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第１条 施行期日 ････････････････････････････････････････････････１５８

第２条 経過措置 ･･･････････････････････････････････････････････１５８

附 則 （平成１８年９月２９日経済産業省令第９１号）

第１条 施行期日 ････････････････････････････････････････････････１５９

第２条 経過措置 ････････････････････････････････････････････････１５９

附 則 （平成１９年３月３０日経済産業省令第２９号） ･････････････････････１６０

附 則 （平成２０年３月２１日経済産業省令第１５号） ･････････････････････１６０

附 則 （平成２１年３月３１日経済産業省令第１９号）

第１条 施行期日 ････････････････････････････････････････････････１６０

第２条 経過措置 ････････････････････････････････････････････････１６０

附 則 （平成２２年３月２５日経済産業省令第１３号） ･････････････････････１６１

附 則 （平成２２年６月２２日経済産業省令第３４号） 抄

第１条 施行期日 ････････････････････････････････････････････････１６１

附 則 （平成２３年３月３１日経済産業省令第１３号） ･････････････････････１６１

附 則 （平成２４年１月１２日経済産業省令第２号） ･･･････････････････････１６１

附 則 （平成２４年５月３１日経済産業省令第４３号） 抄

第１条 施行期日 ････････････････････････････････････････････････１６１

第２条 経過措置 ････････････････････････････････････････････････１６２

【別添（第４６条第２項関係）】災害月報の記載要領について ･･････････････････１６３


