
【営業に係る許認可等一覧】

1 物品

種目
コード

種目
細目
コード

細目名 許認可等名称 根拠法令
任意・
必須区分

002 雑貨 Ｂ 塗料（毒劇物にあたるもの） 毒物劇物販売業登録 毒物及び劇物取締法第４条第１項 必須

管理医療機器販売業届出
医薬品、医療機器等の品質、有効性
及び安全性の確保等に関する法律第
３９条の３第１項

高度管理医療機器等販売業許可
医薬品、医療機器等の品質、有効性
及び安全性の確保等に関する法律第
３９条第１項

医療機器製造販売業許可
医薬品、医療機器等の品質、有効性
及び安全性の確保等に関する法律第
２３条の２第１項

医療機器製造業登録
医薬品、医療機器等の品質、有効性
及び安全性の確保等に関する法律第
２３条の２の３第１項

特定計量器販売事業届出 計量法第５１条

Ａ 理化学分析機器 放射性同位元素販売業届出
放射性同位元素等による放射線障害
の防止に関する法律第４条第１項

任意

Ｂ
電気・工業計測機器、
計量・測量機器

特定計量器販売事業届出 計量法第５１条 任意

毒物劇物販売業登録 毒物及び劇物取締法第４条第１項

薬局開設許可
医薬品、医療機器等の品質、有効性
及び安全性の確保等に関する法律第
４条第１項

医薬品等製造販売業許可
医薬品、医療機器等の品質、有効性
及び安全性の確保等に関する法律第
１２条第１項

医薬品等製造業許可
医薬品、医療機器等の品質、有効性
及び安全性の確保等に関する法律第
１３条第１項

医薬品販売業許可
医薬品、医療機器等の品質、有効性
及び安全性の確保等に関する法律第
２４条第１項

麻薬卸売業者免許
麻薬及び向精神薬取締法第３条第１
項

覚せい剤製造業者指定 覚せい剤取締法第３条第１項

E 医療ガス
液化石油ガス販売事業登録
／高圧ガス製造許可
／高圧ガス販売事業届出

液化石油ガスの保安の確保及び取引
の適正化に関する法律第３条第１項
／高圧ガス保安法第５条第１項、第
20条の４

任意

Ａ
工業薬品・試薬（毒劇
物にあたらないもの）

毒物劇物販売業登録 毒物及び劇物取締法第４条第１項 任意

Ｂ
工業薬品・試薬（毒劇
物にあたるもの）

毒物劇物販売業登録 毒物及び劇物取締法第４条第１項 必須

012 什器・家具 Ｂ 中古品（一般什器） 古物営業許可 古物営業法第３条第１項 必須
014 食料品・記念品 Ａ 食料品 営業許可 食品衛生法第52条第１項 任意
016 消防用品 建設業許可 建設業法第３条第１項 任意

006 医療機械器具

007 理化学機械器具

008 医薬

009 工化学薬品

任意

任意

凡例：／は「又は」を表す。※いずれか一つ以上取得していれば登録可能です

すべての細目

すべての細目

すべての細目
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【営業に係る許認可等一覧】

種目
コード

種目
細目
コード

細目名 許認可等名称 根拠法令
任意・
必須区分

危険物施設設置許可 消防法第１１条第１項
指定可燃物貯蔵等届出 横浜市火災予防条例第７６条第１項

Ａ 石油（スタンド給油）

Ｂ
石油（ローリー・ドラ
ム納入）

Ｄ 家庭用プロパンガス
液化石油ガス販売事業登録
／高圧ガス製造許可
／高圧ガス販売事業届出

液化石油ガスの保安の確保及び取引
の適正化に関する法律第３条第１項
／高圧ガス保安法第５条第１項、第
20条の４

必須

Ｅ
自動車用プロパンガ
ス、自動車用天然ガス

液化石油ガス販売事業登録
／高圧ガス製造許可

液化石油ガスの保安の確保及び取引
の適正化に関する法律第３条第１項
／高圧ガス保安法第５条第２項

必須

Ｆ 工業用ガス
液化石油ガス販売事業登録
／高圧ガス製造許可
／高圧ガス販売事業届出

液化石油ガスの保安の確保及び取引
の適正化に関する法律第３条第１項
／高圧ガス保安法第５条第１項、第
20条の４

任意

Ｇ 水素（スタンド充填） 高圧ガス販売事業届出 高圧ガス保安法第20条の４ 必須
018 原材料 Ｂ 造園材・木材 販売業者届出 農薬取締法第８条第１項 任意

Ｂ 中古自動車 古物営業許可 古物営業法第３条第１項 必須
Ｚ その他 古物営業許可 古物営業法第３条第１項 任意

3 修繕

種目
コード

種目
細目
コード

細目名 許認可等名称 根拠法令
任意・
必須区分

Ａ～Ｉ 自動車分解整備事業認証 道路運送車両法第７８条第１項 必須
Ｊ～Ｚ 自動車分解整備事業認証 道路運送車両法第７８条第１項

指定自動車整備事業指定 道路運送車両法第９４条の２第１項
検査業者登録 労働安全衛生法第５４条の３第１項

4 委託

種目
コード

種目
細目
コード

細目名 許認可等名称 根拠法令
任意・
必須区分

建築物環境衛生総合管理業登録
建築物における衛生的環境の確保に
関する法律第１２条の２第１項

任意

Ａ 庁舎・事務所等清掃
Ｃ 病院清掃

建築物空気環境測定業登録
建築物における衛生的環境の確保に
関する法律第１２条の２第１項

建築物空気調和用ダクト清掃業登
録

建築物における衛生的環境の確保に
関する法律第１２条の２第１項

建築物飲料水水質検査業登録
建築物における衛生的環境の確保に
関する法律第１２条の２第１項

建築物飲料水貯水槽清掃業登録
建築物における衛生的環境の確保に
関する法律第１２条の２第１項

建築物排水管清掃業登録
建築物における衛生的環境の確保に
関する法律第１２条の２第１項

建築物ねずみ昆虫等防除業登録
建築物における衛生的環境の確保に
関する法律第１２条の２第１項

作業環境測定機関登録 作業環境測定法第３３条第１項
Ａ 人的警備 警備業認定 警備業法第４条 必須

警備業認定 警備業法第４条 必須
機械警備業務開始届出 警備業法第40条 必須

019 不用品買受

017 燃料

302 警備

201 自動車修理・点検

すべての細目

301 建物管理

任意

石油製品販売業届出
／揮発油販売業登録

石油の備蓄の確保等に関する法律第
27条第１項／揮発油等の品質の確保
等に関する法律第３条

必須

すべての細目

すべての細目

Ｂ 機械警備

任意

任意

任意

建築物清掃業登録
建築物における衛生的環境の確保に
関する法律第１２条の２第１項

Ｚ
その他（環境測定な
ど）
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【営業に係る許認可等一覧】

種目
コード

種目
細目
コード

細目名 許認可等名称 根拠法令
任意・
必須区分

Ａ 浄化槽清掃 浄化槽清掃業許可 浄化槽法第３５条第１項 必須

Ｃ 貯水槽等清掃・点検 建築物飲料水貯水槽清掃業登録
建築物における衛生的環境の確保に
関する法律第１２条の２第１項

任意

一般貨物自動車運送事業許可
／貨物軽自動車運送事業届出

貨物自動車運送事業法第３条／貨物
自動車運送事業法第３６条第１項

必須

特定貨物自動車運送事業許可
貨物自動車運送事業法第３５条第１
項

港湾運送事業許可 港湾運送事業法第４条
港湾運送関連事業届出 港湾運送事業法第２２条の２第１項
倉庫業登録 倉庫業法第３条
トランクルーム認定 倉庫業法第25条
航空運送事業許可 航空法第１００条第１項
第一種貨物利用運送事業登録 貨物利用運送事業法第３条第１項
第二種貨物利用運送事業許可 貨物利用運送事業法第２０条

Ｃ 信書便事業
一般信書便事業者許可
／特定信書便事業者許可

民間事業者による信書の送達に関す
る法律第６条／民間事業者による信
書の送達に関する法律第２９条

必須

308 クリーニング Ａ クリーニング クリーニング所適合確認書 クリーニング業法第５条の２ 必須
309 害虫等駆除 Ａ 害虫等駆除 建築物ねずみ昆虫等防除業登録

建築物における衛生的環境の確保に
関する法律第１２条の２第１項

任意

情報セキュリティマネジメントシ
ステム適合性評価制度における認
証（ISMS）登録
プライバシーマーク取得
計量証明事業登録(特定濃度)／
（濃度）／（音圧レベル）／（振
動加速度レベル）／その他

計量法第１０７条 必須

水質検査機関登録 水道法第２０条第３項
ダイオキシン類の環境測定を伴う
請負調査受注資格

ダイオキシン類の環境測定に係る精
度管理指針

建築物空気環境測定業登録
建築物における衛生的環境の確保に
関する法律第１２条の２第１項

建築物飲料水水質検査業登録
建築物における衛生的環境の確保に
関する法律第１２条の２第１項

作業環境測定機関登録 作業環境測定法第３３条第１項

Ｂ 環境アセスメント調査
建設コンサルタント登録（各部門
別）

建設コンサルタント登録規程第２条
第１項

任意

Ｃ 臨床検査 衛生検査所登録
臨床検査技師等に関する法律第２０
条の３第１項

必須

試験検査機関登録 薬事法施行規則第１２条第１項
検査機関登録 食品衛生法第３１条
建設業許可 建設業法第３条第１項

電気工事業登録
電気工事業の業務の適正化に関する
法律第３条第１項

319 施設運転管理・保守
Ａ 汚水処理場 下水道処理施設維持管理業者登録

下水道処理施設維持管理業者登録規
程第２条第１項

任意

303 浄化槽・貯水槽等清掃

317 電気設備保守

314 検査・測定

310 コンピュータ業務

307 貨物運送

Ａ 大気・水質等測定分析

すべての細目

すべての細目

すべての細目

任意

任意

任意

Ｚ その他 任意

任意

3



【営業に係る許認可等一覧】

種目
コード

種目
細目
コード

細目名 許認可等名称 根拠法令
任意・
必須区分

一般廃棄物収集運搬業許可
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第７条第１項

必須

一般貨物自動車運送事業許可 貨物自動車運送事業法第３条 任意

Ｂ
一般廃棄物中間処理・
最終処分

一般廃棄物処分業許可
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第７条第６項

必須

産業廃棄物収集運搬業許可
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第１４条第1項

必須

一般貨物自動車運送事業許可 貨物自動車運送事業法第３条 任意

Ｄ
産業廃棄物中間処理・
最終処分

産業廃棄物処分業許可
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第１４条第６項

必須

特別管理産業廃棄物収集運搬業許
可

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第１４条の４第１項

必須

一般貨物自動車運送事業許可 貨物自動車運送事業法第３条 任意

Ｆ
特別管理産業廃棄物処
分

特別管理産業廃棄物処分業許可
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第１４条の４第６項

必須

えなその他出産に伴う産あい物処
理業許可

えなその他出産に伴う産あい物処理
業者条例

廃棄物再生事業者登録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第２０条の２第１項

6 電力等

種目
コード

種目
細目
コード

細目名 許認可等名称 根拠法令
任意・
必須区

Ａ 電力供給
小売電気事業者登録（小売電気事
業を営もうとする者の登録につい
て）

電気事業法第２条の２ 必須

Ｂ 都市ガス

ガス小売事業者登録／一般ガス導
管事業許可／特定ガス導管事業者
としての届出／ガス製造事業者と
しての届出

ガス事業法第３条／同法第35条／同
法第72第１項／同法86条第１項

必須

7 その他の業務

種目
コード

種目
細目
コード

細目名 許認可等名称 根拠法令
任意・
必須区分

601 労働者派遣
労働者派遣事業許可

労働者派遣事業の適正な運営の確保
及び派遣労働者の保護等に関する法
律第５条第１項／同法附則第３条

必須

Ａ 旅行 旅行業登録 旅行業法第３条 必須
Ｂ 貸切バス・特定バス 旅客自動車運送事業許可 道路運送法 必須

501 電力・都市ガス

603 その他の業務

320

すべての細目

任意

廃棄物処理
一般廃棄物収集運搬Ａ

Ｚ その他

Ｃ 産業廃棄物収集運搬

Ｅ
特別管理産業廃棄物収
集運搬
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