
防火・防災管理者選任 （解任）届出書の書き方

この説明は、マイナポータル（ぴったりサー
ビス）を利用し、阿南市消防本部へ申請・届出
をしていただくための参考として作成したもの
です。
他市消防本部とは、記入要領が異なる場合が
ありますので、ご注意ください。



電子申請方法（目次）

申請の流れです。
記入方法について、詳しく知りたい箇所
を選択（クリック）してください。

※申請様式の控え、申請データは必ずダウンロードし
てください。
次回手続きの際や再申請、施設・事業所での控え
の書類として使用できます。
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【記入例】
名 前：予防 蓮次郎
性 別：男性
生年月日：１９８９（平成元）年７月４日
郵便番号：７７４０００４
住 所：徳島県阿南市福村町北筋〇〇番地〇〇

〇〇アパート 〇〇号室
電話番号：０８８４００００００
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：anan119@xxx.xx.jp

事前準備

防火・防災管理者選任（解任）の届出をするにあ
たって、
・申請者
・防火対象物、届出者、防火・防災管理者
等の情報が必要となりますので、事前に必要情報を
準備してください。

申請者とは

届出にあたって

申 請 者

申請者情報入力の際に必要な情報です。
申請者とは、実際に届出内容を入力する方になり
ます。消防本部から届出の受理や内容の訂正依頼
の連絡等を行いますので、対応可能な方が申請す
るようにしてください。
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防火対象物とは

届出者とは

防火対象物とは、消防法で定められたもので、建築物
等火災予防行政の主たる対象となるものです。
用途ごとに火災危険等を考慮した区分けがなされてい
ます。
用途区分については、
収容人員については、
を参考にしてください。

（防火対象物別表）
CLICK!!

【記入例】
名 称：阿南レストラン
郵便番号：７７４０００１
住 所：徳島県阿南市辰己町〇〇番地〇〇
電話番号：０８８４００００００
用 途：飲食店（３項ロ）
収容人員：３０人

甲種防火対象物

（収容人員の算定） CLICK!!

届出者とは、防火対象物の管理権限者になります。管理
権限者は、防火・防災管理の最終責任者であり、防火対象
物の所有者や管理者、賃借人等です。
法人であれば代表取締役等法人の代表者が該当します。

【記入例】
名 前：阿南 剛
役 職：代表取締役
郵便番号：７７９１１０２
住 所：徳島県阿南市羽ノ浦町宮倉羽ノ浦居内〇〇番地〇〇

防火対象物

管理権限者
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【記入例】
名 前：防火 花子
役 職：店長
生年月日：１９６５（昭和４０）年１月７日
郵便番号：７７４００１５
住 所：徳島県阿南市長生町〇〇番地〇〇

防火管理講習
講 習 機 関：〇〇協会
資 格 名：甲種（新規講習）
修了年月日：２０２２年３月１０日
選任年月日：２０２２年４月１日

防火・防災管理者とは

防火・防災管理者は、防火・防災について管理監督的な
地位にある方で、防火・防災管理に関する知識・資格を有
する必要があります。

電子申請方法

(目次)へ戻る

手続きの検索
へ進む

防火管理者
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手続きの検索

１．マイナポータルへアクセスする
https://myna.go.jp/

２．手続きの検索・電子申請を選択

３．市区町村を選択

郵便番号又は阿南市

①

検索バーに「郵便番号又は阿南市」を入力し検索するか、
プルダウンリストより徳島県→阿南市と選択してください。

阿南市徳島県
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４－１．検索条件を設定（カテゴリから選択方法）

４－２．検索条件を設定（キーワードから検索する方法）

キーワード欄に「防火管理者、防災管理者、選任」等を入力し、検索する。

防火管理者

１

２

１

２

３

３
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５．届出の選択

①届出名を確認し、チェックを入れる。

電子申請方法

(目次)へ戻る

申請者情報
入力へ進む

１

２

②画面下部の をクリックすると、
防火・防災管理者選任（解任）届出の申請画面にうつります。
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② 申請者情報入力

１．オンライン申請手続きの開始

STEP1 申請者情報入力の をクリックする。

・入力作業に不慣れな場合、長時間の作業が見込まれます。

・申請データを保存しダウンロードしておくと、そのデータを

使用し、申請を再開することが出来ますので、ご活用くだ

さい。
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で用意した申請者の情報を入力してください。

２－１．申請者情報入力（自動入力）

２－２．申請者情報入力（手動入力）

予防 蓮次郎

ヨボウ レンジロウ

平成元年 1989年 7月 ４日

7740004

マイナンバーカードを使用することで、
申請者情報を自動入力することがで
きます。

事前準備
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徳島県

阿南市

福村町北筋〇〇番地〇〇 〇〇アパート 〇〇号室

0884-00-0000

anan119@xxx.xx.jp

電子申請方法

(目次)へ戻る

申請情報
入力へ進む

こちらに記入された連絡先に対し
・電子申請受付完了メール
・電子申請受領完了メール
・内容の訂正
等の連絡が行きます。
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① で用意した届出者の情報を入力してください。

申請情報入力③

１．申請情報入力

事前準備

-10-

宛先は、特別の定めがない限
り「阿南市消防長」を入力して
ください。は

阿南市消防長

2022/10/27

１



１

7791102

徳島県

阿南市

羽ノ浦町宮倉羽ノ浦居内〇〇番地〇〇

阿南 剛

株式会社阿南消防

代表取締役
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② で用意した防火対象物の情報を入力してください。

徳島県

7740001

阿南市

辰己町〇〇番地〇〇

事前準備

２
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阿南レストラン

0884000000

飲食店

(3)項ロ 飲食店

30
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防火 花子

ボウカ ハナコ

19６５/0１/0７

7740046

徳島県

阿南市

長生町西方〇〇番地〇〇

③ で用意した防火・防災管理者の情報を入力してください。事前準備

３
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2022/0４/01

店長

甲種（新規講習）

〇〇協会

2022/0３/1０
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阿南 三郎

2022/0３/３1

人事異動のため

-18-

４

④防火管理者を変更した場合に、前任（解任された）の防火・防災管理者の情報を
入力してください。



電子申請方法

(目次)へ戻る

入力内容の確認
へ進む
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①入力内容に誤りがないか確認してください。
②誤りがある場合、「訂正する」「訂正」を選択し、 内容の訂正を行ってください。
③入力内容に誤りがない若しくは誤りを訂正後、 次へすすむを選択してください。

１

２

２

２

３

④ 入力内容確認
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①「注意事項」を確認してください。
②「詳しい説明」を確認してください。
利用可能なファイル等の情報が記載されています。

③「ファイルを追加」を選択し、防火・防災管理者の資格を有することを証明する書類を添付してくださ
い。

⑤ 添付書類確認

-21-

１

３２



①ファイルの追加に成功すると、このような画面が表示されます。
追加したファイルが正しいか確認し、次へすすんでください。

１

-22-



① をクリックすると、阿南消防本部へ手続きの申請が行われます。

１

電子申請方法

(目次)へ戻る

申請の完了
へ進む
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以上で、申請は完了です。
①申請者のメールアドレスに受付完了の通知が届いているか確認してください。
②控えをダウンロードしてください。
施設や事業所等で保管していただく控えとなります。
また、申請データを利用すると申請内容の訂正にも使用できます。

１

２

電子申請方法

(目次)へ戻る

⑥ 申請の完了

届出書へ進む

-24-

※申請データをダウンロードしないと、再申請等を行う際、すべて最初からの入力となる場合があります。

※申請データをダウンロードしないと、再申請等を行う際、すべて最初からの入力となる場合があります。
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anan119@xxx.xx.jp

実際の手続きでダウンロードできる申請者情報の控えです。



-26-

電子申請方法

(目次)へ戻る

実際の手続きでダウンロードでき防火・防災管理者選任（解任）届出書の控えです。

anan119@xxx.xx.jp



（一） イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
ロ 公会堂又は集会場

（二） イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
ロ 遊技場又はダンスホール
ハ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和二十三
年法律第百二十二号）第二条第五項に規定する性風俗関連 特殊営業
を営む店舗（ニ並びに（一）項イ、（四）項、（五）項イ及び（九）
項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの を除く。）その
他これに類するものとして総務省令で定めるもの
ニ カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室（これ
に類する施設を含む。）において客に利用させる役務を提供する業務
を営む店舗で総務省令で定めるもの

（三） イ 待合、料理店その他これらに類するもの
ロ 飲食店

（四） 百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場

（五） イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅

（六） イ 次に掲げる防火対象物
（１） 次のいずれにも該当する病院（火災発生時の延焼を抑制する
ための消火活動を適切に実施することができる体制を有する ものと
して総務省令で定めるものを除く。）
（ｉ） 診療科名中に特定診療科名（内科、整形外科、リハビリテー
ション科その他の総務省令で定める診療科名をいう。（２） （ｉ）
において同じ。）を有すること。
（ｉｉ） 医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第七条第二項第四
号に規定する療養病床又は同項第五号に規定する一般病床を 有する
こと。
（２） 次のいずれにも該当する診療所
（ｉ） 診療科名中に特定診療科名を有すること。
（ｉｉ） 四人以上の患者を入院させるための施設を有すること。
（３） 病院（（１）に掲げるものを除く。）、患者を入院させるた
めの施設を有する診療所（（２）に掲げるものを除く。）又は入 所
施設を有する助産所
（４） 患者を入院させるための施設を有しない診療所又は入所施設
を有しない助産所

消防法施行令別表第一
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ロ 次に掲げる防火対象物
（１） 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、
軽費老人ホーム（介護保険法（平成九年法律第百二十三号） 第七条
第一項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとし
て総務省令で定める区分に該当する者（以下「避難が困難な要介護
者」という。）を主として入居させるものに限る。）、有料老人ホー
ム（避難が困難な要介護者を主として入居さ せるものに限る。）、
介護老人保健施設、老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）第
五条の二第四項に規定する老人短期入 所事業を行う施設、同条第五
項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設（避難が困難な
要介護者を主として宿泊させ るものに限る。）、同条第六項に規定
する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類
するものとして総務省 令で定めるもの
（２） 救護施設
（３） 乳児院
（４） 障害児入所施設
（５） 障害者支援施設（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）第四条 第一項
に規定する障害者又は同条第二項に規定する障害児であつて、同条第
四項に規定する障害支援区分が避難が困難な状態を 示すものとして
総務省令で定める区分に該当する者（以下「避難が困難な障害者等」
という。）を主として入所させるものに限 る。）又は同法第五条第
八項に規定する短期入所若しくは同条第十七項に規定する共同生活援
助を行う施設（避難が困難な障害者 等を主として入所させるものに
限る。ハ（５）において「短期入所等施設」という。）
ハ 次に掲げる防火対象物 （１） 老人デイサービスセンター、軽
費老人ホーム（ロ（１）に掲げるものを除く。）、老人福祉センター、
老人介護支援センタ ー、有料老人ホーム（ロ（１）に掲げるものを
除く。）、老人福祉法第五条の二第三項に規定する老人デイサービス
事業を行う施 設、同条第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事
業を行う施設（ロ（１）に掲げるものを除く。）その他これらに類す
るもの として総務省令で定めるもの
（２） 更生施設
（３） 助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、
児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法 （昭和二十
二年法律第百六十四号）第六条の三第七項に規定する一時預かり事業
又は同条第九項に規定する家庭的保育事業を行 う施設その他これら
に類するものとして総務省令で定めるもの
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（４） 児童発達支援センター、児童心理治療施設又は児童福祉法第
六条の二の二第二項に規定する児童発達支援若しくは同条第 四項に
規定する放課後等デイサービスを行う施設（児童発達支援センターを
除く。）
（５） 身体障害者福祉センター、障害者支援施設（ロ（５）に掲げ
るものを除く。）、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障 害者
の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項
に規定する生活介護、同条第八項に規定する短期入所 、同条第十二
項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援、同条
第十四項に規定する就労継続支援若しくは同 条第十五項に規定する
共同生活援助を行う施設（短期入所等施設を除く。）
ニ 幼稚園又は特別支援学校

（七） 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門
学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの

（八） 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの

（九） イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
ロ イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場

（十） 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場（旅客の乗降又は待合
いの用に供する建築物に限る。）

（十一） 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

（十二）
イ 工場又は作業場
ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ

（十三）
イ 自動車車庫又は駐車場
ロ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫

（十四） 倉庫

（十五） 前各項に該当しない事業場

（十六）

イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が（一）項から（四）項ま
で、（五）項イ、（六）項又は（九）項イに掲げる防火対象物の用途
に供されているもの
ロ イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物
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（十六の
二）

地下街

（十六の
三）

建築物の地階（（十六の二）項に掲げるものの各階を除く。）で連続
して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの
（（一）項から（四）項まで、（五）項イ、（六）項又は（九）項イ
に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。）

（十七） 文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）の規定によつて重要
文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定
され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律（昭和八年法律第四十
三号）の規定によつて重要美術品として認定された建造物

（十八） 延長五十メートル以上のアーケード

（十九） 市町村長の指定する山林

（二十） 総務省令で定める舟車

備考
一 二以上の用途に供される防火対象物で第一条の二第二項後段の規定の適用によ
り複合用途防火対象物以外の防火対象物となるものの主たる用途が（一）項から
（十五）項までの各項に掲げる防火対象物の用途であるときは、当該防火対象物は、
当該各項に掲げる防火対象物とする。
二 （一）項から（十六）項までに掲げる用途に供される建築物が（十六の二）項
に掲げる防火対象物内に存するときは、これらの建築物は、同項に掲げる防火対象
物の部分とみなす。
三 （一）項から（十六）項までに掲げる用途に供される建築物又はその部分が
（十六の三）項に掲げる防火対象物の部分に該当するものであるときは、これらの
建築物又はその部分は、同項に掲げる防火対象物の部分であるほか、（一）項から
（十六）項に掲げる防火対象物又はその部分でもあるものとみなす。
四 （一）項から（十六）項までに掲げる用途に供される建築物その他の工作物又
はその部分が（十七）項に掲げる防火対象物に該当するものであるときは、これら
の建築物その他の工作物又はその部分は、同項に掲げる防火対象物であるほか、
（一）項から（十六）項までに掲げる防火対象物又はその部分でもあるものとみな
す。

電子申請方法

(目次)へ戻る
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（収容人員の算定方法）
消防法施行規則第第一条の三

防火対象物の区分 算定方法

令別表第一（一）項に
掲げる防火対象物

次に掲げる数を合算して算定する。
一 従業者の数
二 客席の部分ごとに次のイからハまでによつて算定した
数の合計数
イ 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分に
あるいす席の数に対応する数。この場合において、長いす
式のいす席にあつては、当該いす席の正面幅を〇・四メー
トルで除して得た数（一未満のはしたの数は切り捨てるも
のとする。）とする。
ロ 立見席を設ける部分については、当該部分の床面積を
〇・二平方メートルで除して得た数
ハ その他の部分については、当該部分の床面積を〇・五
平方メートルで除して得た数

令別表第一
（二）項及び
（三）項に掲
げる防火対象
物

遊技場

次に掲げる数を合算して算定する。
一 従業者の数
二 遊技のための機械器具を使用して遊技を行うことがで
きる者の数
三 観覧、飲食又は休憩の用に供する固定式のいす席が設
けられている場合は、当該いす席の数に対応する数。この
場合において、長いす式のいす席にあつては、当該いす席
の正面幅を〇・五メートルで除して得た数（一未満のはし
たの数は切り捨てるものとする。）とする。

その他
のもの

次に掲げる数を合算して算定する。
一 従業者の数
二 客席の部分ごとに次のイ及びロによつて算定した数の
合計数
イ 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分に
あるいす席の数に対応する数。この場合において、長いす
式のいす席にあつては、当該いす席の正面幅を〇・五メー
トルで除して得た数（一未満のはしたの数は切り捨てるも
のとする。）とする。
ロ その他の部分については、当該部分の床面積を三平方
メートルで除して得た数
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令別表第一（四）項に掲
げる防火対象物

次に掲げる数を合算して算定する。
一 従業者の数
二 主として従業者以外の者の使用に供する部分について
次のイ及びロによつて算定した数の合計数
イ 飲食又は休憩の用に供する部分については、当該部分
の床面積を三平方メートルで除して得た数
ロ その他の部分については、当該部分の床面積を四平方
メートルで除して得た数

令別表第一
（五）項に掲
げる防火対象
物

イに掲げ
るもの

次に掲げる数を合算して算定する。
一 従業者の数
二 宿泊室ごとに次のイ及びロによつて算定した数の合計
数
イ 洋式の宿泊室については、当該宿泊室にあるベッドの
数に対応する数
ロ 和式の宿泊室については、当該宿泊室の床面積を六平
方メートル（簡易宿所及び主として団体客を宿泊させるも
のにあつては、三平方メートル）で除して得た数
三 集会、飲食又は休憩の用に供する部分について次のイ
及びロによつて算定した数の合計数
イ 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分に
あるいす席の数に対応する数。この場合において、長いす
式のいす席にあつては、当該いす席の正面幅を〇・五メー
トルで除して得た数（一未満のはしたの数は切り捨てるも
のとする。）とする。
ロ その他の部分については、当該部分の床面積を三平方
メートルで除して得た数

ロに掲げ
るもの

居住者の数により算定する。

令別表第一
（六）項に掲
げる防火対象
物

イに掲げ
るもの

次に掲げる数を合算して算定する。
一 医師、歯科医師、助産師、薬剤師、看護師その他の従
業者の数
二 病室内にある病床の数
三 待合室の床面積の合計を三平方メートルで除して得た
数

ロ及びハ
に掲げる
もの

従業者の数と、老人、乳児、幼児、身体障害者、知的障害
者その他の要保護者の数とを合算して算定する。

ニに掲げ
るもの

教職員の数と、幼児、児童又は生徒の数とを合算して算定
する。
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令別表第一（七）項に
掲げる防火対象物

教職員の数と、児童、生徒又は学生の数とを合算して算定す
る。

令別表第一（八）項に
掲げる防火対象物

従業者の数と、閲覧室、展示室、展覧室、会議室又は休憩室
の床面積の合計を三平方メートルで除して得た数とを合算し
て算定する。

令別表第一（九）項に
掲げる防火対象物

従業者の数と、浴場、脱衣場、マッサージ室及び休憩の用に
供する部分の床面積の合計を三平方メートルで除して得た数
とを合算して算定する。

令別表第一（十一）項
に掲げる防火対象物

神職、僧侶りよ、牧師その他従業者の数と、礼拝、集会又は
休憩の用に供する部分の床面積の合計を三平方メートルで除
して得た数とを合算して算定する。

令別表第一（十）項及
び（十二）項から（十
四）項までに掲げる防
火対象物

従業者の数により算定する。

令別表第一（十五）項
に掲げる防火対象物

従業者の数と、主として従業者以外の者の使用に供する部分
の床面積を三平方メートルで除して得た数とを合算して算定
する。

令別表第一（十七）項
に掲げる防火対象物

床面積を五平方メートルで除して得た数により算定する。

令第一条の二第三項第二
号に掲げる防火対象物で
あつて建築基準法（昭和
二十五年法律第二百一
号）第七条の六第一項第
一号若しくは第二号又は
第十八条第二十四項第一
号若しくは第二号の規定
による認定（以下この項
及び第三条第一項におい
て「仮使用認定」とい
う。）を受けたもの

次に掲げる数を合算して算定する。
一 仮使用認定を受けた部分については、当該仮使用認定を
受けた部分の用途をこの表の上欄に掲げる防火対象物の区分
とみなして、同表の下欄に定める方法により算定した数
二 その他の部分については、従業者の数

令第一条の二第三項第二
号に掲げる防火対象物
（前項に掲げるものを除
く。）及び同項第三号に
掲げる防火対象物

従業者の数により算定する。 電子申請方法

(目次)へ戻る
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