
根拠法令・根拠規定 手続名

政治資金規正法第１７条第１項 政治団体解散の届出

政治資金規正法第６条第１項 政治団体設立の届出
電波法第102条の3第1項（又は第102条の4第1項の規定により
届出を命ぜられた場合を含む）、電波法による伝搬障害の防止
に関する規則第8条＜電波法＞

高層建築物等予定工事届（届出を命ぜられた場合を含む）

電波法第27条の16、免許手続き規則第25条の８ 合併等による予備免許を受けた者の地位の承継の申請

電波法第27条の18第2項 無線局の登録の申請

電波法第27条の23第2項 変更登録の申請

電波法第27条の23第4項 変更登録の届出

電波法第27条の24第2項 登録人の地位の承継の届出

電波法第27条の25 登録状の訂正の申請

電波法第27条の26 登録局の廃止の届出

電波法第27条の29第2項 無線局の包括登録の申請

電波法第27条の30第2項 包括登録の変更登録の申請

電波法第27条の30第4項 包括登録の変更登録の届出

電波法第27条の31 無線局の開設の届出

電波法第27条の32 無線局の開設の届出の変更の届出

電波法第70条の7第2項 非常時運用人による無線局の運用の届出

電波法第70条の8第2項 免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用の届出

電波法第70条の9第2項 登録人以外の者による登録局の運用の届出

電波法第施行規則第33条第7号 技術操作を管理する者の選任及び解任の届出

無線局運用規則第262条の2 免許人と沿岸国主管庁との運用合意の届出

無線局免許手続規則第23条 登録状の再交付の申請

無線局免許手続規則第25条の14第1項 無線局の再登録の申請

無線局免許手続規則第25条の19第1項 無線局の包括登録の再登録の申請

昭和44年郵政省告示第236号＜電波法＞ 安全通信の発信に関する簡易な報告

電波法施行規則第11条の2の6第2項 特定基地局の開設計画の認定に係る一部の公示事項の変更の届出
電波法施行規則第11条の2の6第2項 特定基地局の開設計画の認定に係る一部の公示事項の変更の届出

電波法施行規則第28条の5第6項 電波法第35条第2号の措置を他の者に委託する場合の要件に必要な書類の提出

電波法施行規則第34条の4＜電波法＞
電波法第39条第４項

主任無線従事者の選任、解任の届出

電波法施行規則第34条の4＜電波法＞
電波法第51条（準用：電波法第39条第４項）

無線従事者の選任、解任の届出

電波法施行規則第38条第5項＜電波法＞ 無線局の現状を示す書類の証明の申請

電波法施行規則第38条第5項＜電波法＞ 局名録の認定の申請

電波法施行規則第39条第3項＜電波法＞ 無線局の検査の結果についての指示に関する措置内容の報告

電波法施行規則第41条の5、電波法第10条第2項 落成後の検査の一部省略のための無線設備等の点検実施報告

電波法施行規則第42条の2＜電波法＞ 遭難通信及び緊急通信を行った場合の報告

電波法施行規則第43条の2第1項＜電波法＞ 無線航行陸上局の通常方位測定区域及び運用する時間等の届出

電波法施行規則第43条の2第2項＜電波法＞ 標準周波数局又は特別業務の局の運用等の届出

電波法施行規則第43条の2第3項＜電波法＞ 無線航行陸上局等の運用に関する事項の変更の届出

電波法施行規則第43条の3第1項＜電波法＞ 事業計画の変更の届出

電波法施行規則第43条の3第2項＜電波法＞ 事業収支の結果の報告

電波法施行規則第43条の4＜電波法＞ 社団のアマチュア局の定款、理事の変更の届出

電波法施行規則第43条第1項＜電波法＞ 船舶局、航空機局又は航空機地球局の申請書記載事項変更の届出

電波法施行規則第43条第2項＜電波法＞ 船舶地球局等の所有者又は主たる停泊港若しくは定置場の変更の届出

電波法施行規則第43条第3項＜電波法＞ 移動する無線局の常置場所等の変更の届出

電波法施行規則第50条の4第1項＜電波法＞ 電波天文業務等の受信設備指定の申請

電波法施行規則第50条の7第1項＜電波法＞ 電波天文業務等の受信設備指定申請の記載事項の変更の承認の申請

電波法施行規則第50条の7第2項,第3項＜電波法＞ 電波天文業務等の受信設備指定申請の記載事項の変更届出等

電波法施行規則第51条の10＜電波法＞ 開設無線局数の届出

電波法施行規則第51条の10の6＜電波法＞ 電波利用料の前納の申出

電波法施行規則第51条の11＜電波法＞ 電波利用料の還付の請求

電波法施行規則第6条の3＜電波法＞ 呼出符号又は呼出名称の指定の申請

電波法第102条の3第2項、第102条の3第6項、第102条の4第2
項（又は第102条の4第1項の規定により届出を命ぜられた場合
を含む）、電波法による伝搬障害の防止に関する規則第8条＜
電波法＞

高層建築物等変更届（届出を命ぜられた場合を含む）

電波法第102条の3第3項及び第6項、第102条の4第3項 伝搬障害の判定のために必要な事項の報告

電波法第102条の3第5項、電波法による伝搬障害の防止に関
する規則第8条＜電波法＞

高層建築物等工事計画届

電波法第102条の7第2項、電波法による伝搬障害の防止に関
する規則第10条＜電波法＞

重要無線通信の障害防止のための協議に関するあっせんの申出

電波法第102条の9 伝搬障害防止区域の指定に係る工事の計画等の報告

電波法第102条第1項 総務大臣の建設した無線方位測定装置の設置場所から1キロメートル以内の地域における建造物又は工作物の建設の届出

電波法第18条第2項 変更検査の一部省略のための無線設備等の点検実施報告

電波法第24の13第2項において準用する第24条の6第2項 登録外国点検事業者の地位の承継の届出

電波法第24条の13第2項において準用する第24条の2第2項 登録外国点検事業者の登録の申請

電波法第24条の13第2項において準用する第24条の5第1項 登録外国点検事業者の事務所の名称等の変更の届出

電波法第24条の13第2項において準用する第24条の9第1項 登録外国点検事業の廃止の届出

電波法第24条の2第2項 登録点検事業者登録検査等事業者の登録の申請

電波法第24条の5第1項 登録点検事業者登録検査等事業者の事務所の名称等の変更の届出

電波法第24条の6第2項 登録点検事業者登録検査等事業者の地位の承継の届出

電波法第24条の9第1項 登録点検登録検査等事業の廃止の届出

電波法第27条の14第1項、免許手続規則25条の７第1項 特定基地局の開設計画の変更等の申請
電波法第27条の14第1項、免許手続規則25条の７第1項 特定基地局の開設計画の変更等の申請

電波法第27条の14第3項、免許手続規則25条の4～25条の7第
2項

開設計画に係る特定基地局の周波数の指定変更

電波法第27条の14第3項、免許手続規則25条の4～25条の7第
2項

開設計画に係る特定基地局の周波数の指定変更

電波法第27条の14第4項、免許手続規則25条の4～25条の7第
3項

認定計画の有効期間の延長

総務省の手続

公的個人認証サービス対象手続の導入状況
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電波法第27条の14第4項、免許手続規則25条の4～25条の7第
3項

認定計画の有効期間の延長

電波法第27条の16、無線局免許手続規則第25条の8＜電波法
＞
（準用：免許手続き規則第20条の3の2）

譲渡による特定基地局の認定開設者の地位の承継の申請

電波法第27条の16、免許手続規則第25条の8
（準用：免許手続き規則第20条の2第１項、第2項）

相続等による特定基地局の認定開設者の地位の承継の届出

電波法第27条の16、免許手続規則第25条の8
（準用：免許手続き規則第20条の2第１項、第2項）

相続等による特定基地局の認定開設者の地位の承継の届出

電波法第27条の16、免許手続規則第25条の8
(準用：免許手続規則第20条の３第１項、第２項)

合併等による特定基地局の認定開設者の地位の承継の申請

電波法第27条の16、免許手続規則第25条の8
(準用：免許手続規則第20条の３第１項、第２項)

合併等による特定基地局の認定開設者の地位の承継の申請

電波法第38条の14第1項 登録証明機関の技術基準適合証明の結果等に対する異議の申請

電波法第38条の24第3項において準用する第38条の14第1項 登録証明機関の工事設計認証の結果等に対する異議の申請

電波法第38条の31第4項において準用する第38条の14第1項 承認証明機関の技術基準適合証明の結果等に対する異議の申請

電波法第38条の31第6項において準用する第38条の14第1項 承認証明機関の工事設計認証の結果等に対する異議の申請

電波法第38条の33第3項 技術基準適合自己確認の届出

電波法第38条の33第5項 技術基準適合自己確認の変更の届出

電波法第38条の4第2項 登録証明機関の登録の更新

電波法第71条第6項、電波法施行規則第42条＜電波法＞ 人工衛星局の無線設備設置場所変更命令に対する措置の報告

電波法第72条第2項 被停止局からの申し出

電波法第73条第3項 定期検査の省略のための無線設備等の検査実施報告

電波法第73条第4項 定期検査の一部省略のための無線設備等の点検実施報告

電波法第7条第6項 申請の審査に係る資料の提出

電波法第81条 無線通信の秩序維持等確保のための報告

登録点検登録検査等事業者等規則第5条第6条第1項 登録点検事業者登録検査等事業者の登録証の再交付の申請

登録点検事業者等規則第8条第2項において準用する第5条第
1項＜電波法＞登録検査等事業者等規則第12条第1項

登録外国点検事業者の登録証の再交付の申請

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第11条第2
項＜電波法＞

登録証明機関の業務規程の変更の届出

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第14条＜
電波法＞

技術基準適合証明の業務の休廃止の届出

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第17条第4
項＜電波法＞

特定無線設備の工事設計認証の報告

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第17条第6
項＜電波法＞

工事設計認証を受けた特定無線設備の変更の報告

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第21条に
おいて準用する第14条＜電波法＞

技術基準適合証明の業務及び工事設計認証の業務の休廃止の届出

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第23条＜
電波法＞

承認証明機関の承認の申請

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第24条＜
電波法＞

承認証明機関の名称等の変更の届出

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第25条第4
項＜電波法＞

承認証明機関が行った技術基準適合証明の報告

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第25条第6
項

承認証明機関が行った技術基準適合証明の変更の報告

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第29条第1
項＜電波法＞

承認証明機関の業務規程の届出

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第29条第2
項＜電波法＞

承認証明機関の業務規程の変更の届出

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第31条＜
電波法＞

承認証明機関が行う技術基準適合証明の業務の休廃止の届出

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第33条第4
項＜電波法＞

承認証明機関が行った工事設計認証の報告

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第33条第6
項＜電波法＞

承認証明機関が行った工事設計認証の変更の報告

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第37条に
おいて準用する第31条＜電波法＞

承認証明機関が行う技術基準適合証明の業務及び工事設計認証の業務の休廃止の届出

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第3条第1
項＜電波法＞

登録証明機関の登録の申請

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第5条第1
項＜電波法＞

登録証明機関の名称等の変更の届出

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第6条第4
項＜電波法＞

技術基準適合証明の報告

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第6条第6
項

技術基準適合証明を受けた特定無線設備の変更の報告

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第9条第1
項＜電波法＞

登録証明機関の役員等の選任及び解任の届出

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則等第11条
第1項＜電波法＞

登録証明機関の業務規程の届出

無線機器型式検定規則第11条＜電波法＞ 合格機器の事項の変更等の届出

無線機器型式検定規則第4条第1項＜電波法＞ 無線設備の機器の検定申請

無線局運用規則第126号の3 呼出符号の使用の特例の届出

無線局免許手続規則第11条＜電波法＞ 工事落成期限の延長

無線局免許手続規則第12条第1項第1号＜電波法＞ 予備免許中の工事設計の変更の申請

無線局免許手続規則第12条第1項第1号＜電波法＞ 予備免許中の工事設計の変更の届出

無線局免許手続規則第12条第1項第2号＜電波法＞ 予備免許中の通信の相手方、通信事項、放送事項等の変更の申請

無線局免許手続規則第12条第1項第3号＜電波法＞ 予備免許中の識別信号、電波の型式等の指定の変更の申請

無線局免許手続規則第13条＜電波法＞ 無線局の工事落成届

無線局免許手続規則第15条の3＜電波法＞ 既に提出した免許申請に添付した工事設計書の写しの提出

無線局免許手続規則第16条～第18条、第18条の2、第19条＜
電波法＞

無線局再免許申請

無線局免許手続規則第20条の10第2項＜電波法＞
（準用：免許手続規則第20条の3第の2）

譲渡による包括免許人の地位の承継の申請

無線局免許手続規則第20条の10第2項＜電波法＞
（準用：免許手続規則第20条の2第1項、第2項）

相続等による包括免許人の地位の承継の届出
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無線局免許手続規則第20条の10第2項＜電波法＞
（準用：免許手続規則第20条の3第1項、第2項）

合併等による包括免許人の地位の承継の申請

無線局免許手続規則第20条の2第1項、第2項＜電波法＞ 相続等による免許人の地位の承継の届出

無線局免許手続規則第20条の2第3項＜電波法＞ 相続等における予備免許を受けた者の地位の承継の届出

無線局免許手続規則第20条の3の2＜電波法＞ 譲渡による免許人の地位の承継の申請

無線局免許手続規則第20条の3の2＜電波法＞ 譲渡による予備免許を受けた者の地位の承継の申請

無線局免許手続規則第20条の3第1項、第2項＜電波法＞ 合併等による免許人の地位の承継の申請

無線局免許手続規則第20条の3第8項＜電波法＞ 合併等による免許の承継に係る登記事項証明書の提出

無線局免許手続規則第20条の5＜電波法＞ 特定無線局免許申請

無線局免許手続規則第20条の8＜電波法＞ 特定無線局再免許申請

無線局免許手続規則第22条＜電波法＞ 免許状に記載した事項の訂正の申請

無線局免許手続規則第23条＜電波法＞ 無線局免許状の再交付申請

無線局免許手続規則第23条の2＜電波法＞ 特定無線局の運用開始期限の延長の申請

無線局免許手続規則第24条＜電波法＞ 無線局の運用開始の届出

無線局免許手続規則第24条＜電波法＞ 特定無線局の運用開始の届出

無線局免許手続規則第24条＜電波法＞ 無線局の運用休止の届出

無線局免許手続規則第24条の2 特定無線局の開設届

無線局免許手続規則第24条の2 特定無線局の開設局変更届

無線局免許手続規則第24条の2＜電波法＞ 無線局の目的変更の申請

無線局免許手続規則第24条の3＜電波法＞ 無線局の廃止の届出

無線局免許手続規則第24条の3＜電波法＞ 特定無線局の廃止の届出

無線局免許手続規則第24条の4 特定無線局の開設局廃止届

無線局免許手続規則第25条＜電波法＞ 識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許可時間の指定の変更の申請

無線局免許手続規則第25条＜電波法＞ 無線局設備の設置場所、移動範囲、通信事項、放送事項等の変更の申請

無線局免許手続規則第25条＜電波法＞ 無線設備変更工事等の許可又は届出

無線局免許手続規則第25条の2第1項＜電波法＞ 通信の相手方の変更、異なる無線設備の工事設計の申請

無線局免許手続規則第25条の2第2項＜電波法＞ 特定無線局の指定の変更の申請

無線局免許手続規則第25条の4、7＜電波法＞ 特定基地局の開設計画の認定の申請
無線局免許手続規則第25条の4、7＜電波法＞ 特定基地局の開設計画の認定の申請

無線局免許手続規則第25条第4項、第5項、第25条の3＜電波
法＞

変更工事等完了届

無線局免許手続規則第31条＜電波法＞ 外国の無線局の運用の申請

無線局免許手続規則第3条から第8条、第8条の2、第9条＜電
波法＞

無線局免許申請

無線設備規則第21条＜電波法＞ 空中線利得等の資料の提出
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