
 

 

消防用設備等点検結果報告書は郵送でも受け付けています。 

郵送による留意事項は次のとおりです。 

【郵送時必要な書類等と必要数】                                            

【副本の返却について】                          

・消防署に到着後、概ね１～２週間で返却いたします。 

・届出書類等に記載漏れや必要書類が不足している場合には消防署から 

修正依頼や確認のための電話連絡をさせていただきます。 

  この場合、修正した書類や、不足した書類を別途郵送していただくか、 

直接窓口に来訪していただきます。  

また、返却が通常より延びる可能性がありますので、ご了承ください。 

【郵送時の注意事項】                         

・送付する封筒の左下に「消防用設備等点検結果報告書在中」と記載し 

 てください。 

・消防用設備等点検結果報告書は、郵便法に基づく信書に該当しますので、 

郵便又は信書便事業者が行うサービスでお送りください。 

・郵送にあたり郵送方法は任意ですが、消防署に郵便物が届かなかった 

場合、消防署では責任を負いかねますのでご了承ください。 

・郵便事故等による書類の紛失を防止するために、簡易書留等の配達記録 

が残る方法で行っていただくことを推奨します。 

【送付先】                               

防火対象物の所在地により届出先が違いますので、下記の管轄表を参照し

て、防火対象物の所在地を管轄する消防署に送付してください。 

 

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書一式 

【点検結果報告書（別記様式第１）・点検結果総括表（別記様式第２）・ 

点検者一覧表（別記様式第３）・該当する消防用設備の点検票】 

 

２部 

返信用封筒（返信先の宛名を記入し、必要な料金分の切手を貼付したもの） １通 

郵送による消防用設備等点検結果報告書の受付について

 



【チェックシート】 ※こちらは郵送不要です。 

送付前にチェックをして確認してください。 

□１ 点検結果報告書（別記様式第１）に記載漏れはありませんか。 

※届出日は記入してありますか。 

※届出者は防火対象物の所有者、管理者及び占有者を言います。 

届出者が法人の場合、法人名および代表者の職氏名を記載してくだ 

さい。 

 

□２ 統括表（別記様式第２）に記載漏れはありませんか。 

※防火管理者欄（防火管理者が選任されている場合） 

及び立会者欄（点検に立ち会った者がいる場合）は記入してありま 

すか。 

 

□３ 点検者一覧表（別記様式第３）に記載漏れはありませんか。 

 

□４ 該当する消防用設備の点検票に記載漏れはありませんか。 

 

□５ 点検報告書に必要な書類の添付漏れはありませんか。 

   ※特に自家発電設備など非常電源が設置されている建物の場合、 

次の点検票の添付忘れがみられます。 

（１）点検票別記様式第２３～２５（非常電源）及び 

点検票別記様式第２６（配線）。 

    （２）非常電源（自家発電設備）の運転状況の点検結果又は運転性 

能の維持に係る予防的保全策を講じていることを示す書類。 

 

□６ 点検結果報告書は２部、封筒に入れましたか。 

 

□７ 封筒に「消防用設備等点検結果報告書在中」と記載してありますか。 

 

□８ 封筒の送付先は、防火対象物の所在地を管轄する消防署ですか。 

 

□９ 返信用封筒に副本の重さや大きさに応じた必要な料金分※の切手を 

貼り、宛名を記載していますか。 

（※返信を簡易書留で希望する場合はその必要な料金分） 

 

 



甲府地区消防本部 所在地 
中央消防署 〒400-0031 山梨県甲府市丸の内一丁目 1番 19号 

南消防署  〒400-0856 山梨県甲府市伊勢三丁目８番 23号 

西消防署  〒400-0118 山梨県甲斐市竜王 3314番地１  
 

甲府地区消防本部 署管轄表 

甲府市：下記表参照 

甲斐市（旧竜王町、敷島町）：西消防署 

中央市：南消防署 

昭和町：南消防署 

 

  甲 府 市 内 町 名 管 轄 署 

あ行 相生一・二・三丁目 中央消防署 

  青沼一・二・三丁目 南消防署 

  青葉町 南消防署 

  朝気一・二・三丁目 南消防署 

  朝日一・二・三・四・五丁目 中央消防署 

  愛宕町 中央消防署 

  荒川一・二丁目 西消防署 

  飯田一・二・三・四・五丁目 中央消防署 

  猪狩町 中央消防署 

  池田一・二・三丁目 西消防署 

  伊勢一・二・三・四丁目 南消防署 

  岩窪町 中央消防署 

  後屋町 南消防署 

  右左口町 南消防署 

  大里町 南消防署 

  太田町 南消防署 

  大津町 南消防署 

  大手一・二・三丁目 中央消防署 

  落合町 南消防署 

  音羽町 中央消防署 

  小曲町 南消防署 

か行 梯町 南消防署 

  金竹町 西消防署 

  上阿原町 南消防署 

  上石田一・二・三・四丁目 西消防署 



  上今井町 南消防署 

  上帯那町 中央消防署 

  上小河原町 南消防署 

  上条新居町 南消防署 

  上積翠寺町 中央消防署 

  上曽根町 南消防署 

  上町 南消防署 

  上向山町 南消防署 

  川窪町 中央消防署 

  川田町 中央消防署 

  北口一・二・三丁目 中央消防署 

  北新一・二丁目 中央消防署 

  貢川一・二丁目 西消防署 

  貢川本町 西消防署 

  国玉町 南消防署 

  黒平町 中央消防署 

  国母一・二・三・四・五・六・七・八丁目 南消防署 

  小瀬町 南消防署 

  寿町 中央消防署 

  古府中町 中央消防署 

  小松町 中央消防署 

さ行 幸町 南消防署 

  酒折一・二・三丁目 中央消防署 

  酒折町 中央消防署 

  桜井町 中央消防署 

  里吉一・二・三・四丁目 南消防署 

  里吉町 南消防署 

  塩部一・二・三・四丁目 中央消防署 

  下飯田一・二・三・四丁目 西消防署 

  下石田二丁目 西消防署 

  下今井町 南消防署 

  下帯那町 中央消防署 

  下鍛冶屋町 南消防署 

  下河原町 西消防署 

  下小河原町 南消防署 



  下積翠寺町 中央消防署 

  下曽根町 南消防署 

  下向山町 南消防署 

  白井町 南消防署 

  心経寺町 南消防署 

  新田町 西消防署 

  城東一・二・三・四・五丁目 中央消防署 

  砂田町 中央消防署 

  住吉一・二・三・四・五丁目 南消防署 

  住吉本町 南消防署 

  善光寺一・二・三丁目 中央消防署 

  善光寺町 中央消防署 

  草鹿沢町 中央消防署 

た行 高成町 中央消防署 

  高畑一丁目 中央消防署 

  高畑二・三丁目 南消防署 

  高町 中央消防署 

  高室町 南消防署 

  宝一・二丁目 中央消防署 

  武田一・二・三・四丁目 中央消防署 

  竹日向町 中央消防署 

  大和町 中央消防署 

  中央一・二・三・四・五丁目 中央消防署 

  長松寺町 西消防署 

  千塚一・二・三・四・五丁目 中央消防署 

  塚原町 中央消防署 

  天神町 中央消防署 

  塔岩町 中央消防署 

  東光寺一・二・三丁目 中央消防署 

  東光寺町 中央消防署 

  徳行一・二・三・四・五丁目 西消防署 

  富竹一・二・三・四丁目 西消防署 

な行 中小河原一丁目 南消防署 

  中小河原町 南消防署 

  中町 南消防署 



  中畑町 南消防署 

  中村町 西消防署 

  七沢町 南消防署 

  西油川町 南消防署 

  西下条町 南消防署 

  西高橋町 南消防署 

  西田町 中央消防署 

は行 羽黒町 中央消防署 

  東下条町 南消防署 

  平瀬町 中央消防署 

  富士見一・二丁目 中央消防署 

  古上条町 南消防署 

  古関町 南消防署 

  堀之内町 南消防署 

ま行 増坪町 南消防署 

  丸の内一・二・三丁目 中央消防署 

  美咲一・二丁目 中央消防署 

  御岳町 中央消防署 

  緑が丘一・二丁目 中央消防署 

  南口町 南消防署 

  宮原町 南消防署 

  宮前町 中央消防署 

  向町 南消防署 

  元紺屋町 中央消防署 

や行 屋形一・二・三丁目 中央消防署 

  山宮町 中央消防署 

  湯田一・二丁目 南消防署 

  湯村一・二・三丁目 中央消防署 

  横根町 中央消防署 

  蓬沢一丁目 南消防署 

  蓬沢町 南消防署 

わ行 若松町 中央消防署 

  和田町 中央消防署 

  和戸町 中央消防署 

 


