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電子化推進の背景について
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・各府省は、法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して紙の書面の作成・提出
等を求めているもの、押印を求めているもの、又は対面での手続を求めているもの
（以下「見直し対象手続」という。）について、必要な措置を講じるとともに、そ
の周知を行う。

・各府省は、原則として全ての見直し対象手続について、年内に順次、必要な検討を
行い、法令、告示、通達等の改正やオンライン化を行う。

規制改革実施計画（令和2年7月17日閣議決定）（抄）

行政手続における書面規制・押印、対面規制の抜本的な見直し

消防関係法令に基づく書面規制、押印、対面規制の見直し及び手続きのオンライ
ン化について （令和2年12月25日消防庁次長通知）

・ 電子メール等による申請について
押印の廃止に伴い、申請等は電子メールや電子申請システム等による提出が可能

となる。この場合で必要があると認められるときは、電話等により所要の確認を行
うこと。
申請等を受け付ける各地方公共団体等は、受付アドレスの整備等、電子メールに

よる受付体制の整備を行うとともに、電子メール等による申請等が可能で旨を周
知・広報することが適当である。

消防関係法令の押印手続き等の見直し オンライン化の推進



電子化推進に係る消防庁通知について
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電子申請による建築確認に係る消防同意等事務の取扱について
（令和3年2月9日消防庁予防課長通知）

電子申請による消防同意事務の推進 実施時の留意点を提示

消防 事務の効率化 図書の保存スペースの削減等
申請者 手続きの時間的、距離的制約の撤廃①電子化のメリット

②電子データの氏名等の記録等による作成者本人の確認 電子署名不要

① 消防同意等事務を電子化する場合の電子ファイルの送受信方法について
ア ファイルのアップロードやダウンロードが行える電子システムを利用した方法
イ 電子メールに電子ファイルを添付する方法等

② 同意等の通知の方法について
ア 確認申請書の同意欄に同意する旨、消防長等の官職、交付日等の記録を行い交付する方法
イ 確認申請書とは別に、同意する又は同意できない旨、消防長等の官職、建築主の氏名等の事案を特定するために必要な

事項、交付日等を記載した文書を新たに交付する方法等
③ 図面等の補正等に関する手続等について
ア 消防機関から補正等を求める内容を指定確認検査機関へ通知する手続
イ 申請者が補正等を行った図面等について申請者から指定確認検査機関等に提出された場合の手続等

電子化する場合に指定確認検査機関と消防間で協議し、合意すべき事項

消防同意等の電子化に向けたシステム導入対応マニュアル 改定予定

【地方公共団体における押印見直しマニュアル】
（令和２年12月内閣府規制改革推進室）
電子署名はいわば実印と同じものであり、実印を求めて
いない行政手続き等については、電子署名以外の本人確
認方法の利用を検討すべき

押印代替手法の例
・継続的な関係がある者のアドレス等からの提出
・本人確認がされているアドレスからの提出（本人確
認には別途本人確認書類のコピー等の送信を考慮）

・電話やウェブ会議等による本人確認 等



消防同意等の電子化に向けた

システム導入対応マニュアル

改定案

検討中ですが、
一部を紹介します



4

① 第１面に準ずる様式による文書の同意欄に同意印を押印等し、交付する方法
② 消防同意通知書を交付する方法
→電子ファイルを加工又はプリントアウトする作業等が生じるため、②の方法を用いる
ことが望ましい。

消防同意を電子化した場合における同意を与える方法
消防同意等の通知の方法について

① 指定確認検査機関
・消防同意依頼書をPDFファイルにて作成
・確認申請書、設計図書、委任状等のPDFファイルを管轄
する消防機関に送信
（スキャナーで書面を読み取る場合は300dpi以上）

② 消防機関
・消防同意依頼書に記載された氏名等を確認
・問題なければ受理・審査
審査終了
・審査結果に問題がないことを確認
・確認申請書を特定する情報、同意する旨、消防長等の官
職、建築主の氏名等の事案を特定するために必要な事項、
同意及び交付の日付、同意番号等を記載した消防同意通
知書をPDFファイルで作成

発送
・消防同意通知書、消防同意等書類一式のPDFファイルを
指定確認検査機関等に返送する。

③ 指定確認検査機関
・受領した書類の消防長等の官職、同意及び交付の日付等
を確認し、問題がなければ書類を電子保存する。

消防同意通知書を交付する方法

消防同意通知書イメージ
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地方公共団体が運用している「電子申請システム」の申請種別を拡大し利用する。
＜必要となること＞
・既存の電子申請システムの改修 ・消防機関への行政端末の配備

１ 地方公共団体で運用している既存の電子申請システムの利用拡大

メリット
・地方公共団体が管理をするため、消防機関や指定
確認検査機関等が独自で負担するコストはない。

・既存システムのためセキュリティ対策を新たに講
じる必要が無い。

デメリット
・地方公共団体の協力体制が必要
・既存システムの仕組みによっては、改修費が多
額になるおそれがある。

消防同意等事務を電子化する場合の電子ファイルの送受信方法



6

消防機関

A消防

B消防

C消防

ID/パスワードを通知
指定確認検査機関

A社

B社

A社
ファイル転送システム

①初回のユーザー登録

②消防同意申請書類
一式のアップロード
文書アップロード

通知
③保管用URL通知

④保管用URL接続
A社用ID/パスワー
ドでログイン

文書ダウンロード
⑤電子文書のダウンロード

⑥文書に記載の氏名等を確認

通知

⑦消防同意通知書の
アップロード

文書アップロード

文書ダウンロード
⑨電子文書のダウンロード

⑩文書に記載の氏名等を確認

⑧アップロード通知

消防同意書類
一式

消防同意通知書

保存 ⑪電子文書の保存

B社
ファイル転送システム

消防同意通知書
B社用ID/パスワー
ドでログイン

指定確認検査機関が建築確認手続き等で利用しているファイル転送システムを消防機関が利
用し、指定確認検査機関との間で消防同意等のファイル転送を行う。
＜必要となること＞
・指定確認検査機関で消防機関担当者を登録 ・メール及びインターネット接続が行える端末

2 指定確認検査機関のファイル転送システムの消防機関による利用

メリット
・電子システムの改修等がないため電子化しやすい。
・管理や費用負担は指定確認検査機関となるため消
防機関の費用が発生しない。

・サイズの大きい電子ファイル転送が可能。

デメリット
・ファイル転送システムを利用していない指定確認
検査機関がある。

・指定確認検査機関ごとにアクセス先やID／パス
ワードを使い分け、操作性が異なる可能性がある。

消防同意等事務を電子化する場合の電子ファイルの送受信方法
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指定確認検査機関と消防機関において消防同意等書類一式を電子メールにて送信する場合、セキュ
リティ上の問題（なりすまし、改ざん、ウイルス感染、情報漏洩等）を考慮する。添付ファイルの安
全性をウイルス対策ソフト等で確認することや、送信先が電子メールを開封したことを確認するため
にメールソフトで開封通知が届く設定にしておくことなどの運用が望ましい。
＜必要となること＞

・メール及びインターネット接続が行える端末

3 電子メールによる添付ファイル送信

メリット
・電子システムの改修等がないため電子化しや
すい。

・費用が安価に抑えられる。

デメリット
・電子データのファイルサイズが大きい場合、送受信できない
ため、分割して送信する必要がある。（フリーソフトによる
ファイルの分割も可能。）

・指定確認検査機関の数や消防同意の件数が多いと煩雑になる。
消防機関

A消防

B消防

C消防

指定確認検査機関

A社

B社

①消防同意書類一式をメールで送信

保存 ⑤電子文書の保存

②添付ファイルに記載の
氏名等を確認

③消防同意通知書をメールで送信

④添付ファイルに記載の
氏名等を確認

消防同意等事務を電子化する場合の電子ファイルの送受信方法
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消防機関と特定行政庁との間で消防同意等事務を行う場合、アクセス制限のあるファイルサーバーを
介するファイル交換や、電子決済システム等をはじめとする地方公共団体のイントラネットを利用し
た運用が考えられる。
＜必要となること＞
・ファイルサーバーを介するファイル交換システムや、電子決済システムを利用したファイル交
換システムなど、イントラネット内にファイル交換できる方法があること。

4 特定行政庁とのイントラネットを利用したファイル送信

メリット
・特定行政庁と消防機関で共有している既存サーバー
を利用できるため、サーバー利用の費用がかからず、
セキュリティの心配もない。

・既存の機能を利用できれば、費用がかからない。

デメリット
・指定確認検査機関は利用できない。
・既存サーバーが対応できる電子ファイルのサイズの
確認が必要。

・電子ファイルの受取状況、進捗状況を確認できる運
用を別途検討する必要がある。

消防機関

A消防

特定行政庁

A市役所

地方公共団体
イントラネット

①消防同意申請書類
一式のアップロード
文書アップロード 文書ダウンロード

②電子文書のダウンロード

③文書に記載の氏名等を確認

④消防同意通知書の
アップロード

文書アップロード文書ダウンロード
⑤電子文書のダウンロード

⑥文書に記載の氏名等を確認

消防同意書類
一式

消防同意通知書

保存 ⑦電子文書の保存

アクセス制限のあるファイルサーバー
または電子決済システムでのファイル交換

消防同意等事務を電子化する場合の電子ファイルの送受信方法
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消防機関でWeb上でファイル転送ができるサービスから任意に選択して利用する。アップロード
ファイルの無害化など、サービスの有する機能がファイルの送受信に影響を及ぼさないことを確認す
るほか、サービスにセキュリティ対策が講じられていることに留意する。
＜必要となること＞
・ファイル転送サービス、オンラインストレージサービス等を行っている事業者との契約
・指定確認検査機関等を登録する作業が必要か否かはサービスによって異なる
・メール及びインターネット接続が行える端末

5 新規に電子システムを導入

メリット
・消防機関が契約するため、消防機関にとって煩雑と
ならない。

・ファイルサイズの大きい電子データの交換ができる。
・消防同意以外の業務との併用、連携ができる。

デメリット
・指定確認検査機関等は消防機関ごとにサービスを使
い分ける必要があり、煩雑となるため、指定確認検
査機関等に利用してもらうよう協力体制が必要。

・初期コスト、運用コストが必要になる。

オンラインストレージサービス

消防同意書類
一式

消防同意通知書

共有フォルダの
作成・指定

文書アップロード 文書ダウンロード

文書ダウンロード 文書アップロード

ファイルリクエスト
フォルダの共有（アクセス権限の設定）

Ａ社

Ｂ社

Ａ消防

保存

クラウドサーバー

②アクセス用URL又はID・パスワード等を
メールで送信

①申請ごとに共有フォルダを
作成又は指定

③消防同意申請書類一式の
アップロード

④電子文書のダウンロード

⑤文書に記載の氏名等を確認

⑥消防同意通知書の
アップロード

⑦電子文書のダウンロード

⑧文書に記載の氏名等を確認

⑨電子文書の保存

消防機関指定確認検査機関

消防同意等事務を電子化する場合の電子ファイルの送受信方法












オンラインストレージサービス





消防同意書類

一式

消防同意通知書

共有フォルダの

作成・指定

文書アップロード

文書ダウンロード

文書ダウンロード

文書アップロード

ファイルリクエスト

フォルダの共有（アクセス権限の設定）

Ａ社

Ｂ社

Ａ消防

保存

クラウドサーバー





②アクセス用URL又はID・パスワード等を

メールで送信

①申請ごとに共有フォルダを

作成又は指定

③消防同意申請書類一式の

アップロード

④電子文書のダウンロード

⑤文書に記載の氏名等を確認

⑥消防同意通知書の

アップロード

⑦電子文書のダウンロード

⑧文書に記載の氏名等を確認

⑨電子文書の保存

消防機関

指定確認検査機関









関係する国土交通省通知等
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建築確認手続き等における電子申請の取扱いについて
（令和3年2月1日国土交通省住宅局建築指導課長技術的助言）

１ 署名等の代替措置について
・ 申請書等への記名・押印については、電子申請により行う場合、「申請データ
に電子署名を行い、その情報を当該電子署名に係る電子証明書とともに送信する
措置」や「識別番号及び暗証番号を入力する措置」のほか、「行政機関等が定め
る措置」をもって代えることができる

２ 電磁的記録の長期保存について
・ 電磁的記録が保存期間を通じて処分時と同じ状態であることが確認できるよう
にすること

・ 確実に保存ができるよう滅失防止対策等を講じること

３ 電子申請に係る秘密の保持について
・ 厳格なセキュリティ対策を講ずること

４ 確認済証、中間検査合格証及び検査済証の取扱いについて
・ 電子的に交付した場合、電子署名の有効期限を経過した後は、有効性が担保で
きる確認済証等が存在しない状況となる

・ 電子申請がなされた場合であっても、確認済証等は書面で交付すること

電子申請の取扱いの見直し 留意点の提示

建築確認手続き等におけるこの行政機関等が定める措置は、申請データに氏名
又は名称を記録する措置である。

参考



ご 清 聴 あ り が と う

ご ざ い ま し た
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