
東京消防庁 Tokyo Fire Department 

令 和 ２ 年 ５ 月 １ 日 

行政手続等の郵送による受付を拡大します

記 

１ 郵送受付の対象となる手続 

保有個人情報の開示請求等の一部を除く全手続が対象となります。 

詳細は別表をご参照ください。 

２ 返信用の封筒等を同封してください 

副本等を返却する必要がある場合は、宛名を記入し必要な金額の切手を

貼付した返信用の封筒等を同封してください。 

３ 手数料等の納付は窓口まで 

手数料等の納付は申請先の消防署窓口にお越しください。その場合、申

請書類等を事前に郵送いただくことで、対面での接触機会を最小限にする

ことができます。なお、窓口へお越しの際には事前にご連絡ください。 

４ 記入漏れがないか確認してください 

  記入漏れがあると受付ができません。ホームページ等で記入要領を確

認してください。 

５ 連絡先を必ず記入してください 

届出内容に不備がある場合、２部提出する必要があるのに１部しか封筒

に入っていない場合、添付資料に不足がある場合等は、電話で連絡します。

連絡先を必ず記入してください。 

６ 不明な点は電話で問合わせてください 

  必要な提出部数が分からない、手数料がかかるのか分からない等、不明  

な点は、提出先の消防署へお問い合わせください。予防関係の届出等につ

いては、東京消防庁火災予防コールセンター（03-3253-0119）もご活用

ください。 

なお、郵送受付が可能な手続の一覧表を、当庁ホームページに掲載しま

す。 

問合せ先 

東 京 消 防 庁 ( 代 )  電話 0 3 - 3 2 1 2 - 2 1 1 1 

企画課調整係行政経営担当 内線 2182 2185    

東京消防庁では緊急事態宣言の発令に伴い、消防署へ来署せずに必要な手

続が実施できるよう、当面の間、提出書類の郵送による受付を更に拡大いた

します。 

城 東 消 防 署  ( 代）　　 電話　03-3637-0119



別表

１　郵送拡大対象手続等

No 行政手続等名称 届出名称等 主管課
副本等がある場合の
返信用封筒の要否

申請前日程調整

1 広報協力依頼 広報協力依頼書 広報課

2 警戒線通行証事務 警戒線通行証貸与申請書 総務課 必要

3 公文書の開示請求 開示請求書 総務課

4 証明事務（り災証明、り災証明以外の証明）
り災証明申告書
証明申請書

総務課 必要

5
行政財産の使用許可（財産運用部長協議を要する
もの）

行政財産使用許可書 施設課 必要

6
行政財産の使用許可（公有財産管理運用委員会付
議を要するもの）

同上 施設課 必要

7
行政財産の使用許可（公有財産管理運用委員会付
議及び財産運用部長協議を要しないもの）

同上 施設課 必要

8 行政財産の使用許可（自動販売機等） 同上 施設課 必要

9 消防活動上支障ある行為等の届出
消防活動に支障を及ぼすおそれのある行為の届出

 書
警防課 必要

10 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出
圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始
（廃止）届出書

特殊災害課 必要

11 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの廃止届
圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始
（廃止）届出書

特殊災害課 必要

12 核燃料物質等の貯蔵又は取扱いの届出 核燃料物質等の貯蔵・取扱届出書 特殊災害課 必要

13 指定洞道等の届出 指定洞道等届出書（新規・変更） 特殊災害課 必要

14 指定洞道等の変更 同上 特殊災害課 必要

15 温泉掘削等の許可申請に係る事前相談 任意の様式 特殊災害課

16 都民への防災教育・訓練指導 各署問合せ 防災安全課 必要 必要

17
東京消防庁災害時支援ボランティアの登録受付事
務

東京消防庁災害時支援ボランティア登録申込書 防災安全課 必要

18 指定水利変更等届出 指定水利変更等届出書 水利課 必要

19
特別区の消防団員等の公務災害に伴う療養期間、
療養方法等の変更

療養方法等変更申請書 消防団課 必要

20 特別区の消防団員等の公務災害補償の請求 補償申請書等 消防団課 必要

21
特別区の消防団員等の公務災害補償に伴う年金証
書の再交付

年金証書再交付申請書 消防団課 必要

22
特別区の消防団員等の公務災害補償に伴う年金受
給者の異動届

年金受給資格異動届 消防団課 必要

23
特別区の消防団員等の公務災害補償に伴う年金の
支給停止

遺族補償年金支給停止申請書 消防団課 必要

24 消防団員入団手続き 入団願等 消防団課 必要

25 消防団員退団手続き 退職願等 消防団課 必要

26 消防団員退職報償金の申請 退職報償金支給申請書等 消防団課 必要

27 特別区学生消防団活動認証に係る申請 特別区学生消防団活動認証推薦書等 消防団課 必要

28 患者等搬送事業認定 患者等搬送事業者認定申請書 救急指導課 必要

29 救命講習受講優良証の交付申請 救命講習受講優良証（交付・返納）申請書 救急指導課 必要

30 患者等搬送事業内容変更届 患者等搬送事業内容変更申請書 救急指導課 必要

31 患者等搬送乗務員特例適任申請 特例適任申請書 救急指導課 必要

32 患者等搬送乗務員講習適任証再交付 患者等搬送乗務員適任証再交付申請書 救急指導課 必要

33 都民への応急救護知識及び技術普及 各署問合せ 救急指導課 必要 必要

34 現場派遣員修了証再発行申請 現場派遣員修了証再発行申請書 救急指導課 必要

35 現場派遣員修了証特例交付 特例交付申請書 救急指導課 必要

36 製造販売業届出書 製造販売業届出書 予防課 必要

37 火を使用する設備等の工事又は整備業届出書 火を使用する設備等の工事又は整備業届出書 予防課 必要

38 火気使用設備等の設置届 火を使用する設備等の設置（変更）届出書 予防課 必要

39 燃料電池発電設備設置（変更）届 燃料電池発電設備設置（変更）届出書 予防課 必要

40 電気設備設置（変更）届 電気設備設置（変更）届出書 予防課 必要

41 試験検査申請書 試験・検査申請書 予防課 必要

42 試験・検査結果証明書交付申請書 試験・検査結果証明書交付申請書 予防課 必要

43 避難口明示物及び避難方向明示物設置計画書 避難口明示物及び避難方向明示物設置計画書 予防課 必要

44 無線通信補助設備共用使用申請 無線通信補助設備の共用使用同意申請書 予防課 必要

45 道路・鉄道トンネル等の届出 道路・鉄道トンネル届出書（新規・変更） 予防課 必要

46 防火対象物工事等計画届 防火対象物工事等計画届出書 予防課 必要

47 防火対象物使用開始届 防火対象物使用開始届出書 予防課 必要

48 防火対象物一時使用届 防火対象物一時使用届出書 予防課 必要

49 観覧場又は展示場における催物の開催届出 観覧場又は展示場における催物の開催届出書 予防課 必要

50 火災等の災害予防計画届（新規・変更） 火災等の災害予防計画届出書（新規・変更） 予防課 必要

51 改修（計画）報告書 改修（計画）報告書 予防課 必要



No 行政手続等名称 届出名称等 主管課
副本等がある場合の
返信用封筒の要否

申請前日程調整

52
意見書交付申請書（特別養護老人ホーム等の２階
建て準耐火建築物設置関係）

意見書交付申請書 予防課 必要

53 緊急離発着場等設置書 緊急離発着場等設置届 予防課 必要

54 緊急離発着場等運用開始書 緊急離発着場等運用開始書 予防課 必要

55 避難誘導用エレベーター設置書 避難誘導用エレベーター設置書 予防課 必要

56 避難誘導用エレベーター運用開始書 避難誘導用エレベーター運用開始書 予防課 必要

57 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届
消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書
（法第17条の３の２）

予防課 必要

58 消防用設備等の基準の特例等適用申請  基準の特例等適用申請書 予防課 必要

59
消防用設備等（特殊消防設備等）設置計画届（火
災予防条例）

消防用設備等（特殊消防用設備等）設置計画届出
書

予防課 必要

60
消防用設備等（特殊消防設備等）設置届（火災予
防条例）

消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書
（条例第58条の３）

予防課 必要

61 工事整備対象設備等着工届 工事整備対象設備等着工届出書 予防課 必要

62 住宅用火災警報器設置届 住宅用火災警報器設置届出書 予防課 必要

63 消防設備業の届出 消防設備業届出書（新規・変更・廃止） 予防課 必要

64 消防用設備等の集中管理計画届
消防用設備等（特殊消防用設備等）の集中管理計
画届出書

予防課 必要

65 危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認申請 危険物仮貯蔵仮取扱申請書 危険物課 必要

66
危険物施設の設置・変更許可申請（本庁決定案
件）

危険物製造所、貯蔵所、取扱所変更許可申請書 危険物課 必要

67 危険物施設の設置・変更許可申請（署決定案件） 同上 危険物課 必要

68 危険物施設の設置・変更許可申請（島しょ地区） 同上 危険物課 必要

69 危険物施設の完成検査申請（署決定案件） 危険物製造所、貯蔵所、取扱所完成検査申請書 危険物課 必要

70 危険物施設の完成検査申請（島しょ地区） 同上 危険物課 必要

71 危険物施設の仮使用承認申請 危険物製造所、貯蔵所、取扱所仮使用承認申請書 危険物課 必要

72 危険物施設の仮使用承認申請（島しょ地区） 同上 危険物課 必要

73
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

休止中の特定屋外タンク貯蔵所の内部点検期間延
長申請書

危険物課 必要

74
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（島しょ地区）

同上 危険物課 必要

75
休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れ
の点検期間延長申請

休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れ
の点検期間延長申請書

危険物課 必要

76
休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れ
の点検期間延長申請（島しょ地区）

同上 危険物課 必要

77 休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長申請
休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長申請
書

危険物課 必要

78
休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長申請
（島しょ地区）

同上 危険物課 必要

79 危険物施設の完成検査前検査申請（署決定案件）
危険物製造所、貯蔵所、取扱所完成検査前検査申
請書

危険物課 必要

80 危険物施設の完成検査前検査申請（島しょ地区） 同上 危険物課 必要

81 予防規程の認可・変更認可申請（署決定案件） 予防規程の制定、変更認可申請書 危険物課 必要

82 予防規程の認可・変更認可申請（島しょ地区） 同上 危険物課 必要

83 保安検査申請 屋外タンク貯蔵所保安検査申請書 危険物課 必要

84 保安検査申請（島しょ地区） 同上 危険物課 必要

85 完成検査済証の再交付申請（署決定案件） 完成検査済証再交付申請書 危険物課 必要

86 完成検査済証の再交付申請（島しょ地区） 同上 危険物課 必要

87 保安検査時期の変更・延長申請 保安検査時期変更承認申請書 危険物課 必要

88 保安検査時期の変更・延長申請（島しょ地区） 同上 危険物課 必要

89 危険物施設の譲渡、引渡届出 危険物製造所、貯蔵所、取扱所譲渡引渡届出書 危険物課 必要

90 危険物の品名、数量又は指定数量の倍数変更届出
危険物製造所、貯蔵所、取扱所の品名、数量又は
指定数量の倍数変更届出書

危険物課 必要

91 危険物施設の廃止届出 危険物製造所、貯蔵所、取扱所廃止届出書 危険物課 必要

92 危険物保安統括管理者の選任・解任届出 危険物保安統括管理者選任・解任届出書 危険物課 必要

93 危険物保安監督者の選任・解任届出 危険物保安監督者選任・解任届出書 危険物課 必要

94 危険物施設の許可書の再交付申請（署決定案件） 再交付申請書（許可書、タンク検査済証） 危険物課 必要

95 危険物施設の許可書の再交付申請（島しょ地区） 同上 危険物課 必要

96 タンク検査済証の再交付申請（署決定案件） 同上 危険物課 必要

97 タンク検査済証の再交付申請（島しょ地区） 同上 危険物課 必要

98 放電加工機の設置届出 放電加工機の設置（変更）届出書 危険物課 必要

99 水素ガスを充てんする気球の設置届出 水素ガスを充てんする気球の設置届出 危険物課 必要

100 少量危険物貯蔵取扱所等の設置（変更）届出 少量危険物、指定可燃物の設置（変更）届出書 危険物課 必要

101 少量危険物貯蔵取扱所等の廃止届出 少量危険物・指定可燃物の廃止届出書 危険物課 必要

102 灯油販売取扱者の届出 灯油販売取扱者届出書 危険物課 必要



No 行政手続等名称 届出名称等 主管課
副本等がある場合の
返信用封筒の要否

申請前日程調整

103 煙火の打ち上げの届出 煙火の打ち上げ届出書 危険物課 必要

104 申請の取下げ届出 申請の取下げ届出書 危険物課

105 火災予防条例に規定するタンク検査申請 試験・検査申請書 危険物課 必要

106 火災予防条例に規定する安全装置機能検査申請 同上 危険物課 必要

107 危険物の確認試験申請 確認試験申請書 危険物課 必要

108 地価税の課税特例措置に係る証明願
地価税の特例に係る土地等の確定についての証明
額

危険物課 必要

109 工事整備対象設備等の着工届 工事整備対象設備等着工届出書 危険物課 必要

110
特定屋外タンク貯蔵所の内部点検時期延長届出書
（タンクの腐食防止等の状況）

特定屋外タンク貯蔵所の内部点検時期延長届出書
（タンクの腐食防止等の状況）

危険物課 必要

111
特定屋外タンク貯蔵所の内部点検時期延長届出書
（危険物の貯蔵管理等の状況）

特定屋外タンク貯蔵所の内部点検時期延長届出書
（危険物の貯蔵管理等の状況）

危険物課 必要

112
特定準特定屋外タンク貯蔵所の再開確認届出書
（新基準適合延長）

特定準特定屋外タンク貯蔵所の再開確認届出書
（新基準適合延長）

危険物課 必要

113 審査・検査結果証明書交付申請書 試験・検査結果証明書交付申請書 危険物課 必要

114 撤回届 撤回届 危険物課 必要

115 資料提出書（確認を要する軽微な変更工事） 資料提出書（確認を要する軽微な変更工事） 危険物課 必要

116 資料提出書（休止再開） 資料提出書（休止再開） 危険物課 必要

117 資料提出書（火気使用工事） 資料提出書（火気使用工事） 危険物課 必要

118
地下貯蔵タンク等の在庫管理等に関する計画届出
書

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

危険物課 必要

119 意見書交付申請書 意見書交付申請書 危険物課 必要

120 特定防災施設の届出書

流出油等防止堤設置届出書
消防車用屋外給水施設設置届出書
大容量泡放水用屋外給水施設設置届出書
非常通報設備設置届出書

危険物課 必要

121 防災管理者等の届出処理 防災管理者（副防災管理者）選任・解任届出書 危険物課 必要

122 防災規程の制定、変更届の処理 防災規程制定（変更）届出書 危険物課 必要

123 共同防災組織の届出処理 共同防災組織設置（変更）届出書 危険物課 必要

124 防災要員及び防災資機材等現況届出書 防災要員及び防災資機材等現況届出書 危険物課 必要

125 広域共同防災組織設置（変更）届出書 広域共同防災組織設置（変更）届出書 危険物課 必要

126 防災業務実施状況報告書（自衛防災組織） 防災業務実施状況報告書（自衛防災組織） 危険物課 必要

127 防災業務実施状況報告書（共同防災組織） 防災業務実施状況報告書（共同防災組織） 危険物課 必要

128 資料提出書、報告書 資料提出報告書 査察課 必要

129 防火対象物等の管理状況の確認結果について 防火対象物等の管理状況の確認について 査察課 必要

130 優良防火対象物認定申請 優良防火対象物認定申請書 査察課 必要

131 認定優良防火対象物変更認定申請 認定優良防火対象物変更認定申請書 査察課 必要

132 認定優良防火対象物申請者変更届出書 認定優良防火対象物申請者変更届出書 査察課 必要

133
消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告
書

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告
書

査察課 必要

134 防火対象物点検結果報告書の届出 防火対象物点検結果報告書 査察課 必要

135 防火対象物点検報告特例認定申請 防火対象物点検報告特例認定申請書 査察課 必要

136 管理権原者変更届出（防火対象物点検関係）
管理権原者変更届出書（防火対象物点検の特例認
定を受けている対象物のみ）

査察課 必要

137 管理権原者変更届出（防災管理点検関係）
管理権原者変更届出書（防災管理点検の特例認定
をうけている対象物のみ）

査察課 必要

138 防災管理点検結果報告書の届出 防災管理点検結果報告書 査察課 必要

139 防災管理点検報告特例認定申請 防災管理点検報告特例認定申請書 査察課 必要

140
条例第２３条解除承認事務
(禁止行為の解除承認申請書)

禁止行為の解除承認申請書 査察課 必要

141 改修（計画）報告書 改修（計画）報告書 査察課 必要

142 防火対象物点検報告改修計画書 防火対象物点検報告改修計画書 査察課 必要

143 防災管理点検報告改修計画書 防災管理点検報告改修計画書 査察課 必要

144 消防用設備等点検報告改修計画書 消防用設備等点検報告改修計画書 査察課 必要

145 表示マーク交付（更新）申請書 表示マーク交付（更新）申請書 査察課 必要

146 り災申告書の届出
不動産り災申告書
動産り災申告書
車両・船舶・航空機り災申告書

調査課

147 資料提出・報告書 資料提出・報告書 調査課

148 消防計画作成変更届出（工事中消防計画含む） 消防計画作成（変更）届出書 防火管理課 必要

149 全体についての消防計画作成変更届出 全体についての消防計画作成（変更）届出書 防火管理課 必要

150 防火管理業務計画作成変更届出 防火管理業務計画作成（変更）届出書 防火管理課 必要

151
事業所防災計画（東京都震災対策条例第１１条）
の届出

事業所防災計画作成（変更）届出書 防火管理課 必要

152 火災予防上必要な業務に関する計画 火災予防上必要な業務に関する計画提出書 防火管理課 必要

153 防火・防災管理者選解任届出（条例） 防火管理者選任（解任）届出書 防火管理課 必要



No 行政手続等名称 届出名称等 主管課
副本等がある場合の
返信用封筒の要否

申請前日程調整

154 消防計画作成変更届出（条例） 消防計画作成（変更）届出書 防火管理課 必要

155 工事中の消防計画（防火管理規程） 表示マーク交付（更新）申請書 防火管理課 必要

156 総合防火管理協議事項作成（変更）届出書 総合防火管理協議事項作成（変更）届出書 防火管理課 必要

157 防火・防災管理講習修了証の再交付 防火・防災管理講習修了証再交付等申請書 防火管理課 必要

158 防火防災管理講習申請 防火・防災管理講習受講申請書 防火管理課 必要 必要

159 自衛消防技術試験 自衛消防技術試験受験願書 防火管理課 必要 必要

160 自衛消防技術認定証の交付 自衛消防技術認定証交付申請書 防火管理課 必要

161 自衛消防技術認定証の書換え 自衛消防技術認定証書換え・再交付申請書 防火管理課 必要

162 自衛消防技術認定証の再交付 同上 防火管理課 必要

163 危険物取扱者保安講習 危険物取扱者保安講習受講申請書 防火管理課 必要 必要

164 消防設備士講習 消防設備士講習受講申請書 防火管理課 必要 必要

165 自衛消防組織設置変更届出 火災予防上必要な業務に関する計画提出書 防火管理課 必要

166 自衛消防訓練の通報 自衛消防訓練通知書 防火管理課 必要

167 事業所火災直接通報の承認申請 通報承認申請書 防火管理課 必要

168 事業所火災直接通報の承認内容変更届 通報承認内容変更届出書 防火管理課 必要

169 防火管理者実務講習申請 防火管理者実務講習受講申請書 防火管理課 必要

170 防火・防災管理者選解任届出 防火・防災管理者選任（解任）届出書 防火管理課 必要

171 統括防火・防災管理者選解任届出 統括防火・防災管理者選任（解任）届出書 防火管理課 必要

172 防火管理技能者選解任届出 防火管理技能者選任（解任）届出書 防火管理課 必要

173 防火管理技能講習の登録講習機関の登録の申請 申請書 防火管理課 必要

174 防火防災管理手帳の再交付 防火防災管理手帳再交付等申請書 防火管理課 必要

175 東京消防庁認定通報事業者認定申請書 東京消防庁認定通報事業者認定申請書
防災安全課
防火管理課

必要

176
東京消防庁認定通報事業者認定内容変更・業務廃
止届出書

東京消防庁認定通報事業者認定内容変更・業務廃
止届出書

防災安全課
防火管理課

必要

177 東京消防庁消防官採用選考（専門系） 受験申込書 人事課

178 東京消防庁消防官採用試験（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ類） 同上 人事課

179
東京消防庁職員（消防官を除く。）採用試験
（Ⅰ・Ⅲ類）

同上 人事課

２　郵送以外が可能な手続等

No 行政手続等名称
届出名称

【東京都共同電子申請・届出サービス上の名称】
主管課

1 広報協力依頼 広報協力依頼書 広報課

82 予防規程の認可・変更認可申請（島しょ地区）
予防規程の制定、変更認可申請書
【予防規程の制定・変更認可】

危険物課

91 危険物施設の廃止届出（島しょ地区）
危険物製造所、貯蔵所、取扱所廃止届出書
【製造所等の用途廃止】

危険物課

93
危険物保安監督者の選任・解任届出（島しょ地
区）

危険物保安監督者選任・解任届出書
【危険物保安監督者の選解任】

危険物課

115
資料提出書（確認を要する軽微な変更工事）（島
しょ地区）

資料提出書（確認を要する軽微な変更工事）
【製造所等の軽微な変更工事（資料提出）】

危険物課

116 資料提出書（休止再開） （島しょ地区）
資料提出書（休止再開）
【製造所等の休止・再開(資料提出)】

危険物課

117 資料提出書（火気使用工事）（島しょ地区）
資料提出書（火気使用工事）
【製造所等における火気使用工事(資料提出)】

危険物課

166 自衛消防訓練の通報
自衛消防訓練通知書
【自衛消防訓練通報】

防火管理課

177 東京消防庁消防官採用選考（専門系） 受験申込書 インターネット申込 人事課

178 東京消防庁消防官採用試験（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ類） 同上 インターネット申込 人事課

179
東京消防庁職員（消防官を除く。）採用試験
（Ⅰ・Ⅲ類）

同上 インターネット申込 人事課

 東京都共同電子申請・届出サービス

 東京都共同電子申請・届出サービス

東京都共同電子申請・届出サービス

郵送以外の手段

電子メール

東京都共同電子申請・届出サービス

 東京都共同電子申請・届出サービス

東京都共同電子申請・届出サービス

 東京都共同電子申請・届出サービス




