廃止 R2.12月 廃止件数5件

42 知事公室 防災危機管理課 危険物の規制に関する規則
62条の

3

屋外タンク貯蔵所保安検査申請

（様式第27）
廃止 R2.12月

43 知事公室 防災危機管理課 危険物の規制に関する規則
62条の

3

移送取扱所保安検査申請

（様式第28）
廃止 R2.12月

44 知事公室 防災危機管理課 危険物の規制に関する規則
62条の

3

保安検査時期変更承認申請

（様式第29）
廃止 R2.12月

45 知事公室 防災危機管理課 危険物の規制に関する規則
附則10

条

新基準適合届出

（様式第31）

第一段階基準適合届出

（様式第32）

廃止 R2.12月 廃止件数2件

46 知事公室 防災危機管理課 危険物の規制に関する規則
62条の

5

特定屋外タンク貯蔵所の内部点検時期

延長届出（タンクの防食防止状況）

（様式第33）

特定屋外タンク貯蔵所の内部点検時期

延長届出（危険物の貯蔵管理状況）

（様式第34）

休止中の特定屋外タンク貯蔵所の内部

点検期間延長申請（様式第35）

廃止 R2.12月 廃止件数3件
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47 知事公室 防災危機管理課 危険物の規制に関する規則
附則3

条

特定・準特定屋外タンク貯蔵所の休止

確認申請（様式第36）

休止中の特定・準特定屋外タンク貯蔵

所の再開届出（様式第37）

特定・準特定屋外タンク貯蔵所の休止

確認に係る変更届出（様式第38）

特定屋外タンク貯蔵所の休止確認申請

（様式第39）

休止中の特定屋外タンク貯蔵所の再開

届出（様式第40）

特定屋外タンク貯蔵所の休止確認に

係る変更届（様式第41）

廃止 R2.12月 廃止件数6件

48 知事公室 防災危機管理課 危険物の規制に関する規則
62条の

5の2

休止中の地下貯蔵タンク又は二十殻

タンクの漏れの点検期間延長申請

（様式第42）

廃止 R2.12月

49 知事公室 防災危機管理課 危険物の規制に関する規則
62条の

5の3

休止中の地下埋設配管の漏れの点検

期間延長申請（様式第43）
廃止 R2.12月

50 総務部 総務私学課・行政管理課 行政不服審査法施行令 第4条 審査請求書への押印 廃止 R3.2.15

51 総務部 行政管理課 行政不服審査法 第20条 口頭による審査請求に関する押印 廃止 R3.9.1

行政不服審査

法（平成26年

法律第68号）

の一部改正を

含む「デジタ

ル社会の形成

を図るための

関係法律の整

備に関する法

律（令和３年

法律第37

号）」

52 企画部 県土・跡地利用対策課 国土利用計画法施行規則 第5条 土地売買等許可申請書（様式第1） 廃止 R3.1月

53 企画部 県土・跡地利用対策課 国土利用計画法施行規則 第19条 土地に関する権利の買取り請求書（様式第2） 廃止 R3.1月

54 企画部 県土・跡地利用対策課 国土利用計画法施行規則 第20条 土地売買等届出書（様式第3） 廃止 R3.1月



No. 部局 課名 手続根拠の名称 条項 手続名称(様式名)又は内容 見直し判定 施行時期 備考

１．手続概要 ２．見直し状況（令和4年3月1日時点）

55 企画部 県土・跡地利用対策課 国土利用計画法施行規則 第20条の3土地売買等届出書（様式第3の2） 廃止 R3.1月

56 企画部 県土・跡地利用対策課 国土利用計画法施行規則 第21条 確認申請書（様式第4） 廃止 R3.1月

57 企画部 県土・跡地利用対策課 国土利用計画法施行規則 第23条 計画届出書（様式第6） 廃止 R3.1月

58 企画部 県土・跡地利用対策課 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第28条 登録申請書（様式第7） 廃止 R2.12月

59 企画部 県土・跡地利用対策課 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則
第27条

第1項
不動産鑑定業変更登録申請書（様式第九） 廃止 R2.12月

60 企画部 県土・跡地利用対策課 位置境界明確化調査等作業実施要領 図上確認書（別紙様式）の土地所有者の押印 廃止 R2.12月

61 企画部 総合情報政策課 測量法 43条 測量成果の複製承認申請 廃止 R3.1.1

法では押印を

求めておら

ず、申請書に

て求めていた

押印を廃止。

62 企画部 総合情報政策課 測量法 44条 測量成果の使用承認申請 廃止 R3.1.1

法では押印を

求めておら

ず、申請書に

て求めていた

押印を廃止。

63 企画部 市町村課 地方税法施行規則 14条
固定資産申告書(道府県知事又は総務大臣に対

する申告書）（第30号様式）
廃止 R3.4.1

64 環境部 環境政策課 公害紛争処理法施行令

第４条

第１項

第５条

第２項

あっせん、調停、仲裁の申請

調停に係る参加申立
廃止 R3.2.15 廃止件数2件

65 環境部 環境政策課 都道府県公害紛争処理マニュアル －

公害紛争処理手続

申請取下書（様式例21）

記録の閲覧請求書（様式例73）

廃止 R3.2月 廃止件数2件

66 環境部 環境政策課 都道府県公害紛争処理マニュアル －

公害紛争処理手続

受領書（様式例６）

期日請書（様式例34）

放棄書（様式例38）

受継申立書（様式例41）

義務履行勧告申出書（様式例66）

廃止 R3.2月

調停委員会等

の判断により

押印を求める

場合もある。

廃止件数5件
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67 環境部 環境保全課
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化

に関する法律（フロン排出抑制法）

第８条

第11条

第52条

第一種フロン類充塡回収業者登録（登録の更

新）申請書、変更届出書、フロン類回収量等

に関する報告書

（様式第１～３）

廃止 R2.12月 廃止件数3件

68 環境部 環境保全課 土壌汚染対策法施行規則

第１条

第２項

他

土壌汚染状況調査結果報告書（様式第１）

特定有害物質の種類の通知申請書（様式第

２）

土壌汚染対策法第３条第１項ただし書の確認

申請書（様式第３）

承継届出書（様式第４）

土地利用方法変更届出書（様式第５）

一定の規模以上の土地の形質の変更届出書

（様式第６）

土壌汚染状況調査結果報告書（様式第７）

土壌汚染状況調査結果報告書（様式第８）

汚染除去等計画書（新規・変更）（様式第

９）

工事完了報告書（様式第10）

実施措置完了報告書（様式第11）

帯水層の深さに係る確認申請書（様式第12）

実施措置と一体として行われる土地の形質の

変更の確認申請書（様式第13）

地下水の水質の測定又は地下水汚染の拡大の

防止が講じられている土地の形質の変更の確

認申請書（様式第14）

形質変更時要届出区域内における土地の形質

廃止 R2.12月
廃止件数

26件

69 環境部 環境保全課 ダイオキシン類対策特別措置法施行規則

第４条

第６条

第７条

第８条

第10条

特定施設設置(使用、変更)届出書（様式第

１）

氏名等変更届出書（様式第３）

特定施設使用廃止届出書（様式第４）

承継届出書（様式第５）

ダイオキシン類測定結果報告書（様式第６）

フレシキブルディスク提出書（様式第７）

廃止 R2.12月 廃止件数6件



No. 部局 課名 手続根拠の名称 条項 手続名称(様式名)又は内容 見直し判定 施行時期 備考

１．手続概要 ２．見直し状況（令和4年3月1日時点）

70 環境部 環境保全課 水質汚濁防止法施行規則

第３条

第７条

第８条

第９条

の２

第９条

の２の

４

特定施設（有害物質貯蔵指定施設）設置（使

用、変更）届出書（様式第１）

排出水の排水系統別の汚染状態及び量の届出

書（様式第２の２）

氏名等変更届出書（様式第５）

特定施設（有害物質貯蔵指定施設）使用廃止

届出書（様式第６）

承継届出書（様式第７）

汚濁負荷量測定手法届出書（様式第10）

フレキシブルディスク提出書（様式第10の

２）

廃止 R2.12月 廃止件数7件

71 環境部 環境保全課
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び

指定支援法人に関する省令

第１条

第１項

他

指定申請書（様式第１）

指定の更新申請書（様式第２）

技術管理者証交付申請書（様式第４）

技術管理者証更新申請書（様式第５）

更新講習受講申請書（様式第５の２）

更新講習修了証再交付申請書（様式第５の

３）

技術管理者証再交付申請書（様式第６）

技術管理者証書換申請書（様式第７）

技術管理者試験受験申請書（様式第８）

技術管理者試験合格証書再交付申請書（様式

第９）

変更届出書（様式第１０）

業務廃止届出書（様式第１１）

廃止 R2.12月
廃止件数

12件



No. 部局 課名 手続根拠の名称 条項 手続名称(様式名)又は内容 見直し判定 施行時期 備考

１．手続概要 ２．見直し状況（令和4年3月1日時点）

72 環境部 環境保全課 汚染土壌処理業に関する省令

第２条

第１項

他

汚染土壌処理業許可申請書（様式第１）

汚染土壌処理業に係る変更許可申請書（様式

第２）

汚染土壌処理業に係る変更届出書（様式第

３）

汚染土壌処理業に係る休止・廃止・再開届出

書（様式第４）

廃止措置実施報告書（様式第５）

汚染土壌処理業譲渡及び譲受承認申請書（様

式第６）

合併・分割承認申請書（様式第７）

相続承認申請書（様式第８）

汚染土壌処理業許可証の書換え・再交付申請

書（様式第１０）

廃止 R2.12月 廃止件数9件

73 環境部 環境保全課 大気汚染防止法施行規則
第８条

他

ばい煙発生施設設置届出書（様式第１）

揮発性有機化合物排出施設設置（使用、変

更）届出書（様式第２の２）

一般粉じん発生施設設置（使用、変更）届出

書（様式第３）

特定粉じん発生施設設置（使用、変更）届出

書（様式第３の２）

特定粉じん排出等作業実施届出書（様式第３

の３）

水銀排出施設設置（使用、変更）届出書（様

式第３の５）

氏名等変更届出書（様式第４）

使用廃止届出書（様式第５）

承継届出書（様式第６）

フレキシブルディスク提出書（様式第６の

２）

廃止 R2.12月
廃止件数

10件



No. 部局 課名 手続根拠の名称 条項 手続名称(様式名)又は内容 見直し判定 施行時期 備考

１．手続概要 ２．見直し状況（令和4年3月1日時点）

74 環境部 環境保全課
特定工場における公害防止組織の整備に関

する法律施行規則

第４条

他

公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選

任、死亡･解任届出書（様式第１）

公害防止管理者(公害防止管理者の代理者) 選

任、死亡・

解任届出書（様式第２）

公害防止主任管理者（公害防止主任管理者の

代理者）選任，死亡・解任届出書（様式第

３）

承継届出書（様式第３の２）

相続同意証明書（様式第３の３）

相続証明書（様式第３の４）

国家試験合格証書再交付申請書（様式第６）

講習機関登録申請書（様式第８）

廃止 R2.12月 廃止件数8件

75 環境部 環境保全課

特定化学物質の環境への排出量の把握等及

び管理の改善の促進に関する法律改善の促

進に関する法律施行規則

第５条

第１項

他

・第一種指定化学物質の排出量及び移動量の

届出

・対応化学物質分類名への変更・維持の請求

・電子情報処理組織使用・変更・廃止の届出

・磁気ディスクの提出

（様式第１～６号）

・運用における以下の様式

　変更届出書、磁気ディスク内容変更依頼書

　過年度新規届出書、取り下げ願い

　書面届出内容変更（取下げ）依頼書

廃止 R2.12月 廃止件数11件

76 環境部 環境整備課
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規

則
ー

産業廃棄物管理票、一体的処理関係申請書、

届出書、許可申請添付書類（様式第２号の

15、様式第５号の２～５、７、様式第６号の

２）

廃止 R2.12月 廃止件数７件

77 環境部 環境整備課
使用済自動車の再資源化等に関する法律施

行規則
ー

登録申請書（引取業者、フロン回収業者）、

許可申請書（解体業、破砕業）、届出書（様

式第１～５、７～８、10、11）

廃止 R2.12月 廃止件数９件



No. 部局 課名 手続根拠の名称 条項 手続名称(様式名)又は内容 見直し判定 施行時期 備考

１．手続概要 ２．見直し状況（令和4年3月1日時点）

78 環境部 環境整備課 環境省関係浄化槽法施行規則 ー

・浄化槽使用休止届出書（様式第一号）

・浄化槽使用再開届出書（様式第一号の二）

・浄化槽使用廃止届出書（様式第一号の三）

・浄化槽管理士免状申請書（様式第二号）

・浄化槽管理士免状再交付申請書（様式第四

号）

・浄化槽管理士試験受検申請書（様式第六

号）

・指定検査機関指定申請書（様式第七号）

廃止 R2,12月 廃止件数7件

79 環境部 環境整備課
浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の

設置等の届出及び設置計画に関する省令
ー

・浄化槽設置届出書（別記様式第一号）

・浄化槽変更届出書（別記様式第二号） 廃止 R2,12月 廃止件数2件

80 環境部 環境再生課
緑の募金による森林整備等の推進に関する

法律の運用について

第１

第２

第３

第５

緑化推進委員会指定申請書（別記様式１）

変更届出書（別記様式３）

運営協議会委員認可（別記様式４）

事業計画書及び収支予算書の提出について

（別記様式５）

事業報告書及び収支決算書の提出について

（別記様式６）

○年度緑の募金の計画の提出について（別記

様式７）

○年度緑の募金の結果の届出について（別記

様式８）

廃止 R2.12.24 廃止件数7件

81 環境部 環境再生課 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 18条

・産業廃棄物処理実績報告書（様式1，2）_

県内産廃処理事業者に対し、年間処理実績を

報告させるもの。

廃止 R3.4.1

・廃止件数2

件

・任意様式で

あるため、国

による改正手

続は無い。



No. 部局 課名 手続根拠の名称 条項 手続名称(様式名)又は内容 見直し判定 施行時期 備考

１．手続概要 ２．見直し状況（令和4年3月1日時点）

82 子ども生活福祉部 福祉政策課

社会福祉士及び介護福祉士法施行令

(「社会福祉士養成施設及び介護福祉士養成

施設の設置及び運営に係る指針について

（令和2年3月6日改正 社援発0306第21

号）」）

3条、4

条1

項・2

項、5

条

社会福祉士・介護福祉士養成施設（実務者養

成施設含む）の指定・変更承認申請・変更届

出・業務報告

（様式：「指針」別添1-様式2、別添2-様式

2、7）

廃止

「指針」は未

改正だが、

R3.3.29付け

事務連絡によ

り申請様式・

届出様式に係

る押印は不要

となった。

83 子ども生活福祉部 福祉政策課

社会福祉法施行令

（「社会福祉主事養成機関指導要領及び社

会福祉主事資格認定講習会要領について

（平成27年3月31日 社援発0331第48

号）」）

5条、6

条1

項・2

項、7

条1項

社会福祉主事養成機関の指定・変更承認申

請・変更届出・業務報告
廃止

法改正の予定

はないが通知

により押印不

要となった

廃止件数3件

84 子ども生活福祉部 保護・援護課 生活困窮者自立支援法施行規則 

生活困窮者住居確保給付金支給申請書、生活

困窮者就労訓練事業認定申請書（様式第１、

２号）

廃止 R3.1月
廃止件数

２件

85 子ども生活福祉部 保護・援護課 戦傷病者特別援護法施行規則 －

戦傷病者交付、療養、補装具等請求

関係様式、（様式第1号、様式第3号の１、様

式第11号～13、様式第15，16，18号）

廃止 R2.12月
廃止件数

８件

86 子ども生活福祉部 保護・援護課 戦傷病者特別援護法 23条
戦傷病者乗車券類引換証交付請求書（様式第

10号）
廃止 R2.12月

廃止件数

１件

87 子ども生活福祉部 保護・援護課
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法

施行規則
1条

戦傷病者等の妻に対する特別給付金請求書

（様式第１号、第１号の２）
廃止 R2.12月

廃止件数

２件

88 子ども生活福祉部 保護・援護課

戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法

第四条第二項の規定により発行する国債の

発行交付等に関する省令

9条 国庫債券印鑑等届出書（第２号書式） 廃止 R3.4月
廃止件数

１件

89 子ども生活福祉部 保護・援護課
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施

行規則
1条

戦没者等の妻に対する特別給付金（様式第１

号、様式第１－２号）
廃止 R2.12月

廃止件数

２件

90 子ども生活福祉部 保護・援護課

戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第

四条第二項の規定により発行する国債の発

行交付等に関する省令

9条 国庫債券印鑑等届出書（第２号書式） 廃止 R4.4月
廃止件数

１件



No. 部局 課名 手続根拠の名称 条項 手続名称(様式名)又は内容 見直し判定 施行時期 備考

１．手続概要 ２．見直し状況（令和4年3月1日時点）

91 子ども生活福祉部 保護・援護課
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法

施行規則
1条

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書

（様式第１号）、特別弔慰金順位変更申請書

（第１号の２）

廃止 R2.12月
廃止件数

２件

92 子ども生活福祉部 保護・援護課

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法

第五条第二項の規定により発行する国債の

発行交付等に関する省令

9条 国庫債券印鑑等届出書（第２号書式） 存続

93 子ども生活福祉部 保護・援護課 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 

障害年金（障害一時金）請求関係（様式第１

～２号）、遺族年金（遺族給与金）請求関係

（様式第15～19号）、弔慰金請求関係（様式

第22～24号）

廃止 R2.12月
廃止件数

10件

94 子ども生活福祉部 保護・援護課
引揚者等に対する特別交付金の支給に関す

る法律施行規則
－

特別交付金の請求書及び通知書等の様式（第

一号～第七号）
廃止 R2.12月

廃止件数

７件

95 子ども生活福祉部 青少年・子ども家庭課
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施

行規則（昭和39年厚生省令第38号）

特別児童扶養手当の支給に関する各種様式

（認定請求書、公的年金給付等受給状況届、

所得状況届　他）

廃止 R２.1２月
廃止件数

21件

96 子ども生活福祉部 子育て支援課 児童福祉法

第18条

の10

第１項

指定試験機関の役員の選任の認可 存続

指定機関が1

施設しかない

ため業務は少

ないが、指定

機関が押印省

略を可とする

のであれば検

討する

97 子ども生活福祉部 子育て支援課 児童福祉法

第18条

の13

第１項

指定試験機関の認可 存続

指定機関が1

施設しかない

ため業務は少

ないが、指定

機関が押印省

略を可とする

のであれば検

討する

98 子ども生活福祉部 子育て支援課 児童福祉法
第18条

の14
指定試験機関の事業計画、収支予算の認可 存続



No. 部局 課名 手続根拠の名称 条項 手続名称(様式名)又は内容 見直し判定 施行時期 備考

１．手続概要 ２．見直し状況（令和4年3月1日時点）

99 子ども生活福祉部 子育て支援課 児童福祉法

第18条

の18

第１項

保育士の登録申請 廃止 R2.12.25

100 子ども生活福祉部 子育て支援課 児童福祉法施行令 第11条 指定試験機関の休止の認可 存続

指定機関が1

施設しかない

ため業務は少

ないが、指定

機関が押印省

略を可とする

のであれば検

討する

101 子ども生活福祉部 子育て支援課 児童福祉法施行令
第５条

第２項
保育士養成施設の指定 廃止 R3.1.6

102 子ども生活福祉部 子育て支援課 児童福祉法施行令
第５条

第３項
指定保育士養成施設の学則の変更承認 廃止 R3.1.6

103 子ども生活福祉部 子育て支援課 児童福祉法施行規則
第６条

の11
保育士試験の一部科目免除申請 存続

104 子ども生活福祉部 子育て支援課 児童福祉法施行規則

第６条

の32第

１項

保育士の登録申請 廃止 R2.12.25

105 子ども生活福祉部 子育て支援課 児童福祉法施行規則

第６条

の９第

４項

保育士試験の受験資格認定 存続

106 子ども生活福祉部 子育て支援課 児童福祉法施行規則

第６条

の８第

１項

指定保育士養成施設の指定 廃止 R3.1.6

107 子ども生活福祉部 子育て支援課 児童福祉法施行規則

第６条

の８第

４項

指定保育士養成施設の学則の変更承認変更承

認
廃止 R3.1.6

108 子ども生活福祉部 子育て支援課 児童福祉法施行規則

第６条

の８第

４項

指定保育士養成施設の設置者の氏名等の変更

の届出
廃止 R3.1.6

109 子ども生活福祉部 子育て支援課 児童福祉法施行規則

第６条

の８第

４項

指定保育士養成施設の実績報告 廃止 R2.12.25



No. 部局 課名 手続根拠の名称 条項 手続名称(様式名)又は内容 見直し判定 施行時期 備考

１．手続概要 ２．見直し状況（令和4年3月1日時点）

110 子ども生活福祉部 障害福祉課
障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給

に関する省令

２条１

項、５

条、15

条１項

認定請求、被災状況、所得状況届（様式第

一、三～五、七号）
廃止 R2.12月

廃止件数

５件

111 子ども生活福祉部 障害福祉課
障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害

程度認定基準について
第一 認定診断書（様式第１号～第16号） 廃止 R2.12月

廃止件数

16件

112 子ども生活福祉部 障害福祉課
特別児童扶養手当等の認定請求書等におけ

る所得の額の確認に係る事務等について

第１、

３、４

特別障害者手当等における同一生計配偶者に

関する申立書等（別紙３、５、６、８）
廃止 R2.12月

廃止件数

４件

113 子ども生活福祉部 消費・くらし安全課 特定非営利活動促進法施行規則 －

認定、有効期間の更新、認定特定非営利活動

法人の事務所の新設、特定認定、特例認定特

定非営利活動法人の事務所の新設、第63条第

1項合併の認定、第63条第2項の合併の認定に

係る関係書類の提出書（様式第１～7号）

廃止 R2.12月
廃止件数

7件



No. 部局 課名 手続根拠の名称 条項 手続名称(様式名)又は内容 見直し判定 施行時期 備考

１．手続概要 ２．見直し状況（令和4年3月1日時点）

114 子ども生活福祉部 計量検定所 計量法施行規則 －

届出記載事項変更届、事業廃止届、輸出家庭

用特定計量器製造届、輸出家庭用特定計量器

販売届、譲渡等制限特定計量器輸出届、特殊

容器製造事業指定申請書、特殊容器製造事業

（適正計量管理事業所）指定申請書記載事項

変更届、事業廃止届、計量証明事業登録申請

書、登録申請記載事項変更届、事業規程届出

書、事業規程変更届出書、登録証再交付申請

書、登録簿謄本交付（閲覧）請求書、認定申

請書記載事項変更届、認定証再交付申請書、

計量士資格認定申請書、計量士資格認定証再

交付申請書、計量士登録証再交付申請書、計

量士登録簿謄本交付（閲覧）請求書、計量士

国家試験合格証書再交付申請書、適正計量管

理事業所指定申請書、指定申請書記載事項変

更届、業務規程認可申請書、業務規程変更申

請書、業務休止（廃止）届出書、指定校正機

関の事業所の所在の変更届、手数料認可申請

書、登録申請書、登録更新申請書、記載事項

変更届、事業廃止届、電磁的記録媒体提出票

(様式第3、7、9～11、54、55、59～61、61

の2、61の3、62、63、63の4、63の5、64、

廃止 R2.12月
廃止件数

34件



No. 部局 課名 手続根拠の名称 条項 手続名称(様式名)又は内容 見直し判定 施行時期 備考

１．手続概要 ２．見直し状況（令和4年3月1日時点）

115 子ども生活福祉部 計量検定所 特定計量器検定検査規則 －

検定（比較検査）申請書、変成器付電気計器

検査申請書、装置検査申請書、輸出用特定計

量器製造（販売）届、特定計量器に係る製造

（修理）事業者の記号（変更）届出書、製造

事業者（輸入事業者）（外国製造事業者）型

式承認申請書、製造事業者（輸入事業者）

（外国製造事業者）型式試験申請書、製造事

業者（輸入事業者）（外国製造事業者）型式

承認更新申請書、所在場所定期検査申請書、

実施期日に定期検査を受けることができない

旨の届出書、計量証明検査申請書、定期検査

に代わる計量士による検査を行った旨の届出

書

(様式第1～3、5の2、6～8、10、13～16号）

廃止 R2.12月
廃止件数

12件

116 子ども生活福祉部 計量検定所 基準器検査規則 －
基準器検査申請書、委任状

(様式第1～2号)
廃止 R2.12月

廃止件数

2件

117 子ども生活福祉部 計量検定所

指定定期検査機関、指定検定機関、指定計

量証明検査機関及び特定計量証明認定機関

の指定等に関する省令

－

指定更新申請書、業務規程認可申請書、業務

規程変更認可申請書、業務休止（廃止）届出

書、電磁的記録媒体提出票

(様式第1の2、2～4、8号）

廃止 R2.12月
廃止件数

5件

118 子ども生活福祉部 計量検定所 指定製造事業者の指定等に関する省令 －

指定申請書、検査申請書、指定製造事業者に

係る調査申請書、品質管理の方法についての

変更届出書、基準適合義務の免除の届出、外

国製造事業者指定申請書、指定申請書記載事

項変更届、事業廃止届、電磁的記録媒体提出

表

(様式第1～3、5～10号)

廃止 R2.12月
廃止件数

9件

119 子ども生活福祉部 青少年･子ども家庭課

児童福祉施設(児童家庭局所管施設)におけ

る入所児童(者)処遇特別加算について(平成

2年6月7日付け児発第475号の6)

入所児童(者)処遇特別加算費の【申請・報

告】について

(別紙様式１)

廃止 R2.12月

120 子ども生活福祉部 青少年･子ども家庭課

児童福祉施設(児童家庭局所管施設)におけ

る単身赴任手当加算費について(平成2年4

月11日付け児発第320号の7)

平成　　単身赴任手当加算費申請書

(別紙様式１)
廃止 R2.12月



No. 部局 課名 手続根拠の名称 条項 手続名称(様式名)又は内容 見直し判定 施行時期 備考

１．手続概要 ２．見直し状況（令和4年3月1日時点）

121 子ども生活福祉部 青少年･子ども家庭課

民間あっせん期間による養子縁組のあっせ

んに係る序同の保護等に関する法律等の施

行について(平成29年11月27日付け子発

1127第4号)

規則

第1条

第5項

ｂ）役員の履歴書

　具体的には、職歴、賞罰及び役職員への就

任解任状況を明らかにし、本人の記名押印又

は署名のあるものであること。また、写真の

貼付は不要であること。

廃止 R2.12月

122 子ども生活福祉部 青少年･子ども家庭課

児童福祉法による措置費等国庫負担金等の

交付基準の取扱について(平成7年4月3日児

企第25号)

就職支度費特別基準申請書(別紙１)

就職支度費特別基準支給報告書(別紙2)
廃止 R2.12月 廃止件数2件

123 子ども生活福祉部 青少年･子ども家庭課

児童福祉法による児童入所施設措置費国庫

負担金(大学進学等自立生活支度費)の交付

の取扱いについて(平成18年6月27日雇児福

発第0627002号)

大学進学等自立生活支度費特別基準申請書(別

紙1)

大学進学等自立生活支度費特別基準支給報告

書(別紙2)

廃止 R2.12月 廃止件数2件

124 子ども生活福祉部 青少年･子ども家庭課 児童扶養手当法

児童扶養手当の支給に関する各種様式（認定

請求書、事実婚解消申立書、支給要件変更申

立書　他）

廃止 R2.12月
廃止件数

11件

125 子ども生活福祉部 保護・援護課
医療扶助運営要領(昭和36年９月30日社発

第727号)
－

医療扶助に係る手続き書類(様式11、様式

13、様式16、様式17、様式18の１、様式18の

１の２、様式18の１の３、様式25、様式26の

１、様式26の３)

廃止 R2.12月
廃止件数

10件

126 子ども生活福祉部 保護・援護課

180日を超えて入院している患者の取扱い

について(平成14年3月27日社援発第

0327028号)

－ 【別紙３】 廃止 R2.12月
廃止件数

1件



No. 部局 課名 手続根拠の名称 条項 手続名称(様式名)又は内容 見直し判定 施行時期 備考

１．手続概要 ２．見直し状況（令和4年3月1日時点）

127 保健医療部 衛生薬務課
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律施行規則

薬局開設許可申請書、許可証・認定証・登録

証・基準適合証書換え交付申請書、許可証・

認定証・登録証・基準適合証書再交付申請

書、薬局開設許可更新申請書、変更届書、取

扱処方箋数届書、休止・廃止・再開届書、医

薬品・体外診断用医薬品・医薬部外品・化粧

品・医療機器・再生医療等製品製造販売業許

可申請書、医薬品・体外診断用医薬品・医薬

部外品・化粧品・医療機器・再生医療等製品

製造販売業許可更新申請書、医薬品・医薬部

外品・化粧品・再生医療等製品製造業許可申

請書、医薬品・医薬部外品・化粧品・再生医

療等製品製造業許可更新申請書、医薬品・医

薬部外品・化粧品・再生医療等製品製造業許

可区分変更・追加申請書、医薬品・医薬部外

品・化粧品製造販売承認申請書、医薬品・医

薬部外品・化粧品製造販売承認事項一部変更

承認申請書、医薬品・医薬部外品・化粧品製

造販売承認事項軽微変更届書、医薬品・医薬

部外品適合性調査申請書、医薬品・医薬部外

品・化粧品製造販売届書、医薬品・体外診断

用医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器製

廃止 R2.12月
廃止件数

44件

128 保健医療部 衛生薬務課 薬剤師法施行規則 -

薬剤師免許申請書、薬剤師名簿訂正申請書、

薬剤師免許証書換交付申請書、薬剤師免許証

再交付申請書

様式第１、２、４、５

廃止 R2.12月　
廃止件数

4件

129 保健医療部 衛生薬務課 調理師法施行規則 １条 調理師免許申請書（様式第一） 廃止 R2.12月　



No. 部局 課名 手続根拠の名称 条項 手続名称(様式名)又は内容 見直し判定 施行時期 備考

１．手続概要 ２．見直し状況（令和4年3月1日時点）

130 保健医療部 衛生薬務課 麻薬及び向精神薬取締法施行規則

麻薬卸売業者・麻薬小売業者・麻薬施用者・

麻薬管理者・麻薬研究者免許申請書、業務

（研究）廃止届、返納届、記載事項変更届、

再交付申請書、麻薬小売業者間譲渡許可申請

書、麻薬小売業者間譲渡許可変更届、麻薬小

売間譲渡許可申請者追加届、麻薬廃棄届、麻

薬事故届、調剤済麻薬廃棄届、向精神薬卸売

業者・向精神薬小売業者免許申請書、業務廃

止届、返納届、記載事項変更届、再交付申請

書、向精神薬試験研究施設設置者登録申請

書、研究廃止届、返納届、記載事項変更届、

再交付申請書、向精神薬取扱責任者設置（変

更）届、向精神薬事故届、薬局開設者等の別

段の申出書、特定麻薬等原料卸小売業者業務

（変更）届、業務廃止届、麻薬向精神薬原料

事故届、麻薬向精神薬原料の疑わしい取引届

（別記第1号、第3号～6号、第10号の２～第

11号、第18号～20号、第22号～26号、第28

号～31号、第34号～38号、第41号様式）

廃止 R2.12月　
廃止件数

28件

131 保健医療部 衛生薬務課 覚醒剤取締法施行規則

覚醒剤製造業者指定申請書、覚醒剤施用機関

指定申請書、覚醒剤研究者指定申請書、覚醒

剤製造許可申請書、覚醒剤譲渡許可申請書、

覚醒剤施用交付許可申請書、覚醒剤保管営業

所の届出書、覚醒剤廃棄届出書、覚醒剤原料

輸入業輸出業製造業者指定申請書、覚醒剤原

料取扱者指定申請書、覚醒剤原料研究者指定

申請書、覚醒剤原料輸入（輸出）許可申請

書、覚醒剤原料保管場所の届出書、覚醒剤原

料廃棄届出書

（別記第1号～第2号様式の３、第3号様式の

2、第6号～第8号、第10号、第11号～11号様

式の２）

廃止 R2.12月　
廃止件数

14件

132 保健医療部 衛生薬務課 大麻取締法施行規則

大麻輸入（輸出）許可申請書、大麻譲渡許可

申請書

（別記第1号～2号様式）

廃止 R2.12月　
廃止件数

2件



No. 部局 課名 手続根拠の名称 条項 手続名称(様式名)又は内容 見直し判定 施行時期 備考

１．手続概要 ２．見直し状況（令和4年3月1日時点）

133 保健医療部 衛生薬務課 毒物劇物取締法施行規則

毒物劇物製造業輸入業登録申請書、毒物劇物

一般販売業・農業用品目販売業・特定品目販

売業登録申請書、製造業輸入業登録更新申請

書、販売業登録更新申請書、特定毒物研究者

許可申請書、毒物劇物取扱責任者設置届、取

扱責任者変更届、製造業輸入業登録変更申請

書、変更届、廃止届、登録票（許可証）書換

え交付申請書、再交付申請書、害虫防除実施

届、特定毒物所有品目及び数量届書、毒物劇

物業務上取扱者届書、変更届、廃止届

（別記第1号～2号、第4号～第6号、第8号～

第14号、第18号～19号様式）

廃止 R2.12月　
廃止件数

17件

134 農林水産部 営農支援課 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 10条 肥料登録申請書（様式第1号） 廃止 R2.12月

135 農林水産部 営農支援課 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 10条 肥料仮登録申請書（様式第２号） 廃止 R2.12月

136 農林水産部 営農支援課 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 10条
肥料登録申請書（見本）調査結果報告書（様

式第２号の２）
廃止 R2.12月

137 農林水産部 営農支援課 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 10条
仮登録肥料肥効試験結果報告書（様式第２の

４号）
廃止 R2.12月

138 農林水産部 営農支援課 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 10条
肥料登録（仮登録）有効期間更新申請書（様

式第３号）
廃止 R2.12月

139 農林水産部 営農支援課 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 10条
肥料登録（仮登録）事項変更届（様式第４

号）
廃止 R2.12月

140 農林水産部 営農支援課 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 10条

肥料登録（仮登録）事項変更及び記載事項変

更に基づく肥料登録証（仮登録証）の書替交

付申請書（様式第５号）

廃止 R2.12月

141 農林水産部 営農支援課 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 10条

相続（合併、分割）に基づく肥料登録証（仮

登録証）の書替交付（交付）申請書（様式第

６号）

廃止 R2.12月

142 農林水産部 営農支援課 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 10条
肥料登録証（仮登録証）再交付申請書（様式

第７号）
廃止 R2.12月

143 農林水産部 営農支援課 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 10条
肥料名称変更に基づく登録証（仮登録証）書

替交付申請書（様式第８号）
廃止 R2.12月
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144 農林水産部 営農支援課 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 10条
指定配合肥料生産業者（輸入業者）届出書

（様式第８号の３（イ））
廃止 R2.12月

145 農林水産部 営農支援課 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 10条
指定配合肥料生産業者（輸入業者）届出事項

変更届出書（様式第８号の３（ロ））
廃止 R2.12月

146 農林水産部 営農支援課 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 10条
指定配合肥料生産（輸入）事業廃止届出書

（様式第８号の３（ハ））
廃止 R2.12月

147 農林水産部 営農支援課 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 11条
肥料生産事業場に係る略称届出書（様式第11

号の２（イ））
廃止 R2.12月

148 農林水産部 営農支援課 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 11条
肥料生産事業場に係る略称届出事項変更届出

書（様式第11号の２（ロ））
廃止 R2.12月

149 農林水産部 営農支援課 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 16条 事故肥料譲渡許可申請書（様式第12号） 廃止 R2.12月

150 農林水産部 営農支援課 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 20条
特殊肥料生産業者（輸入業者）届出書（様式

第14号（イ））
廃止 R2.12月

151 農林水産部 営農支援課 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 20条
特殊肥料生産業者（輸入業者）届出事項変更

届出書（様式第14号（ロ））
廃止 R2.12月

152 農林水産部 営農支援課 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 20条
特殊肥料生産（輸入）事業廃止届出書（様式

第14号（ハ））
廃止 R2.12月

153 農林水産部 営農支援課 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 21条
肥料販売業務開始届出書（様式第15号

（イ））
廃止 R2.12月

154 農林水産部 営農支援課 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 21条
肥料販売業務開始届出事項変更届出書（様式

第15号（ロ））
廃止 R2.12月

155 農林水産部 営農支援課 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 21条
肥料販売業務廃止届出書（様式第15号

（ハ））
廃止 R2.12月

156 農林水産部 営農支援課 農薬取締法 第17条 農薬販売届(別記様式第13号) 廃止 R2.12月

157 農林水産部 園芸振興課 果樹農業振興特別措置法 第3条
果樹園経営計画の認定申請(別記様式第1･2･4

号)
廃止 －

農水省HPに

掲載の様式か

ら印を削除予

定

廃止件数3様

式

158 農林水産部 畜産課 家畜商法施行規則 9条 指定講習機関指定申請書（様式第1号） 廃止 R2.12月

159 農林水産部 畜産課 家畜商法施行規則 9条 家畜商免許証交付申請書（様式第5号） 廃止 R2.12月

160 農林水産部 畜産課 家畜商法施行規則 14条 家畜商免許申請書（様式第6号） 廃止 R2.12月

161 農林水産部 畜産課 家畜商法施行規則 14条 登録変更申請書（様式第8号） 廃止 R2.12月

162 農林水産部 畜産課 家畜商法施行規則 14条 従業者調書（様式第9号） 廃止 R2.12月
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163 農林水産部 畜産課 家畜商法施行規則 14条 家畜商免許証書換交付申請書（様式第10号） 廃止 R2.12月

164 農林水産部 畜産課 家畜商法施行規則 14条 家畜商免許証再交付申請書（様式第11号） 廃止 R2.12月

165 農林水産部 畜産課 養ほう振興法 4条

転飼許可申請

蜜蜂の巣箱を県外から沖縄県内に移動する際

の許可申請

廃止 R3.4月

166 農林水産部 畜産課 養鶏振興法施行規則 6条 標準鶏の認定(別記様式第3号) 廃止 R2.12月
農林水産省令

の改正

167 農林水産部 畜産課 養鶏振興法施行規則 11条 ふ化業者の登録申請(別記様式第5号) 廃止 R2.12月
農林水産省令

の改正

168 農林水産部 畜産課 養鶏振興法施行規則 16条
ふ化業者の登録申請事項変更の届出(別記様式

第6号)
廃止 R2.12月

農林水産省令

の改正

169 農林水産部 畜産課 家畜改良増殖法施行規則 4条 種畜検査の申請(別記様式第1号) 廃止 R2.12月
農林水産省令

の改正

170 農林水産部 畜産課 家畜改良増殖法施行規則 4条 臨時種畜検査の申請(別記様式第1号) 廃止 R2.12月
農林水産省令

の改正

171 農林水産部 畜産課 家畜改良増殖法施行規則
10条

1項

種畜証明書の書換交付（記載事項の変更）(別

記様式第3号)
廃止 R2.12月

農林水産省令

の改正

172 農林水産部 畜産課 家畜改良増殖法施行規則
10条

2項
種畜証明書の再交付(別記様式第3号) 廃止 R2.12月

農林水産省令

の改正

173 農林水産部 畜産課 家畜改良増殖法施行規則 14条 種付証明書（別記様式第5号） 廃止 R2.12月
農林水産省令

の改正

174 農林水産部 畜産課 家畜改良増殖法施行規則 14条
精液採取に関する証明書（甲）（別記様式第6

号）
廃止 R2.12月

農林水産省令

の改正

175 農林水産部 畜産課 家畜改良増殖法施行規則 20条 家畜人工授精用精液証明書（別記様式第7号） 廃止 R2.12月
農林水産省令

の改正

176 農林水産部 畜産課 家畜改良増殖法施行規則 20条 家畜体内受精卵証明書（別記様式第8号） 廃止 R2.12月
農林水産省令

の改正

177 農林水産部 畜産課 家畜改良増殖法施行規則 20条 家畜体外受精卵証明書（別記様式第9号） 廃止 R2.12月
農林水産省令

の改正

178 農林水産部 畜産課 家畜改良増殖法施行規則 20条
精液採取に関する証明書（乙）（別記様式第

10号）
廃止 R2.12月

農林水産省令

の改正

179 農林水産部 畜産課 家畜改良増殖法施行規則 20条
体内受精卵採取に関する証明書（別記様式第

11号）
廃止 R2.12月

農林水産省令

の改正

180 農林水産部 畜産課 家畜改良増殖法施行規則 20条
体外受精卵生産に関する証明書（別記様式第

12号）
廃止 R2.12月

農林水産省令

の改正
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181 農林水産部 畜産課 家畜改良増殖法施行規則 26条
家畜人工授精師の免許の更新(別記様式第13

号)
廃止 R2.12月

農林水産省令

の改正

182 農林水産部 畜産課 家畜改良増殖法施行規則
29条

1項

家畜人工授精師免許証の書換交付の申請(別記

様式第15号)
廃止 R2.12月

農林水産省令

の改正

183 農林水産部 畜産課 家畜改良増殖法施行規則
29条

2項

家畜人工授精師免許証の再交付の申請(別記様

式第15号)
廃止 R2.12月

農林水産省令

の改正

184 農林水産部 畜産課 家畜改良増殖法施行規則 32条
家畜人工授精所の開設の許可の申請(別記様式

第16号)
廃止 R2.12月

農林水産省令

の改正

185 農林水産部 畜産課 家畜改良増殖法施行規則
37条

2項

家畜人工授精所開設に係る事項変更届出書

（別記様式21号）
廃止 R2.12月

農林水産省令

の改正

186 農林水産部 畜産課 家畜改良増殖法施行規則
37条

3項

家畜人工授精所廃止、休止及び再開届出（別

記様式第22号）
廃止 R2.12月

農林水産省令

の改正

187 農林水産部 畜産課 家畜改良増殖法施行規則
38条

1項

家畜人工授精所開設許可証の換交付申請書

（別記様式第23号）
廃止 R2.12月

農林水産省令

の改正

188 農林水産部 畜産課 家畜改良増殖法施行規則
38条

2項

家畜人工授精所開設許可証再交付申請書（別

記様式第23号）
廃止 R2.12月

農林水産省令

の改正

189 農林水産部 畜産課 家畜改良増殖法施行規則 45条 登録規定承認申請書（別記様式第25号） 廃止 R2.12月
農林水産省令

の改正

190 農林水産部 畜産課 家畜改良増殖法施行規則 46条 登録規定変更承認申請書（別記様式第26号） 廃止 R2.12月
農林水産省令

の改正

191 農林水産部 畜産課 家畜改良増殖法施行規則 48条 家畜登録事業廃止書（別記様式第27号） 廃止 R2.12月
農林水産省令

の改正

192 農林水産部 畜産課
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関す

る法律
第68条

・飼料（製造、輸入、販売）業者届（別記様

式第54号）

・飼料（製造、輸入、販売）業者届出事項変

更届（別記様式第54号）

・飼料（製造、輸入、販売）業者事業廃止届

（別記様式第54号）

・飼料添加物（製造、輸入、販売）業者届

（別記様式第54号）

・飼料添加物（製造、輸入、販売）業者届出

事項変更届（別記様式第54号）

・飼料添加物（製造、輸入、販売）業者事業

廃止届（別記様式第54号）

廃止 R2.12月
農林水産省令

の改正
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193 農林水産部 村づくり計画課 土地改良法施行規則 －

・土地改良法施行規則第９条－土地改良法第

５条に基づき土地改良区設立認可申請を行う

際に、地区内の土地改良法第３条資格者から

得る同意書

・土地改良法施行規則第２８条－土地改良区

の総会又は換地計画の権利者会議を開催した

際の議事録への署名・押印

・土地改良法施行規則第３８条の６－土地改

良法第４８条に基づき土地改良区が事業計画

の変更を行う際、地区内の土地改良法第３条

資格者から得る同意書

・土地改良法施行規則第５６条－土地改良法

第８５条に基づき国営及び県営土地改良事業

の施行申請を行う際、地区内の土地改良法第

３条資格者から得る同意書

・土地改良法施行規則第５７条の８－土地改

良法第８５条の２に基づき国営及び県営土地

改良事業の施行申請を行う際、地区内の土地

改良法第３条資格者から得る同意書

・土地改良法施行規則第５７条の１９－土地

改良法第８５条の３第１項に基づき国営及び

県営土地改良事業の施行申請を行う際、地区

廃止 R2.12月 廃止件数18件

194 農林水産部 森林管理課
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長

に関する法律

3条、

19条
入会林野整備計画の認可（様式1号）、

旧慣使用林野整備計画の認可（様式2号）
廃止 R2.12

入会林野整備

計画書等の様

式改正

廃止件数2件

195 農林水産部 森林管理課 林業種苗法
10条1

20条1

生産事業者の登録、

指定採取源からの採取に係る種苗の証明
廃止 R2.12 廃止件数2件

196 農林水産部 森林管理課 林業労働力の確保の促進に関する法律

5条1

6条1

11条1

19条1

20条1

改善措置についての計画の認定、

改善措置についての計画の変更の認定、

林業労働力確保支援センターの指定、

林業労働力確保支援センターの業務規定の認

可、

林業労働力確保支援センターの事業計画の認

可

廃止 R2.12

林業労働力確

保の促進に関

する法律の運

用改正

廃止件数6件
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197 農林水産部 森林管理課
林業経営基盤の強化等の促進のための資金

の融通に関する暫定措置法

3条1項

4条1項

4条2項

林業経営改善計画の認定、

事業の経営改善に関する措置を内容とする合

理化計画の認定、

木材の生産等の構造改善に関する措置を内容

とする合理化計画の認定

廃止 R2.12

林業経営基盤

の強化等の促

進のための資

金の融通に関

する暫定措置

法の運用改正

廃止件数2件

198 農林水産部 森林管理課
林業経営基盤の強化等の促進のための資金

の融通に関する暫定措置法施行令
1条1項 林業経営改善計画の変更の認定 廃止 R2.12

林業経営基盤

の強化等の促

進のための資

金の融通に関

する暫定措置

法の運用改正

廃止件数2件

199 農林水産部 森林管理課 森林法
第10条

の2
開発行為の許可（森林法施行規則第4条）、 廃止 R2.12月

農林水産省令

の改正

200 農林水産部 森林管理課 森林法
第10条

の４

試験研究林指定申請書（森林法施行規則第6条

第2項）
廃止 R2.12月

農林水産省令

の改正

201 農林水産部 森林管理課 森林法

第10条

の7の2

第1項

森林の土地の所有者届出書（森林法施行規則

第7条）
廃止 R2.12月

農林水産省令

の改正

202 農林水産部 森林管理課 森林法

第10条

の8第1

項

伐採及び伐採後の造林の届出書（森林法施行

規則第9条第1項）
廃止 R2.12月

農林水産省令

の改正

203 農林水産部 森林管理課 森林法

第10条

の8第1

項第7

号

特用林産指定申請書（森林法施行規則第12

条）
廃止 R2.12月

農林水産省令

の改正

204 農林水産部 森林管理課 森林法

第10条

の8第1

項第8

号

自家用林指定申請書（森林法施行規則第13条

第2項）
廃止 R2.12月

農林水産省令

の改正



No. 部局 課名 手続根拠の名称 条項 手続名称(様式名)又は内容 見直し判定 施行時期 備考

１．手続概要 ２．見直し状況（令和4年3月1日時点）

205 農林水産部 森林管理課 森林法

第10条

の8第2

項

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告

書（森林法施行規則第14条の2）
廃止 R2.12月

農林水産省令

の改正

206 農林水産部 森林管理課 森林法

第10条

の8第2

項

緊急伐採届出書（森林法施行規則第15条第1

項）
廃止 R2.12月

農林水産省令

の改正

207 農林水産部 森林管理課 森林法

第10条

の12の

3

共有者不確知森林に係る申出書（森林法施行

規則第29条の3）
廃止 R2.12月

農林水産省令

の改正

208 農林水産部 森林管理課 森林法

第10条

の12の

3

共有者不確知森林に係る裁定申請書（森林法

施行規則第29条の5第1項）
廃止 R2.12月

農林水産省令

の改正

209 農林水産部 森林管理課 森林法
第11条

第1項

森林経営計画認定請求書（森林法施行規則第

34条第1項）
廃止 R2.12月

農林水産省令

の改正

210 農林水産部 森林管理課 森林法
第12条

第1項

森林経営計画変更認定請求書（森林法施行規

則第42条第1項及び第2項）
廃止 R2.12月

農林水産省令

の改正

211 農林水産部 森林管理課 森林法
第15条 森林経営計画に係る伐採等の届出書（森林法

施行規則第44条第2項）
廃止 R2.12月

農林水産省令

の改正

212 農林水産部 森林管理課 森林法
第17条

第2項

包括継承の届出書（森林法施行規則第45条第

1項）
廃止 R2.12月

農林水産省令

の改正

213 農林水産部 森林管理課 森林法
第27条

第1項

保安林指定（解除）申請書（森林法施行規則

第48条第1項）
廃止 R2.12月

農林水産省令

の改正

214 農林水産部 森林管理課 森林法
第30条

異議意見書（森林法施行規則第51条） 廃止 R2.12月
農林水産省令

の改正

215 農林水産部 森林管理課 森林法
第34条

第1項

保安林（保安施設地区）内立木伐採許可申請

書（森林法施行規則第59条第1項）
廃止 R2.12月

農林水産省令

の改正

216 農林水産部 森林管理課 森林法施行規則
第60条

第2項
保安林（保安施設地区）内立木伐採届出書 廃止 R2.12月

農林水産省令

の改正

217 農林水産部 森林管理課 森林法施行規則
第61条 保安林（保安施設地区）内○○○○許可申請

書
廃止 R2.12月

農林水産省令

の改正

218 農林水産部 森林管理課 森林法施行規則
第63条

第2項

保安林（保安施設地区）内下草、落葉又は落

枝の採取届出書
廃止 R2.12月

農林水産省令

の改正

219 農林水産部 森林管理課 森林法
第34条

第8項

保安林（保安施設地区）内立木伐採届出書

（森林法施行規則第65条第1項）
廃止 R2.12月

農林水産省令

の改正

220 農林水産部 森林管理課 森林法
第34条

第9項

保安林（保安施設地区）内緊急○○○○届出

書（森林法施行規則第66条第1項）
廃止 R2.12月

農林水産省令

の改正



No. 部局 課名 手続根拠の名称 条項 手続名称(様式名)又は内容 見直し判定 施行時期 備考

１．手続概要 ２．見直し状況（令和4年3月1日時点）

221 農林水産部 森林管理課 森林法

第34条

の2第1

項

保安林（保安施設地区）内択伐（間伐）届出

書（森林法施行規則第68条第1項）
廃止 R2.12月

農林水産省令

の改正

222 農林水産部 森林管理課 森林法

第39条

の4第1

項

異議申立書（森林法施行規則第76条第1項） 廃止 R2.12月
農林水産省令

の改正

223 農林水産部 森林管理課 森林法
第41条

第2項

保安施設地区指定申請書（森林法施行規則第

79条)
廃止 R2.12月

農林水産省令

の改正

224 農林水産部 森林管理課 森林法施行規則
第92条

第4項
資格認定書 廃止 R2.12月

農林水産省令

の改正

225 農林水産部 森林管理課 森林法施行規則
第94条

第1項
受験願書 廃止 R2.12月

農林水産省令

の改正

226 農林水産部 森林管理課 森林法施行規則

第91条

第1項

第3号

受験資格証明書 廃止 R2.12月
農林水産省令

の改正

227 農林水産部 森林管理課 森林法施行規則
第95条

第1項
合格証書 廃止 R2.12月

農林水産省令

の改正

228 農林水産部 森林管理課 森林法施行規則
第95条

第2項

林業普及指導員資格試験合格証書再交付申請

書
廃止 R2.12月

農林水産省令

の改正

229 農林水産部 森林管理課 森林法施行令
第10条 林地台帳情報提供依頼申出書（森林法施行規

則第104条の3第1項）
廃止 R2.12月

農林水産省令

の改正

230 農林水産部 森林管理課 森林法

第191

条の6

第1項

林地台帳または森林の土地に関する伊集の修

正申出書（森林法施行規則第104条の5）
廃止 R2.12月

農林水産省令

の改正

231 農林水産部 森林管理課 森林組合法

78条

61条

61条

83条

84条

84条

財務改善計画の報告（別紙様式2）

設立認可申請書（別紙様式4）

定款変更認可申請書（別紙様式5）

定款変更届出書（別紙様式6）

解散認可申請書（別紙様式7）

規程承認申請書（別紙様式8）

規程変更承認申請書（別紙様式9）

規程廃止承認申請書（別紙様式10）

規程変更届出書（別紙様式11）

新設合併認可申請書（別紙様式12）

吸収合併認可申請書（別紙様式13）

廃止 R3.4

林野庁制定監

督指針の改正

による

廃止件数11件



No. 部局 課名 手続根拠の名称 条項 手続名称(様式名)又は内容 見直し判定 施行時期 備考

１．手続概要 ２．見直し状況（令和4年3月1日時点）

232 農林水産部 森林管理課 木材の安定供給の確保に関する特別措置法
4条1項

5条1項

木材安定供給確保事業計画の認定、

木材安定供給確保事業計画の変更の認定
廃止 R2.12

「木材の安定

供給の確保に

関する特別措

置法の運用に

ついて」の改

姓

廃止件数2件

233 農林水産部 森林管理課
中小企業者と農林漁業者との連携による事

業活動の促進に関する法律

6条

1項

林業・木材産業改善資金貸付資格の認定（林

業・木材産業改善資金助成法の読み替え規

定）

廃止 R2.12

234 農林水産部 水産課 漁業災害補償法 － 漁業共済の加入成立、加入区域変更の告示 廃止 R2.12月21日

235 農林水産部 水産課 小型漁船の総トン数の測度に関する省令
1条

1項
小型漁船総トン数測度申請書（第1号様式） 廃止 R3.1月

236 農林水産部 水産課 漁船法施行規則 －

漁船建造・改造・転用許可（変更）申請、漁

船登録申請、業務休止（廃止）届出、検認報

告書

（様式第1～3号、5号、7～8号、16～18号ま

で）

廃止 R2.12月 廃止件数9件

237 農林水産部 水産課 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則

遊漁船業者登録申請書、誓約書（申請者、業

務主任者）、実務経験・実務研修証明書、遊

漁船業者登録事項変更届出書、遊漁船業者廃

業等届出書、法第二十四条第二項の規定によ

る証明書（別記様式第一～三の２、第五～

六、第九号）

廃止 R2.12月 廃止件数7件

238 農林水産部 水産課
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する

法律施行規則
５条

別紙KR- S２

韓国向け輸出水産動物等の衛生証明書発行申

請書（別紙様式３）

韓国向け輸出水産動物等の衛生証明書発行申

請の取消し願い（別紙様式７）

食品輸出計画書（別紙様式12）

廃止 R3.1.12
廃止件数

3件

239 農林水産部 水産課
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する

法律施行規則
５条

別紙ZZ-S1

○○向け輸出水産物の輸出に関する証明（確

認）申請書（別記様式１）

委任状（別記様式３）

廃止 R2.12.21
廃止件数

2件



No. 部局 課名 手続根拠の名称 条項 手続名称(様式名)又は内容 見直し判定 施行時期 備考

１．手続概要 ２．見直し状況（令和4年3月1日時点）

240 農林水産部 水産課
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する

法律施行規則 ５条

別紙TW-S1

台湾向け輸出貝類証明書発行申請書（別紙様

式９－１）

台湾向け輸出貝類証明書発行申請書に係る届

出書（別紙様式９－２）

台湾向け輸出貝類証明書発行申請の取消願

（別紙様式11）

食品輸出計画書（別紙様式12）

廃止 R2.12.21
廃止件数

4件

241 農林水産部 水産課
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する

法律施行規則 ５条

別紙ZZ-S2

まぐろ類の輸出に係る証明書の発行申請書

（別添様式１）

廃止 R2.12.21
廃止件数

1件

242 農林水産部 漁港漁場課 漁港漁場整備法施行規則
11条の

４

特定漁港施設の運営の事業認定申請書（第６

号様式）
廃止 R2.12.21

243 農林水産部 漁港漁場課 漁港漁場整備法施行規則 17条 工作物等の返還に係る受領書（第10号様式） 廃止 R2.12.21

244 商工労働部 産業政策課 一般高圧ガス保安規則
第3条

他
高圧ガス製造許可等（様式第１号他） 廃止 R2.12.28 廃止件数67件

245 商工労働部 産業政策課 液化石油ガス保安規則
第3条

他
高圧ガス製造許可等（様式第１号他） 廃止 R2.12.28 廃止件数64件

246 商工労働部 産業政策課 コンビナート等保安規則
第3条

他
高圧ガス製造許可等（様式第１号他） 廃止 R2.12.28 廃止件数41件

247 商工労働部 産業政策課 冷凍保安規則
第3条

他
高圧ガス製造許可等（様式第１号他） 廃止 R2.12.28 廃止件数45件

248 商工労働部 産業政策課 容器保安規則
第4条

他
容器検査申請等（様式第１号他） 廃止 R2.12.28 廃止件数26件

249 商工労働部 産業政策課
高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に

関する省令

第3条

他
指定試験機関指定申請等（様式第１号他） 廃止 R2.12.28 廃止件数45件

250 商工労働部 産業政策課
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4条

他

液化石油ガス販売事業登録申請等（様式第１

号他）
廃止 R2.12.28 廃止件数55件

251 商工労働部 産業政策課 火薬類取締法施行規則
第２条

他
製造営業の許可申請等（様式第１号他） 廃止 R2.12.28 廃止件数36件

252 商工労働部 産業政策課
電気工事業の業務の適正化に関する法律施

行規則

第２条

他
登録電気工事業者登録申請（様式第１号他） 廃止 R2.12.28 廃止件数10件

253 商工労働部 産業政策課 武器等製造法
第17条

他
猟銃等製造事業許可申請等（様式第９号他） 廃止 R2.12.28 廃止件数3件



No. 部局 課名 手続根拠の名称 条項 手続名称(様式名)又は内容 見直し判定 施行時期 備考

１．手続概要 ２．見直し状況（令和4年3月1日時点）

254 商工労働部 産業政策課 電気工事士法施行規則

第8条

及び第

５条

電気工事士免状再交付申請等（様式第４号）

及び電気工事士法第４条第３項第２号又は同

条第４項第３号の認定申請等（様式第１の４

号）

廃止 R2.12.28 廃止件数2件

255 商工労働部 産業政策課 採石法施行規則
第８条

他
採石業者登録申請等（様式第１号他） 廃止 R2.12.28 廃止件数9件

256 商工労働部 産業政策課 砂利採取業者の登録等に関する規則
第２条

他
砂利採取業者登録申請等（様式第１号他） 廃止 R2.12.28 廃止件数11件

257 商工労働部 産業政策課 砂利の採取計画等に関する規則
第３条

他
採取計画の認可申請等（様式第１号他） 廃止 R2.12.28 廃止件数4件

258 商工労働部 雇用政策課 障害者の雇用の促進等に関する法律 27条 障害者就業・生活支援センターの指定 存続 －

259 商工労働部 雇用政策課 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

41条、

44条、

44条2

項

シルバー人材センターの指定、シルバー人材

センター連合の指定、シルバー人材センター

連合の指定区域の変更

存続 － 存続件数3件

260 商工労働部 雇用政策課

中小企業における労働力の確保及び良好な

雇用の機会の創出のための雇用管理の改善

の促進に関する法律

4条1

項、5

条1項

雇用管理改善計画の認定、雇用管理改善計画

の変更の認定
存続 － 存続件数2件

261 商工労働部 雇用政策課
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法

律

8条1

項、9

条1項

雇用管理改善計画の認定、雇用管理改善計画

の変更の認定
存続 － 存続件数2件

262 商工労働部 労働政策課 労働金庫法

31条、

35条第

1項、

48条、

91条の

3、94

条第1

項

労働金庫･連合会の定款等の変更の認可、労働

金庫･連合会の役員等の兼職の認可、労働金

庫･連合会の会員の総会招集の認可、認可効力

の延長の承認、労働金庫･連合会の大口信用供

与の特例の承認

廃止 R2.12.23 廃止件数5件



No. 部局 課名 手続根拠の名称 条項 手続名称(様式名)又は内容 見直し判定 施行時期 備考

１．手続概要 ２．見直し状況（令和4年3月1日時点）

263 商工労働部 労働政策課 労働金庫法施行令

6条第2

項第２

号

やむを得ない日の休日の承認 廃止 R2.12.23 廃止件数1件

264 商工労働部 労働政策課 労働金庫法施行規則
16条第

3項
業務報告書の提出期限の延期の承認 廃止 R2.12.23 廃止件数1件

265 商工労働部 労働政策課 委託訓練実施要領

第１章

第12、

24

就職状況報告書、職業訓練受講期間中に係る

託児サービス利用申込書（別紙１－１、9）
廃止 R2.12.25 廃止件数2件

266 商工労働部 労働政策課 委託訓練実施要領
第４章

第５
就業状況報告書（別紙18） 廃止 R2.12.25

267 商工労働部 労働政策課
障害者の多様なニーズに対応した委託訓練

事業実施要領

11就職

支援経

費

就職状況報告書（別紙様式１） 廃止 R2.12.25

268 商工労働部 産業政策課 中小企業等経営強化法施行規則
第10条

他

事前確認申請書（優遇措置B）（様式第１号

他）
廃止 R2.12.28 廃止件数6件

269 商工労働部 産業政策課

地域経済牽引事業の促進による地域の成長

発展の基盤化に関する法律第18条に規定す

る承認地域経済牽引事業に関する省令

第２条

他

地域経済牽引事業計画書の承認申請等（様式

第１他）
廃止 R2.12.28 廃止件数4件

270 商工労働部 産業政策課

地域経済牽引事業の促進による地域の成長

発展の基盤化に関する法律第23条第3項の

規定による承認地域経済牽引事業に関する

省令

第1項 商標権譲受け申請書 廃止 R2.12.28 廃止件数1件

271 商工労働部 産業政策課

地域経済牽引事業の促進による地域の成長

発展の基盤化に関する法律第33条に規定す

る承認連携支援事業に関する省令

第1条

他
連携支援計画の承認申請等（様式第1他） 廃止 R2.12.28 廃止件数3件

272 文化観光スポーツ部 観光政策課 通訳案内士法施行規則 第4号
全国通訳案内士の都道府県登録申請（第4号様

式）
廃止 R3.1月

273 文化観光スポーツ部 観光政策課 通訳案内士法施行規則 第11号
地域通訳案内士の都道府県登録申請（第11号

様式）
廃止 R3.１月

274 文化観光スポーツ部 観光政策課
観光庁参事官（観光人材政策担当）令和1

月20日付け事務連絡

第4号

及び第

11号

通訳案内士法第4条各号のいずれにも該当しな

い旨の宣誓書
廃止 R3.１月



No. 部局 課名 手続根拠の名称 条項 手続名称(様式名)又は内容 見直し判定 施行時期 備考

１．手続概要 ２．見直し状況（令和4年3月1日時点）

275 文化観光スポーツ部 観光政策課 旅行業法施行規則

第１条

の２

及び第

４条の

２

新規・更新・変更登録申請書（１）（第１号

様式）
廃止 R3.1月

276 文化観光スポーツ部 観光政策課 旅行業法施行規則 第４２条新規登録申請書（１）（第１７号様式） 廃止 R3.1月

277 文化観光スポーツ部 観光政策課 旅行業者営業保証金規則
第2条

第2項
申立書（第2号書式） 廃止 R3.1月

278 文化観光スポーツ部 観光政策課 旅行業者営業保証金規則
第2条

第5項
申出書（第3号書式） 廃止 R3.1月

279 文化観光スポーツ部 観光政策課 旅行業者営業保証金規則
第8条

第2項
証明書交付申請書（第5号書式） 廃止 R3.1月

280 文化観光スポーツ部 観光政策課 旅行業協会弁済業務保証金規則
第2条

第5項
証明書交付申請書（第1号書式） 廃止 R3.1月

281 土木建築部 技術・建設業課 建設業法施行令 第13条 紛争処理の申請書 廃止 R3.1月

282 土木建築部 技術・建設業課 建設業法施行規則 －

建設業許可申請書（様式第一号）、欠格要件

に該当しない誓約書（様式第六号）、経営業

務の管理責任者証明書（様式第七号）、専任

技術者証明書（新規・変更）（様式第八

号）、実務経験証明書（様式第九号）、指導

監督的実務経験証明書（様式第十号）、許可

申請者の住所、生年月日等に関する調書（様

式第十二号）、建設業法施行令第３条に規定

する使用人の住所、生年月日等に関する調書

（様式第十三号）、健康保険等の加入状況

（様式第二十号の三）、変更届出書（様式第

二十二号の二）、経営業務の管理責任者、専

任の技術者等の要件欠如及び不許可要件に該

当したときの届出（様式第二十二号の三）、

廃業届（様式第二十二号の四）、経営規模等

評価申請書・経営規模等評価再審査申立書・

総合評定値請求書（様式第二十五号の十

一）、経営規模等評価申請書・経営規模等評

価再審査申立書・総合評定値請求書（様式第

二十五号の十四）

廃止 R3.1月 廃止件数14件



No. 部局 課名 手続根拠の名称 条項 手続名称(様式名)又は内容 見直し判定 施行時期 備考

１．手続概要 ２．見直し状況（令和4年3月1日時点）

283 土木建築部 技術・建設業課 建設機械抵当法施行規則 －

建設機械(打刻/検認)申請書（様式第一号）、

建設機械に関する変更届（様式第五号）、建

設機械(滅失/解体)届（様式第六号）、建設機

械取得届（様式第七号）

廃止 R3.1月 廃止件数４件

284 土木建築部 技術・建設業課 浄化槽工事業に係る登録等に関する省令 －

浄化槽工事業登録申請書（様式第１号）、誓

約書（様式第２号）、工事業登録申請者の調

書（様式第３号）、浄化槽設備士の調書（様

式第４号）、浄化槽工事業者登録簿・謄本交

付・閲覧請求書（様式第６号）、浄化槽工事

業登録事項変更届出書（様式第７号）、特例

浄化槽工事業者届出書（様式第11号）、特例

浄化槽工事業者届出事項変更届出書（様式第

12号）

廃止 R3.1月 廃止件数８件

285 土木建築部 技術・建設業課 解体工事業に係る登録等に関する省令 －

解体工事業登録申請書（様式第一号）、誓約

書（様式第二号）、業務経験証明書（様式第

三号）、登録申請者の略歴書（様式第四

号）、解体工事業登録事項変更届出書（様式

第六号）

廃止 R3.1月 廃止件数５件

286 土木建築部 技術・建設業課
建設工事に係る資材の再資源化等に関する

法律
－

届出書（様式第1号）、変更届出書（様式第2

号）
廃止 R3.1月 廃止件数２件

287 土木建築部 用地課
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する

特別措置法施行規則
－

裁決申請書（別記様式第５）、裁決申請書

（別記様式第６）、裁決申請書（別記様式第

10）

廃止 R3.1月 廃止件数３件



No. 部局 課名 手続根拠の名称 条項 手続名称(様式名)又は内容 見直し判定 施行時期 備考

１．手続概要 ２．見直し状況（令和4年3月1日時点）

288 土木建築部 用地課 土地収用法施行規則 －

事業認定申請書（別記様式第５）、事業認定

申請書（別記様式第６の２）、手続の保留の

申立書（別記様式第７）、手続開始の申立書

（別記様式第７の２）、土地調書作成の特例

手続の申出書（別記様式７の３）、物件調書

作成の特例手続の申出書（別記様式７の

４）、土地調書に対する異議申出書（別記様

式第７の５）、物件調書に対する異議申出書

（別記様式第７の６）、裁決申請請求書（別

記様式第９の２）、裁決申請書（別記様式第

10）、補償金支払請求書（別記様式第10の

２）、明渡裁決申立書（別記様式第10の

３）、裁決申請書（別記様式第12）、補償金

等払渡通知書（別記様式第13の２）、確認申

請書（別記様式第13）

廃止 R3.1月 廃止件数15件

289 土木建築部 用地課
公共用地の取得に関する特別措置法施行規

則
－

特定公共事業認定申請書（別記様式第１）、

緊急裁決申立書（別記様式第３）、事件送致

申立書（別記様式第４）、別記様式第一、別

記様式第二

廃止 R3.1月 廃止件数５件

290 土木建築部 道路街路課
都市計画法

都市計画法施行規則

第60条

第45条

都市計画事業等の認可等の申請書の様式（別

記様式第12）
廃止 R3.1月



No. 部局 課名 手続根拠の名称 条項 手続名称(様式名)又は内容 見直し判定 施行時期 備考

１．手続概要 ２．見直し状況（令和4年3月1日時点）

291 土木建築部 河川課 河川法施行規則 －

裁決申請書〔別記様式第三〕

療養補償請求書〔別記様式第四〕

休業補償請求書〔別記様式第五〕

障害補償請求書〔別記様式第六〕

遺族葬祭補償請求書〔別記様式第七〕

許可申請書

〔別記様式第八の（甲）及び（甲の２）〕

誓約書〔別記様式第八の一の二〕

汚水排出届出書〔別記様式第八の三〕

工作物一部使用承認書〔別記様式第十〕

地位承継届〔別記様式第十一〕

権利譲渡承認申請書〔別記様式第十二〕

裁定申請書〔別記様式第十三〕

管理主任技術者選任届〔別記様式第十六〕

特定水利使用承認申請書〔別記様式第十六の二〕

受領書〔別記様式第十六の四〕

届出書〔別記様式第二十〕

廃止 R3.1月 廃止件数16件

292 土木建築部

海岸防災課

河川課

港湾課

公有水面埋立法 －

公有水面埋立の免許、竣功認可、竣功認可前

の埋立地使用の許可、無免許の埋立地に対す

る現状回復義務の免除、失効した免許の効力

復活処分(宥恕)、原状回復義務の免除、他人

の土地に対する立入又は一時使用の許可、埋

立権の譲渡の許可、埋立地に関する処分の許

可、埋立地の用途と異なる利用の許可、他人

の土地に対する立入又は一時使用の許可、出

願事項の変更の許可

廃止 R3.1月 廃止件数12件

293 土木建築部 海岸防災課 海岸法 －

海岸管理者以外の者が施行する工事の承認、

海岸保全区域の占用の許可、海岸保全区域内

の行為の許可、一般公共海岸区域の占用の許

可、一般公共海岸区域内の行為の許可

廃止 R3.1月 廃止件数５件

294 土木建築部 海岸防災課 地すべり等防止法 －

ぼた山崩壊防止区域内の行為制限の許可、地

すべり防止区域内の行為の許可、知事等以外

の者の施行する工事の承認

廃止 R3.1月 廃止件数３件

295 土木建築部 海岸防災課
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する

法律

第７条

第１項
急傾斜地崩壊危険区域内の行為の許可 廃止 R3.1月

296 土木建築部 海岸防災課
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止

対策の推進に関する法律
－

特定開発行為の許可の申請事項の変更の許

可、特定開発行為の許可
廃止 R3.1月 廃止件数２件



No. 部局 課名 手続根拠の名称 条項 手続名称(様式名)又は内容 見直し判定 施行時期 備考

１．手続概要 ２．見直し状況（令和4年3月1日時点）

297 土木建築部 海岸防災課 公有水面埋立法施行令 第８条

免許告示後の施設について損害補償又は損害

防止施設の請求可能な公有水面利用施設の設

置の許可

廃止 R3.1月

298 土木建築部 海岸防災課 国有財産法
第18条

第３項
使用、収益の許可 廃止 R3.1月

299 土木建築部 海岸防災課 砂利採取法 － 採取計画の認可、採取計画の変更の認可 廃止 R2.12.28 廃止件数２件

300 土木建築部 港湾課 港湾法 －

臨港地区内行為届出書（工場・事業場以外

用）、臨港地区内行為届出書（工場・事業場

用）、臨港地区内行為変更届出書

廃止 R3.1月 廃止件数３件

301 土木建築部 都市計画・モノレール課 軌道法 第10条 運輸開始の認可申請 存続

302 土木建築部 都市計画・モノレール課 軌道法施行令 第6条 軌道工事の工事方法書記載事項変更認可申請 存続

303 土木建築部 都市計画・モノレール課 軌道法施行規則 －

運輸開始前竣功届、既認可又は既確認車両の

購入の認可申請、車両設計の変更の認可申

請、他の鉄道又は軌道の車両の運転の認可申

請

存続 存続件数６件

304 土木建築部 都市計画・モノレール課 専用軌道規則 －
専用軌道敷設の許可申請、目的外物品の運送

の認可申請
存続 存続件数２件

305 土木建築部 建築指導課 宅地建物取引業法施行規則 －
宅地建物取引業免許申請・書換・変更・他　

（様式１～30号）
廃止 R3.1月 廃止件数45件

306 土木建築部 建築指導課 宅地建物取引業者営業保証金規則 － 確認書交付申請書、通知書（様式１～3号） 廃止 R3.1月 廃止件数2件

307 土木建築部 建築指導課
宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規

則
－ 通知書（別記書式） 廃止 R3.1月 廃止件数1件

308 土木建築部 建築指導課
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関

する法律施行規則
－

住宅建設瑕疵担保保証金の供託及び住宅建設

瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について

の届出（様式１～22号）

廃止 R3.1月 廃止件数16件

309 土木建築部 建築指導課 不動産特定共同事業法施行規則 －
適格特例投資家に関する届出書　　　　　　　

　　　　　　　　　　　（様式１～27号）
廃止 R3.1月 廃止件数24件

310 土木建築部 建築指導課 都市計画法施行規則 －

開発行為許可申請・設計図・工事完了届出

書・開発行為に関する工事の廃止届出書・建

築物の新築、改築若しくは用途の変更他　　

（様式第２～９号）

廃止 R3.1月 廃止件数７件



No. 部局 課名 手続根拠の名称 条項 手続名称(様式名)又は内容 見直し判定 施行時期 備考

１．手続概要 ２．見直し状況（令和4年3月1日時点）

311 土木建築部 建築指導課
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進

に関する法律
－

特定建築物の建築等及び維持保全の計画につ

いての認定の申請・協定建築物の建築等及び

維持保全の計画・移動等円滑化区域内におけ

る行為の届出等他　（様式３～５号）

廃止 R3.1月 廃止件数４件

312 土木建築部 建築指導課
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行

規則
－

耐震診断結果の報告書・認定申請書　　　　　

（様式１号～21号）
廃止 R3.1月 廃止件数６件

313 土木建築部 建築指導課
建築基準法

建築基準法施行規則
－

建築基準適合判定資格者検定受検申込書・構

造計算適合判定□検定受検申込書・確認申請

書・計画変更確認申請書・完了検査申請書・

工事完了届・中間検査申請書・定期調査報告

書他　（様式２～69号）

廃止 R3.1月 廃止件数74件

314 土木建築部 建築指導課
建築士法

建築士法施行規則
－

一級建築士免許申請書・実務経歴書・実務経

歴証明書・構造設計一級建築士証交付申請

書・一級二級木造建築士事務所登録申請書・

業務概要他（様式１～６号）

廃止 R3.1月 廃止件数７件

315 土木建築部 建築指導課
建築物のエネルギー消費性能の向上に関す

る法律及び施行規則
－

計画書・変更計画書・届出書・変更届出書・

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請

書・建築物エネルギー消費性能向上計画変更

認定申請書他　（様式１～37号）

廃止 R3.1月 廃止件数９件

316 土木建築部 建築指導課
都市の低炭素化の促進に関する法律及び施

行規則
－

集約都市開発事業計画認定申請書・集約都市

開発事業計画変更認定申請書・低炭素建築物

新築等計画認定申請書・低炭素建築物新築等

計画変更認定申請書　（様式１～７号）

廃止 R3.1月 廃止件数４件

317 土木建築部 住宅課 高齢者の居住の安定確保に関する法律 －

サービス付き高齢者向け住宅事業の登録を受

けようとする者が登録申請に当たり申請書に

記載する事項に係る留意点及び登録申請書に

添付する書類等の参考とする様式

(別記様式第一号及び別記様式第二号)

(事務連絡中別紙２①及び②、別紙３)

廃止 R2.12.23 廃止件数５件



No. 部局 課名 手続根拠の名称 条項 手続名称(様式名)又は内容 見直し判定 施行時期 備考

１．手続概要 ２．見直し状況（令和4年3月1日時点）

318 土木建築部 住宅課 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 －

　長期優良住宅の普及の促進に関する法律に

規定する申請様式等の申請者の氏名又は名称

を記載する欄の押印を廃止、受付欄及び認定

番号欄における係員印から係員氏名への変更

並びに注意事項の一部削除及び番号の繰り上

げ。

〔認定申請書（第一号様式第一面）、変更認

定申請書（第三号様式及び第五号様式第一

面）並びに承認申請書（第六号様式）〕

廃止 R2.12.23 廃止件数４件

319 土木建築部 建築指導課 積立式宅地建物販売業法施行規則 －

許可申請書(別記様式第一）、変更届出書（別

記様式第四）、積立金等保全措置届出書（別

記様式第五）、営業保証金取戻し承認申請書

（別記様式第六）、営業保証金供託委託額減

額承認申請書（別記様式第七）、事業報告書

（別記様式第十）

廃止 R3.1月 廃止件数６件

320 土木建築部 建築指導課 積立式宅地建物販売業者営業保証金規則 －
公告請求書（別記様式第三）、申出書（別記

様式第四）
廃止 R3.1月 廃止件数２件


