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1 本業務の目的 

電気工事業の業務の適正化に関する法律（以下「電気工事業法」という。）は、電気工事業を営

む者の登録およびその業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保し、もって一般用電

気工作物および自家用電気工作物の保安の確保に資することを目的とした法律であり、全国で約１２

万件の電気工事業を営む登録電気工事業者が存在する。この電気工事業の登録においては、１つの

都道府県の区域内にのみ営業所を設置する場合と、２つ以上の都道府県の区域内に営業所を設置

する場合とで申請先が分かれており、前者は当該都道府県に、後者は経済産業省（産業保安監督

部を含む。以下同様）に申請することとなっている。現在これらの情報は各都道府県、経済産業省で

個別に管理されている状態にあり、経済産業省においては、台帳による管理を行っており、各都道府県

においての管理状況は把握できていない。 

 

また、電気工事業者の活動範囲は近隣県のみならず、遠方の他県にも渡っており、当該電気工事

業者が他県で行う電気工事で何らかの支障を発生させる事象も今後想定され、その際、効率的に当

該電気工事業の情報を共有する必要がある。また、第１種電気工事士免状を交付する際や第２種

電気工事士を主任電気工事士1として確認する際、免状申請者や主任電気工事士候補者の実務経

験を他の電気工事業者が証明する必要があり、証明する電気工事業者が真に登録した電気工事業

者であるかどうかの確認が煩雑な作業となっており、効率的に情報が共有できる仕組みが必要となってい

る。  

このような状況を鑑み、本事業では、国および地方自治体がそれぞれ管理している電気工事業者の

登録情報（以下「電気工事業者情報」という。）を一元的に管理するシステムの在り方を検討する。 

 

                                                      
1 第一種電気工事士免状保持者または、第二種電気工事士免状保持者で免状取得後に「一般用電気工作物」について 3

年以上の実務経験のある人 
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2 本業務の主な作業と流れ 

電気工事業を取り巻く環境として国と各都道府県の電気工事業者情報の管理状況や他省庁で電

気工事業法と同様な国および都道府県に申請されている情報の一元化を行っているシステムの運用管

理状況の把握等を行い、現状抱えている課題等を踏まえ統一的なシステムの在り方を検討し、まとめ

る。（以下、仕様書より抜粋） 

 

（1） 国および都道府県が有する電気工事業者情報の運用管理状況の把握 

国と都道府県に申請されている電気工事業者情報について、現状の運用管理状況

をヒアリング等にて調査する。 

また、システムを構築して運用管理している都道府県（確認できた都道府県の数が 5 

を超えた場合は 5 を上限とする。）は、現地調査を行う。 

 

（2） 国土交通省の建設業者申請情報についての運用管理状況の把握 

電気工事業法と同様に国および都道府県の 2箇所にて管理されている建設業者・

宅建業者企業情報検索システムの管理や運用状況について、ヒアリング等により調査す

る。 

 

（3） 電気工事業者情報のシステムについての在り方の検討 

（１）および（２）の調査結果および国が保有する電気工事業者情報の管理状

況を踏まえ、将来活用できる統一的なシステムの在り方を検討し、まとめる。 
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り電気工事の作業に従事しな

くなったとき。 

 

3.1.3 電気工事業法および電気工事士法にかかる審査業務の関連性 

 

（1） 第―種電気工事士試験合格者が免状を取得する際の実務経験証明 

免状取得の際、必要な実務経験の証明が必要である。認められない実務経験として法令

違反の工事 （電気工事業者としての登録または届出を受けずに行った電気工事業にかかる

一般用 電気工作物の工事）があり、実施した経験先の電気工事業者が真に登録された業

者か確認が必要である。 

    

3.1.4 国および都道府県が有する電気工事業者情報の運用管理状況の把握 

3.1.4.1 調査概要 

電気工事業法にかかる申請状況、システム化状況、体制等の現状を調査した。 

（1） 調査対象 

        ４７都道府県、経済産業省本省および経済産業省産業保安監督部等 

        アンケート対象産業保安監督部は、以下のとおり。 

         関東東北産業保安監督部 東北支部 

関東東北産業保安監督部   

中部近畿産業保安監督部   

中部近畿産業保安監督部 北陸産業保安監督署  

中部近畿産業保安監督部 近畿支部  

中国四国産業保安監督部   

中国四国産業保安監督部 四国支部  

九州産業保安監督部  

なお、 北海道産業保安監督部、那覇産業保安監督事務所については、管轄がそれぞれ

北海道、沖縄県のみである。したがって、電気工事業法にかかる業務は、北海道、沖縄県

で実施しており対象外とする。 
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（4） アンケート回収結果 

   

  ・都道府県 

有効回答数：４１都道府県（４７都道府県のうち） 

     

 

          ・経済産業省本省および産業保安監督部等 

           有効回答数：本省および 8産業保安監督部、支部、監督署 

 

 

3.1.4.2 調査結果 

電気工事業法にかかる申請状況、システム化状況、体制や課題等を調査した。 

アンケート収集結果は、「別紙２_アンケート受領結果」を参照 

（1） 主な手続きの申請件数 

         電気工事業法にかかる手続きのうち、主な手続きである登録、通知、みなし登録、みなし

通知業者としての登録、変更、廃止および登録電気工事業者の更新にかかる申請手続きに

ついて 1 か月あたりの処理件数について集計を行った。 

※主に平成 29年度実績にて回答していただいているが概算値であることに留意。 

※集計にあたり、未記入、不確かな数字等の 2県は除外。 

 

(ア) 登録電気工事業者の登録、変更、廃止、更新 

□都道府県 

登録、変更、廃止申請において大多数の地域で 10件以下となっている。更新申請に

ついては、10 から 50件以下の申請が約半数を占めている。全体的に 4 つの申請のう

ち、更新申請数が多い傾向がみられる。 
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図 3.1-6登録電気工事業者 都道府県の申請数（月平均） 

 

       

図 3.1-7登録電気工事業者 都道府県別の申請数（月平均） 
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□本省および産業保安監督部等 

年間数件程度の申請数が多数を占めている。       

       

       図 3.1-8登録電気工事業者 本省および産業保安監督部等の申請数（月平均） 

 

(イ) みなし登録電気工事業者の登録、変更、廃止 

□都道府県 

登録、廃止申請において大多数の地域で 10件以下。更新申請については、10から

50件以下の申請が約半数を占めている。全体的に３つの申請のうち、変更申請数が多

い傾向がみられる。 
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図 3.1-9みなし登録電気工事業者 都道府県の申請数（月平均） 

 

       

図 3.1-10みなし登録電気工事業者 都道府県別の申請数（月平均） 
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□本省および産業保安監督部 

 登録・廃止申請は、年間でも 0件もしくは数件程度である。全体的に３つの申請のう

ち、変更申請数が多い傾向がみられる。 

 

       

     図 3.1-11みなし登録電気工事業者 本省および産業保安監督部等の申請数（月平均） 
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(ウ) 通知電気工事業者の登録、変更、廃止、更新 

□都道府県 

登録、変更、廃止とも年間で 0件もしくは数件程度である。      

       

図 3.1-12通知電気工事業者 都道府県の申請数（月平均） 

□本省および産業保安監督部 

登録、変更、廃止とも年間で 0件もしくは数件程度である。  

        

     図 3.1-13通知電気工事業者 本省および産業保安監督部等の申請数（月平均） 
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(エ) みなし通知電気工事業者の登録、変更、廃止 

□都道府県 

          登録、変更、廃止とも年間で 0件もしくは数件程度である。      

     

図 3.1-14みなし通知電気工事業者 都道府県の申請数（月平均） 

□本省および産業保安監督部 

          登録、変更、廃止とも年間で 0件もしくは数件程度である。 

      

図 3.1-15みなし通知録電気工事業者 本省および産業保安監督部等の申請数（月平均） 
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(オ) ４つの登録種別の全体申請数 

□都道府県 

都道府県別に（ア）~（エ）までの登録種別毎の各申請の合算をグラフに示す。登

録電気工事業者にかかる申請が多い。また、1行政庁に申請が偏っており、全体的にば

らつきがある。       

      

図 3.1-16電気工事業者にかかる都道府県別の申請（月平均） 

□本省および産業保安監督部 

                   みなし登録電気工事業者にかかる申請が大多数を占めている。 

     

図 3.1-17電気工事業者にかかる本省および産業保安監督部等別の申請（月平均） 
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（2） 電気工事業法にかかる業務の体制 

□都道府県 

1名の職員にて業務を実施している都道府県が約三分の一を占めている状況だが、6名

以上の体制を組んでいる大規模体制の都道府県も存在しており、ばらつきがある。広域を有し

ている都道府県については、事業者等の利便性を確保するために、総合振興局等の複数の

出先機関にて受付業務を行っていることから、このように大規模な体制となることを確認した。 

また、実際の申請手続き等を委託、非常勤等の非正規職員にて実施している行政庁があ

ることも確認した。なお、職員については前述の総申請数においても年間 50件にも満たない

都道府県もあることから、他法令と兼務で対応しているのが実情のようである。 

     

図 3.1-18都道府県の業務体制 

 

□本省および産業保安監督部 

           主に 1，2名で対応している。多いところで 4名（管理者含む）の産業保安監督部があ

る。 

 

    図 3.1-19本省および産業保安監督部等の業務体制 
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（3） 電気工事業者情報の開示請求（登録簿の謄本交付・閲覧を含む。） 

□都道府県 

  開示請求がほぼない都道府県が三分の一を占めており、大半が 10件以下の状況であ

る。一番多い行政庁での内訳は、平成 29年度実績でみなし証明 113件、謄本交付 27

件、謄本閲覧 2件、捜査照会 8件、情報公開請求 2件である。 

 

図 3.1-20都道府県の開示状況 

 

□本省および産業保安監督部 

開示請求は、ない。（0件である。） 

 

（4） 電気工事業者情報の管理状況 

□都道府県 

  電気工事業法にかかる電気工事業者情報をどのように管理しているか、下記４つの管理

方法にて状況を把握した。 

① 専用の管理システムを開発・構築・運用している 

② 一部の手続きのみ専用のシステムを開発・構築・運用している 

③ Excel または Access等の製品を利用 

④ システムを利用していない（紙台帳での管理） 

上記②の回答はなく、 

① 専用の管理システムで管理していると回答した都道府県は、9行政庁。 

④ 紙台帳で管理していると回答した都道府県は、2行政庁のみ。 

③ Excel または Access と回答した都道府県は、上記以外 30行政庁と大半を占めてい

る。 
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図 3.1-21都道府県のデータ管理方法 

 

       □本省および産業保安監督部 

         専用システムはなく、Excel、Access等の製品（7 か所）および紙台帳（2 か所）で管

理している。なお、現在、本省および産業保安監督部等の情報共有化を目的とした電気工

事業者情報の一元管理のシステムを構築中である。 

 

                 

図 3.1-22本省および産業保安監督部等のデータ管理方法 

 

(ア) 専用の管理システムで管理している場合の運用状況（アンケート） 

９行政庁についてシステムの管理体制、稼働時間、データ量等システムについて確認し

た。「別紙３_専用の管理システムの運用状況（都道府県）」を参照 

 

(イ) 専用の管理システムで管理している場合の運用状況（現地ヒアリング） 

専用の管理システムで管理している都道府県の５行政庁について現地ヒアリングによりシ

ステムの構成、機能、データ管理項目等システムの詳細を確認した。 

          下記にヒアリング概要をまとめる。 
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✓ 変更や更新履歴の詳細情報が残らない（変更等行ったという事実のみで、具体的な

変更箇所が不明） 

✓ 決裁用の文書管理システムについての採番を並行で行う必要があり、番号が違ってくる

ケースが存在する。保守業者に番号を合わせるための補正をお願いするケースがあり課

題と認識している 
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用することで可能である。アンケート集計による開示請求数は、非常に多い 1 か所を除

き、三分の一の都道府県や産業保安監督部等でほぼ 0件（数年に 1件含む）であ

り、一般的に電気工事業者等からの謄本閲覧、謄本交付等のニーズは非常に少ないと

考える。以上の事から都道府県の審査にかかる電気工事業者情報の共有化を目的にシ

ステムの在り方を検討するべきであると考える。 

また、共有化の声がある一方で申請数が少ない行政庁は、他行政庁への確認も比較

的少なく業務負荷にならないケースも存在し、共有化に前向きでないことも考えられる

（あったら便利の程度）。システム化は、非常にコストがかかるため費用対効果が得られ

ないとしてシステムによる共有化に前向きではないことも考えられ共有システム化の妨げに

なる可能性がある。このようなシステムによる情報共有化の阻害リスクも考慮に入れ検討

する必要がある。 

 

(イ) システム的な観点 

システム化にあたっては、新規のシステムで入力から電気工事業者情報管理、手続き

の履歴管理、登録証出力等含めた一括管理のシステム化と情報管理の主体は、各地

域で行い、共有すべき情報のみを集めたシステムとするかシステム化の具体的な対象範囲

を明確にする必要がある。 

前者のシステム化の場合には、以下のように考慮しなければならない大きな課題がある

ため業務的な観点で述べたようにシステム化にあたっては、電気工事業者情報の主たる

管理は、既存の管理方法で行い、審査にかかる必要な電気工事業者情報のみを集めた

システム化を考えるべきである。 

⚫ 専用システムを構築運用している都道府県は、９か所ある。申請数が非常に多い

上位 2行政庁は、業務の効率化に早い段階から取り組んでおり、他法令も含めた

包括的なシステムを既に構築・運用している。したがって、電気工事業法のみ別シス

テムで管理することは、実用性、有効性の観点からも適切ではない。 

⚫ 電気工事業者情報の管理項目については、大きな差異はないがデータとしての構造

に差異があることを現地ヒアリングにて確認した。各行政庁の体系をすべて踏襲するに

は、開発コストが増大するため、以下の内容についてどのようなデータ構造とするか統

一する必要がある。 

✓ 登録番号の番号体系 

各都道府県、本省（産業保安監督部等含む）にて各々独自番号体系である。 

登録種別によっても体系が違うケースもあり複雑である。 

(例) 
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本省および産業保安監督部等 西暦＋xxxx（番号） 

都道府県の例 

 ・和暦番号＋和暦年＋xxx（番号） 平成 29年度の場合、42900１ 

 ・登録種別＋xxxxxxx（番号） 種別が登録の場合 30000001 

 ・和暦＋xxxxxx（番号）  平成 29年度の場合、29000001 

✓ 管理キー 

概ね登録番号を管理キーとしているシステムがほとんどだが電気工事業者にユニー

クとなる企業番号を割り振り、管理キーとしているシステムもある。 

  

なお、以下の点は、事務効率の観点からも有益であると考えられるため情報の共有化の

検討に組み込むべきと考える。 

⚫ 電気工事士情報と電気工事業情報管理との連携 

登録電気工事業者、みなし登録電気工事業者においては、主任電気工事士を営

業所毎に配置しなければならず、電気工事業者情報管理として当工事士情報も管

理する必要がある。主任電気工事士の選任は、第一種、第二種電気工事士の資格

保持者のため、免状取得の際、電気工事士情報として既に管理されている。電気工

事業者登録申請における当工事士情報を電気工事業者情報管理のシステムにも登

録するため電気工事士情報とのデータ共有が行えれば業務が効率的になる。 

            ある行政庁においては、電気工事業情報のシステムに主任電気工事士を登録する

際、電気工事士情報システムのデータベースから選択可能となっている。 
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3.2 地方分権改革 

    地方分権改革は、平成 5年の衆参両院における「地方分権の推進に関する決議」から 20年以

上が経過し、この間、国から地方、都道府県から市町村への権限移譲や地方に対する規制緩和

（義務付け・枠付けの見直し）など、数多くの具体的な改革を実現している。 

地方分権改革の今後の進むべき方向については、地方分権改革有識者会議において、平成 26

年 6月 24日に「個性を活かし自立した地方をつくる～地方分権改革の総括と展望～」を取りまとめ

ている。地方分権改革のミッションとして「個性を活かし自立した地方をつくる」を掲げ、従来からの課題

への取り組みに加え、地方の「発意」と「多様性」を重視し、地方に対する権限移譲および規制緩和に

係る改革提案を地方公共団体等から募る「提案募集方式」を導入することとしている2。 

平成 30 年の地方からの提案等に関する対応方針（平成 30 年 12 月 25 日 閣議決定）で

は、電気工事業の業務の適正化に関する法律（昭 45 法 96）に関し、 経済産業大臣の登録を

受けた登録電気工事業者等に対する危険等防止命令 （27 条）については、電気工事に起因す

る波及事故等の発生状況および都道府県 知事の登録を受けた登録電気工事業者等に対する監督

処分の実績の実態把握 並びに都道府県の意向調査を行った上で、都道府県への並行権限付与

等、国・ 都道府県の連携強化の在り方を検討しているところである。現在、電気工事業にかかる管理

情報は、各行政庁にて個別に管理している状況であり、経済産業大臣の登録を受けた登録電気工

事業者等に対する危険等防止命令の権限移譲に向けては、国の管理情報（電気工事事業者情

報、営業所情報、届出の履歴情報、主任電気工事士情報等の技術者情報、立入検査情報等管

理している全データ）の連携が前提となると考えられる。  

                                                      
2 内閣府地方分権改革ホームページ（https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/）より引用 
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3.3 他省庁類似システム 

    建設業法第３条に基づく建設業の許可においては、電気工事業法と同様、１つの 都道府県の区

域内にのみ営業所を設置する場合と、２つ以上の都道府県の区域内に 営業所を設置する場合とで

申請先が分かれており、前者は当該都道府県に、後者は 国土交通省に許可申請することとなってい

る。そしてその許可申請情報については、「建設業者・宅建業者当企業情報検索システム」で、一元

的に情報が確認できるよう整備されている。その管理や運用状況について、国土交通省に対し、ヒアリ

ングを行った。  

3.3.1 国土交通省の建設業者申請情報の運用管理状況 

 

   手続きを管理するシステム（建設業許可処理システム）とそのシステムで蓄積された事業者の管

理情報を一般に公開するシステム（建設業者・宅建業者企業情報検索システム）に大別される。

全体概要図を下記に示す。 

      

 

図 3.3-1国土交通省のシステムイメージ図 
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3.3.1.1 国土交通省建設業者・宅建業者企業情報検索システム 

 

（1） システム概要 

建設業等企業情報検索システムは、建設業許可の事業者、宅地建物取引業者、賃貸住宅

管理業者等 8業種の閲覧データを公開している。建設業者、宅地建物取引業者、マンション

管理業者、賃貸住宅管理業者の 4業種は、会社名、代表者氏名、所在地、営業所、処分

情報等を公開している 

 

（2） システム規模 

建設業者、宅地建物取引業者、マンション管理業者、賃貸住宅管理業者の 4業種合わせて

133万 6千件程度 

 

（3） 運用形態 

24時間 365日の提供（メンテナンスのためのシステム停止は、原則ない）しており、データ セ

ンターにてサーバーを 10年程度運用している。平成 31年度以降、政府共通プラットフォーム

で運用開始予定 

 

（4） 運用体制 

職員の担当は、1名。HW、SW保守や運用保守を一括して委託している。問い合わせは、職

員で直接受けている状況である 

 

（5） 利用状況 

       アクセス数は、不明 

 

（6） システムへのデータ登録方法 

申請を管理するシステムから委託業者にて毎月 2回程度、当検索システムへデータを登録して

いる。CSV ファイルにて委託業者にてデータ加工、変換等を施した上でデータを登録。平成 31

年度以降の政府共通プラットフォームにおいては、職員にてデータ登録する 

 

（7） システム課題 

        デー他取り込みの自動化、検索メニューの使いづらさ 
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3.3.1.2  国土交通省建設業許可処理システム 

（1）  システム概要 

「建設業許可処理システム」、「経営事項審査システム」、「不動産事業事務処理システム」、

「マンション管理業事務処理システム」、および「賃貸住宅管理業事務処理システム」の各許

可にかかる審査システムを CIIS と総称し、事業者にかかる技術者等データの登録・照会、事

業者情報を各行政庁よりリアルタイムに取得できる仕組みを構築している。 

なお、システムの保守・運用等は、一般財団法人建設業情報管理センターで一手に担ってお

り、システムもデータセンターに構築されている。 

各都道府県の独自システム有無については、実態としては独自システム利用もあるが全都道

府県から CIIS に必要なデータを提供して貰っている。 

＜CIIS利用のメリット＞ 

建設業は個人ではなく、法人が大半を占めており、法人の場合、営業拠点が都道府県を跨ぐ

ケースが多いため、展開がしやすい点がメリットとして挙げられる。また、許可の区分の出入りが

発生する頻度が多く、把握がしやすい点もある。更に、許可前後の情報の把握、失効確認が

取りやすい点等も挙げられる。 

 

（2） システム規模 

保有件数は約 465,000件程度。 

申請書の電子ファイル（PDF ファイル）での保管は、行っていない。 

 

（3） 運用形態 

24時間 365日の提供 

 

（4） 運用体制 

一般財団法人建設業情報管理センターに委託している。10名程度で運用に携わっている。 

 

（5） 利用状況 

        利用ユーザ数は 60人弱。24時間 365日で稼働しているが、実質、土日のアクセスはなし。 

 

（6） 運用コスト 

システムの維持費用は、都道府県の利用頻度に応じた手数料により賄っている。 

 

（7） システムへのデータ登録方法 

       CIIS用の専用端末はなく、行政パソコンより都道府県、地方整備局は、手入力により情報を

打ち込んでいる。 
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（8） システム機能 

ワークフローは、実装していない。 

履歴管理機能は、実装している。 

 

    (10)データ管理 

       許可番号が主キーである。事業者コードは、保持していない。 

       データの保存は、5年。経過すると自動削除される機能が動く。 

       処分情報は、別システムで管理しており、本システムとの連携は特にしていない。 

純粋な業者情報の管理のみ。法人番号の項目はあるが法人番号システムとの連携はしていな

い。 

 

    (11)システム課題 

今後の課題として、e-Tax のような電子申請化が挙げられる。 

 

3.3.1.3  考察 

「建設業許可処理システム」にて入力から事業者管理、事業者にかかる技術者の管理、手続

きの履歴管理、登録証出力等含めた一元的な情報管理システム化を実現し、事業者情報をリア

ルタイムに取得できるようにしている。一元的な情報管理システム化にあたっては、電気工事業者

情報の運用管理状況の考察で述べたとおり、管理番号等のデータ構造の統一化が必要である。

当システムにおいてユニークキーは、電気工事業者情報管理の事業者に与える登録番号に相当

する許可番号であるが登録年を含まず、業者番号として統一されている。具体的には、「第

○○○○○号」について事業者毎に異なる業者番号で管理している。（1 つの事業者が一般建

設業と特定建設業の両方で許可を受けた場合でも、業者番号は同一） 

建設業許可にあたっては、営業拠点が都道府県を跨ぐケースが多いこともあり、一元的な情報

管理システム化は、実現しやすい環境にあったとは考えられるがシステム化検討時は、全行政庁の

総意でシステム化がスムーズに構築できたわけではない。事務量の少ないところの行政庁では、現

在の状況で満足しているなど理解が得られないケースもあったと考えられる。年月をかけ審査の厳

格化・事務の効率化を図る目的を全行政庁に対して理解して貰うよう働きかけ、システム化を実

現してきた。同様なことは、電気工事業にかかる一元的な情報管理システム化に向けても起こりう

る問題であり、本省（産業保安監督部等）を中心としてシステム化計画を立案し、地道な説

得・調整を各方面と行う必要がある。 
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✓ 2019 年 9 月、2019 年 12 月の 2 回段階にサービスの導入を分けて行う予定で現在、

システム開発中である。 

なお、27 手続以外の手続についても、順次電子化を行う予定である。 

   

図 3.4-1産業保安システム概念図 

3.4.2 電気工事業法にかかるシステムの概要 

     本省および産業保安監督部等では、Excel、紙台帳等により各々管理している状況だが現在、

2019年 4月の運用開始に向けてデータベースを統合した統一システムを開発中である。なお、利

用者は、本省および産業保安監督部等の職員のみである。 
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4 電気工事業者情報の一元的に管理するシステムの在り方の検討 

4.1 電気工事業を取り巻く環境の全体像 

 

前章で整理した電気工事業を取り巻く環境の全体像は、以下図に示すとおり。 

 

 

図 4.1-1電気工事業を取り巻く環境 

  



<Highly Confidential> See Avanade’s Data Classification and Protection Standard 

©2019 Avanade Inc. All Rights Reserved 

 
 

 
 

 

 38 

 

 

4.2 情報共有の範囲 

4.2.1 現状の運用状況および課題の整理 

電気工事業法にかかる主たる業務は、業務量（申請数等）の規模からも都道府県を中心に行

われている状況にある。各行政庁において感じている現在の課題は、共通して電気工事業法や電

気工事士法にかかる手続き業務の審査において他行政庁で管理している電気工事業者情報の

登録確認の難しさが挙げられる。現状は、免状等証明書類の写しや口頭確認にて審査を行ってい

るところもあり、審査の厳格化を阻害している。電話やメール等で他行政庁に確認するなど手間を掛

けることも可能だが他法令と兼務で業務を実施しているところもあり、業務負荷を減らさない限り審査

の厳格化による監督体制強化につながらない。したがって、事務の効率化に向けて他行政庁の情

報を容易に確認できる仕組みづくりが必要となる。 

課題 

⚫ 電気工事業法にかかる手続き業務の審査において電気工事士免状取得の際の実務経

験を証明する電気工事業者が他行政庁の場合の登録確認の難しさ、煩雑さ 

⚫ 電気工事業法にかかる手続き業務の審査において他行政庁に登録されている登録及び

みなし登録電気工事業者で主任電気工事士として選任されていないかどうかの確認の難

しさ、煩雑さ 

4.2.2 情報共有の範囲 

前述の課題に加え、情報の共有にあたり一般向けに電気工事業者情報の公開の必要性を論じ

る必要がある。登録電気工事業者の登録されている住所、名称、電話番号、登録番号等の登録

にかかる情報については、情報公開法における情報公開請求の対象外である。ただし、当該情報に

ついては、電気工事業法における第 16条により登録簿謄本の請求を利用することで可能であるが

開示請求の実績数は、非常に多い 1 か所を除き、三分の一の都道府県や産業保安監督部等で

ほぼ 0件（数年に 1件含む）であり、一般的に電気工事業者等からの謄本閲覧、謄本交付等

のニーズは非常に少ないと考える。また、地方分権改革の危険等防止命令の権限移譲について

は、一部の都道府県からも国の電気工事士情報の提供が必要となる要望をいただいており、今後も

権限移譲の問題提起がされる可能性もあることを踏まえると国や産業保安監督部等の電気工事

業者管理情報を都道府県と共有する必要がある。必要な情報は、以下のとおり。 

✓ 提供が必要となる管理情報 

電気工事事業者情報（営業所情報含む）、届出の履歴情報、主任電気工事士

情報等の技術者情報、立入検査情報、処分情報等管理している全データ 
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上述より、情報共有のコンセプトは、以下のとおり。 

電気工事業法の審査等の内部事務にかかる業務の 

「審査の厳格化および事務効率の向上」 

「監督体制の強化」を目的に 

電気工事業者情報の全行政庁における情報共有化を図る。 

 

 

 

図 4.2-1情報共有のコンセプト 
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4.3 システム化の範囲 

4.3.1 システム化の方向性 

電気工事業者情報共有のシステム化の方向性は、以下の２つ考えられる。 

① 入力から事業者管理、手続きの履歴管理、登録証出力等含めた一括管理のシステム化 

② 主たる管理は、各行政庁で行い、必要な情報のみ集約した情報共有のみのシステム化。 

     リスク、コスト、業務負荷（効率性）の観点で評価し、後者②の情報共有に特化したシステムは

実現性が高い。    

✓ 共有すべき情報 

電気工事業者の登録確認や主任電気工事士の選任状況の確認を主たる確認項目

とし、電気工事業者情報（会社名、代表者名、登録番号、営業所情報等の情報全

般）、主任電気工事士情報等の技術者情報が必要となる。 

 

    

図 4.3-1 システムの方向性評価 

⚫ リスク 

前者①の場合、国土交通省建設業許可システムと同様なシステムとなるがクリアすべき大

きな課題がある。後者②の場合、データ提供のための連携フォーマットの調整や連携タイミ

ングによるデータ鮮度の課題はあるが①の一括管理システムより導入リスクは小さく、現状

抱えている課題は、このシステムで解決できる。 

 

システム化①の実現にむけての課題 

✓ 既に都道府県で運用されている専用システムとの共存の在り方 

産業保安にかかる他法令も含めた包括的なシステムを構築・運用している都道府

県が既に存在し、電気工事業法のみ別システムで管理することは、実用性、有効性

の観点からも適切ではない。 

✓ 登録番号に代表される番号体系等データ構造の統一 
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各行政庁で独自番号体系であることから、システム化にあたり開発コストの肥大化防

止のために統一する必要がある。各行政庁との調整に非常に時間を要する恐れがあ

る。        

 

⚫ コスト 

前者①の場合は、届出を受理してから登録証発行までの業務に必要となる機能をすべ

て開発する必要がある。後者②の場合、必要な情報を集約した電気工事業者情報の

検索システムの位置づけとなるため開発コストは、低コストに抑えられる。 

⚫ 業務負荷（効率性） 

事務効率の向上の観点では、専用システムを保持している都道府県においてもすべての

機能を実装しているわけではなく、さらに紙台帳管理、Excel等での管理から電気工事

業者情報管理、帳票出力、集計機能、検索機能といった業務に必要な機能を実装し

た前者①により業務効率は、向上すると考えられる。後者②は、他行政庁の電気工事

業者管理情報の確認効率が向上するのみである。 

 

後者②が求めるシステムとして最適であると結論付けたが経済産業省や国として電子申請化に取

り組んでいる。経済産業省が開発中の産業保安システムは、鉱山保安法、電気事業法、ガス事業

法、液化石油ガス保安法、製品安全四法等に基づく申請者や職員等の審査業務の効率化並び

に監督体制の強化（高度化、先進化）等の保安を実現するためのシステムである。また、蓄積され

たビッグデータは、最先端を活用した分析を通じて行政実務に利活用していく予定である。産業保安

の資する目的は、電気工事業法も同様であり、産業保安システムを活用することは、システム化のコ

スト、リスク、実現性の観点からも有効であると考える。 

ただし、保安システムにおいて現時点では、手数料が必要な手続きは、対象となっていないため証

紙収入に代わる決裁システムの導入について検討している。 

       

4.3.2 システム化の追加提案 

登録電気工事業者、みなし登録電気工事業者においては、主任電気工事士を営業所毎に配

置しなければならず、電気工事業者情報管理として当工事士情報も管理する必要がある。主任電

気工事士の選任は、第一種、第二種電気工事士の資格保持者のため、免状取得の際、電気工

事士情報として既に管理されているため当工事士情報を電気工事業者情報管理のシステムに登録

する際に電気工事士情報とのデータ共有が行えれば業務が効率的になるであろうし、審査も厳格化

される。  
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上述より、システム化の方向性は、以下のとおり。 

 

産業保安システムを活用し 

各行政庁で管理する電気工事業者情報の管理データを 

集約した電気工事業者情報管理システムを構築する。 

将来的には、電子申請化。その際に入力から登録証出力までの電気工

事業者一括管理システムおよび電気工事士情報の管理システムを導入

し、全行政庁データの一括管理を行う。 
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4.4 システム化に向けてのアプローチ 

主たる管理は、各行政庁で行い、必要な情報のみ集約した情報共有のみのシステム化および電

子申請化に伴い、各行政庁で管理していた情報を入力から電気事業者情報管理、技術者管理、

登録証出力までの一括管理システム化（併せて電気工事士法にかかる情報管理も取り込む）の 2

段階方式で行う。なお、共有化の声がある一方で申請数が少ない地域などは、他県への確認も比較

的少なく業務負荷にならないケースも存在し、共有化に前向きでないことも考えられる（あったら便利

の程度）。システム化は、非常にコストがかかるため費用対効果が得られないとしてシステムによる共

有化に前向きではないことも考えられ共有システム化の妨げになる可能性がある。情報共有するシス

テム化に非協力的な行政庁の可能性もあるため①②各々においても段階的に各行政庁を取り込ん

でいくことを考慮する必要がある。 

今後の具体的なシステム化の検討においては、業務、システム、費用の 3領域において綿密な検

討が必要になる。これらは、相互に強く関係し、いずれの領域についても一定水準の達成が必要とな

るだけでなく、うまくそれらをバランスさせる必要がある。国土交通省の「建設業許可処理システム」のよ

うに利用者から手数料を取得するなどシステム・ライフサイクルの中で適切なシステム運営費を継続で

きる仕組みを併せて検討しなければならない。 

システムモデルを策定し、実現可能性を安定性、信頼性、セキュリティ、柔軟性、拡張性の観点で

分析し、全体の妥当性を評価した上でシステム調達を行うことが必要である。 

 

 

図 4.4-1 システム化のアプローチ 
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図 4.4-2各行政庁で管理する電気工事業者情報の共有システム化 

 

 

図 4.4-3全行政庁の電気工事業者情報の一括管理システム化 

以上 





別紙１＿アンケート資材

項番 枝番 分類 ご確認内容 ご回答 ご回答補足

9 現状 現状の管理方法について教えてください 例：Excel、、紙台帳等

10 今後、電気工事業法業務のシステム化や電気工事業情報の電子化を検討していますか？

11 システム化や電子化を行う場合、どのような機能を付加しようと考えていますか？ 例：情報の連携

12 システム化や電子化に対し、どのような効果を期待しますか？ 例：コスト削減、情報連携の円滑化等

10 自由意見（任意） 電気工事業者情報の管理に関して、意見等がございましたら、ご自由に記入ください。

以上です。

ご回答ありがとうございました。

今後

はい いいえ 不明



別紙2＿アンケート受領結果

項番 枝番 分類 行政庁１ 行政庁２ 行政庁３ 行政庁４ 行政庁５ 行政庁６ 行政庁７ 行政庁８ 行政庁９ 行政庁１０ 行政庁１１ 行政庁１２

1 業務体制（必須）

広大な行政区域を有することから、他県と

違い、事業者等の

利便性を確保するため、１５の総合振興

局等で、電気工事業法関連

業務を行っている。従って、業務執行体制

は、１５名（本庁に法令

担当が１名）。

1人 ７人
８名

県庁１名、地方公所７名

当課 ：  ２名

各地域振興局：１６名（２名×８箇

所） 計１８名

9名 7 ６名 １名 ５名（県内５事務所に事務委任） ４名 1名

2

・登録電気工事業者の登録に係る申請：（

件/日）

・通知電気工事業者の登録に係る申請：（

件/日）

・みなし登録電気工事業者の登録に係る申請：（

件/日）

・みなし通知電気工事業者の登録に係る申請：（

件/日）

・登録電気工事業者の登録に係る申

請：（ 0.3 件/日）

・通知電気工事業者の登録に係る申

請：（ 0.01 件/日）

・みなし登録電気工事業者の登録に係る

申請：（ 0.14 件/日）

・みなし通知電気工事業者の登録に係る

申請：（ 0  件/日）

・登録電気工事業者の登録に係る申

請：（ １件/日）

・通知電気工事業者の登録に係る申

請：（ ０件/日）

・みなし登録電気工事業者の登録に係る

申請：（ １件/日）

・みなし通知電気工事業者の登録に係る

申請：（ ０件/日）

登録による申請件数は、日に1件と記載

していますが、月2～３件ほどです。

・登録電気工事業者の登録に係る申

請：（ １件未満/日）

・通知電気工事業者の登録に係る申

請：（ １件未満/日）

・みなし登録電気工事業者の登録に係る

申請：（ １件未満/日）

・みなし通知電気工事業者の登録に係る

申請：（ １件未満/日）

・登録電気工事業者の登録に係る申

請：（０．４件/日）

・通知電気工事業者の登録に係る申

請：（０件/日）

・みなし登録電気工事業者の登録に係る

申請：（０．２件/日）

・みなし通知電気工事業者の登録に係る

申請：（０件/日）

・登録電気工事業者の登録に係る申

請：（０.１件/日）

・通知電気工事業者の登録に係る申

請：（０件/日）

・みなし登録電気工事業者の登録に係る

申請：（０.１件/日）

・みなし通知電気工事業者の登録に係る

申請：（０件/日）

・登録電気工事業者の登録に係る申

請：（ 0.05 件/日）

・通知電気工事業者の登録に係る申

請：（  0 件/日）

・みなし登録電気工事業者の登録に係る

申請：（ 0.03 件/日）

・みなし通知電気工事業者の登録に係る

申請：（  0 件/日）

・登録電気工事業者の登録に係る申

請：（0.2件/日）

・通知電気工事業者の登録に係る申

請：（0件/日）

・みなし登録電気工事業者の登録に係る

申請：（0.2件/日）

・みなし通知電気工事業者の登録に係る

申請：（0件/日）

・登録電気工事業者の登録に係る申

請：（91件/年）

・通知電気工事業者の登録に係る申

請：（０件/年）

・みなし登録電気工事業者の登録に係る

申請：（８７件/年）

・みなし通知電気工事業者の登録に係る

申請：（０件/年）

・登録電気工事業者の登録に係る申

請：（ １ 件/日）

・通知電気工事業者の登録に係る申

請：（ ０ 件/日）

・みなし登録電気工事業者の登録に係る

申請：（ １ 件/日）

・みなし通知電気工事業者の登録に係る

申請：（ ０ 件/日）

・登録電気工事業者の登録に係る申

請：（ 件/日）７０

・通知電気工事業者の登録に係る申

請：（ 件/日） ２

・みなし登録電気工事業者の登録に係る

申請：（ 件/日） 20

・みなし通知電気工事業者の登録に係る

申請：（ 件/日） １

・登録電気工事業者の登録に係る申

請： （ 0.8 件/日）

・通知電気工事業者の登録に係る申

請： （  0 件/日）

・みなし登録電気工事業者の登録に係る

申請：（ 0.5 件/日）

・みなし通知電気工事業者の登録に係る

申請：（  0 件/日）

権限移譲している4市町分は除く

・登録電気工事業者の登録に係る申

請：（０．７５件/日）

・通知電気工事業者の登録に係る申

請：（０件/日）

・みなし登録電気工事業者の登録に係る

申請：（０．４４件/日）

・みなし通知電気工事業者の登録に係る

申請：（０件/日）

3

・登録電気工事業者の変更に係る申請：（

件/日）

・通知電気工事業者の変更に係る申請：（

件/日）

・みなし登録電気工事業者の変更に係る申請：（

件/日）

・みなし通知電気工事業者の変更に係る申請：（

件/日）

・登録電気工事業者の変更に係る申

請：（ 0.1 件/日）

・通知電気工事業者の変更に係る申

請：（  0 件/日）

・みなし登録電気工事業者の変更に係る

申請：（ 0.01 件/日）

・みなし通知電気工事業者の変更に係る

申請：（ 0 件/日）

・登録電気工事業者の変更に係る申

請：（ 件/日）

・通知電気工事業者の変更に係る申

請：（ 件/日）

・みなし登録電気工事業者の変更に係る

申請：（ 件/日）

・みなし通知電気工事業者の変更に係る

申請：（ 件/日）

・登録電気工事業者の変更に係る申

請：（ １件未満/日）

・通知電気工事業者の変更に係る申

請：（ １件未満/日）

・みなし登録電気工事業者の変更に係る

申請：（ １件未満/日）

・みなし通知電気工事業者の変更に係る

申請：（ １件未満/日）

・登録電気工事業者の変更に係る申

請：（０．４件/日）

・通知電気工事業者の変更に係る申

請：（０件/日）

・みなし登録電気工事業者の変更に係る

申請：（１．２件/日）

・みなし通知電気工事業者の変更に係る

申請：（０件/日）

・登録電気工事業者の変更に係る申

請：（０.１件/日）

・通知電気工事業者の変更に係る申

請：（０件/日）

・みなし登録電気工事業者の変更に係る

申請：（０.４件/日）

・みなし通知電気工事業者の変更に係る

申請：（０件/日）

・登録電気工事業者の変更に係る申

請：（ 0.3 件/日）

・通知電気工事業者の変更に係る申

請：（ 0 件/日）

・みなし登録電気工事業者の変更に係る

申請：（ 0.15 件/日）

・みなし通知電気工事業者の変更に係る

申請：（    0 件/日）

・登録電気工事業者の変更に係る申

請：（0.4件/日）

・通知電気工事業者の変更に係る申

請：（0件/日）

・みなし登録電気工事業者の変更に係る

申請：（0.4件/日）

・みなし通知電気工事業者の変更に係る

申請：（0件/日）

・登録電気工事業者の変更に係る申

請：（５２件/年）

・通知電気工事業者の変更に係る申

請：（０件/年）

・みなし登録電気工事業者の変更に係る

申請：（２２７件/年）

・みなし通知電気工事業者の変更に係る

申請：（０件/年）

・登録電気工事業者の変更に係る申

請：（ ２ 件/日）

・通知電気工事業者の変更に係る申

請：（ ０ 件/日）

・みなし登録電気工事業者の変更に係る

申請：（ ２ 件/日）

・みなし通知電気工事業者の変更に係る

申請：（ ０ 件/日）

・登録電気工事業者の変更に係る申

請：（ 件/日） ４０

・通知電気工事業者の変更に係る申

請：（ 件/日） ０

・みなし登録電気工事業者の変更に係る

申請：（ 件/日） ６２

・みなし通知電気工事業者の変更に係る

申請：（ 件/日） ０

・登録電気工事業者の変更に係る申

請： （ 0.8 件/日）

・通知電気工事業者の変更に係る申

請： （   0 件/日）

・みなし登録電気工事業者の変更に係る

申請：（ 1.6 件/日）

・みなし通知電気工事業者の変更に係る

申請：（   0 件/日）

・登録電気工事業者の変更に係る申

請：（０．５７件/日）

・通知電気工事業者の変更に係る申

請：（０件/日）

・みなし登録電気工事業者の変更に係る

申請：（１．１２件/日）

・みなし通知電気工事業者の変更に係る

申請：（０件/日）

4

・登録電気工事業者の廃止に係る申請：（

件/日）

・通知電気工事業者の廃止に係る申請：（

件/日）

・みなし登録電気工事業者の廃止に係る申請：（

件/日）

・みなし通知電気工事業者の廃止に係る申請：（

件/日）

・登録電気工事業者の廃止に係る申

請：（ 0.04 件/日）

・通知電気工事業者の廃止に係る申

請：（ 0  件/日）

・みなし登録電気工事業者の廃止に係る

申請：（ 0.01 件/日）

・みなし通知電気工事業者の廃止に係る

申請：（ 0 件/日）

・登録電気工事業者の廃止に係る申

請：（ 件/日）

・通知電気工事業者の廃止に係る申

請：（ 件/日）

・みなし登録電気工事業者の廃止に係る

申請：（ 件/日）

・みなし通知電気工事業者の廃止に係る

申請：（ 件/日）

・登録電気工事業者の廃止に係る申

請：（ １件未満/日）

・通知電気工事業者の廃止に係る申

請：（ １件未満/日）

・みなし登録電気工事業者の廃止に係る

申請：（ １件未満/日）

・みなし通知電気工事業者の廃止に係る

申請：（ １件未満/日）

・登録電気工事業者の廃止に係る申

請：（０．１件/日）

・通知電気工事業者の廃止に係る申

請：（０件/日）

・みなし登録電気工事業者の廃止に係る

申請：（０．０５件/日）

・みなし通知電気工事業者の廃止に係る

申請：（０件/日）

・登録電気工事業者の廃止に係る申

請：（０.１件/日）

・通知電気工事業者の廃止に係る申

請：（０件/日）

・みなし登録電気工事業者の廃止に係る

申請：（０件/日）

・みなし通知電気工事業者の廃止に係る

申請：（０件/日）

・登録電気工事業者の廃止に係る申

請：（ 0.03 件/日）

・通知電気工事業者の廃止に係る申

請：（  0 件/日）

・みなし登録電気工事業者の廃止に係る

申請：（ 0.02 件/日）

・みなし通知電気工事業者の廃止に係る

申請：（  0 件/日）

・登録電気工事業者の廃止に係る申

請：（0.1件/日）

・通知電気工事業者の廃止に係る申

請：（0件/日）

・みなし登録電気工事業者の廃止に係る

申請：（0.1件/日）

・みなし通知電気工事業者の廃止に係る

申請：（0件/日）

・登録電気工事業者の廃止に係る申

請：（２２件/年）

・通知電気工事業者の廃止に係る申

請：（０件/年）

・みなし登録電気工事業者の廃止に係る

申請：（１７件/年）

・みなし通知電気工事業者の廃止に係る

申請：（０件/年）

・登録電気工事業者の廃止に係る申

請：（ １ 件/日）

・通知電気工事業者の廃止に係る申

請：（ ０ 件/日）

・みなし登録電気工事業者の廃止に係る

申請：（ １ 件/日）

・みなし通知電気工事業者の廃止に係る

申請：（ ０ 件/日）

・登録電気工事業者の廃止に係る申

請：（ 件/日） ４０

・通知電気工事業者の廃止に係る申

請：（ 件/日） ０

・みなし登録電気工事業者の廃止に係る

申請：（ 件/日） ０

・みなし通知電気工事業者の廃止に係る

申請：（ 件/日） ０

・登録電気工事業者の廃止に係る申

請： （ 0.3 件/日）

・通知電気工事業者の廃止に係る申

請： （   0 件/日）

・みなし登録電気工事業者の廃止に係る

申請：（ 0.1 件/日）

・みなし通知電気工事業者の廃止に係る

申請：（   0 件/日）

・登録電気工事業者の廃止に係る申

請：（０．５件/日）

・通知電気工事業者の廃止に係る申

請：（０件/日）

・みなし登録電気工事業者の廃止に係る

申請：（０．１１件/日）

・みなし通知電気工事業者の廃止に係る

申請：（０件/日）

5
・登録電気工事業者の更新に係る申請：（ 件/

日）

・登録電気工事業者の更新に係る申

請：（ 0.37 件/日）

・登録電気工事業者の更新に係る申

請：（ １件/日）

・登録電気工事業者の更新に係る申

請：（ １件未満/日）

・登録電気工事業者の更新に係る申

請：（０．５件/日）

・登録電気工事業者の更新に係る申

請：（０.３件/日）

・登録電気工事業者の更新に係る申

請：（ 0.15 件/日）

・登録電気工事業者の更新に係る申

請：（0.3件/日）

・登録電気工事業者の更新に係る申

請：（２３８件/年）

・登録電気工事業者の更新に係る申

請：（ ２ 件/日）

・登録電気工事業者の更新に係る申

請：（ 件/日） １９５

・登録電気工事業者の更新に係る申

請： （ 1.6 件/日）

・登録電気工事業者の更新に係る申

請：（１．４９件/日）

6 開示状況（必須） ０件（２９年度） ０件 数年に1件程度 なし ２件 平成29年度実績 ０件 2件 2～3年に１件程度 ０件 ０～１件 7件 ０ 件 1～２件程度

7 課題（必須） 特になし

当県以外に登録している電気工事業業

者の場合、登録業者であるか確認できな

い。

（第1種電気工事士免状交付の実務経

験などに必要）

現在は、免状の申請者に登録業者の登

録証の写しなどを提出させている。

特になし

法第27条の危険等防止命令を想定した

場合、電気工事を技術的に評価（工事

が粗雑である等）する方法の確保が課題

となっている。

担当職員が全員事務職のため

未回答 特になし

業法制度がどこまで関係業界（電気工

事業以外の設備工事業者が理解してい

るのかが未知数）

法改正などの最新情報の取得に苦慮して

おります。全国又はブロックごとの担当者会

議を開催していただきたい。

特になし 特になし

・様式第８や第１０の２などの証明書で

押印を求めていないのはおかしいのではな

いか。

・実務経験を確認する際、他の自治体へ

の連絡が事務が煩雑になるため、国で一

括管理してほしい。

特になし

専用の管理システム 1 1 1 1 1 1

一部手続きにおいてシステムを利用

EXCELまたはACCESS等の製品を利用 1 1 1 1 1 1

システムを利用していない

以下、項番8で「専用の管理システムを使用」または「一部手続きにおいてシステムを利用」と答えた場合回答をお願いいたします。

1 現在、システムの運用保守はどのような体制で実施されていますか？ 不具合発生時に外部に依頼 業務委託 なし ベンダー委託 ベンダーに委託している 改修のみベンダーに委託している

2 何名程度の人員でシステム保守を実施されていますか？ 不明 １名 なし ベンダー５名 ２名 ベンダー側の人数は不明。担当者は1名。

3 稼働時間 システムの稼働時間は何時から何時までですか？ 24時間 規定なし 24時間 24時間 24時間 8時30分から17時15分

4 メンテナンス時間 メンテナンス時間はありますか？あればその時間を教えてください。 なし なし なし 随時 なし なし

はい 1

いいえ 1 1 1 1 1

はい

いいえ 1 1 1 1 1 1

7 データ データ容量はどの程度ありますか？（回答時点のデータ容量で結構です。） 単位：GB 不明 841件 900件 100 0.02 約 11,000 件

8 課題

約20年前に構築されたシステムのため、マ

ニュアルが不備（前担当から引継ぎによ

り、操作を習得している。）

未回答

システムが正常に機能しない。

セキュリティ基盤及びOS等の環境変化に

対応できないこと、システム不具合等によ

りExcel管理に移行中

未回答 特になし
新元号に対応して老いない（改修予

定）

以下、項番8で「ExcelまたはAccess等の製品を利用」または「システムを利用していない」と答えた場合回答をお願いいたします。

9 現状 現状の管理方法について教えてください

１５総合振興局等ごとにデータ管理を

行っている。

（登録等番号も１５総合振興局等ごと

に付与している。）

EXCEL、紙台帳

地方公所毎に管理しており、県庁として一

元管理はしていない。

EXCELまたはAccess

EXCEL、紙台帳
最新データのみEXCELシートにまとめ履

歴の管理は紙台帳
EXCEL

はい

いいえ 1 1 1 1

不明 1 1

11 システム化や電子化を行う場合、どのような機能を付加しようと考えていますか？ ー ー ー ー ー ー

12 システム化や電子化に対し、どのような効果を期待しますか？ ー ー ー ー ー ー

10 自由意見（任意） 特になし

・使う頻度は少ないですが、公共機関だけ

が閲覧できるページで全国の登録工事業

者を閲覧できるものがあれば便利である。

未回答 未回答 未回答 特になし

件数の割にシステム開発、保守を行った

場合の費用が膨大すぎる。

他都道府県の情報を何らかの形で共有

できたら良いが、莫大な費用はかけられな

い。

環境省所管の産業廃棄物業者の全国シ

ステムを参考にしてみてはどうか。

未回答

情報共有の方法について、有事の際に迅

速に情報提供が受けられるような体制を

整備すること（例えば、本省・産業保安

監督部・都道府県担当者名簿を作成す

る等）が望ましいと考える。

現状、一番頻繁なのは第一種電気工事

士免状交付のための実務経験証明で当

県から照会又は他県からの照会が多い。

全国のものが一元的に管理できれば、そ

れに越したことはないがデータが大量となり

システム的には重くて使いにくいなどの弊害

も心配される。

また、今回の危険防止命令等の実施に

関しては最低でも事業者情報は必要と考

える。

未回答 未回答

現状電気工事業法業務を運用する上での問題点、課題点があれば、教えてください。

ご確認内容

電気工事業の業務の適正化に関する法律（以下「電気工事業法」という。）に係る業務（以

下「電気工事業法業務」という。）を現在何名で実施されていますか？

処理状況（必須） １日当たり申請書を処理する件数は、 何 ですか。 大凡で結構です

電気工事業情報の開示請求は年に何件程度ありますか（登録簿の謄本交付・閲覧を含

む。）。

電気工事業者情報の管理に関して、意見等がございましたら、ご自由に記入ください。

8 管理状況（必須）

電気工事業法業務のデータ（電気

工事業者情報）はどのように管理して

いますか。

9
運用管理体制

5

機能確認

承認処理について、システム上でワー

クフロー化はなされていますか？

6
申請書類は、電子化してシステム上

で保持していますか？

現状システムで抱える問題点はありますか？もし、あればその問題点を教えてください。

10

今後

今後、電気工事業法業務のシステム

化や電気工事業情報の電子化を検

討していますか？



別紙2＿アンケート受領結果

項番 枝番 分類

1 業務体制（必須）

2

・登録電気工事業者の登録に係る申請：（

件/日）

・通知電気工事業者の登録に係る申請：（

件/日）

・みなし登録電気工事業者の登録に係る申請：（

件/日）

・みなし通知電気工事業者の登録に係る申請：（

件/日）

3

・登録電気工事業者の変更に係る申請：（

件/日）

・通知電気工事業者の変更に係る申請：（

件/日）

・みなし登録電気工事業者の変更に係る申請：（

件/日）

・みなし通知電気工事業者の変更に係る申請：（

件/日）

4

・登録電気工事業者の廃止に係る申請：（

件/日）

・通知電気工事業者の廃止に係る申請：（

件/日）

・みなし登録電気工事業者の廃止に係る申請：（

件/日）

・みなし通知電気工事業者の廃止に係る申請：（

件/日）

5
・登録電気工事業者の更新に係る申請：（ 件/

日）

6 開示状況（必須）

7 課題（必須）

専用の管理システム

一部手続きにおいてシステムを利用

EXCELまたはACCESS等の製品を利用

システムを利用していない

以下、項番8で「専用の管理システムを使用」または「一部手続きにおいてシステムを利用」と答

1 現在、システムの運用保守はどのような体制で実施されていますか？

2 何名程度の人員でシステム保守を実施されていますか？

3 稼働時間 システムの稼働時間は何時から何時までですか？

4 メンテナンス時間 メンテナンス時間はありますか？あればその時間を教えてください。

はい

いいえ

はい

いいえ

7 データ データ容量はどの程度ありますか？（回答時点のデータ容量で結構です。） 単位：GB

8 課題

以下、項番8で「ExcelまたはAccess等の製品を利用」または「システムを利用していない」と答

9 現状 現状の管理方法について教えてください

はい

いいえ

不明

11 システム化や電子化を行う場合、どのような機能を付加しようと考えていますか？

12 システム化や電子化に対し、どのような効果を期待しますか？

10 自由意見（任意）

現状電気工事業法業務を運用する上での問題点、課題点があれば、教えてください。

ご確認内容

電気工事業の業務の適正化に関する法律（以下「電気工事業法」という。）に係る業務（以

下「電気工事業法業務」という。）を現在何名で実施されていますか？

処理状況（必須） １日当たり申請書を処理する件数は、 何 ですか。 大凡で結構です

電気工事業情報の開示請求は年に何件程度ありますか（登録簿の謄本交付・閲覧を含

む。）。

電気工事業者情報の管理に関して、意見等がございましたら、ご自由に記入ください。

8 管理状況（必須）

電気工事業法業務のデータ（電気

工事業者情報）はどのように管理して

いますか。

9
運用管理体制

5

機能確認

承認処理について、システム上でワー

クフロー化はなされていますか？

6
申請書類は、電子化してシステム上

で保持していますか？

現状システムで抱える問題点はありますか？もし、あればその問題点を教えてください。

10

今後

今後、電気工事業法業務のシステム

化や電気工事業情報の電子化を検

討していますか？

行政庁１３ 行政庁１４ 行政庁１５ 行政庁１６ 行政庁１７ 行政庁１８ 行政庁１９ 行政庁２０ 行政庁２１ 行政庁２２ 行政庁２３ 行政庁２４

3

8名

担当のみ（係長及び課長級職員を除

く）

１名 1 1名 1
専属非常勤職員１名

正規職員（兼務）１名
３名

・登録電気工事業者の登録に係る申

請：（ 1.5件/日）

・通知電気工事業者の登録に係る申

請：（ 1件/3月）

・みなし登録電気工事業者の登録に係る

申請：（ 1件/日）

・みなし通知電気工事業者の登録に係る

申請：（ 1件/3月）

・登録電気工事業者の登録に係る申

請：（１件/日）

・通知電気工事業者の登録に係る申

請：（１件未満/日）

・みなし登録電気工事業者の登録に係る

申請：（１件/日）

・みなし通知電気工事業者の登録に係る

申請：（１件未満 件/日）

・登録電気工事業者の登録に係る申

請：（  0.16件/日）

・通知電気工事業者の登録に係る申

請：（  0件/日）

・みなし登録電気工事業者の登録に係る

申請：（  0.07件/日）

・みなし通知電気工事業者の登録に係る

申請：（  0件/日）

・登録電気工事業者の登録に係る申

請：（ 1件/日）

・通知電気工事業者の登録に係る申

請：（ 0件/日）

・みなし登録電気工事業者の登録に係る

申請：（ 1件/日）

・みなし通知電気工事業者の登録に係る

申請：（ 0件/日）

・登録電気工事業者の登録に係る申

請：（ 1件/日）

・通知電気工事業者の登録に係る申

請：（ 0件/日）

・みなし登録電気工事業者の登録に係る

申請：（ 1件/日）

・みなし通知電気工事業者の登録に係る

申請：（ 0件/日）

・登録電気工事業者の登録に係る申

請：（ 6件/月）

・通知電気工事業者の登録に係る申

請：（ 0件/月）

・みなし登録電気工事業者の登録に係る

申請：（   3件/月）

・みなし通知電気工事業者の登録に係る

申請：（ 0件/月）

・登録電気工事業者の登録に係る申

請：（ 1件/日）

・通知電気工事業者の登録に係る申

請：（ 0件/日）

・みなし登録電気工事業者の登録に係る

申請：（ 1件/日）

・みなし通知電気工事業者の登録に係る

申請：（ 0件/日）

・登録電気工事業者の登録に係る申

請：（ ９件/月）

・通知電気工事業者の登録に係る申

請：（ ０件/月）

・みなし登録電気工事業者の登録に係る

申請：（ ６件/月）

・みなし通知電気工事業者の登録に係る

申請：（ ０件/月）

・登録電気工事業者の変更に係る申

請：（ 1件/2日）

・通知電気工事業者の変更に係る申

請：（ 1件/4月）

・みなし登録電気工事業者の変更に係る

申請：（ 2件/日）

・みなし通知電気工事業者の変更に係る

申請：（ 1件/3月）

・登録電気工事業者の変更に係る申

請：（１件/日）

・通知電気工事業者の変更に係る申

請：（１件未満 件/日）

・みなし登録電気工事業者の変更に係る

申請：（２件/日）

・みなし通知電気工事業者の変更に係る

申請：（１件未満 件/日）

・登録電気工事業者の変更に係る申

請：（  0.06件/日）

・通知電気工事業者の変更に係る申

請：（  0件/日）

・みなし登録電気工事業者の変更に係る

申請：（  0.57件/日）

・みなし通知電気工事業者の変更に係る

申請：（  0件/日）

・登録電気工事業者の変更に係る申

請：（ 1件/日）

・通知電気工事業者の変更に係る申

請：（ 0件/日）

・みなし登録電気工事業者の変更に係る

申請：（ 1件/日）

・みなし通知電気工事業者の変更に係る

申請：（ 0件/日）

・登録電気工事業者の変更に係る申

請：（ 1件/日）

・通知電気工事業者の変更に係る申

請：（ 0件/日）

・みなし登録電気工事業者の変更に係る

申請：（ 1件/日）

・みなし通知電気工事業者の変更に係る

申請：（ 0件/日）

全体で月４件程度

・登録電気工事業者の変更に係る申

請：（ 3件/月）

・通知電気工事業者の変更に係る申

請：（ 0件/月）

・みなし登録電気工事業者の変更に係る

申請：（  8件/月）

・みなし通知電気工事業者の変更に係る

申請：（  0件/月）

・登録電気工事業者の変更に係る申

請：（ 1件/日）

・通知電気工事業者の変更に係る申

請：（ 0件/日）

・みなし登録電気工事業者の変更に係る

申請：（ 2件/日）

・みなし通知電気工事業者の変更に係る

申請：（ 0件/日）

・登録電気工事業者の変更に係る申

請：（ ７件/月）

・通知電気工事業者の変更に係る申

請：（ ０件/月）

・みなし登録電気工事業者の変更に係る

申請：（１３件/月）

・みなし通知電気工事業者の変更に係る

申請：（ ０件/月）

・登録電気工事業者の廃止に係る申

請：（ 1件/2日）

・通知電気工事業者の廃止に係る申

請：（ 1件/4月）

・みなし登録電気工事業者の廃止に係る

申請：（ 1件/2日）

・みなし通知電気工事業者の廃止に係る

申請：（ 1件/3月）

・登録電気工事業者の廃止に係る申

請：（１件未満 件/日）

・通知電気工事業者の廃止に係る申

請：（１件未満 件/日）

・みなし登録電気工事業者の廃止に係る

申請：（１件未満 件/日）

・みなし通知電気工事業者の廃止に係る

申請：（１件未満 件/日）

・登録電気工事業者の廃止に係る申

請：（  0.02 件/日）

・通知電気工事業者の廃止に係る申

請：（  0 件/日）

・みなし登録電気工事業者の廃止に係る

申請：（  0.57件/日）

・みなし通知電気工事業者の廃止に係る

申請：（  0件/日）

・登録電気工事業者の廃止に係る申

請：（ 0件/日）

・通知電気工事業者の廃止に係る申

請：（ 0件/日）

・みなし登録電気工事業者の廃止に係る

申請：（ 0件/日）

・みなし通知電気工事業者の廃止に係る

申請：（ 0件/日）

・登録電気工事業者の廃止に係る申

請：（ 0件/日）

・通知電気工事業者の廃止に係る申

請：（ 0件/日）

・みなし登録電気工事業者の廃止に係る

申請：（ 0件/日）

・みなし通知電気工事業者の廃止に係る

申請：（ 0件/日）

全体で月１件程度

・登録電気工事業者の廃止に係る申

請：（ 2件/月）

・通知電気工事業者の廃止に係る申

請：（ 0件/月）

・みなし登録電気工事業者の廃止に係る

申請：（   1件/月）

・みなし通知電気工事業者の廃止に係る

申請：（ 0件/月）

・登録電気工事業者の廃止に係る申

請：（ 1件/日）

・通知電気工事業者の廃止に係る申

請：（ 0件/日）

・みなし登録電気工事業者の廃止に係る

申請：（ 0件/日）

・みなし通知電気工事業者の廃止に係る

申請：（ 0件/日）

・登録電気工事業者の廃止に係る申

請：（ ５件/月）

・通知電気工事業者の廃止に係る申

請：（ ０件/月）

・みなし登録電気工事業者の廃止に係る

申請：（ ２件/月）

・みなし通知電気工事業者の廃止に係る

申請：（ ０件/月）

・登録電気工事業者の更新に係る申

請：（ 1.5件/日）

・登録電気工事業者の更新に係る申

請：（２件/日）

・登録電気工事業者の更新に係る申

請：（  0.04件/日）

・登録電気工事業者の更新に係る申

請：（ 1件/日）

・登録電気工事業者の更新に係る申

請：（ 1件/日）

全体で月５件程度

・登録電気工事業者の更新に係る申

請：（ 10件/月）

・登録電気工事業者の更新に係る申

請：（ 2件/日）

・登録電気工事業者の更新に係る申

請：（ １５件/月）

1件/2年 ４件
０件、みなし登録電気工事業者の届出

に係る証明願：５件
0 1件 3 ０～１件 ５件

特になし

働き方の多様化に伴い、二種免状を所

有する申請者に対し、一律に雇用を前提

とした主任電気工事士実務経験証明書

の提出を求めることは、本申請の大きな

ハードルになっていると感じています。

雇用主から証明書の作成を拒否された

場合等、３年間の実務経験についてより

柔軟な証明方法を示して欲しい。

特に問題なし ー 他都道府県の実務経験証明者の確認が難しい 特に問題なし

提出書類の数が多く煩雑である。誓約書

は登録申請書と兼ねることは可能であろう

し、営業所位置図もカーナビや地図アプリ

がある今日では不要だと考える。

登録電気工事業者からみなし登録電気

工事業者への変更が増加して、収入が

減っている。これに伴い予算も年々少なく

なっているので、運用が切迫している。

1 1 1 1 1 1

1 1

Access excel EXCEL、紙台帳 EXCEL 紙台帳 EXCEL

Accessをクラウドで運用

業務のシステム化については現行システム

である程度完結している。

紙台帳

1 1 1 1 1 1

1 1

ー
主任電気工事士重複及び届出事業者

の登録の有無についてのチェック機能
ー ー ー ー

ー
ヒューマンエラーの防止と入力作業の手間

縮減
ー ー ー 情報連携の円滑化 ー

未回答

IOTが進む中で、本県としても手間の縮

減を見据え、電気工事業法の業務につい

て、国及び他の都道府県で先進的な取

組等があればご教授いただきたい。

未回答 未回答
他県情報もリアルタイムで確認できるように

してほしい。

情報連携の円滑化、コスト削減等のた

め、全国共通(共有)システムによる情報

管理を希望します。

将来的には、電子申請に移行していくべき

であると考えるが、①証紙収入に代わる決

済システム、②PCやインターネットが使えな

い人への対応などの検討課題があると思

われる。

・システム化や電子化すると、一度にすべ

てのデータが流出する危険がある。

また、一度流出してしまうと拡散する恐れ

があるので、検討していない。

・業務量が多いため、みなし登録電気工

事業も手数料が必要である。

・都道府県を越える指導はできない。



別紙2＿アンケート受領結果

項番 枝番 分類

1 業務体制（必須）

2

・登録電気工事業者の登録に係る申請：（

件/日）

・通知電気工事業者の登録に係る申請：（

件/日）

・みなし登録電気工事業者の登録に係る申請：（

件/日）

・みなし通知電気工事業者の登録に係る申請：（

件/日）

3

・登録電気工事業者の変更に係る申請：（

件/日）

・通知電気工事業者の変更に係る申請：（

件/日）

・みなし登録電気工事業者の変更に係る申請：（

件/日）

・みなし通知電気工事業者の変更に係る申請：（

件/日）

4

・登録電気工事業者の廃止に係る申請：（

件/日）

・通知電気工事業者の廃止に係る申請：（

件/日）

・みなし登録電気工事業者の廃止に係る申請：（

件/日）

・みなし通知電気工事業者の廃止に係る申請：（

件/日）

5
・登録電気工事業者の更新に係る申請：（ 件/

日）

6 開示状況（必須）

7 課題（必須）

専用の管理システム

一部手続きにおいてシステムを利用

EXCELまたはACCESS等の製品を利用

システムを利用していない

以下、項番8で「専用の管理システムを使用」または「一部手続きにおいてシステムを利用」と答

1 現在、システムの運用保守はどのような体制で実施されていますか？

2 何名程度の人員でシステム保守を実施されていますか？

3 稼働時間 システムの稼働時間は何時から何時までですか？

4 メンテナンス時間 メンテナンス時間はありますか？あればその時間を教えてください。

はい

いいえ

はい

いいえ

7 データ データ容量はどの程度ありますか？（回答時点のデータ容量で結構です。） 単位：GB

8 課題

以下、項番8で「ExcelまたはAccess等の製品を利用」または「システムを利用していない」と答

9 現状 現状の管理方法について教えてください

はい

いいえ

不明

11 システム化や電子化を行う場合、どのような機能を付加しようと考えていますか？

12 システム化や電子化に対し、どのような効果を期待しますか？

10 自由意見（任意）

現状電気工事業法業務を運用する上での問題点、課題点があれば、教えてください。

ご確認内容

電気工事業の業務の適正化に関する法律（以下「電気工事業法」という。）に係る業務（以

下「電気工事業法業務」という。）を現在何名で実施されていますか？

処理状況（必須） １日当たり申請書を処理する件数は、 何 ですか。 大凡で結構です

電気工事業情報の開示請求は年に何件程度ありますか（登録簿の謄本交付・閲覧を含

む。）。

電気工事業者情報の管理に関して、意見等がございましたら、ご自由に記入ください。

8 管理状況（必須）

電気工事業法業務のデータ（電気

工事業者情報）はどのように管理して

いますか。

9
運用管理体制

5

機能確認

承認処理について、システム上でワー

クフロー化はなされていますか？

6
申請書類は、電子化してシステム上

で保持していますか？

現状システムで抱える問題点はありますか？もし、あればその問題点を教えてください。

10

今後

今後、電気工事業法業務のシステム

化や電気工事業情報の電子化を検

討していますか？

行政庁２５ 行政庁２６ 行政庁２７ 行政庁２８ 行政庁２９ 行政庁３０ 行政庁３１ 行政庁３２ 行政庁３３ 行政庁３４ 行政庁３５ 行政庁３６

１名 ２名

5名 大阪府2名（主担1名、副担１

名）

委託先約3名（繁忙時増員あり）

※電気工事士法に従事する職員含む

1 2名 1名 1 ３名 １名
3名 担当２名＋嘱託員

いずれも他業務と兼任
2名 2

・登録電気工事業者の登録に係る申請：（

０．５件/日）

・通知電気工事業者の登録に係る申請：（

０．０５件/日）

・みなし登録電気工事業者の登録に係る申

請：（ ０．２件/日）

・みなし通知電気工事業者の登録に係る申

請：（ ０件/日）

H28.4～H31.1最多月間件数）÷20

・登録電気工事業者の登録に係る申

請：（０．４９件/日）

・通知電気工事業者の登録に係る申

請：（０ 件/日）

・みなし登録電気工事業者の登録に係る

申請：（０．２８件/日）

・みなし通知電気工事業者の登録に係る

申請：（０ 件/日）

・登録電気工事業者の登録に係る申

請：（約2.7件/日）

・通知電気工事業者の登録に係る申

請：（0件/日）年約3～5件

・みなし登録電気工事業者の登録に係る

申請：（約1.5件/日）

・みなし通知電気工事業者の登録に係る

申請：（0件/日）年約2～3件

29年度登録179件 みなし登録136件

通知登録1件

・登録電気工事業者の登録に係る申

請：（ 0.2 件/日）

・通知電気工事業者の登録に係る申

請：（ ０ 件/日）

・みなし登録電気工事業者の登録に係る

申請：（ 0.1 件/日）

・みなし通知電気工事業者の登録に係る

申請：（ 0 件/日）

・登録電気工事業者の登録に係る申

請：（  0.07件/日）

・通知電気工事業者の登録に係る申

請：（ 件/日）

・みなし登録電気工事業者の登録に係る

申請：（ 0.07件/日）

・みなし通知電気工事業者の登録に係る

申請：（ 件/日）

・登録電気工事業者の登録に係る申

請：（ 0.1件/日）

・通知電気工事業者の登録に係る申

請：（ 0件/日）

・みなし登録電気工事業者の登録に係る

申請：（ 0.1件/日）

・みなし通知電気工事業者の登録に係る

申請：（ 0件/日）

・登録電気工事業者の登録に係る申

請：（ １件/日）

・通知電気工事業者の登録に係る申

請：（ ０件/日）

・みなし登録電気工事業者の登録に係る

申請：（ １件/日）

・みなし通知電気工事業者の登録に係る

申請：（ ０件/日）

・登録電気工事業者の登録に係る申

請：（ 0.23 件/日）

・通知電気工事業者の登録に係る申

請：（ 0.016 件/日）

・みなし登録電気工事業者の登録に係る

申請：（ 0.075 件/日）

・みなし通知電気工事業者の登録に係る

申請：（ 0.0041 件/日）

年間処理件数

・登録 約200件

・通知  1件

・みなし 約50件

・みなし通知 1件

・登録電気工事業者の登録に係る申

請：（ 0.2件/日）

・通知電気工事業者の登録に係る申

請：（  0件/日）

・みなし登録電気工事業者の登録に係る

申請：（ 0.1件/日）

・みなし通知電気工事業者の登録に係る

申請：（    0件/日）

・登録電気工事業者の登録に係る申

請：（  件/日）※補足に記載

・通知電気工事業者の登録に係る申

請：（  件/日）

・みなし登録電気工事業者の登録に係る

申請：（ 件/日）

・みなし通知電気工事業者の登録に係る

申請：（ 件/日）

・登録電気工事業者の変更に係る申請：

（０．４件/日）

・通知電気工事業者の変更に係る申請：

（０件/日）

・みなし登録電気工事業者の変更に係る申

請：（１件/日）

・みなし通知電気工事業者の変更に係る申

請：（０件/日）

・登録電気工事業者の変更に係る申

請：（０．４９件/日）

・通知電気工事業者の変更に係る申

請：（０ 件/日）

・みなし登録電気工事業者の変更に係る

申請：（０．９１件/日）

・みなし通知電気工事業者の変更に係る

申請：（０ 件/日）

・登録電気工事業者の変更に係る申

請：（約1.8件/日）

・通知電気工事業者の変更に係る申

請：（0件/日）

・みなし登録電気工事業者の変更に係る

申請：（約4.6件/日）

・みなし通知電気工事業者の変更に係る

申請：（0件/日）年約3～5件

登録電気工事業者の変更に係る申請に

は、有料・無料・承継を含む

29年度登録変更193件 みなし変更

417件

・登録電気工事業者の変更に係る申

請：（ 0.1 件/日）

・通知電気工事業者の変更に係る申

請：（ 0 件/日）

・みなし登録電気工事業者の変更に係る

申請：（ 0.2 件/日）

・みなし通知電気工事業者の変更に係る

申請：（ 0 件/日）

・登録電気工事業者の変更に係る申

請：（ 0.06件/日）

・通知電気工事業者の変更に係る申

請：（ 件/日）

・みなし登録電気工事業者の変更に係る

申請：（ 0.21件/日）

・みなし通知電気工事業者の変更に係る

申請：（        件/日）

・登録電気工事業者の変更に係る申

請：（ 0.1件/日）

・通知電気工事業者の変更に係る申

請：（ 0件/日）

・みなし登録電気工事業者の変更に係る

申請：（ 0.1件/日）

・みなし通知電気工事業者の変更に係る

申請：（ 0件/日）

・登録電気工事業者の変更に係る申

請：（ １件/日）

・通知電気工事業者の変更に係る申

請：（ ０件/日）

・みなし登録電気工事業者の変更に係る

申請：（ １件/日）

・みなし通知電気工事業者の変更に係る

申請：（ ０件/日）

・登録電気工事業者の変更に係る申

請：（ 0.15 件/日）

・通知電気工事業者の変更に係る申

請：（ 0.008 件/日）

・みなし登録電気工事業者の変更に係る

申請：（ 0.41 件/日）

・みなし通知電気工事業者の変更に係る

申請：（ 0,004 件/日）

年間処理件数

・登録 約50件

・通知  0件

・みなし 約100件

・みなし通知 0件

・登録電気工事業者の変更に係る申

請：（ 0.2件/日）

・通知電気工事業者の変更に係る申

請：（  0件/日）

・みなし登録電気工事業者の変更に係る

申請：（ 0.5件/日）

・みなし通知電気工事業者の変更に係る

申請：（  0件/日）

・登録電気工事業者の変更に係る申

請：（ 件/日）※補足に記載

・通知電気工事業者の変更に係る申

請：（ 件/日）

・みなし登録電気工事業者の変更に係る

申請：（ 件/日）

・みなし通知電気工事業者の変更に係る

申請：（ 件/日）

・登録電気工事業者の廃止に係る申請：

（０．２５件/日）

・通知電気工事業者の廃止に係る申請：

（０件/日）

・みなし登録電気工事業者の廃止に係る申

請：（０．１５件/日）

・みなし通知電気工事業者の廃止に係る申

請：（０件/日）

・登録電気工事業者の廃止に係る申

請：（０．２５件/日）

・通知電気工事業者の廃止に係る申

請：（０ 件/日）

・みなし登録電気工事業者の廃止に係る

申請：（０．０８件/日）

・みなし通知電気工事業者の廃止に係る

申請：（０ 件/日）

・登録電気工事業者の廃止に係る申

請：（約1件/日）

・通知電気工事業者の廃止に係る申

請：（0件/日）年約1～2件

・みなし登録電気工事業者の廃止に係る

申請：（約0.5件/日）

・みなし通知電気工事業者の廃止に係る

申請：（0件/日）年約1～2件

29年度登録廃止116件 みなし廃止46

・登録電気工事業者の廃止に係る申

請：（ 0.1 件/日）

・通知電気工事業者の廃止に係る申

請：（ 0 件/日）

・みなし登録電気工事業者の廃止に係る

申請：（ 0.03 件/日）

・みなし通知電気工事業者の廃止に係る

申請：（ 0 件/日）

・登録電気工事業者の廃止に係る申

請：（ 0.04件/日）

・通知電気工事業者の廃止に係る申

請：（ 件/日）

・みなし登録電気工事業者の廃止に係る

申請：（ 0.01件/日）

・みなし通知電気工事業者の廃止に係る

申請：（ 件/日）

・登録電気工事業者の廃止に係る申

請：（ 0.1件/日）

・通知電気工事業者の廃止に係る申

請：（ 0件/日）

・みなし登録電気工事業者の廃止に係る

申請：（ 0.1件/日）

・みなし通知電気工事業者の廃止に係る

申請：（ 0件/日）

・登録電気工事業者の廃止に係る申

請：（ ０件/日）

・通知電気工事業者の廃止に係る申

請：（ ０件/日）

・みなし登録電気工事業者の廃止に係る

申請：（ ０件/日）

・みなし通知電気工事業者の廃止に係る

申請：（ ０件/日）

・登録電気工事業者の廃止に係る申

請：（ 0.075 件/日）

・通知電気工事業者の廃止に係る申

請：（ ０ 件/日）

・みなし登録電気工事業者の廃止に係る

申請：（ 0.01 件/日）

・みなし通知電気工事業者の廃止に係る

申請：（ 0.004 件/日）

年間処理件数

・登録 約50件

・通知  0件

・みなし 約10件

・みなし通知 1件

・登録電気工事業者の廃止に係る申

請：（ 0.1件/日）

・通知電気工事業者の廃止に係る申

請：（  0件/日）

・みなし登録電気工事業者の廃止に係る

申請：（ 0.1件/日）

・みなし通知電気工事業者の廃止に係る

申請：（  0件/日）

・登録電気工事業者の廃止に係る申

請：（ 件/日）※補足に記載

・通知電気工事業者の廃止に係る申

請：（ 件/日）

・みなし登録電気工事業者の廃止に係る

申請：（ 件/日）

・みなし通知電気工事業者の廃止に係る

申請：（ 件/日）

・登録電気工事業者の更新に係る申

請：（１．２ 件/日）

・登録電気工事業者の更新に係る申

請：（１．２９件/日）

・登録電気工事業者の更新に係る申

請：（約2.2件/日）
29年度更新353件

・登録電気工事業者の更新に係る申

請：（ 0.5 件/日）

・登録電気工事業者の更新に係る申

請：（ 0.27件/日）

・登録電気工事業者の更新に係る申

請：（ 0.2件/日）

・登録電気工事業者の更新に係る申

請：（ １件/日）

・登録電気工事業者の更新に係る申

請：（ 0.6 件/日）
年間処理件数 約100件

・登録電気工事業者の更新に係る申

請：（ 0.4件/日）

・登録電気工事業者の更新に係る申

請：（ 件/日）※補足に記載

約１０件

「公文書公開請求」、「登録簿の謄本交

付・閲覧」、「届出事項の証明願い」につ

いて

１件

約152件

昨年度実績（みなし証明113件、謄本

交付27件、謄本閲覧2件、捜査照会8

件、情報公開請求2件）

5件 40件程度 ２件 0～1 ０件 13件

問い合わせは年間数件あるが，開示され

る内容と要望される内容が一致しないた

め申請されなかった

0件 0件

職員が他業務を複数兼務しており、その

業務量および職員数の観点から立入検

査の実施が困難である。年に1度（２会

場）電気工事業者保安講習会を行い、

電気保安の推進を図っている。例年県内

の約７～８割の登録・届出業者が参

加。

主任電気工事士の実務経験の認定基準 建設業法との連携不足 特になし 特になし 未回答 未回答 特にありません。

台帳システムをマイクロソフトアクセス

2010で作成しているが、運用マニュアルを

作成していないため、システムの保守管理

に問題を抱えている。

登録が必要であることを認識していない事

業者が多い

一般用電気工作物の誤認識が多い

実務経験証明の審査・指導に期間を要

する場合がある

申請及び届出された登録及びみなし登録

電気工事業者の主任電気工事士が、他

県等の登録及びみなし登録電気工事業

者で主任電気工事士として選任されてい

ないかどうかの確認について。

現状は他県の登録電気工事業者等の主

任電気工事士となっていないかについて雇

用証明書及び口頭での確認を行ってい

る。

特になし

1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

業務委託 職員
通常使用の範囲は職員で管理

仕様変更・システム改修はベンダー委託
職員が実施（運用のみ）

約２名 1 職員2名 0名

24時間 9時から17時半 制限なし ８：３０から１７：１５まで

月に１度 なし なし なし

1

1 1 1

1 1 1 1

約120 21

4165件 内1449件は廃止済み等無効

データ

同管理システム内には別途電気工事士

情報も管理している

約1000件

・必要なデータの抽出が困難

・変更や更新履歴の情報が残らない（変

更等行ったという事実のみで、具体的な

変更箇所が分からない）

未回答
システムの仕様変更が職員ではできない

データベース内容の直接編集ができない

特になし

新システム開発中

Access、紙台帳 Access Accessで十分システム化されている。 EXCEL、紙台帳 EXCEL EXCEL、紙台帳 EXCEL、紙台帳 Excel 及び Access 等 Access、紙台帳

1

1 1 1

1 1 1 1

一部電子化を行っている。検索機能や 封筒の宛名印刷

各種交付書類印刷等の機能を有している。
データーのチェック機能 ー ー 情報の連携 ー ー 情報の連携

一部電子化を行っている。業務が効率化された。 効率化によるコスト削減 ー ー コスト削減、情報連携の円滑化 ー ー 業務の効率化

特になし

全国で統一したシステムによる管理が望ま

しい。 他

府県の登録情報の閲覧・照会ができるよ

うなものが望ましい。

未回答 未回答 特になし 未回答 未回答 特になし

現在使用中の台帳システムは、プロが作

成したものではなく、使い勝手やシステム

保守に問題をかかえながら運用している。

同じ業務を行う匡・都道府県の間で同じ

システムを使用することができれば業務改

善につながると考えられる。

当面国・各都道府県のデータ統合・システ

ム共用はハードルが高いと思われるため，

緊急を要する際の連絡体制の構築が必

要と思われる

未回答 未回答

不明



別紙2＿アンケート受領結果

項番 枝番 分類

1 業務体制（必須）

2

・登録電気工事業者の登録に係る申請：（

件/日）

・通知電気工事業者の登録に係る申請：（

件/日）

・みなし登録電気工事業者の登録に係る申請：（

件/日）

・みなし通知電気工事業者の登録に係る申請：（

件/日）

3

・登録電気工事業者の変更に係る申請：（

件/日）

・通知電気工事業者の変更に係る申請：（

件/日）

・みなし登録電気工事業者の変更に係る申請：（

件/日）

・みなし通知電気工事業者の変更に係る申請：（

件/日）

4

・登録電気工事業者の廃止に係る申請：（

件/日）

・通知電気工事業者の廃止に係る申請：（

件/日）

・みなし登録電気工事業者の廃止に係る申請：（

件/日）

・みなし通知電気工事業者の廃止に係る申請：（

件/日）

5
・登録電気工事業者の更新に係る申請：（ 件/

日）

6 開示状況（必須）

7 課題（必須）

専用の管理システム

一部手続きにおいてシステムを利用

EXCELまたはACCESS等の製品を利用

システムを利用していない

以下、項番8で「専用の管理システムを使用」または「一部手続きにおいてシステムを利用」と答

1 現在、システムの運用保守はどのような体制で実施されていますか？

2 何名程度の人員でシステム保守を実施されていますか？

3 稼働時間 システムの稼働時間は何時から何時までですか？

4 メンテナンス時間 メンテナンス時間はありますか？あればその時間を教えてください。

はい

いいえ

はい

いいえ

7 データ データ容量はどの程度ありますか？（回答時点のデータ容量で結構です。） 単位：GB

8 課題

以下、項番8で「ExcelまたはAccess等の製品を利用」または「システムを利用していない」と答

9 現状 現状の管理方法について教えてください

はい

いいえ

不明

11 システム化や電子化を行う場合、どのような機能を付加しようと考えていますか？

12 システム化や電子化に対し、どのような効果を期待しますか？

10 自由意見（任意）

現状電気工事業法業務を運用する上での問題点、課題点があれば、教えてください。

ご確認内容

電気工事業の業務の適正化に関する法律（以下「電気工事業法」という。）に係る業務（以

下「電気工事業法業務」という。）を現在何名で実施されていますか？

処理状況（必須） １日当たり申請書を処理する件数は、 何 ですか。 大凡で結構です

電気工事業情報の開示請求は年に何件程度ありますか（登録簿の謄本交付・閲覧を含

む。）。

電気工事業者情報の管理に関して、意見等がございましたら、ご自由に記入ください。

8 管理状況（必須）

電気工事業法業務のデータ（電気

工事業者情報）はどのように管理して

いますか。

9
運用管理体制

5

機能確認

承認処理について、システム上でワー

クフロー化はなされていますか？

6
申請書類は、電子化してシステム上

で保持していますか？

現状システムで抱える問題点はありますか？もし、あればその問題点を教えてください。

10

今後

今後、電気工事業法業務のシステム

化や電気工事業情報の電子化を検

討していますか？

行政庁３７ 行政庁３８ 行政庁３９ 行政庁４０ 行政庁４１ 行政庁４２ 行政庁４３ 行政庁４４ 行政庁４５ 行政庁４６ 行政庁４７ 合計

1名 出先機関3か所に各１名 1名 1名 1名

1名

火薬類取締法、武器等製造法、電気用

品安全法と兼務

8 名

電気工事業者の登録等事務は振興局

（６ヶ所）にて実施

5名

通信管理担当職員（4名）＋

臨時職員（1名）

２名（職員１名、非常勤１名）

29年度：新規登録22件

みなし登録26件

通知0件

みなし通知0件

・32件/246日（平日※平成29年度実績以下

同じ

・0件/246日（平日）

・17件/246日（平日）

・0件/246日（平日）

登録電気工事業者 30件/年

みなし登録電気工事業者 10件/年

233件/244日

1件/244日

139件/244日

1件/244日

Ｈ２９年度実績を平日数（２４４

日）で割ったもの（小数点第３位四捨

五入）

・登録申請 ８２件

・みなし登録申請 ５１件

・通知申請 ０件

・登録電気工事業者の登録に係る申

請：（ 0.14 件/日）

・通知電気工事業者の登録に係る申

請：（ 0 件/日）

・みなし登録電気工事業者の登録に係る

申請：（ 0.11 件/日）

・みなし通知電気工事業者の登録に係る

申請：（ 0 件/日）

・登録電気工事業者の登録に係る申

請：（ 0.2件/日）

・通知電気工事業者の登録に係る申

請：（ 0.0件/日）

・みなし登録電気工事業者の登録に係る

申請：（ 0.1件/日）

・みなし通知電気工事業者の登録に係る

申請：（ 0.0件/日）

・登録電気工事業者の登録に係る申

請：（ 52件/年）

・通知電気工事業者の登録に係る申

請：（ 0件/年）

・みなし登録電気工事業者の登録に係る

申請：（ 31件/年）

・みなし通知電気工事業者の登録に係る

申請：（ 0件/年）

29年度：登録変更18件

みなし変更88件

通知変更0件

みなし通知変更0件

・28件/246日（平日）

・0件/246日（平日）

・14件/246日（平日）

・0件/246日（平日）

登録電気工事業者 １０件/年

みなし登録電気工事業者 60件/年

124件/244日

1件/244日

306件/244日

1件/244日

・登録電気工事業者の変更に係る申

請：（ 0.05 件/日）

・通知電気工事業者の変更に係る申

請：（     0 件/日）

・みなし登録電気工事業者の変更に係る

申請：（ 0.3  件/日）

・みなし通知電気工事業者の変更に係る

申請：（ 0 件/日）

・登録変更 ４４件

・みなし変更 １６４件

・通知変更 ０件

・登録電気工事業者の変更に係る申

請：（ 0.11 件/日）

・通知電気工事業者の変更に係る申

請：（   0 件/日）

・みなし登録電気工事業者の変更に係る

申請：（ 0.52 件/日）

・みなし通知電気工事業者の変更に係る

申請：（ 0 件/日）

・登録電気工事業者の変更に係る申

請：（ 0.1件/日）

・通知電気工事業者の変更に係る申

請：（ 0.0件/日）

・みなし登録電気工事業者の変更に係る

申請：（ 0.4件/日）

・みなし通知電気工事業者の変更に係る

申請：（ 0.0件/日）

・登録電気工事業者の変更に係る申

請：（ 25件/年）

・通知電気工事業者の変更に係る申

請：（ ０件/年）

・みなし登録電気工事業者の変更に係る

申請：（ 149件/年）

・みなし通知電気工事業者の変更に係る

申請：（ ０件/年）

29年度：登録廃止24件

みなし廃止0件

通知廃止0件

みなし通知廃止0件

・50件/246日（平日）

・0件/246日（平日）

・16件/246日（平日）

・0件/246日（平日）

登録電気工事業者 10件/年

みなし登録電気工事業者 10件/年

41件/244日

1件/244日

18件/244日

1件/244日

・登録電気工事業者の廃止に係る申

請：（ 0.04 件/日）

・通知電気工事業者の廃止に係る申

請：（ 0 件/日）

・みなし登録電気工事業者の廃止に係る

申請：（ 0.03 件/日）

・みなし通知電気工事業者の廃止に係る

申請：（ 0 件/日）

・登録廃止 １５件

・みなし廃止 １４件

・通知廃止 ０件

・登録電気工事業者の廃止に係る申

請：（ 0 件/日）

・通知電気工事業者の廃止に係る申

請：（ 0 件/日）

・みなし登録電気工事業者の廃止に係る

申請：（ 0.03 件/日）

・みなし通知電気工事業者の廃止に係る

申請：（ 0  件/日）

・登録電気工事業者の廃止に係る申

請：（ 0.1件/日）

・通知電気工事業者の廃止に係る申

請：（ 0.0件/日）

・みなし登録電気工事業者の廃止に係る

申請：（ 0.0件/日）

・みなし通知電気工事業者の廃止に係る

申請：（ 0.0件/日）

・登録電気工事業者の廃止に係る申

請：（ 17件/年）

・通知電気工事業者の廃止に係る申

請：（ 0件/年）

・みなし登録電気工事業者の廃止に係る

申請：（ 12件/年）

・みなし通知電気工事業者の廃止に係る

申請：（ 0件/年）

29年度：105件 ・93件/246日（平日） 70～８０件/年 265件/244日
・登録電気工事業者の更新に係る申

請：（ 0.3 件/日）
・１３５件

・登録電気工事業者の更新に係る申

請：（ 0.40 件/日）

・登録電気工事業者の更新に係る申

請：（ 0.4件/日）

・登録電気工事業者の更新に係る申

請：（ 87件/年）

29年度：登録簿交付2件

登録簿閲覧0件
1件 5～10件 1件 １、２件程度 ほぼなし ６ 件/年 年1回程度 1～2件

標識のサイズをA3などに統一してほしい。 未回答 特になし 電気工事業法に対する申請者等の認知度が低い。 国、都道府県が有する電気工事業者に関

・登録電気工事業者の営業実態の把握

（違反の把握含む）の難しさ

現状立入検査頼りであるが、登録数は約

２，０００件ある上に新規、変更等で

入れ替わりが多く、全ての事業者を回るこ

とが困難である。

特にありません。 特にございません。 未回答

9

0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 30

2

2

8

0

10

Access、紙台帳 Excel、紙台帳 Excel、紙台紙

・登録電気工事業者についてはAccess

を利用

・通知電気工事業者についてはExcelを

利用

EXCEL、紙台帳

システム化及び運用に係る予算等を確保

できないため。

エクセルで台帳を作成。

一部のデータは、Ｈ２８年以前に使用し

ていた紙台帳から移行中。

EXCEL、紙台帳 Access Access

1 2

1 1 1 1 17

1 1 1 1 12

ー ー ー ー ー 情報の連携 ー ー 出先機関との情報の連携

ー ー ー ー ー 経産省や他都道府県との情報共有等 ー ー 業務の効率化

未回答 未回答 未回答

国土交通省の建設業者・宅建業者等企

業情報検索システムのようなシステムがあ

れば、主任電気工事士の実務経験を証

明する電気工事業者の他自治体等での

登録状況の確認が速やかに行えると思料

します。

未回答 未回答 特になし 特になし 未回答



項番 枝番 分類 監督部１ 監督部２ 監督部３ 監督部４ 監督部５ 監督部６ 監督部７ 監督部８ 合計

1 業務体制（必須） １名 1名 ３名（直接的な対応は2名） 1名 ４名 2名 ２名（申請・届出書類を処理するのはその２名

2

・登録電気工事業者の登録に係る申請：（

件/日）

・通知電気工事業者の登録に係る申請：（

件/日）

・みなし登録電気工事業者の登録に係る申請：（

件/日）

・みなし通知電気工事業者の登録に係る申請：（

件/日）

・登録電気工事業者の登録に係る申

請：（ ０件/日）

・通知電気工事業者の登録に係る申

請：（ ０件/日）

・みなし登録電気工事業者の登録に係る

申請：（ ０件/日）

・みなし通知電気工事業者の登録に係る

申請：（ ０件/日）

・登録電気工事業者の登録に係る申

請：（ 0件/日）

・通知電気工事業者の登録に係る申

請：（ 0件/日）

・みなし登録電気工事業者の登録に係る

申請：（ 0件/日）

・みなし通知電気工事業者の登録に係る

申請：（ 0件/日）

【H30実績】

・登録電気工事業者の登録に係る申

請：３件

・みなし登録電気工事業者の登録に係る

申請：１５件

・みなし通知電気工事業者の登録に係る

申請：１件

・登録電気工事業者の登録に係る申

請：（ 0.01件/日）

・通知電気工事業者の登録に係る申

請：（ 0.0０件/日）

・みなし登録電気工事業者の登録に係る

申請：（ 0.02件/日）

・みなし通知電気工事業者の登録に係る

申請：（ 0.0件/日）

H28年度 登録（みなし含む）６件

H29年度 登録（みなし含む）０件

登録については、ほとんどない。

みなし登録の申請については、数年に１

件程度。

年に１、２件あるかどうかというところです。

・登録電気工事業者の登録に係る申

請：（ 0.01 件/日）

・通知電気工事業者の登録に係る申

請：（ 0 件/日）

・みなし登録電気工事業者の登録に係る

申請：（ 0 件/日）

・みなし通知電気工事業者の登録に係る

申請：（ 0 件/日）

3

・登録電気工事業者の変更に係る申請：（

件/日）

・通知電気工事業者の変更に係る申請：（

件/日）

・みなし登録電気工事業者の変更に係る申請：（

件/日）

・みなし通知電気工事業者の変更に係る申請：（

件/日）

年間 １件

年間 ０件

年間３５件

年間 ０件

・登録電気工事業者の変更に係る申

請：（ 0件/日）

・通知電気工事業者の変更に係る申

請：（ 0件/日）

・みなし登録電気工事業者の変更に係る

申請：（ 1件/日）

・みなし通知電気工事業者の変更に係る

申請：（ 0件/日）

【H30実績】

・登録電気工事業者の変更に係る申

請：７件

・みなし登録電気工事業者の変更に係る

申請：１３４件

・みなし通知電気工事業者の変更に係る

申請：１件

・登録電気工事業者の変更に係る申

請：（ 0.01件/日）

・通知電気工事業者の変更に係る申

請：（ 0.01件/日）

・みなし登録電気工事業者の変更に係る

申請：（ 0.16件/日）

・みなし通知電気工事業者の変更に係る

申請：（ ー 件/日）

H28年度 変更（みなし含む）５７件

H29年度 変更（みなし含む）５０件 年間２０件程度

当部の業者数は、登録：０、通知：

１、みなし登録：４０、みなし通知：１

のため、ほぼ全数がみなし登録関係です。

また、変更届出は年に４０件程度です。

・登録電気工事業者の変更に係る申

請：（ 0.1 件/日）

・通知電気工事業者の変更に係る申

請：（ 0 件/日）

・みなし登録電気工事業者の変更に係る

申請：（ 0.3 件/日）

・みなし通知電気工事業者の変更に係る

申請：（ 0 件/日）

4

・登録電気工事業者の廃止に係る申請：（

件/日）

・通知電気工事業者の廃止に係る申請：（

件/日）

・みなし登録電気工事業者の廃止に係る申請：（

件/日）

・みなし通知電気工事業者の廃止に係る申請：（

件/日）

・登録電気工事業者の廃止に係る申

請：（ ０件/日）

・通知電気工事業者の廃止に係る申

請：（ ０件/日）

・みなし登録電気工事業者の廃止に係る

申請：（ ０件/日）

・みなし通知電気工事業者の廃止に係る

申請：（ ０件/日）

・登録電気工事業者の廃止に係る申

請：（ 0件/日）

・通知電気工事業者の廃止に係る申

請：（ 0件/日）

・みなし登録電気工事業者の廃止に係る

申請：（ 0件/日）

・みなし通知電気工事業者の廃止に係る

申請：（ 0件/日）

【H30実績】

・みなし登録電気工事業者の廃止に係る

申請：２件

・登録電気工事業者の廃止に係る申

請：（ 0.01件/日）

・通知電気工事業者の廃止に係る申

請：（ 0.00件/日）

・みなし登録電気工事業者の廃止に係る

申請：（ 0.01件/日）

・みなし通知電気工事業者の廃止に係る

申請：（ ー 件/日）

H28年度 廃止（みなし含む）４件

H29年度 廃止（みなし含む）２件 数年に１件程度 年に１、２件あるかどうかというところです。

・登録電気工事業者の廃止に係る申

請：（ 0 件/日）

・通知電気工事業者の廃止に係る申

請：（ 0 件/日）

・みなし登録電気工事業者の廃止に係る

申請：（ 0.01 件/日）

・みなし通知電気工事業者の廃止に係る

申請：（ 0 件/日）

5
・登録電気工事業者の更新に係る申請：（ 件/

日）

・登録電気工事業者の更新に係る申

請：（ ０件/日）

・登録電気工事業者の更新に係る申

請：（ 0件/日）

【H30実績】

１件

・登録電気工事業者の更新に係る申

請：（ 0.01件/日）

H28年度 更新（みなし含む）０件

H29年度 更新（みなし含む）１件
数年に１件程度 現在、登録電気工事業者数が０のため。

・登録電気工事業者の更新に係る申

請：（ 0.02 件/日）

6 開示状況（必須） ０件 0件 ０件 ０件 ０件 実績なし 現在、登録電気工事業者数が０のため。 ここ数年間無し

7 課題（必須）

電気工事業者情報に関して、申請の際

のミスや、当方での入力の際のミスが発生

することが考えられることから、これらを防止

する手立てが必要と考えられる。

みなし電気工業の都道府県←→国の所

管替えにおいて、変更届出書で届出をし

ている場合が少なくないと思われるので、

開始届を出すよう注意喚起が必要である

と考える。

未回答

国、都道府県所管の電気工事業者の共

有化。

実務経歴証明書の証明者の確認のた

め、都度登録等を行っているかを確認して

いるところ。所管外の業者の場合はその都

度問合せを行っているため、共有すること

により効率化が図れるものと思われる。

苦情、通報があった場合の対象事業者へ

の監督指導権限が不明確。

建設業の許可番号（５年ごとの更新）

の変更届出が出てこない

事業者もいるため、把握ができない。

特になし 特になし。 未回答

専用の管理システム 0

一部手続きにおいてシステムを利用 0

EXCELまたはACCESS等の製品を利用 1 1 1 1 1 1 6

システムを利用していない 1 1 2

以下、項番8で「専用の管理システムを使用」または「一部手続きにおいてシステムを利用」と答えた場合回答をお願いいたします。

1 現在、システムの運用保守はどのような体制で実施されていますか？

2 何名程度の人員でシステム保守を実施されていますか？

3 稼働時間 システムの稼働時間は何時から何時までですか？

4 メンテナンス時間 メンテナンス時間はありますか？あればその時間を教えてください。

はい 0

いいえ 0

はい 0

いいえ 0

7 データ データ容量はどの程度ありますか？（回答時点のデータ容量で結構です。） 単位：GB

8 課題

以下、項番8で「ExcelまたはAccess等の製品を利用」または「システムを利用していない」と答えた場合回答をお願いいたします。

9 現状 現状の管理方法について教えてください 一太郎の表に、データを入力 紙台帳 Access、紙台帳

Excelにて工事業者一覧表を管理。

一太郎にて個別に台帳作成。変更事項

は見え消し修正して更新。

申請書類(写)を紙媒体で管理。

EXCELで表形式にして管理しています。 システムを利用していない 紙台帳

電気工事業者の情報は基本的には

Accessによる管理を行っている。

登録簿はWordにより管理している。

現状、変更した中身を台帳に反映させる

ようにしており、変更届出の日付までの管

理はしていない。（紙媒体により保存）

基本紙台帳、立入検査管理等補完とし

てExcel利用

はい 0

いいえ 0

不明 0

11 システム化や電子化を行う場合、どのような機能を付加しようと考えていますか？ 未回答 未回答

事務手続きと履歴情報の連携

特に建設業許可の更新手続きや移管手

続きの履歴

未回答 未回答 未回答 未回答 未回答

12 システム化や電子化に対し、どのような効果を期待しますか？ 未回答 未回答 実用性 未回答 未回答 未回答 未回答 未回答

10 自由意見（任意） 過大にならないようにして頂きたい。 未回答

内規上、管理は紙台帳を基本とするよう

な規定になっているため、電子上のみでも

可とし、管理を一本化したい。

未回答
過去のデータ等（履歴）を残せるような

システムにしてほしい。
未回答 未回答 未回答

現状電気工事業法業務を運用する上での問題点、課題点があれば、教えてください。

ご確認内容

電気工事業の業務の適正化に関する法律（以下「電気工事業法」という。）に係る業務（以

処理状況（必須） １日当たり申請書を処理する件数は、 何 ですか。 大凡で結構です

電気工事業情報の開示請求は年に何件程度ありますか（登録簿の謄本交付・閲覧を含

む。）。

電気工事業者情報の管理に関して、意見等がございましたら、ご自由に記入ください。

8 管理状況（必須）

電気工事業法業務のデータ（電気

工事業者情報）はどのように管理して

いますか。

9 運用管理体制

5

機能確認

承認処理について、システム上でワー

クフロー化はなされていますか？

6
申請書類は、電子化してシステム上

で保持していますか？

現状システムで抱える問題点はありますか？もし、あればその問題点を教えてください。

10

今後

今後、電気工事業法業務のシステム

化や電気工事業情報の電子化を検

討していますか？



別紙3 専用の管理システム運用状況

枝番 設問 A県 B県 C県 D県 E県 F県 G県 H県 I県

1 不具合発生時に外部に依頼 ベンダー委託 なし ベンダー委託 ベンダー委託

通常使用の範囲は職員で管理

仕様変更・システム改修はベン

ダー委託

ベンダー委託

通常使用の範囲は職員で管理

仕様変更・システム改修はベン

ダー委託

通常使用の範囲は職員で管理

仕様変更・システム改修はベン

ダー委託

2 不明 １名 なし ５名 ２名 職員1名 約２名 職員2名 職員1名

3 稼働時間 24時間 24時間 24時間 24時間 24時間 8:30-17:15 24時間 24時間 8:30-17:15

4 メンテナンス時間 なし なし なし 随時 なし なし 月に１度 なし なし

はい 〇 〇

いいえ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

はい

いいえ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

7 データ 不明 841件 900件 100GB 0.02GB 約 11,000 件 約120GB（保安システム全体）

4165件 内1449件は廃止済

み等無効データ

同管理システム内には別途電気

工事士情報も管理

約1000件

8 課題

約20年前に構築されたシステム

のため、マニュアルが不備（前担

当から引継ぎにより、操作を習得

している。）

未回答

システムが正常に機能しない。

セキュリティ基盤及びOS等の環

境変化に対応できないこと、シス

テム不具合等によりExcel管理に

移行中

未回答 特になし
新元号に対応して老いない（改

修予定）

・必要なデータの抽出が困難

・変更や更新履歴の情報が残ら

ない（変更等行ったという事実の

みで、具体的な変更箇所が分か

らない）

システムの仕様変更が職員では

できない

データベース内容の直接編集がで

きない

特になし

新システム開発中

データ容量（不明の場合、登録件数）

運用管理体制

5

機能確認

6

設問詳細

承認処理について、システム

上でワークフロー化されている

か

申請書類は、電子化してシス

テム上で保持してるか

システムの運用保守はどのような体制で実施されているか

システム保守を実施している人数



（様式２）

頁 図表番号
別紙２
別紙３

図 3.3 1 国土交通省のシステムイメージ図

二次利用未承諾リスト

委託事業名 平成３０年度電気施設等
の保安規制の合理化検討にかかる調査

平成３０年度電気施設等の保安規制の
合理化検討にかかる調査
（電気工事業者情報の管理等に関する
調査・検討）
調査報告書

受注事業者名 アバナード株式会社

タイトル
アンケート受領結果

専用の管理システムの運用状況（都道府県）


