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○福島県火薬類取締法施行細則 

昭和五十一年三月二十三日 

福島県規則第十九号 

改正 昭和五三年四月一日規則第一七号 

昭和五八年二月一日規則第三号 

昭和六二年三月三一日規則第三〇号 

平成元年一二月二六日規則第九五号 

平成三年三月三〇日規則第三七号 

平成六年三月三一日規則第七二号 

平成八年七月二日規則第五五号 

平成一一年一月一二日規則第一号 

平成一二年四月一日規則第一一一号 

平成一二年一一月二四日規則第一七三号 

平成二八年三月二九日規則第四三号 

福島県火薬類取締法施行規則をここに公布する。 

福島県火薬類取締法施行細則 

（帳簿） 

第一条 火薬類取締法（昭和二十五年法律第百四十九号。以下「法」という。）第四十一条

第一項の規定により備える帳簿は、製造業者については火薬類製造明細簿（第一号様式）、

販売業者については火薬類取引数量明細簿（第二号様式）、火薬庫の所有者又は占有者に

ついては火薬庫火薬類出納明細簿（第三号様式）、消費者については火薬類消費簿（第四

号様式）とする。 

第二条 火薬類取締法施行規則（昭和二十五年通商産業省令第八十八号。以下「省令」とい

う。）第十六条第三号ト及び第四号ヘの規定により備える帳簿は、火薬庫外貯蔵火薬類出

納明細簿（第五号様式）とする。 

第三条 省令第五十二条第三項第十二号の規定により備える帳簿は、火薬類取扱所帳簿（第

六号様式）とする。 

第四条 省令第五十二条の二第三項で準用する省令第五十二条第三項第十二号の規定によ

り備える帳簿は、火工所帳簿（第七号様式）とする。 

第五条 省令第五十六条の二第四項で準用する省令第五十二条第三項第十二号の規定によ

り備える帳簿は、火工所帳簿（コンクリート破砕器用）（第八号様式）とする。 
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第六条 省令第五十三条第二号の規定により記録する帳簿は、発破記録簿（第九号様式）と

する。 

第七条 省令第五十六条の二第五項で準用する省令第五十三条第二号の規定により記録す

る帳簿は、コンクリート破砕器消費記録簿（第十号様式）とする。 

第八条 省令第五十六条の三第一項第六号の規定により記録する帳簿は、建設用びよう打ち

銃用空包存置場所帳簿（第十一号様式）とする。 

（報告） 

第九条 省令第八十一条の十四の表第一号に掲げる報告書は、火薬類製造報告書（第十二号

様式）とする。 

（平一一規則一・全改） 

第九条の二 省令第八十一条の十四の表第二号に掲げる報告書は、火薬類製造営業許可申請

書等記載事項変更報告書（第十三号様式）とする。 

（平一一規則一・追加） 

第十条 省令第八十一条の十四の表第四号に掲げる報告書は、火薬類取引数量報告書（第十

四号様式）とする。 

（平一一規則一・全改） 

第十条の二 省令第八十一条の十四の表第五号に掲げる報告書は、火薬類販売営業許可申請

書等記載事項変更報告書（第十五号様式）とする。 

（平一一規則一・追加） 

第十一条 省令第八十一条の十四の表第八号に掲げる報告書は、火薬庫貯蔵火薬類出納報告

書（第十六号様式）とする。 

（平一一規則一・全改） 

第十一条の二 省令第八十一条の十四の表第九号に掲げる報告書は、火薬庫設置等許可申請

書等記載事項変更報告書（第十七号様式）とする。 

（平一一規則一・追加） 

第十二条 法第三十五条の二第三項の規定による報告は、煙火製造施設にあつては煙火（が

ん具煙火）製造施設定期自主検査報告書（第十八号様式）、火薬庫にあつては火薬庫定期

自主検査報告書（第十九号様式）により行うものとする。 

第十三条 省令第八十一条の十四の表第十二号に掲げる報告書は、火薬類消費数量報告書

（第二十号様式）とする。 

（平一一規則一・全改） 
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第十四条 法第三十六条第一項の規定による報告は、火薬類安定度試験結果報告書（第二十

一号様式）により行うものとする。 

（届出） 

第十五条 省令第八十一条の十四の表第七号に掲げる届出書は、火薬庫設置等許可申請書等

記載事項変更届（第二十二号様式）とする。 

（平一一規則一・全改） 

第十六条 省令第八十一条の十四の表第十一号に掲げる届出書は、火薬類消費許可申請書等

記載事項変更届（第二十三号様式）とする。 

（平一一規則一・全改） 

第十七条 省令第八十一条の十四の表第十四号に掲げる届出書は、火薬類廃棄許可申請書記

載事項変更届（第二十四号様式）とする。 

（平一一規則一・全改） 

第十八条 法第三十条第三項又は法第三十三条第二項の規定による届出は、火薬類製造（取

扱）保安責任者等選任（解任）届（第二十五号様式）により行うものとする。 

第十九条 法第三十五条の二第二項の規定による届出は、火薬庫等定期自主検査計画（変更）

届（第二十六号様式）により行うものとする。 

第二十条 省令第八十二条第一項の規定による届出は、火薬類製造施設（火薬庫）完成届（第

二十七号様式）により行うものとする。 

第二十一条 法第十六条第一項の規定による届出は、火薬類製造（販売）営業廃止届（第二

十八号様式）により、同条第二項の規定による届出は、火薬庫用途廃止届（第二十九号様

式）により行うものとする。 

第二十二条 省令第八十一条の十四の表第十五号に掲げる届出書は、火薬類所有権取得届

（第三十号様式）とする。 

（平一一規則一・全改） 

（許可の申請） 

第二十三条 法第十三条ただし書の規定による許可の申請は、火薬庫共同使用許可申請書

（第三十一号様式）により行うものとする。 

（消費計画書） 

第二十四条 省令第四十八条第一項の規定による火薬類消費計画書は、煙火の消費にあつて

は煙火消費計画書（第三十二号様式）、建設用びよう打ち銃用空包の消費にあつては建設

用びよう打ち銃用空包消費計画書（第三十三号様式）、その他の火薬類にあつては火薬類
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消費計画書（第三十四号様式）によるものとする。 

（許可証） 

第二十五条 法第二十五条第一項の規定による許可をしたときは、火薬類（煙火）消費許可

証（第三十五号様式）を交付する。 

第二十六条 法第二十七条第一項の規定による許可をしたときは、火薬類廃棄許可証（第三

十六号様式）を交付する。 

第二十七条 削除 

（平一二規則一一一） 

（認可の申請） 

第二十八条 法第二十九条第一項及び第五項の規定による認可の申請は、火薬類保安教育計

画認可（変更認可）申請書（第三十八号様式）により行うものとする。 

（平一二規則一一一・一部改正） 

（火薬庫外貯蔵の指示） 

第二十九条 省令第十五条第一項の規定により火薬庫外における火薬類の貯蔵場所につい

て指示を受けようとする者は、火薬庫外貯蔵指示申請書（第三十九号様式）を提出しなけ

ればならない。 

２ 前項の規定により火薬庫外貯蔵指示申請書の提出があつた場合において、その貯蔵の場

所が省令第十六条の規定による貯蔵の技術上の基準に適合するものであると認めたとき

は、火薬庫外貯蔵指示証（第四十号様式）を交付する。 

（昭六二規則三〇・平一一規則一・一部改正） 

（保安教育計画） 

第三十条 法第二十九条第四項の規定による指定は、火薬類保安教育計画を定めるべき者の

指定書（第四十一号様式）を交付して行うものとする。 

第三十一条 省令第六十七条の七第四項の規定による指定の取消しの申請は、火薬類保安教

育計画を定めるべき者の指定取消申請書（第四十二号様式）により行うものとする。 

（収去証） 

第三十二条 法第四十三条第一項の規定により職員が火薬類を収去するときは、その職員は、

被収去者に収去証（第四十三号様式）を交付しなければならない。 

（平一二規則一一一・全改） 

（意見聴取会） 

第三十三条 知事は、法第五十五条第一項の意見の聴取（知事がした処分又はその不作為に
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係るものに限る。以下「意見聴取会」という。）を開こうとするときは、その期日、場所

及び事案の内容並びに意見申出の期限をその期限の七日前までに公告するとともに、法第

五十五条第一項に規定する審査請求人、利害関係人及び参加人に予告しなければならない。 

２ 意見聴取会において意見を述べようとする者は、前項の規定により公告された意見申出

の期限までに、次に掲げる事項を記載した書面を知事に提出しなければならない。 

一 氏名又は名称及び住所 

二 職業 

三 意見の要旨 

３ 意見聴取会は、知事又はその指名する職員が議長として主宰する。 

４ 議長は、必要があると認めるときは、関係行政庁の職員及び学識経験のある者その他の

参考人に意見聴取会への出席を求めることができる。 

５ 利害関係人（参加人を除く。）又はその代理人として意見聴取会に出席しようとする者

は、書面をもって、その事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。 

６ 知事は、前項の規定により利害関係のあることが疎明されたと認めるときは、その者に

その旨を通知するものとする。 

７ 意見聴取会において議長は、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理

由を陳述させなければならない。 

８ 意見聴取会において審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求

書の朗読をもってその陳述に代えることができる。 

９ 審査請求人、参加人若しくは利害関係人（第六項の規定により、疎明されたと認められ

た者に限る。以下同じ。）又はこれらの代理人であって、第二項の規定により書面を提出

した者は、意見聴取会において証拠を提示し、又は意見を述べることができる。 

10 議長は、議事を整理するために必要があると認めるときは、陳述又は証拠の提示を制

限することができる。 

11 議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を

妨げ、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。 

12 議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができ

る。 

13 前項の規定により意見聴取会を延期し、又は続行をする場合には、議長は、次回の意

見聴取会の期日及び場所を定め、これを公告しなければならない。この場合において、議

長は、その期日及び場所を審査請求人、参加人及び利害関係人又はこれらの代理人に通知
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するものとする。 

14 議長は、意見聴取会について調書を作成し、その事案の記録につづらなければならな

い。 

15 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。 

一 事案の表示 

二 意見聴取会の期日及び場所 

三 議長の職名及び氏名 

四 審査請求人又は出席したその代理人の氏名及び住所 

五 出席した参加人若しくは利害関係人又はこれらの代理人の氏名及び住所 

六 出席した行政庁の職員及び学識経験のある者その他の参考人の氏名 

七 陳述またはその要旨 

八 証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目 

九 前各号に掲げるもののほか、意見聴取会の経過に関する主要な事項 

16 審査請求人又はその代理人は、その事案の記録を閲覧することができる。参加人及び

利害関係人並びにこれらの代理人も同様とする。 

（平一二規則一七三・追加、平二八規則四三・一部改正） 

附 則 

１ この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。 

２ 福島県火薬類施行細則（昭和三十六年福島県規則第四十三号。以下「旧規則」という。）

は、廃止する。 

３ この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づき提出してある申請書、届出書、報告書そ

の他の書類は、この規則の相当規定に基づき提出した申請書、届出書、報告書その他の書

類とみなす。 

４ この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づき交付してある指示証、許可証その他の書

類は、この規則の相当規定に基づき交付した指示証、許可証その他の書類とみなす。 

５ 福島県事務委任規則（昭和四十四年福島県規則第十八号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 



7/62 

 



8/62 

 



9/62 

 



10/62 

 



11/62 

 



12/62 

 



13/62 

 



14/62 

 



15/62 

 



16/62 

 



17/62 

 



18/62 

 



19/62 

 



20/62 

 



21/62 

 



22/62 

 



23/62 

 



24/62 

 



25/62 

 



26/62 

 



27/62 

 



28/62 

 



29/62 

 



30/62 

 



31/62 

 



32/62 

 



33/62 

 



34/62 

 



35/62 

 



36/62 

 



37/62 

 



38/62 

 



39/62 

 



40/62 

 



41/62 

 



42/62 

 



43/62 

 



44/62 

 



45/62 

 



46/62 

 



47/62 

 



48/62 

 



49/62 

 



50/62 

 



51/62 

 



52/62 

 



53/62 

 



54/62 

 



55/62 

 



56/62 

 



57/62 

 



58/62 

附 則（昭和五三年規則第一七号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行前に、改正前の公益質屋法施行細則等の規定によりなされた申請、届出、

報告その他の行為又は許可、認可その他の処分は、改正後の公益質屋法施行細則等の相当

規定によりなされた申請、届出、報告その他の行為又は許可、認可その他の処分とみなす。 

附 則（昭和五八年規則第三号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和六二年規則第三〇号） 

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。 

附 則（平成元年規則第九五号） 

この規則は、平成二年一月一日から施行する。 

附 則（平成三年規則第三七号） 

１ この規則は、平成三年四月一日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に作成されている改正前の規則に定める様式による用紙は、当分

の間、使用することができる。 

附 則（平成六年規則第七二号） 

１ この規則は、平成六年四月一日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に作成されている改正前の福島県火薬類取締法施行細則に定め

る様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成八年規則第五五号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に作成されている改正前の福島県火薬類取締法施行細則に定め

る様式による用紙は、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成一一年規則第一号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に作成されている改正前の福島県火薬類取締法施行細則に定め

る様式による用紙は、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成一二年規則第一一一号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に作成されている改正前の福島県火薬類取締法施行細則に定め

る様式による用紙は、所要の調整をして使用することができる。 
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附 則（平成一二年規則第一七三号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成二八年規則第四三号） 

１ この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。 

２ 火薬類取締法（昭和二十五年法律第百四十九号）に基づく命令の規定による知事の処分

又はその不作為（以下「処分等」という。）についての不服申立てであってこの規則の施

行の日前にされた処分等に係るものについての改正後の福島県火薬類取締法施行細則の

規定の適用については、なお従前の例による。 
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第１号様式（第１条関係） 

第２号様式（第１条関係） 

第３号様式（第１条関係） 

第４号様式（第１条関係） 

第５号様式（第２条関係） 

第６号様式（第３条関係） 

第７号様式（第４条関係） 

第８号様式（第５条関係） 

第９号様式（第６条関係） 

第10号様式（第７条関係） 

第11号様式（第８条関係） 

第12号様式（第９条関係） 

（昭53規則17・昭62規則30・平３規則37・平６規則72・平８規則55・平11規則１・

一部改正） 

第13号様式（第９条の２関係） 

（昭53規則17・昭62規則30・平３規則37・平６規則72・平11規則１・一部改正） 

第14号様式（第10条関係） 

（昭53規則17・昭62規則30・平３規則37・平６規則72・平８規則55・平11規則１・

一部改正） 

第15号様式（第10条の２関係） 

（昭53規則17・昭62規則30・平３規則37・平６規則72・平11規則１・一部改正） 

第16号様式（第11条関係） 

（昭53規則17・昭62規則30・平３規則37・平６規則72・平８規則55・平11規則１・

一部改正） 

第17号様式（第11条の２関係） 

（昭53規則17・昭62規則30・平３規則37・平６規則72・平11規則１・一部改正） 

第18号様式（第12条関係） 

（昭53規則17・昭62規則30・平３規則37・平６規則72・一部改正） 

第19号様式（第12条関係） 

（昭53規則17・昭62規則30・平３規則37・平６規則72・一部改正） 

第20号様式（第13条関係） 
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（昭53規則17・昭62規則30・平３規則37・平６規則72・平８規則55・平11規則１・

一部改正） 

第21号様式（第14条関係） 

（昭53規則17・昭62規則30・平３規則37・平６規則72・一部改正） 

第22号様式（第15条関係） 

（昭53規則17・昭62規則30・平３規則37・平６規則72・平11規則１・一部改正） 

第23号様式（第16条関係） 

（昭53規則17・昭62規則30・平３規則37・平６規則72・平11規則１・一部改正） 

第24号様式（第17条関係） 

（昭53規則17・昭62規則30・平３規則37・平６規則72・平11規則１・一部改正） 

第25号様式（第18条関係） 

（昭53規則17・昭62規則30・平３規則37・平６規則72・平12規則111・一部改正） 

第26号様式（第19条関係） 

（昭53規則17・昭62規則30・平３規則37・平６規則72・一部改正） 

第27号様式（第20条関係） 

（昭53規則17・昭62規則30・平３規則37・平６規則72・一部改正） 

第28号様式（第21条関係） 

（昭53規則17・昭62規則30・平３規則37・平６規則72・一部改正） 

第29号様式（第21条関係） 

（昭53規則17・昭62規則30・平３規則37・平６規則72・一部改正） 

第30号様式（第22条関係） 

（昭53規則17・昭62規則30・平３規則37・平６規則72・平11規則１・一部改正） 

第31号様式（第23条関係） 

（昭53規則17・昭62規則30・平３規則37・平６規則72・平12規則111・一部改正） 

第32号様式（第24条関係） 

（昭62規則30・全改、平６規則72・平12規則111・一部改正） 

第33号様式（第24条関係） 

（平６規則72・一部改正） 

第34号様式（第24条関係） 

（平元規則95・平６規則72・平12規則111・一部改正） 

第35号様式（第25条関係） 



62/62 

（昭53規則17・昭62規則30・平６規則72・一部改正） 

第36号様式（第26条関係） 

（昭53規則17・昭62規則30・平６規則72・一部改正） 

第37号様式 削除 

（平12規則111） 

第38号様式（第38条関係） 

（昭53規則17・昭62規則30・平３規則37・平６規則72・一部改正） 

第39号様式（第29条関係） 

（昭53規則17・昭62規則30・平３規則37・平６規則72・平11規則１・一部改正） 

第40号様式（第29条関係） 

（昭53規則17・昭62規則30・平６規則72・一部改正） 

第41号様式（第30条関係） 

（昭53規則17・昭62規則30・平６規則72・一部改正） 

第42号様式（第31条関係） 

（昭53規則17・昭62規則30・平３規則37・平６規則72・一部改正） 

第43号様式（第32条関係） 

（平12規則111・全改） 

 


