
部局名 所管課 根拠条例・規則・要領等

1 特定歴史公文書の利用請求 熊本県行政文書等の管理に関する条例第15条第1項

2 役員（副理事長及び理事）の任命の届出 地方独立行政法人法第１４条第５項

3 役員（副理事長及び理事）の解任の届出 地方独立行政法人法第１７条第４項

4 役員等の損害賠償責任の免除の承認（申請） 地方独立行政法人法第１９条の２第２項

5
損害賠償責任の一部免除の業務方法書記載及び一部免除の
承認（申請）

地方独立行政法人法第１９条の２第４項

6 業務方法書の認可（申請） 地方独立行政法人法第２２条第１項

7 料金徴収・上限額の認可（申請） 地方独立行政法人法第２３条第１項

8 中期計画の認可（申請） 地方独立行政法人法第２６条第１項

9 年度計画の届出 地方独立行政法人法第２７条第１項

10 年度事業自己評価報告書の提出 地方独立行政法人法第２８条第２項

11 財務諸表の承認（申請） 地方独立行政法人法第３４条第１項

12 事業報告書、決算報告書、監査報告の提出 地方独立行政法人法第３４条第２項

13 剰余金の使途の承認（申請） 地方独立行政法人法第４０条第３項

14 剰余金の次期中期目標期間への使用の承認（申請） 地方独立行政法人法第４０条第４項

15 限度額超の短期借入の認可（申請） 地方独立行政法人法第４１条第１項

16 償還不可借入金の借換の認可（申請） 地方独立行政法人法第４１条第２項

17 不要財産の納付の認可（申請）
地方独立行政法人法第４２条の２第１項、同法施行令第８条第１
項

18 不要財産の現金納付の認可（申請）
地方独立行政法人法第４２条の２第２項、同法施行令第９条第１
項

19 不要財産の譲渡で生じた簿価超過額の不納付の認可（申請）
地方独立行政法人法第４２条の２第３項、同法施行令第１０条第
２項

20 資本金の減少に係る報告
地方独立行政法人法第４２条の２第４項、同法施行令第１２条第
２項

21 財産処分の認可（申請） 地方独立行政法人法第４４条第１項

22 会計規程の届出 地方独立行政法人法第４５条

23 役員報酬等支給基準の届出 地方独立行政法人法第４８条第２項、同法第５６条第１項

24 再就職者法令等違反行為に係る報告 地方独立行政法人法第５６条の３第３項

25 職員給与・退職手当支給基準の届出 地方独立行政法人法第５７条第２項

26
公立大学法人の学長（学長を理事長と別に任命する大学）の
任命の届出

地方独立行政法人法第１４条第５項、同法第７６条第１項

27
公立大学法人の学長（学長を理事長と別に任命する大学）の
解任の届出

地方独立行政法人法第１７条第４項、同法第７６条第１項

28 技術活用促進事業への出資の認可（申請） 地方独立行政法人法第７７条の３第１項

29 長期借入金の債券発行の認可（申請） 地方独立行政法人法第７９条の３第１項

30 償還のための債券発行の認可（申請） 地方独立行政法人法第７９条の３第２項

31 債券発行事務の委託の認可（申請） 地方独立行政法人法第７９条の３第５項

32 償還計画の認可（申請） 地方独立行政法人法第７９条の４第１項

33 違法行為等の是正等の内容に係る報告 地方独立行政法人法第１２２条

34 公立大学法人熊本県立大学運営費交付金の交付申請
地方独立行政法人法第４２条、熊本県補助金等交付規則、運営
費交付金交付要項

35 公立大学法人熊本県立大学運営費交付金の変更交付申請
地方独立行政法人法第４２条、熊本県補助金等交付規則、運営
費交付金交付要項

36 公立大学法人熊本県立大学運営費交付金の交付請求
地方独立行政法人法第４２条、熊本県補助金等交付規則、運営
費交付金交付要項

37
公立大学法人熊本県立大学運営費交付金の実績報告（※精
算分）

地方独立行政法人法第４２条、熊本県補助金等交付規則、運営
費交付金交付要項

38
公立大学法人熊本県立大学運営費交付金の概算払請求（※
精算分）

地方独立行政法人法第４２条、熊本県補助金等交付規則、運営
費交付金交付要項

39
公立大学法人熊本県立大学運営費交付金の使途の特定（申
請）

消費税法施行令第７５条第１項第６号ロ

40 取得予定償却資産の特定（申請）
公立大学法人熊本県立大学の業務運営並びに財務及び会計に
関する規則第８条第１項
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部局名 所管課 根拠条例・規則・要領等手続名

41 機関要件の確認申請
大学等における修学の支援に関する法律第７条第１項、同法施
行規則第５条第１項

42 機関要件の更新確認申請
大学等における修学の支援に関する法律第７条第１項、同法施
行規則第５条第３項

43 機関要件を満たさなくなった旨の届出
大学等における修学の支援に関する法律第９条第１項、同法施
行規則第８条第１項

44 機関要件の確認を辞退しようとする旨の届出
大学等における修学の支援に関する法律第９条第１項、同法施
行規則第８条第１項

45 確認大学等の名称等の変更があった旨の届出
大学等における修学の支援に関する法律第９条第１項、同法施
行規則第８条第１項・第２項

46 行政文書開示請求 熊本県情報公開条例第5条

47 公益法人の認定申請
①公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
②熊本県公益認定等事務処理要項第５条

48 公益法人の変更認定申請
①公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
②熊本県公益認定等事務処理要項第６条

49 公益法人の変更届出
①公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
②熊本県公益認定等事務処理要項第７条

50 公益法人の定期提出書類の提出
①公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
②熊本県公益認定等事務処理要項第８条

51 移行法人の公益目的支出計画の変更認可申請

①一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団
法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係
法律の整備等に関する法律
②熊本県公益認定等事務処理要項第５条

52 移行法人の変更届出

①一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団
法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係
法律の整備等に関する法律
②熊本県公益認定等事務処理要項第６条

53 移行法人の定期提出書類の提出

①一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団
法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係
法律の整備等に関する法律
②熊本県公益認定等事務処理要項第７条

54 政治団体（総務大臣所管）の設立届
政治資金規正法第６条第１項、第６条第５項、第６条の３、第18条
第１項、第18条の２第１項

55 政治団体（総務大臣所管）の届出事項の異動届 政治資金規正法第７条第１項

56 政治団体（総務大臣所管）の解散の届出 政治資金規正法第17条第１項

57 政治団体（都道府県選挙管理委員会所管）の設立届
政治資金規正法第６条第１項、第６条第５項、第６条の３、第18条
第１項、第18条の２第１項

58
政治団体（都道府県選挙管理委員会所管）の届出事項の異
動届

政治資金規正法第７条第１項

59 政治団体（都道府県選挙管理委員会所管）の解散の届出 政治資金規正法第17条第１項

60 政治団体（総務大臣所管）の収支報告書の提出
政治資金規正法第12条第１項、第17条第１項、第18条第１項、第
18条の２第１項

61
政治団体（都道府県選挙管理委員会所管）の収支報告書の
提出

政治資金規正法第12条第１項、第17条第１項、第18条第１項、第
18条の２第１項

62 資金管理団体（総務大臣所管）の指定届 政治資金規正法第19条第２項

63 資金管理団体（総務大臣所管）の指定取消・適格性喪失届 政治資金規正法第19条第３項第１号、第２号

64 資金管理団体（総務大臣所管）の届出事項の異動届 政治資金規正法第19条第３項第３号

65 資金管理団体（都道府県選挙管理委員会所管）の指定届 政治資金規正法第19条第２項

66
資金管理団体（都道府県選挙管理委員会所管）の指定取消・
適格性喪失届

政治資金規正法第19条第３項第１号、第２号

67
資金管理団体（都道府県選挙管理委員会所管）の届出事項
の異動届

政治資金規正法第19条第３項第３号

68 液化石油ガス販売事業者の保安業務委託状況等の報告
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１３２条

69 保安機関の保安業務実施状況報告（液石法）
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１３２条

70 第一種製造者の高圧ガスの製造開始の届出　（一般則） 高圧ガス保安法第２１条第１項

71 第一種製造者の高圧ガスの製造開始の届出　（液石則） 高圧ガス保安法第２１条第１項

72 第一種製造者の高圧ガスの製造開始の届出　（冷凍則） 高圧ガス保安法第２１条第１項

73 第一種製造者の高圧ガスの廃止の届出　（一般則） 高圧ガス保安法第２１条第１項

74 第一種製造者の高圧ガスの廃止の届出　（液石則） 高圧ガス保安法第２１条第１項

75 第一種製造者の高圧ガスの廃止の届出　（冷凍則） 高圧ガス保安法第２１条第１項

76 第二種製造者の高圧ガスの製造事業廃止の届出　（一般則） 高圧ガス保安法第２１条第２項

77 第二種製造者の高圧ガスの製造事業廃止の届出　（液石則） 高圧ガス保安法第２１条第２項

78 第二種製造者の高圧ガスの製造事業廃止の届出　（冷凍則） 高圧ガス保安法第２１条第３項

79 高圧ガス第一種貯蔵所の廃止届出　（一般則） 高圧ガス保安法第２１条第４項

80 高圧ガス第一種貯蔵所の廃止届出　（液石則） 高圧ガス保安法第２１条第４項

81 高圧ガス第二種貯蔵所の廃止届出　（一般則） 高圧ガス保安法第２１条第４項

82 高圧ガス第二種貯蔵所の廃止届出　（液石則） 高圧ガス保安法第２１条第４項
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部局名 所管課 根拠条例・規則・要領等手続名

83 高圧ガス販売事業の廃止届出　（一般則） 高圧ガス保安法第２１条第５項

84 高圧ガス販売事業の廃止届出　（液石則） 高圧ガス保安法第２１条第５項

85 高圧ガス販売事業の廃止届出　（冷凍則） 高圧ガス保安法第２１条第５項

86 特定高圧ガス消費の廃止の届出　（一般則） 高圧ガス保安法第２４条の４第２項

87 特定高圧ガス消費の廃止の届出　（液石則） 高圧ガス保安法第２４条の４第２項

88 高圧ガス製造保安統括者の選任の届出（一般則） 高圧ガス保安法第２７条の２第５項

89 高圧ガス製造保安統括者の選任の届出（液石則） 高圧ガス保安法第２７条の２第５項

90 高圧ガス製造保安統括者の解任の届出(一般則） 高圧ガス保安法第２７条の２第５項

91 高圧ガス製造保安統括者の解任の届出(液石則） 高圧ガス保安法第２７条の２第５項

92 高圧ガス製造保安技術管理者の選任の届出（一般則） 高圧ガス保安法第２７条の２第６項

93 高圧ガス製造保安技術管理者の選任の届出（液石則） 高圧ガス保安法第２７条の２第６項

94 高圧ガス製造保安技術管理者の解任の届出 (一般則） 高圧ガス保安法第２７条の２第６項

95 高圧ガス製造保安技術管理者の解任の届出 (液石則） 高圧ガス保安法第２７条の２第６項

96 高圧ガス製造保安係員の選任の届出（一般則） 高圧ガス保安法第２７条の２第６項

97 高圧ガス製造保安係員の選任の届出（液石則） 高圧ガス保安法第２７条の２第６項

98 高圧ガス製造保安係員の解任の届出(一般則） 高圧ガス保安法第２７条の２第６項

99 高圧ガス製造保安係員の解任の届出(液石則） 高圧ガス保安法第２７条の２第６項

100 冷凍保安責任者の選任の届出 高圧ガス保安法第２７条の４第２項（第２７条の２第５項後段準用）

101 冷凍保安責任者の解任の届出 高圧ガス保安法第２７条の４第２項（第２７条の２第５項前段準用）

102 高圧ガス販売主任者の選任の届出　（一般則） 高圧ガス保安法第２８条第３項（第２７条の２第５項前段準用）

103 高圧ガス販売主任者の選任の届出　（液石則） 高圧ガス保安法第２８条第３項（第２７条の２第５項前段準用）

104 高圧ガス取扱主任者の選任の届出　（一般則） 高圧ガス保安法第２８条第３項（第２７条の２第５項前段準用）

105 高圧ガス取扱主任者の選任の届出　（液石則） 高圧ガス保安法第２８条第３項（第２７条の２第５項前段準用）

106 高圧ガス販売主任者の解任の届出　（一般則） 高圧ガス保安法第２８条第３項（第２７条の２第５項後段準用）

107 高圧ガス販売主任者の解任の届出　（液石則） 高圧ガス保安法第２８条第３項（第２７条の２第５項後段準用）

108 高圧ガス取扱主任者の解任の届出　（一般則） 高圧ガス保安法第２８条第３項（第２７条の２第５項後段準用）

109 高圧ガス取扱主任者の解任の届出　（液石則） 高圧ガス保安法第２８条第３項（第２７条の２第５項後段準用）

110 高圧ガス製造保安統括者等の代理者の選任届出（一般則） 高圧ガス保安法第３３条第３項（第２７条の２第５項前段準用）

111 高圧ガス製造保安統括者等の代理者の選任届出（液石則） 高圧ガス保安法第３３条第３項（第２７条の２第５項前段準用）

112 冷凍保安責任者の代理者の選任届出 高圧ガス保安法第３３条第３項（第２７条の２第５項後段準用）

113 高圧ガス製造保安統括者等の代理者の解任届出（一般則） 高圧ガス保安法第３３条第３項（第２７条の２第５項前段準用）

114 高圧ガス製造保安統括者等の代理者の解任届出（液石則） 高圧ガス保安法第３３条第３項（第２７条の２第５項前段準用）

115 冷凍保安責任者の代理者の解任届出 高圧ガス保安法第３３条第３項（第２７条の２第５項後段準用）

116 検査主任者の選任の届出（高圧法） 高圧ガス保安法第５２条第２項前段

117 検査主任者の解任の届出（高圧法） 高圧ガス保安法第５２条第２項後段

118 徴収猶予（期間の延長）の申請 地方税法第15条ほか

119 換価の猶予（期間の延長）の申請 地方税法第15条の6の2第1項

120 法人の県民税・事業税の申告納付
地方税法第５３条、第５７条、第７２条の２５、第７２条の２６、７２条
の２８、第７２条の２９、第７２条の３０、第７２条の３３、第７２条の４
８

121
法人の県民税に係る法人税の延長の届出及び法人の事業税
の申告納付期限の延長申請

地方税法第７２条の２５、第７２条の２６
県税条例第４３条

122 法人の県民税・事業税の更正の請求
地方税法第２０条の９の３、第７２条の４８の２

123 法人の事業税の外形表標準課税に係る徴収猶予申請
地方税法第７２条の３８の２
熊本県税条例第４５条

124
法人の県民税・事業税の租税条約に基づく申立てが行われた
場合の徴収猶予申請

地方税法第５５条の２、法第５５条の４、第７２条の３９の２、第７２
条の３９の４
熊本県税条例第３８条の２、第４５条の２

125 法人の設立等の届出
地方税法第５３条、第７２条の２５等
熊本県税条例第４６条

消防保安課

税務課

総務部



部局名 所管課 根拠条例・規則・要領等手続名

126 県民税利子割の申告納入
地方税法第７１条の１０
熊本県税条例第３８条の９

127 県民税配当割の申告納入
地方税法第７１条の３１
熊本県税条例第３８条の１５

128 県民税株式等譲渡所得割の申告納入
地方税法第７１条の５１
熊本県税条例第３８条の２０

129 個人の事業開始等の届出
地方税法第７２条の５５
県税条例第４６条

130 個人の事業税の貸付不動産の保有状況報告書
地方税法第７２条の７
個人事業税課税マニュアル

131 個人の事業税の医療に関する所得の内訳書
地方税法第７２条の７
個人事業税課税マニュアル

132 個人の事業税の請負業等に関する事業内容調査書
地方税法第７２条の７
個人事業税課税マニュアル

133 自動車税（軽自動車）環境性能割の申告(納付)
地方税法第１６０条、第１６１条、第４５４条、第４５５条
県税条例第１００条の５

134 自動車税種別割の申告(納付)
地方税法第１７７条の１１、第１７７条の１３
県税条例第１０５条、第１０６条

135 自動車税種別割住所変更届 地方税法第15条ほか

136 消防学校入校申請（消防職員初任科）
消防組織法第51条の４、消防庁告示（消防学校の教育訓練の基
準）

137 消防学校入校申請（消防職員警防科）
消防組織法第51条の４、消防庁告示（消防学校の教育訓練の基
準）

138 消防学校入校申請（消防職員特殊災害科）
消防組織法第51条の４、消防庁告示（消防学校の教育訓練の基
準）

139 消防学校入校申請（消防職員予防査察科）
消防組織法第51条の４、消防庁告示（消防学校の教育訓練の基
準）

140 消防学校入校申請（消防職員危険物科）
消防組織法第51条の４、消防庁告示（消防学校の教育訓練の基
準）

141 消防学校入校申請（消防職員火災調査科）
消防組織法第51条の４、消防庁告示（消防学校の教育訓練の基
準）

142 消防学校入校申請（消防職員救急科）
消防組織法第51条の４、消防庁告示（消防学校の教育訓練の基
準）

143 消防学校入校申請（消防職員救助科）
消防組織法第51条の４、消防庁告示（消防学校の教育訓練の基
準）

144 消防学校入校申請（消防職員初級幹部科）
消防組織法第51条の４、消防庁告示（消防学校の教育訓練の基
準）

145 消防学校入校申請（消防職員中級幹部科）
消防組織法第51条の４、消防庁告示（消防学校の教育訓練の基
準）

146 消防学校入校申請（消防職員上級幹部科）
消防組織法第51条の４、消防庁告示（消防学校の教育訓練の基
準）

147 消防学校入校申請（消防職員指導員研修）
消防組織法第51条の４、消防庁告示（消防学校の教育訓練の基
準）

148 消防学校入校申請（消防職員警防隊員研修）
消防組織法第51条の４、消防庁告示（消防学校の教育訓練の基
準）

149 消防学校入校申請（消防職員一般研修）
消防組織法第51条の４、消防庁告示（消防学校の教育訓練の基
準）

150 消防学校入校申請（消防職員救命士再講習）
消防組織法第51条の４、消防庁告示（消防学校の教育訓練の基
準）

151 消防団員普通科
消防組織法第51条の４、消防庁告示（消防学校の教育訓練の基
準）

152 消防団員機関科
消防組織法第51条の４、消防庁告示（消防学校の教育訓練の基
準）

153 消防団員現場指揮課程
消防組織法第51条の４、消防庁告示（消防学校の教育訓練の基
準）

154 消防団員分団指揮課程
消防組織法第51条の４、消防庁告示（消防学校の教育訓練の基
準）

155 消防団員女性隊員科
消防組織法第51条の４、消防庁告示（消防学校の教育訓練の基
準）

156 消防団員指導員科
消防組織法第51条の４、消防庁告示（消防学校の教育訓練の基
準）

157 その他一般消防育
消防組織法第51条の４、消防庁告示（消防学校の教育訓練の基
準）

企画振興部
文化企画・世界遺
産推進課

158 県立劇場使用許可申請 熊本県立劇場例第９条・熊本県立劇場施行規則第２条

159 食品衛生管理者設置届
食品衛生法第４８条第８項及び同法施行規則第４９条
熊本県食品衛生法施行細則第２条第２項第２号

160 食品衛生管理者変更届
食品衛生法第４８条第８項及び同法施行規則第４９条
熊本県食品衛生法施行細則第２条第２項第２号

161 食品営業許可申請
食品衛生法第５５条及び同法施行規則第６７条
熊本県食品衛生法施行細則第２条第２項第３号

162 食品営業許可申請事項変更届
食品衛生法施行規則第７１条
熊本県食品衛生法施行細則第２条第２項第７号

消防学校

健康福祉部 健康危機管理課

総務部

税務課



部局名 所管課 根拠条例・規則・要領等手続名

163 食品営業許可営業者の地位の承継届
食品衛生法第５６条第２項
熊本県食品衛生法施行細則第２条第２項第４号

164 食品営業許可廃止届
食品衛生法施行規則第７１条の２
熊本県食品衛生法施行細則第２条第２項第８号

165 介護サービス情報の報告 介護保険法第115条の35

166 社会福祉法人の現況報告 社会福祉法

167 住宅宿泊事業届出 住宅宿泊事業法第3条第1項

168 届出事項変更届出 住宅宿泊事業法第3条第4項

169 廃業等届出 住宅宿泊事業法第3条第6項

170 取扱処方箋数の届出 薬機法施行令第2条、薬機法施行規則第17条

171 薬局に関する情報の報告　（薬局機能情報報告書） 薬機法第8条の2第1項、薬機法施行規則第11条の2

172
薬局に関する情報の変更の報告　（薬局機能基本情報変更報
告書）

薬機法第8条の2第2項、薬機法施行規則第11条の4

173 配置従事の届出 薬機法第32条、薬機法施行規則第150条

174 麻薬卸売業者が行う定期届出 麻薬及び向精神薬取締法第４６条

175 向精神薬研究施設設置者の半期報告 麻薬及び向精神薬取締法第５０条の２４

176
医薬品、医薬部外品、化粧品製造販売業の医薬品等総括製
造販売責任者等の変更届出

薬機法第19条第1項

177
医薬品、医薬部外品、化粧品製造業の医薬品製造管理者等
の変更の届出

薬機法第19条第2項

178
医療機器、体外診断用医薬品製造販売業の医療機器等総括
製造販売責任者等の変更の届出

薬機法第23条の2の16第1項

179
医療機器、体外診断用医薬品製造業の医療機器責任技術者
等の変更の届出

薬機法第23条の2の16第2項

180
再生医療等製品の製造販売業の再生医療等製品総括製造
販売責任者等の変更の届出

薬機法第23条の36第1項

181 医療機器修理責任技術者等の変更の届出 薬機法第40条の3第1項

182 医薬品（医療用）の製造販売の承認事項の軽微変更届 薬機法第14条第10項

183 医薬品（一般用）の製造販売の承認事項の軽微変更届 薬機法第14条第10項

184 医薬部外品の製造販売の承認事項の軽微変更届 薬機法第14条第10項

185 医薬品、医薬部外品、化粧品製造販売承認承継届出 薬機法第14条の8第1項

186 医薬品、医薬部外品、化粧品製造販売の届出 薬機法第14条の9第1項

187 医薬品、医薬部外品、化粧品製造販売届出事項変更届出 薬機法第14条の9第2項

188 医薬品、医薬部外品、化粧品の承認整理届 通知（平成18年3月24日付け薬食審査発第0324002号）

189 差替え願 通知（平成18年3月24日付け薬食審査発第0324002号）

190 取下げ願 通知（平成18年3月24日付け薬食審査発第0324002号）

191 介護支援専門員再研修の受講 介護保険法第69条の7第2項

192 介護支援専門員更新研修（実務未経験者）の受講 介護保険法第69条の8第2項

193 介護支援専門員専門研修（過程Ⅰ）の受講 介護保険法第69条の8第2項

194 介護支援専門員専門研修（過程Ⅱ）の受講 介護保険法第69条の8第2項

195 主任介護支援専門員研修の受講 介護保険法施行規則第140条の68第1項第1号

196 主任介護支援専門員更新研修の受講 介護保険法施行規則第140条の68第1項第2号

197
特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善に関
する法律に基づく第一種指定化学物質の排出量及び移動量
の届出

特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善に関す
る法律第5条第3項

198
特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善に関
する法律施行規則に基づく電子情報処理組織変更（廃止）届
出

特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善に関す
る法律施行規則第12条第3項

199 産業廃棄物管理票に関する報告書の提出 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１２条の３第７項

200 多量排出事業者の産業廃棄物処理計画書の提出 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１２条第９項

201
多量排出事業者の産業廃棄物処理計画実施状況報告書の
提出

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１２条第１０項

202 多量排出事業者の特別管理産業廃棄物処理計画書の提出 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１２条の２第１０項

203
多量排出事業者の特別管理産業廃棄物処理計画実施状況
報告書の提出

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１２条の２第１１項

204 事業活動温暖化対策計画書 熊本県地球温暖化の防止に関する条例

205 事業活動温暖化対策変更計画書 熊本県地球温暖化の防止に関する条例

環境生活部

環境保全課

循環社会推進課

環境立県推進課

健康福祉部

健康危機管理課

高齢者支援課

薬務衛生課

認知症対策・地域
ケア推進課



部局名 所管課 根拠条例・規則・要領等手続名

206 事業活動温暖化対策実施状況報告書 熊本県地球温暖化の防止に関する条例

207 事業活動温暖化対策計画廃止届出書 熊本県地球温暖化の防止に関する条例

208 権利利益の保護に係る請求書 熊本県地球温暖化の防止に関する条例

209 エコ通勤環境配慮計画書 熊本県地球温暖化の防止に関する条例

210 エコ通勤環境配慮変更計画書 熊本県地球温暖化の防止に関する条例

211 エコ通勤環境配慮計画廃止届出書 熊本県地球温暖化の防止に関する条例

212 エコ通勤環境配慮実施状況報告書 熊本県地球温暖化の防止に関する条例

農地・担い手支援
課

213 農業経営改善計画の認定 農業経営基盤強化促進法第１２条第１項、第１３条の２第１項

214 資源管理の状況等の報告 漁業法第５２条

215 ひげ鯨等の捕獲等の禁止 漁業の許可及び取締等に関する省令第９１条

216 採捕数量等の報告 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律第１７条第３項

217 資源管理の状況等の報告 熊本県漁業調整規則第２１条

218 国土調査の認証の申請 国土調査法第１９条１項

219 国土調査の実施計画の届出 国土調査法第６条第１項

220 国土調査の作業規程の届出 国土調査法第６条第２項

221
国土調査の実施計画又は作業規程の変更の勧告に対する同
意

国土調査法第６条第３項

222
国土調査事業十箇年計画に基づく地籍調査の実施計画及び
作業規程の届出

国土調査法第６条の４第２項

223 獣医師法２２条の届出 獣医師法第２２条

224
第50条第2項の規定により基準又は規格が定められたため飼
料及び飼料添加物の販売業者等となった者の販売業者届に
関する届出

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第50条第2項

225
第50条第3項の規定により基準又は規格が定められたため飼
料及び飼料添加物の販売業者等となった者の販売業者届に
関する届出

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第50条第3項

226 飼料販売業者等届出事項変更に関する届出 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第50条第4項

227 飼料販売業者等事業廃止に関する届出 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第50条第4項

228 畜舎特例法認定申請 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律

229 漁獲割当管理区分以外の管理区分の漁獲量等の報告 漁業法第30条第1項

230 指定養殖業の許可申請 内水面漁業の振興に関する法律第26条及び第32条

231 指定養殖業の休業の届出 内水面漁業の振興に関する法律第27条及び第32条

232 実績報告書の提出 内水面漁業の振興に関する法律第29条第1項及び第32条

都市計画課 233 屋外広告物除却・滅失届
屋外広告物法第４条
熊本県屋外広告物条例第１４条第２項又は第２０条第３項
熊本県屋外広告物条例規則第１２条

234 浄化槽使用開始報告書 浄化槽法第１０条の２第１項

235 浄化槽管理者変更報告書 浄化槽法第１０条の２第３項

236 浄化槽技術管理者変更報告書 浄化槽法第１０条の２第２項

237 浄化槽使用廃止届出書 浄化槽法第１１条の３

238 浄化槽保守点検業者登録事項変更届
熊本県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第６条第１項、
施行規則第８条

239 浄化槽保守点検業者廃業等届出
熊本県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第７条、施行規
則第９条

240 浄化槽保守点検業者実績報告
熊本県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則第１３
条

241 浄化槽使用再開届出書 浄化槽法第１１条の２第２項

土木部

下水環境課

農林水産部

水産振興課

技術管理課

畜産課

水産振興課

環境生活部 環境立県推進課



部局名 所管課 根拠条例・規則・要領等手続名

242 港湾調査 統計法第16条、統計法施行令第4条、港湾調査規則

243 港湾施設使用許可申請 港湾法第１２条

244 入港届及び出港届 港湾法第１２条

245 飛行場施設使用（変更）届出書 熊本県天草飛行場条例施行規則

246 完了検査引受通知 建築基準法第７条の２第３項

247 完了検査報告 建築基準法第７条の２第６項

248 中間検査引受通知 建築基準法第７条の４第２項

249 中間検査報告 建築基準法第７条の４第６項

250 完了検査引受通知（建築設備） 建築基準法第８７条の４第１項（第７条の２第３項準用）

251 完了検査報告（建築設備） 建築基準法第８７条の４第１項（第７条の２第６項準用）

252 中間検査引受通知（建築設備） 建築基準法第８７条の４第１項（第７条の４第２項準用）

253 中間検査報告（建築設備） 建築基準法第８７条の４第１項（第７条の４第６項準用）

254 完了検査引受通知（煙突等、昇降機等） 建築基準法第８８条第１項（第７条の２第３項準用）

255 完了検査報告（煙突等、昇降機等） 建築基準法第８８条第１項（第７条の２第６項準用）

256 中間検査引受通知（煙突等、昇降機等） 建築基準法第８８条第１項（第７条の４第２項準用）

257 中間検査報告（煙突等、昇降機等） 建築基準法第８８条第１項（第７条の４第６項準用）

258 完了検査引受通知（製造施設等） 建築基準法第８８条第１項（第７条の２第３項準用）

259 完了検査報告（製造施設等） 建築基準法第８８条第１項（第７条の２第６項準用）

260 建築物の建築に関する届出
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第19条、附則
第3条

261 建築物の建築に関する変更届出
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第19条、附則
第3条

262 二級及び木造建築士試験の受験申込み 建築士法第１３条

263 設計等の業務に関する報告書 建築士法第２３条の６

264 建築物環境配慮制度届出 熊本県地球温暖化の防止に関する条例

265 建築物環境配慮制度変更の届出 熊本県地球温暖化の防止に関する条例

266 建築物環境配慮制度完了届 熊本県地球温暖化の防止に関する条例

267 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録申請
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法
律第9条

268 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録変更届出
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法
律第12条

出納局 会計課 269 熊本県収入証紙売りさばき人指定申請書 熊本県収入証紙規則第８条

270 熊本県職員採用試験（大学卒業程度）受験申込手続き

・熊本県職員の任用に関する規則
・熊本県職員採用試験（大学卒業程度（民間企業等経験者対象を
除く））実施要綱（※年度毎に制定）

271
熊本県職員採用試験（民間企業等経験者対象）受験申込手
続き

・熊本県職員の任用に関する規則
・熊本県職員採用試験（民間企業等経験者対象）実施要綱（※年
度毎に制定）

272 熊本県職員採用試験（免許資格職）受験申込手続き
・熊本県職員の任用に関する規則
・熊本県職員採用試験（免許資格職（民間企業等経験者対象を除
く））実施要綱

273 熊本県職員採用試験（高等学校卒業程度）受験申込手続き

・熊本県職員の任用に関する規則
・令和２年度（２０２０年度）熊本県職員採用試験（高等学校卒業程
度（就職氷河期世代対象を除く））実施要綱（※年度毎に制定）

274
熊本県職員採用試験（就職氷河期世代対象）受験申込手続き
※R2 年度から実施

・熊本県職員の任用に関する規則
・熊本県職員採用試験（高等学校卒業程度（就職氷河期世代対
象））実施要綱（※年度毎に制定）

275 熊本県職員採用試験（警察官Ａ）受験申込手続き
・熊本県職員の任用に関する規則
・熊本県警察官採用試験（警察官Ａ）実施要綱
（※年度毎に制定）

276 熊本県職員採用試験（警察官Ｂ）受験申込手続き

・熊本県職員の任用に関する規則
・令和２年度（２０２０年度）熊本県警察官採用試験（警察官Ｂ）実
施要綱
（※年度毎に制定）

277
障がい者を対象とする熊本県職員採用選考試験受験申込手
続き

・熊本県職員の任用に関する規則
・障がい者を対象とする熊本県職員採用選考試験実施要綱（※年
度毎に制定）

278 免許法認定講習 教育職員免許法施行規則第３６条

279 高等学校等就学支援金に関する申請 高等学校等就学支援金の支給に関する法律

人事委員会事務
局

公務員課

教育委員会事務
局

学校人事課

土木部

港湾課

建築課

住宅課



部局名 所管課 根拠条例・規則・要領等手続名

学校人事課 280 高等学校等就学支援金に関する届出 高等学校等就学支援金の支給に関する法律

281
熊本県日本遺産活用推進支援事業費補助金に係る事業実施
計画承認申請
【所有者発出】

文化財保護法第１８２条第１項
熊本県教育・文化等振興補助金交付要項第３条
熊本県日本遺産活用推進支援事業費補助金実施要領第３条

282
熊本県日本遺産活用推進支援事業費補助金に係る事業実施
計画変更申請
【所有者発出】

文化財保護法第１８２条第１項
熊本県教育・文化等振興補助金交付要項第５条
熊本県日本遺産活用推進支援事業費補助金実施要領第４条

283
熊本県日本遺産活用推進支援事業費補助金に係る補助金交
付申請
【所有者発出】

文化財保護法第１８２条第１項
熊本県補助金等交付規則第３条
熊本県教育・文化等振興補助金交付要項第６条
熊本県日本遺産活用推進支援事業費補助金実施要領第５条

284
熊本県日本遺産活用推進支援事業費補助金に係る補助事業
内容等の変更申請
【所有者発出】

文化財保護法第１８２条第１項
熊本県補助金等交付規則第７条第１項
熊本県教育・文化等振興補助金交付要項第８条第２項
熊本県日本遺産活用推進支援事業費補助金実施要領第７条

285
熊本県日本遺産活用推進支援事業費補助金に係る実績報告
【所有者発出】

文化財保護法第１８２条第１項
熊本県補助金等交付規則第１３条
熊本県教育・文化等振興補助金交付要項第１３条
熊本県日本遺産活用推進支援事業費補助金実施要領第１０条

286
熊本県日本遺産活用推進支援事業費補助金に係る補助金の
請求
【所有者発出】

文化財保護法第１８２条第１項
熊本県補助金等交付規則第１６条
熊本県教育・文化等振興補助金交付要項第１５条

287
熊本県日本遺産活用推進支援事業費補助金に係る交付決定
前着工承認申請
【所有者発出】

文化財保護法第１８２条第１項
熊本県教育・文化等振興補助金交付要項第９条
熊本県日本遺産活用推進支援事業費補助金実施要領第８条

288
熊本県日本遺産活用推進支援事業費補助金に係る工事着
工・工事完成報告
【所有者発出】

文化財保護法第１８２条第１項
熊本県教育・文化等振興補助金交付要項第１１条

289
熊本県日本遺産活用推進支援事業費補助金に係る遂行状況
報告
【所有者発出】

文化財保護法第１８２条第１項
熊本県教育・文化等振興補助金交付要項第１２条
熊本県日本遺産活用推進支援事業費補助金実施要領第９条

290 県立青少年教育施設の利用許可 熊本県立青少年の家条例施行規則第１０条

291 県立青少年教育施設の利用変更許可 熊本県立青少年の家条例施行規則第１１条第１項

292 県立青少年教育施設の利用中止許可 熊本県立青少年の家条例施行規則第１１条第２項

293 公共施設等予約（熊本県民総合運動公園）
熊本県都市公園条例
熊本県民総合運動公園及び熊本県営八代運動公園使用規則

294 公共施設等予約（熊本県立体育館）
熊本県立総合体育館条例
熊本県立総合体育館使用規則

教育委員会事務
局

文化課

社会教育課

体育保健課


