
 

 

 

 

【お知らせ】 行政手続のデジタル化に向けた関係省令の改正に伴う対応について 

 

中国地方整備局港湾空港部では、令和２年７月１７日に閣議決定された「規制改革実施計

画」を踏まえ、別添に記載する手続について、令和３年１月より、電子メールによる提出も受

け付けることといたしました。 

 また、従来押印を求めていた手続については、押印を不要といたしますのであわせてお知ら

せいたします。 

 なお、電子メールによるご提出の際には、メール及び内容の暗号化、パスワード設定など、

セキュリティ対策にご留意いただき、ご提出いただきますようよろしくお願いいたします。 

 

 

■問い合わせ先 

 国土交通省 中国地方整備局  港湾空港部 港湾管理課 

                      港湾保安対策室 

 TEL：港湾管理課 082-511-3904 

    港湾保安対策室 082-511-3919 

 E-mail：pa.cgr-kanri@mlit.go.jp 



電子メールによるオンライン化を実施する手続一覧

手続名 根拠法令名 条 項 手続主体 担当課室 連絡・提出先 メールでの提出方法

竣功認可前の埋立地使用に関する工作物設置許可に係る報告 公有水面埋立法 23 2 地方等 港湾空港部 港湾管理課

【鳥取県内】
 境港湾・空港整備事務所
【島根県内】
 境港湾・空港整備事務所
【広島県内】
 広島港湾・空港整備事務所
【岡山県内】
 宇野港湾事務所
【山口県内】
 宇部港湾・空港整備事務所

【鳥取県内】
 境港湾・空港整備事務所
 pa.cgr-sakai-kanri@mlit.go.jp
【島根県内】
 境港湾・空港整備事務所
 pa.cgr-sakai-kanri@mlit.go.jp
【広島県内】
 広島港湾・空港整備事務所
 pa.cgr-hiro-kanri@mlit.go.jp
【岡山県内】
 宇野港湾事務所
 pa.cgr-uno-kanri@mlit.go.jp
【山口県内】
 宇部港湾・空港整備事務所
 pa.cgr-ube-kanri@mlit.go.jp

埋立地に関する権利移転（設定）許可に係る協議 公有水面埋立法 27 3 地方等 港湾空港部 港湾管理課

【鳥取県内】
 境港湾・空港整備事務所
【島根県内】
 境港湾・空港整備事務所
【広島県内】
 広島港湾・空港整備事務所
【岡山県内】
 宇野港湾事務所
【山口県内】
 宇部港湾・空港整備事務所

【鳥取県内】
 境港湾・空港整備事務所
 pa.cgr-sakai-kanri@mlit.go.jp
【島根県内】
 境港湾・空港整備事務所
 pa.cgr-sakai-kanri@mlit.go.jp
【広島県内】
 広島港湾・空港整備事務所
 pa.cgr-hiro-kanri@mlit.go.jp
【岡山県内】
 宇野港湾事務所
 pa.cgr-uno-kanri@mlit.go.jp
【山口県内】
 宇部港湾・空港整備事務所
 pa.cgr-ube-kanri@mlit.go.jp

埋立地に関する用途変更許可に係る協議 公有水面埋立法 29 3 地方等 港湾空港部 港湾管理課

【鳥取県内】
 境港湾・空港整備事務所
【島根県内】
 境港湾・空港整備事務所
【広島県内】
 広島港湾・空港整備事務所
【岡山県内】
 宇野港湾事務所
【山口県内】
 宇部港湾・空港整備事務所

【鳥取県内】
 境港湾・空港整備事務所
 pa.cgr-sakai-kanri@mlit.go.jp
【島根県内】
 境港湾・空港整備事務所
 pa.cgr-sakai-kanri@mlit.go.jp
【広島県内】
 広島港湾・空港整備事務所
 pa.cgr-hiro-kanri@mlit.go.jp
【岡山県内】
 宇野港湾事務所
 pa.cgr-uno-kanri@mlit.go.jp
【山口県内】
 宇部港湾・空港整備事務所
 pa.cgr-ube-kanri@mlit.go.jp



手続名 根拠法令名 条 項 手続主体 担当課室 連絡・提出先 メールでの提出方法

公有水面埋立免許に係る認可申請 公有水面埋立法施行令 32 地方等 港湾空港部 港湾管理課

【鳥取県内】
 境港湾・空港整備事務所
【島根県内】
 境港湾・空港整備事務所
【広島県内】
 広島港湾・空港整備事務所
【岡山県内】
 宇野港湾事務所
【山口県内】
 宇部港湾・空港整備事務所

【鳥取県内】
 境港湾・空港整備事務所
 pa.cgr-sakai-kanri@mlit.go.jp
【島根県内】
 境港湾・空港整備事務所
 pa.cgr-sakai-kanri@mlit.go.jp
【広島県内】
 広島港湾・空港整備事務所
 pa.cgr-hiro-kanri@mlit.go.jp
【岡山県内】
 宇野港湾事務所
 pa.cgr-uno-kanri@mlit.go.jp
【山口県内】
 宇部港湾・空港整備事務所
 pa.cgr-ube-kanri@mlit.go.jp

国土交通大臣による港湾施設の認定に係る申請 港湾法 2 6 地方等 港湾空港部 港湾管理課 港湾空港部 港湾管理課 港湾管理課 pa.cgr-kanri@mlit.go.jp
港湾隣接地域の指定の報告 港湾法 37の2 3 地方等 港湾空港部 港湾管理課 港湾空港部 港湾管理課 港湾管理課 pa.cgr-kanri@mlit.go.jp

公有水面埋立法の特例措置に係る告示をするための国土交通大臣への協議 港湾法 58 3 地方等 港湾空港部 港湾管理課

【鳥取県内】
 境港湾・空港整備事務所
【島根県内】
 境港湾・空港整備事務所
【広島県内】
 広島港湾・空港整備事務所
【岡山県内】
 宇野港湾事務所
【山口県内】
 宇部港湾・空港整備事務所

【鳥取県内】
 境港湾・空港整備事務所
 pa.cgr-sakai-kanri@mlit.go.jp
【島根県内】
 境港湾・空港整備事務所
 pa.cgr-sakai-kanri@mlit.go.jp
【広島県内】
 広島港湾・空港整備事務所
 pa.cgr-hiro-kanri@mlit.go.jp
【岡山県内】
 宇野港湾事務所
 pa.cgr-uno-kanri@mlit.go.jp
【山口県内】
 宇部港湾・空港整備事務所
 pa.cgr-ube-kanri@mlit.go.jp

臨港地区における分区の指定に係る書類の提出 港湾法施行規則 4 4 地方等 港湾空港部 港湾管理課 港湾空港部 港湾管理課 pa.cgr-kanri@mlit.go.jp

電子情報処理組織を使用する者の届出等 港湾法施行規則 15の7 2 民間事業者等 港湾空港部 港湾保安対策室
※令和３年度中にシステムによる
オンライン化を予定

※現在調整中



手続名 根拠法令名 条 項 手続主体 担当課室 連絡・提出先 メールでの提出方法

国の貸付を受けるための申請書 港湾法施行規則 21 1 地方等 港湾空港部 港湾管理課

【鳥取県内】
 境港湾・空港整備事務所
【島根県内】
 境港湾・空港整備事務所
【広島県内】
 広島港湾・空港整備事務所
【岡山県内】
 宇野港湾事務所
【山口県内】
 宇部港湾・空港整備事務所

【鳥取県内】
 境港湾・空港整備事務所
 pa.cgr-sakai-kanri@mlit.go.jp
【島根県内】
 境港湾・空港整備事務所
 pa.cgr-sakai-kanri@mlit.go.jp
【広島県内】
 広島港湾・空港整備事務所
 pa.cgr-hiro-kanri@mlit.go.jp
【岡山県内】
 宇野港湾事務所
 pa.cgr-uno-kanri@mlit.go.jp
【山口県内】
 宇部港湾・空港整備事務所
 pa.cgr-ube-kanri@mlit.go.jp

工作物等を返還する場合の所有権等を証するに足りる書類及び受領書の提出 港湾法施行規則 37 民間事業者等 港湾空港部 港湾管理課

【鳥取県内】
 境港湾・空港整備事務所
【島根県内】
 境港湾・空港整備事務所
【広島県内】
 広島港湾・空港整備事務所
【岡山県内】
 宇野港湾事務所
【山口県内】
 宇部港湾・空港整備事務所

港湾法施行規則第九号様式の電子ファイ
ルの所定の欄に氏名等をご記載の上、ご
提出ください。
【鳥取県内】
 境港湾・空港整備事務所
 pa.cgr-sakai-kanri@mlit.go.jp
【島根県内】
 境港湾・空港整備事務所
 pa.cgr-sakai-kanri@mlit.go.jp
【広島県内】
 広島港湾・空港整備事務所
 pa.cgr-hiro-kanri@mlit.go.jp
【岡山県内】
 宇野港湾事務所
 pa.cgr-uno-kanri@mlit.go.jp
【山口県内】
 宇部港湾・空港整備事務所
 pa.cgr-ube-kanri@mlit.go.jp

埠頭保安管理者選解任の届出
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保
等に関する法律

30 2 民間事業者等 港湾空港部 港湾保安対策室 港湾空港部 港湾保安対策室 pa.cgr-hoan-t87j5@mlit.go.jp

重要国際埠頭施設以外の埠頭保安管理者選解任の届出
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保
等に関する法律

33 2 民間事業者等 港湾空港部 港湾保安対策室 港湾空港部 港湾保安対策室 pa.cgr-hoan-t87j5@mlit.go.jp

重要国際埠頭施設以外の埠頭保安規程の軽微な変更の届出
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保
等に関する法律

33 2 民間事業者等 港湾空港部 港湾保安対策室 港湾空港部 港湾保安対策室 pa.cgr-hoan-t87j5@mlit.go.jp

重要国際埠頭施設以外から重要国際埠頭施設になった施設の埠頭保安管理者選
任の届出

国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保
等に関する法律

33 4 民間事業者等 港湾空港部 港湾保安対策室 港湾空港部 港湾保安対策室 pa.cgr-hoan-t87j5@mlit.go.jp

水域保安管理者の選解任の届出
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保
等に関する法律

38 2 地方等 港湾空港部 港湾保安対策室 港湾空港部 港湾保安対策室 pa.cgr-hoan-t87j5@mlit.go.jp

水域保安規程の軽微な変更の届出
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保
等に関する法律

40 4 地方等 港湾空港部 港湾保安対策室 港湾空港部 港湾保安対策室 pa.cgr-hoan-t87j5@mlit.go.jp

特定港湾管理者が管理する水域以外の水域の保安管理者の選解任の届出
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保
等に関する法律

41 2 地方等 港湾空港部 港湾保安対策室 港湾空港部 港湾保安対策室 pa.cgr-hoan-t87j5@mlit.go.jp



手続名 根拠法令名 条 項 手続主体 担当課室 連絡・提出先 メールでの提出方法

特定港湾管理者が管理する水域以外の水域の保安規程の軽微な変更の届出
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保
等に関する法律

41 2 地方等 港湾空港部 港湾保安対策室 港湾空港部 港湾保安対策室 pa.cgr-hoan-t87j5@mlit.go.jp

特定港湾管理者が管理する水域以外の水域から特定港湾管理者が管理する水域
になった水域保安管理者選任の届出

国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保
等に関する法律

41 4 地方等 港湾空港部 港湾保安対策室 港湾空港部 港湾保安対策室 pa.cgr-hoan-t87j5@mlit.go.jp

国際埠頭施設の基準に該当することの届出
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保
等に関する法律施行規則

53 4 民間事業者等 港湾空港部 港湾保安対策室 港湾空港部 港湾保安対策室 pa.cgr-hoan-t87j5@mlit.go.jp

埠頭施設管理者選任届出書の変更の届出
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保
等に関する法律施行規則

56 4 民間事業者等 港湾空港部 港湾保安対策室 港湾空港部 港湾保安対策室 pa.cgr-hoan-t87j5@mlit.go.jp

埠頭施設保安評価準備書の提出
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保
等に関する法律施行規則

58 3 民間事業者等 港湾空港部 港湾保安対策室 港湾空港部 港湾保安対策室 pa.cgr-hoan-t87j5@mlit.go.jp

埠頭保安規程の承認申請
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保
等に関する法律施行規則

59 1 民間事業者等 港湾空港部 港湾保安対策室 港湾空港部 港湾保安対策室 pa.cgr-hoan-t87j5@mlit.go.jp

埠頭保安規程の重要な変更等の申出
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保
等に関する法律施行規則

60 1 民間事業者等 港湾空港部 港湾保安対策室 港湾空港部 港湾保安対策室 pa.cgr-hoan-t87j5@mlit.go.jp

埠頭保安規程の変更承認申請
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保
等に関する法律施行規則

60 2 民間事業者等 港湾空港部 港湾保安対策室 港湾空港部 港湾保安対策室 pa.cgr-hoan-t87j5@mlit.go.jp

重要国際埠頭施設以外の埠頭保安規程の申出
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保
等に関する法律施行規則

62 2 民間事業者等 港湾空港部 港湾保安対策室 港湾空港部 港湾保安対策室 pa.cgr-hoan-t87j5@mlit.go.jp

重要国際埠頭施設以外の埠頭施設の施設管理者選任届出書の変更の届出
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保
等に関する法律施行規則

62 3 民間事業者等 港湾空港部 港湾保安対策室 港湾空港部 港湾保安対策室 pa.cgr-hoan-t87j5@mlit.go.jp

重要国際埠頭施設以外の埠頭埠頭施設保安評価準備書の提出
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保
等に関する法律施行規則

62 3 民間事業者等 港湾空港部 港湾保安対策室 港湾空港部 港湾保安対策室 pa.cgr-hoan-t87j5@mlit.go.jp

重要国際埠頭施設以外の埠頭保安規程承認申請書の提出
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保
等に関する法律施行規則

62 3 民間事業者等 港湾空港部 港湾保安対策室 港湾空港部 港湾保安対策室 pa.cgr-hoan-t87j5@mlit.go.jp

重要国際埠頭施設以外の埠頭保安規程の重要な変更等の申出
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保
等に関する法律施行規則

62 3 民間事業者等 港湾空港部 港湾保安対策室 港湾空港部 港湾保安対策室 pa.cgr-hoan-t87j5@mlit.go.jp

重要国際埠頭施設以外の埠頭保安規程の変更承認申請
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保
等に関する法律施行規則

62 3 民間事業者等 港湾空港部 港湾保安対策室 港湾空港部 港湾保安対策室 pa.cgr-hoan-t87j5@mlit.go.jp

水域の保安の確保に必要な措置に関する報告
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保
等に関する法律施行規則

73 地方等 港湾空港部 港湾保安対策室 港湾空港部 港湾保安対策室 pa.cgr-hoan-t87j5@mlit.go.jp

水域施設管理者選任届出書の変更の届出
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保
等に関する法律施行規則

66 4 地方等 港湾空港部 港湾保安対策室 港湾空港部 港湾保安対策室 pa.cgr-hoan-t87j5@mlit.go.jp

水域施設保安評価準備書の提出
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保
等に関する法律施行規則

68 3 地方等 港湾空港部 港湾保安対策室 港湾空港部 港湾保安対策室 pa.cgr-hoan-t87j5@mlit.go.jp

水域保安規程の承認申請
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保
等に関する法律施行規則

69 1 地方等 港湾空港部 港湾保安対策室 港湾空港部 港湾保安対策室 pa.cgr-hoan-t87j5@mlit.go.jp

水域保安規程の重要な変更の申出
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保
等に関する法律施行規則

70 1 地方等 港湾空港部 港湾保安対策室 港湾空港部 港湾保安対策室 pa.cgr-hoan-t87j5@mlit.go.jp

水域保安規程の変更の申請
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保
等に関する法律施行規則

70 2 地方等 港湾空港部 港湾保安対策室 港湾空港部 港湾保安対策室 pa.cgr-hoan-t87j5@mlit.go.jp

特定港湾管理者が管理する水域以外の水域保安規程の申出
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保
等に関する法律施行規則

72 2 地方等 港湾空港部 港湾保安対策室 港湾空港部 港湾保安対策室 pa.cgr-hoan-t87j5@mlit.go.jp

特定港湾管理者が管理する水域以外の水域施設管理者選任届出書の変更の届出
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保
等に関する法律施行規則

72 4 地方等 港湾空港部 港湾保安対策室 港湾空港部 港湾保安対策室 pa.cgr-hoan-t87j5@mlit.go.jp

特定港湾管理者が管理する水域以外の水域施設保安評価準備書の提出
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保
等に関する法律施行規則

72 4 地方等 港湾空港部 港湾保安対策室 港湾空港部 港湾保安対策室 pa.cgr-hoan-t87j5@mlit.go.jp



手続名 根拠法令名 条 項 手続主体 担当課室 連絡・提出先 メールでの提出方法

特定港湾管理者が管理する水域以外の水域保安規程の承認申請
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保
等に関する法律施行規則

72 4 地方等 港湾空港部 港湾保安対策室 港湾空港部 港湾保安対策室 pa.cgr-hoan-t87j5@mlit.go.jp

特定港湾管理者が管理する水域以外の水域保安規程の重要な変更の申出
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保
等に関する法律施行規則

72 4 地方等 港湾空港部 港湾保安対策室 港湾空港部 港湾保安対策室 pa.cgr-hoan-t87j5@mlit.go.jp

特定港湾管理者が管理する水域以外の水域保安規程の変更の申請
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保
等に関する法律施行規則

72 4 地方等 港湾空港部 港湾保安対策室 港湾空港部 港湾保安対策室 pa.cgr-hoan-t87j5@mlit.go.jp

埠頭の保安の確保に必要な措置に関する報告
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保
等に関する法律施行規則

63 民間事業者等 港湾空港部 港湾保安対策室 港湾空港部 港湾保安対策室 pa.cgr-hoan-t87j5@mlit.go.jp

港湾流通拠点地区の指定等に係る港湾管理者による国土交通大臣への通知
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する
法律

6 2 地方等 港湾空港部 港湾管理課 港湾空港部 港湾管理課 pa.cgr-kanri@mlit.go.jp

工作物等を返還する場合の所有権等を証するに足りる書類及び受領書の提出
排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の
促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整
備等に関する法律施行規則

12 民間事業者等 港湾空港部 港湾管理課 港湾空港部 港湾管理課

排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利
用の促進のための低潮線の保全及び拠点
施設の整備等に関する法律施行規則第二
号様式の電子ファイルの所定の欄に氏名
等をご記載の上、ご提出ください。
pa.cgr-kanri@mlit.go.jp

促進区域内海域の占用等の許可申請
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係
る海域の利用の促進に関する法律

10 1 民間事業者等 港湾空港部 港湾管理課 港湾空港部 港湾管理課 pa.cgr-kanri@mlit.go.jp

促進区域内海域の占用等の許可に係る協議
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係
る海域の利用の促進に関する法律

10 3 国又は地方等 港湾空港部 港湾管理課 港湾空港部 港湾管理課 pa.cgr-kanri@mlit.go.jp

工作物等を返還する場合の所有権等を証するに足りる書類及び受領書の提出
国土交通省関係海洋再生可能エネルギー発電
設備の整備に係る海域の利用の促進に関する
法律施行規則

10 民間事業者等 港湾空港部 港湾管理課 港湾空港部 港湾管理課

国土交通省関係海洋再生可能エネルギー
発電設備の整備に係る海域の利用の促進
に関する法律施行規則第二号様式の電子
ファイルの所定の欄に氏名等をご記載の
上、ご提出ください。
pa.cgr-kanri@mlit.go.jp


