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保安ネットでできること

• 24時間365⽇ いつでも届出・申請が可能

• ⼊⼒補助機能でミス無く簡単に⼊⼒できる

• 再提出や以前申請した内容の変更⼿続が簡単にできる

• 届出・申請の履歴および処理状況の確認が簡単にできる

• 承認後の通知⽂書がネットで閲覧・確認できる

電⼦申請︓

下記法令⼿続が電⼦申請可能な⼿続となります。

電気事業法
• 事業⽤電気⼯作物の保安規程の届出

• 保安管理業務外部委託承認申請

• 主任技術者の選任/解任届出

• 主任技術者の兼任承認申請

• 主任技術者免状の交付を受けていない者の選任許可申請

• 発電所出⼒変更の届出

• ⾃家⽤電気⼯作物の廃⽌報告

• ばい煙発⽣施設の廃⽌報告

簡易申請︓

下記法令において上記の電⼦申請対象⼿続以外の産業保安・製品安全規制
に係る法令⼿続が対象となります。

• 電気事業法

• 電気⼯事業の業務の適正化に関する法律

• ガス事業法

• 熱供給事業法

• 特定ガス消費機器の設置⼯事の監督に関する法律

• 液化⽯油ガス法

• 鉱⼭保安法

• ⾦属鉱業等鉱害対策特別措置法

保安ネットポータル

保安ネットとは、産業保安・製品安全関連法令に関する申請⼿続を窓⼝まで⾏かなくてもオンラインで記⼊・申請・審査状況の確認、交付される通知
⽂書の確認が⾏えるシステムです。 また、2020年6⽉より電⼦申請の対象外の法令⼿続についても申請書類・添付書類をPDFファイルにして保安ネッ
ト内の簡易申請フォームから提出ができるようになりました。
※簡易申請フォームから電⼦申請対象の⼿続については申請できません。

保安ネットにログイン

⼿続きの流れ

申請⽅法は電⼦申請と簡易申請の2種類があり、各法令の申請⼿続をインターネット上で提出する事ができます。

電⼦申請の場合︓
申請フォームから申請情報をすべて記⼊し、⼿続を⾏います。

簡易申請の場合︓
紙で提出していた申請書類、添付ファイルを全てPDFファイルにし、簡易申請画⾯から添付して⼿続を⾏います。
ファイル添付が難しい書類（収⼊印紙やスキャンできないサイズの図⾯など）は別途郵便にて送付してください。

※保安ネットでの申請には、gビジネスIDアカウント が必要です。申請前に⼿続きを⾏うようお願いいたします。
※法令⼿続によって申請時にファイルを添付する必要があります。詳しくはマニュアル⼀覧から対象⼿続のマニュアルをご確認ください。

対象⼿続き



※システム上で届出・申請でき、移動時間を削減可能となります。
※押印が不要になることや手続コピー機能の利用により、書類作成に係る業務時間の削減が可能となります。

1. 保安ネットの概要について
1-1. 電子化により期待されるメリット①
手続の電子化により、以下に示すようなメリットがあります。これらのメリットにより、現行業務と比較して業
務時間の削減が期待できます。

電子化により実現できること
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1. 保安ネットの概要について
1-2. 電子化対象手続（電気事業法）

事業用電気工作物の
保安規程の届出／変更の届出

主任技術者兼任承認申請

主任技術者選任許可申請

保安筐理業務外部委託承認

発電所出力変更報告

（事業場全廃に伴う報告書
／発電所廃止報告書）

ばい煙発生施設廃止報告書

•事業用電気工作物の保安規程の届出
•事業用電気工作物の保安規程の変更の届出

•事業用電気工作物の主任技術者の選任届出
•事業用電気工作物の主任技術者の解任届出

•事業用電気工作物の主任技術者の兼任承認

•主任技術者免状の交付を受けていない者を主
任技術者とする許可

•保安筐理業務外部委託承認（電気主任技
術者の不選任）

•自家用電気工作物設置者の発電所の出力の
変更等の報告

•需要設備の廃止の届出
•発電所の廃止の届出

•ばい煙（騒音・振動）発生施の廃止の届出

1

2

3 主任技術者選任又は解任届出

4

5 自家用電気工作物廃止報告書

6

7

8

電気事業法分野における電子化の対象手続は、以下の8手続となります。
保安ネットにおける手続名 電気事業法における手続名

•電気事業法 第42条第1項
•電気事業法 第42条第2項

•電気事業法 第43条第3項前段
•電気事業法 第43条第3項後段

•電気事業法 第52条第4項

•電気事業法 第43条第2項

•電気事業法 第52条第2項

•電気関係報告規則 第5条

•電気関係報告規則 第5条第2号
•電気関係報告規則 第5条第2号

•電気関係報告規則 第4条

関連条文

1. 保安ネットの概要について
1-4. 保安ネット利用の前提（GビズIDアカウント）
保安ネットの利用には、「GビズID」という経済産業省が提供するサービスでアカウントを作成する必要が
あります。詳細は、「GビズID」HPを参照ください。https:／／gbiz-id.go.jp／top／

アカウント種別 説明

gBizIDエントリー

厳密な本人確認の審査不要のアカウント
• 誰でも作成できるアカウント。
• アカウント作成の申請内容の確認は行われない。ただし、メールアドレスの存在確認と
法人番号の存在確認（法人の場合）は行う。

• GビズIDからの登録のみで作成可能。
• 保安ネットヘのログインは、アカウントIDとパスワードの入力で可能。

2

厳密な本人確認の審査が必要なアカウント（セキュリティの高いアカウント）

gBizIDプライム

gBizIDメンバー

• 保安ネットヘのログインは、アカウントIDとパスワードの入力に加え、携帯電話による
SMS認証が必要。

• gBizIDプライムアカウントの取得には、印鑑証明書（個人事業主は印鑑登録証明
書）と登録印鑑で押印した申請書の郵送が必要。

• gBizIDプライムの保有者が、親アカウントとして発行する子アカウント。
• gBizIDメンバーは、親アカウントであるgBizIDプライムと同等の権限を有する。
• ログイン時に携帯電話によるSMS認証が必要。
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3. 保安ネットの操作・機能説明
3-2. 操作の流れ（個別申請）
本章では、保安ネットの主な機能を以下の操作を通じてご説明いたします。

【判例】 ︓提出者（保安団体）作業 ︓監督部作業

外部委託承認申請・
保安規程同時提出

審査

確認のポイント

電子申請における手続作成
事業場の参照

字保安ネットでの申請手続の方
法
字事業場の参照方法

ー

通知メール、全手続一覧 字通知メールの形式確認
字通知メールからの結果確認の方
法

複写機能
（過去に提出した手続のコピー機能） 字複写の利用方法

手続・操作 確認いただく機能

通知文書の出力、簡易印刷機能 字通知文書の出力方
法
字簡易印刷の方法

ー

通知メール受領、
審査結果確認

通知文書の出力、
受理内容の印刷

保安規程変更の届出

3. 保安ネットの操作・機能説明
3-3. 保安ネットの操作画面（手続の作成）
メニューの「新規手続」から「電気事業法」を選択し、「保安筐理業務外部委託承認と事業用電気工
作物の保安規程の届出／変更の届出」を押下します。



3. 保安ネットの操作・機能説明
3-3. 保安ネットの操作画面（手続の作成）
「基礎情報」タブの「提出者情報」、「設置者情報」を入力します。

3. 保安ネットの操作・機能説明
3-3. 保安ネットの操作画面（手続の作成）
「詳細情報」タブに必要な情報を入力し、「保存」ボタンを押下しま
す。



3. 保安ネットの操作・機能説明
3-3. 保安ネットの操作画面（手続の作成）
「添付書類」タブで、必要な添付書類をアップロードし、「確認ヘ」ボタンを押下します。
※「確認ヘ」を押下すると、必須のチェック項目の漏れがないか、システムが確認を行います。

3. 保安ネットの操作・機能説明
3-3. 保安ネットの操作画面（手続の作成）
「提出」ボタンを押下します。



3. 保安ネットの操作・機能説明
3-3. 保安ネットの操作画面（手続の作成）
「事業用電気工作物の保安規程の届出」を続けて入力」ボタンを押下します。

3. 保安ネットの操作・機能説明
3-3. 保安ネットの操作画面（手続の作成）
「基礎情報」タブの「提出区分」を選択します。
※ 外部委託承認と保安規程の同時申請の場合は、外部委託承認申請で入力した内容と重複する項目が自動
設定されています。



3. 保安ネットの操作・機能説明
3-3. 保安ネットの操作画面（手続の作成）
「添付書類」タブで、必要な書類をアップロードし、 「確認ヘ」ボタンを押下します。

3. 保安ネットの操作・機能説明
3-3. 保安ネットの操作画面（手続の作成）
「提出」ボタンを押下します。



3. 保安ネットの操作・機能説明
3-3. 保安ネットの操作画面（手続の作成）
「事業用電気工作物の保安規程の届出」が提出されます。

3. 保安ネットの操作・機能説明
3-3. 保安ネットの操作画面（通知メール）
監督部での審査が完了すると、提出したアカウントのメールアドレスヘ、以下のような通知メールが届き
ます。なお、審査結果は保安ネットヘログインして確認いただく必要がございます。

【審査結果の確認】
審査結果は、メールの文面には記載されておりませんので、保安
ネットにログインしてご確認いただく必要があります。
メールに記載されている「ログイン画面URL」は、保安ネットヘアク
セスするURLとなります。



3. 保安ネットの操作・機能説明
3-3. 保安ネットの操作画面（審査結果確認）
メニューバーの「全手続一覧」を選択し、「法令」で「電気事業法」、必要に応じて「提出先監督部」、
「手続選択」で絞込みをかけます。ステータスを見ることで結果確認ができます。

【全手続一覧】
ヘッダーでフィルターをかけることが可能です。
通知メールに記載されてる、「筐理番号」で検索することで、
通知メールで連絡された対象手続を特定することができます。

3. 保安ネットの操作・機能説明
3-3. 保安ネットの操作画面（通知文書の出力）
審査が完了した手続を選択すると、以下の画面が表示されます。こちらの画面の「施行」タブを選択し
てください。



3. 保安ネットの操作・機能説明
3-3. 保安ネットの操作画面（通知文書の出力）
以下のPDFのアイコンを押下いただくと、通知文書が表示されます。

3. 保安ネットの操作・機能説明
3-3. 保安ネットの操作画面（通知文書の出力）
以下のように通知文書が表示されます。
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https://www.pref.kagawa.lg.jp/kankyoseisaku/chikyu/saiene/snyvve190226081556.html

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030901/2020072900075.html

https://www.city.uwajima.ehime.jp/soshiki/15/taiyoukou-zyourei.html

http://www.city.yawatahama.ehime.jp/docs/2020032400027/

https://www.city.seiyo.ehime.jp/kurashi/life/gomi/7432.html

https://www.city.sukumo.kochi.jp/docs-04/p2019032601.html

https://www.city.tosa.lg.jp/life/detail.php?hdnKey=3908






