
　
移譲可能事務・権限メニュー条項一覧移譲可能事務・権限メニュー条項一覧移譲可能事務・権限メニュー条項一覧移譲可能事務・権限メニュー条項一覧

1 ◎ 地域振興簡易専用水道に関する事務 水道法 立入検査、清掃等の指示、給水停止命令など 斑鳩町　三宅町　曽爾村 地域政策課 342 地域振興専用水道に関する事務 水道法 専用水道の給水開始届出受理 地域政策課 233 ◎ 地域振興新たに生じた土地の確認に関する事務 地方自治法 埋め立て等により市町村区域内に新たに土地が生じたときの土地の確認の届出受理及び告示 奈良市　大和高田市　大和郡山市天理市　橿原市　桜井市　五條市御所市　宇陀市　山添村　平群町三郷町　斑鳩町　安堵町　川西町三宅町　曽爾村　御杖村　高取町上牧町　王寺町　広陵町　河合町野迫川村 市町村振興課 404 地域振興財産区に関する事務 地方自治法 財産区の議会等の設置等に関する条例の設定 天理市　橿原市　香芝市宇陀市　御杖村　高取町 市町村振興課 55 地域振興電気用品安全法に基づく適正表示に関する事務 電気用品安全法 報告の徴収・立入検査の実施等 エネルギー政策課 276 地域振興液化石油ガス法に関する事務 液化石油ガス法等 液化石油ガス器具等の販売事業者からの報告徴収、立入検査、提出命令 エネルギー政策課 357 地域振興 ガス用品の販売事業者に関する事務 ガス事業法等 報告の徴収、立入検査、ガス用品の提出命令 エネルギー政策課 128 福祉 生活保護の実施に関する事務 生活保護法 保護の要否等の決定、保護費の支弁、停止、廃止、調査、指導など 地域福祉課 19 福祉 民生委員の指導監督に関する事務 民生委員法 民生委員の指導監督 地域福祉課 610 福祉 奈良県住みよい福祉のまちづくり条例に基づく事務 奈良県住みよい福祉のまちづくり条例及び施行規則 公共的施設のうち特定施設を設置しようとする者からの届出の受理等 奈良市　橿原市　生駒市 地域福祉課11 福祉 戦傷病者特別援護法施行規則に基づく事務 戦傷病者特別援護法施行規則 戦傷病者特別援護法施行規則に基づく事務 奈良市　大和高田市　大和郡山市天理市　橿原市　桜井市　五條市御所市　生駒市　香芝市　葛城市宇陀市　十津川村 地域福祉課12 福祉 社会福祉法人の定款認可等 社会福祉法 定款認可等 地域福祉課障害福祉課長寿社会課子育て支援課監査指導室こども家庭課 813 福祉 地域子育て支援拠点事業に関する事務 社会福祉法 事業開始届の受理等 女性活躍推進課 1614 福祉 一時預かり事業に関する事務 児童福祉法 事業開始届の受理等 子育て支援課 015 福祉 特別児童扶養手当の支給に関する事務 特別児童扶養手当等の支給に関する法律等 特別児童扶養手当の受給資格の認定、手当の返還など 子育て支援課 316 福祉 無認可（認可外）保育施設設置者に関する事務 児童福祉法等 設置届出等の受理、報告徴収等、改善勧告、事業停止又は閉鎖命令など 子育て支援課 1817 福祉 児童厚生施設に関する事務 児童福祉法等 児童館等の設置等の届出受理、変更届出の受理など 子育て支援課 918 福祉 放課後児童健全育成事業 社会福祉法 開始届、変更届、廃止届の受理 子育て支援課 1619 福祉 児童扶養手当支給事務 児童扶養手当法 受給資格・額の認定、手当の支給、関係人への質問、物件の提出命令など 子育て支援課 020 福祉 児童福祉施設（保育所等）の設置等に関する事務 児童福祉法等 児童福祉施設の設置届出の受理、報告徴収等、改善勧告、改善命令など 子育て支援課監査指導室 1821 福祉 特別障害者手当等の支給に関する事務 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 障害児福祉手当・特別障害者手当の受給資格の認定、支給、物件等の提出命令など 障害福祉課 13

※「重点移譲事務」の「◎」は、既に一部の市町村に移譲実績のある事務、他府県において相当の移譲実績のある事務、法令により一部市町村に移譲されている事務、従来からの事務を一体的・総合的に行うことによりその相乗効果が期待できるものの中から選別したものであり、積極的に権限移譲を推進するもので、平成２７年度までに指定済みのもの。　「☆」は他府県の状況や県内市町村の状況を勘案し、平成２８年度に新規指定した「重点移譲推進事務」となります。番号 重点移譲事務 部局 事務・権限の名称 根拠法令等 事務・権限の内容 特例条例による移譲の状況 所管課 移譲済都道府県数
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　番号 重点移譲事務 部局 事務・権限の名称 根拠法令等 事務・権限の内容 特例条例による移譲の状況 所管課 移譲済都道府県数22 福祉 母子保護・助産の実施に関する事務 児童福祉法 母子保護の実施、保護期間の延長、費用の徴収・負担など こども家庭課 423 福祉 母子及び父子並びに寡婦に対する相談、情報提供に関する事務 母子及び父子並びに寡婦福祉法 母子及び父子自立支援員の委嘱、相談、調査・指導など こども家庭課 124 福祉 母子及び父子並びに寡婦福祉資金の貸付 母子及び父子並びに寡婦福祉法 母子及び父子並びに寡婦福祉資金の貸付 こども家庭課 2625 福祉 老人デイサービスセンター等の設置届の受理等に関する事務 老人福祉法 施設設置届の受理、立入検査等 長寿社会課 1426 福祉 老人居宅生活支援事業の開始届の受理等に関する事務 老人福祉法 事業開始の届出受理等 長寿社会課 1327 福祉 有料老人ホーム設置届の受理等に関する事務 老人福祉法 施設設置届出の受理 長寿社会課 1028 福祉 老人福祉センターの開始届の受理等に関する事務 社会福祉法 事業開始届出の受理 長寿社会課 1629 福祉 養護老人ホームの設置認可等に関する事務 老人福祉法 施設設置の認可、立入検査等 長寿社会課監査指導室 1130 福祉 地域密着型（入所定員29人以下）特別養護老人ホームの設置認可等に関する事務 老人福祉法 施設設置の認可、立入検査等 長寿社会課監査指導室 1131 福祉 指定居宅サービス事業者の指定等に関する事務 介護保険法 指定居宅サービス事業者の指定、立入検査 長寿社会課監査指導室 832 福祉 栄養士免許の申請書の受理、免許証の返納の受理等の事務 栄養士法 栄養士・管理栄養士免許の申請書の受理、免許証の返納の受理 健康づくり推進課 2533 ◎ 医療 柔道整復師法に基づく施術所の監督等に関する事務 柔道整復師法 開設届出の受理、臨検検査・報告の要求、業務に関する指示、使用禁止、改善命令など 橿原市　宇陀市　十津川村 地域医療連携課 334 ◎ 医療 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に係る施術者等に対する監督に関する事務 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律、施行令 開設届出の受理、臨検検査・報告の要求、業務に関する指示、使用禁止、改善命令など 橿原市　宇陀市　十津川村 地域医療連携課 335 医療 診療放射線の照射録の提出命令及び検査の事務 診療放射線技師法 診療放射線の照射録の提出命令及び検査 奈良市 地域医療連携課 3036 医療 看護師等の免許に関する事務 保健師助産師看護師法施行令 看護師等免許の受理及び進達 医師看護師確保対策室 537 くらし 隣保事業の開始届の受理等に関する事務 社会福祉法 事業開始届出の受理 人権施策課 1638 くらし 温泉法に関する事務 温泉法 温泉の利用等の許可に関する事務 消費・生活安全課 139 くらし 旅館業に関する事務 旅館業法、施行規則、県施行細則 営業の許可、立入検査、措置命令、許可の取消など 消費・生活安全課 340 くらし 公衆浴場業に関する事務 公衆浴場法、施行規則、県施行細則 営業の許可、立入検査、許可の取消など 消費・生活安全課 341 くらし 興行場業に関する事務 興行場法 営業の許可、立入検査、許可の取消など 消費・生活安全課 442 くらし クリーニング業に関する事務 クリーニング業法 クリーニング所の開設届出の受理、立入検査、措置命令、営業停止命令など 消費・生活安全課 443 くらし 理容業に関する事務 理容師法 開設届出の受理、理容師の業務停止、立入検査、閉鎖命令など 消費・生活安全課 344 くらし 美容業に関する事務 美容師法 開設届出の受理、美容師の業務停止、立入検査、閉鎖命令など 消費・生活安全課 3くらし 食品衛生に関わる事務 食品衛生法、施行令施行規則 【食品衛生に係る監視指導・食品の収去関係】監視指導計画の策定、食品等の検査、監視指導など 消費・生活安全課 2食品衛生法、施行規則 【食品営業許可関係】営業の許可、地位承継の届出受理、営業衛生基準の適用の一部緩和など 消費・生活安全課 0食品衛生法 【行政処分等】廃棄・処置命令、営業許可の取消、営業の停止など 消費・生活安全課 0食品衛生法、施行令 【食中毒調査・その他】食中毒患者等の発生報告受理、死体の解剖、食品衛生推進員の委嘱など 消費・生活安全課 045
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　番号 重点移譲事務 部局 事務・権限の名称 根拠法令等 事務・権限の内容 特例条例による移譲の状況 所管課 移譲済都道府県数46 くらし 化製場等に関する事務 化製場等に関する法律 死亡獣畜取扱場外における取扱許可、化製場の許可、立入検査、改善命令、許可取消など 消費・生活安全課 2047 くらし 狂犬病に関する事務 狂犬病予防法 狂犬病予防員の任命、犬の抑留、発生の届出受理、隔離の指示など 消費・生活安全課 048 くらし 動物の愛護及び管理に関する事務 動物の愛護及び管理に関する法律 動物取扱業の登録・届出、立入検査、勧告、措置命令、犬猫の引取など 奈良市 消費・生活安全課 3749 くらし 有害物質を含有する家庭用品に関する事務 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律 立入検査、基準不適合の家庭用品の回収及び措置命令 消費・生活安全課 150 くらし と畜場の設置・検査等に関する事務 と畜場法 と畜場設置の許可、獣畜のと殺・解体の検査、疾病の検査、立入検査、措置命令、許可の取消など 消費・生活安全課 051 くらし 食鳥処理の事業許可、検査等に関する事務 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 食鳥処理の事業の許可、食鳥検査、立入検査、措置命令、許可の取消など 消費・生活安全課 052 くらし 建築物の衛生的環境の確保に関する普及啓発の事務 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 建築物の維持管理についての知識の普及啓発等 消費・生活安全課 053 くらし 特定建築物に関する事務 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 使用開始等の届出の受理、立入検査、改善命令など 消費・生活安全課 2154 くらし 製菓衛生師試験受験願書、免許証申請書等の収受等の事務 製菓衛生師法 製菓衛生師試験受験願書、免許証申請書等の収受、免許証の交付等 消費・生活安全課 2355 くらし 調理師試験受験願書、免許証申請書等の収受等の事務 調理師法 調理師試験受験願書、免許証申請書等の収受、免許証の交付等 消費・生活安全課 2656 くらし 特定商取引に関する法律に係る違反事業者に関する事務 特定商取引に関する法律 業務停止命令、指示、合理的根拠の要求、報告徴収といった行政処分や立入検査など 消費・生活安全課 157 くらし 食品表示法に関する事務 食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令 食品表示に関する指示、報告聴取、立入検査及び命令など 消費・生活安全課 1158 くらし 国定公園に関する事務 自然公園法 国定公園特別地域内における行為の許可 自然環境課 2359 くらし 水質汚濁防止に関する事務（事業場の規制） 水質汚濁防止法 特定施設の設置等の届出受理、特定施設の改善等の命令、特定事業場への立入検査等、水質事故時等の応急措置命令等 環境政策課 1160 くらし 水質汚濁防止に関する事務（環境規制に係る常時監視） 水質汚濁防止法 水質汚濁状況の常時監視等 環境政策課 561 くらし ダイオキシン類対策特別措置法に基づく事務 ダイオキシン類対策特別措置法 特定施設の設置の届出、変更の届出、使用停止、改善命令等 環境政策課 962 ◎ くらし 第一種指定化学物質の排出量等の把握等に関する事務 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 排出量の届出に関する経由事務、届出事項に関する説明の要求等 環境政策課 2463 くらし 公害防止統括者等の設置等に関する事務 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 公害防止統括者等の解任命令、選任・解任の届出等 環境政策課 1864 くらし 土壌汚染対策に関する事務 土壌汚染対策法 土地所有者等への汚染状況の調査の命令、有害物質使用特定事業場の使用廃止等の通知等、該当の土地への立入検査等指定区域の指定、解除、指定区域台帳の調整等汚染の除去等の措置命令、土地の区画形質の変更の届出受理・計画変更命令・立入検査等 環境政策課 6くらし 大気汚染防止に関する事務 大気汚染防止法 ばい煙発生施設の設置の届出、施設構造の変更の届出、施設の計画の変更命令、改善命令、事故時の措置命令など 環境政策課 11大気汚染防止法 粉じん発生施設（一般、特定）の設置の届出、施設構造の変更の届出、施設の基準適合命令、改善命令など 環境政策課 13大気汚染防止法 自動車排出ガス濃度の測定、測定に基づく要請、意見提出 環境政策課 1大気汚染防止法 緊急時の措置命令、汚染状況の公表、報告の徴収、立入検査など 環境政策課 1大気汚染防止法 揮発性有機化合物の排出規制について 環境政策課 1166 くらし ダイオキシン類の常時監視 ダイオキシン類対策特別措置法、大気汚染防止法 ダイオキシン類の常時監視、調査測定の土壌無償集取 環境政策課 767 ◎ くらし 浄化槽の設置、使用等に関する事務 浄化槽法 浄化槽の設置に係る指導監督浄化槽に関する各種届出の受理など 生駒市　曽爾村　御杖村 環境政策課 3468 くらし 第一種フロン類回収業者の登録等に関する事務 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律 第一種フロン類回収業者の登録・申請の受理等 環境政策課 069 くらし 騒音に関する環境基準の類型を当てはめる地域指定事務環境基本法 騒音に係る環境基準の類型指定 環境政策課 870 くらし 自動車騒音に関する常時監視 騒音規制法 自動車騒音の常時監視 環境政策課 371 ◎ くらし 騒音規制地域の指定等に関する事務 騒音規制法 規制地域の指定、公示 環境政策課 1272 ◎ くらし 振動規制地域の指定等に関する事務 振動規制法 規制地域の指定、公示 環境政策課 1373 ◎ くらし 悪臭防止地域の指定等に関する事務 悪臭防止法 規制地域の指定、公示 環境政策課 1374 ◎ くらし 特定非営利活動法人の設立・運営・監督に関する事務 特定非営利活動促進法 特定非営利活動法人の設立、定款変更、報告、解散、合併、清算、監督等 青少年・社会活動推進課 24
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　番号 重点移譲事務 部局 事務・権限の名称 根拠法令等 事務・権限の内容 特例条例による移譲の状況 所管課 移譲済都道府県数75 ◎ 産雇 家庭用品品質表示法に基づく適正表示に関する事務 家庭用品品質表示法 表示事項の表示・遵守事項の遵守の指示及び立入検査等 地域産業課 3076 ◎ 産雇 消費生活用製品安全法に基づく適正表示に関する事務 消費生活用製品安全法 業務状況報告徴収、立入検査及び製品の提出命令 地域産業課 2977 産雇 商工会等が行う小規模事業者支援の基盤整備の認定等に関する事務 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律 基盤施設計画・連携計画の認定、認定の取消、報告聴取など 地域産業課 978 産雇 事業協同組合等に関する事務 中小企業等協同組合法 設立認可、定款変更認可等 地域産業課 1579 産雇 協業組合に関する事務 中小企業団体の組織に関する法律 設立認可、定款変更認可等 地域産業課 1280 産雇 大規模小売店舗立地法に関する事務 大規模小売店舗立地法 届出の受理、公告・縦覧、住民からの意見聴取、勧告、報告の徴収など 産業振興総合センター 1081 農林 林地開発許可に関する事務 森林法 森林の開発行為の許可等 森林整備課 1082 農林 土地改良区の役員就退任等に係る事務 土地改良法 土地改良区役員の就退任届受理、公告等 農村振興課 683 ☆ 農林 農地等の賃貸借の解約等に関する事務 農地法 農地等の解約等の許可、県農業会議への諮問 担い手・農地マネジメント課 3584 農林 入会林野等の権利関係の近代化に関する事務 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 入会林野整備計画・旧慣使用整備林野整備計画の認可、公告、登記の嘱託など 林業振興課 985 ◎ 県マ 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における建築の許可等 都市計画法 都市計画事業地内における建築等の許可及び施行者からの意見聴取 斑鳩町 都市計画室 4386 ◎ 県マ 特定路外駐車場の届出に関する事務 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 特定路外駐車場設置時の届出の受理 斑鳩町　安堵町田原本町　曽爾村 都市計画室 3187 県マ 開発行為の許可等に関する事務 都市計画法 開発行為の許可、変更許可、立入検査等 建築課 488 県マ 宅地造成工事規制区域の指定等に関する事務 宅地造成等規制法 宅地造成工事規制区域の指定等 建築課 2889 ◎ 県マ 公有地の拡大の推進に関する事務 公有地の拡大の推進に関する法律 都市計画施設等の区域内の土地を譲渡しようとする場合の届出の受理、地方公共団体等による都市計画施設等の区域内の土地の買取り希望の申出の受理等 斑鳩町　安堵町田原本町　高取町 用地対策課 3390 ◎ 県マ 国有財産に関する事務 国有財産法 河川法第100条第１項に規定する準用河川の用に供する国有財産の調査又は測量のための立入及び境界確定の事務 奈良市　大和郡山市　橿原市山添村　安堵町　川西町　天川村十津川村　下北山村　上北山村 河川課 3291 県マ 登記嘱託の事務 不動産登記法 登記嘱託の事務 河川課 1992 ◎ 教育 史跡名勝天然記念物の現状変更の許可等に関する事務 文化財保護法 史跡名勝天然記念物の現状変更の許可等 平群町　斑鳩町　川西町　三宅町田原本町　高取町　明日香村上牧町　王寺町　広陵町　河合町吉野町　大淀町 文化財保存課 23
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