「権限移譲実施計画」の結果（法定移譲事務を除く）

番
号

事務名称等

事務内容

法令名

移譲
時期

担当課

1

ガス用品販売事業場の立入検査等

販売事業者からの報告徴収、立入検査等

ガス事業法
同法施行令

H22.4 商工労働観光課

2

電気用品販売事業場の立入検査等

事業所等からの報告徴収、立入検査等

電気用品安全法
同法施行令

H22.4 商工労働観光課

3

高圧ガス保安法に基づく許認可等

製造の許可、立入検査等

高圧ガス保安法

◆
泉州南消防組合
H25.3

4

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適
販売事業者の登録、事務所等への立入検査等
正化に関する法律に基づく許認可等

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 同法施行令

◆
泉州南消防組合
H25.3

5

火薬類製造販売営業の許可等

製造の許可、立入検査等

火薬類取締法
同法施行規則

◆
泉州南消防組合
H25.3

6

あらたに生じた土地の確認に関する事務

新たに生じた土地の確認に関する告示等

地方自治法

H22.7 みらい戦略室

7

特定非営利活動法人の設立の認証等

特定非営利活動（NPO）法人の設立認証、事業報告書等の 特定非営利活動促進法、租税特別措
受理等
置法施行令

8

児童福祉施設設置（保育所、児童館）にか
かる認可等

児童福祉施設（保育所等）の設置・休止・廃止・変更の認
可、届出、承認等

◎ 市民協働まちづくり
H23.10 振興課

児童福祉法
同法施行規則

H22.7 広域福祉課

児童福祉法
同法施行規則

H22.7 広域福祉課

9

児童福祉施設設置（助産施設・母子生活
支援施設）にかかる認可等

10

認可外保育施設からの届出の受理等の事 認可外保育施設開設の届出、施設に対する立入調査、助
務
言、指導、改善勧告、閉鎖命令等

児童福祉法

H22.7 広域福祉課

13-1

身体障がい者相談員・知的障がい者相談 身体障がい者相談員・知的障がい者相談員に対する相談
員への相談等業務の委託
等業務の委託

身体障害者福祉法、知的障害者福祉
法

H22.4 市民福祉課

13-2

精神障がい者相談員への相談等業務の委
精神障がい者相談員に対する相談等業務の委託
託

大阪府精神障害者の相談及び援助に
関する規則

◎
市民福祉課
H23.4

21

養護老人ホーム、特別養護老人ホームの
養護老人ホーム、特別養護老人ホームの設置の認可等
設置の認可

老人福祉法

H23.1 広域福祉課

22

老人デイサービスセンター等の設置の届
出受理等

老人福祉法上の老人デイサービスセンター等、老人居宅生
老人福祉法
活支援事業の設置の届出受理等

H23.1 広域福祉課

23

有料老人ホーム設置届等各種届出の受理 有料老人ホ－ム設置届等、各種届出の受理及び運営指導
老人福祉法
及び運営指導等
等

H23.1 広域福祉課

25

社会福祉事業（軽費老人ホーム、老人福
祉センター）開始の届出の受理等

社会福祉法

H23.1 広域福祉課

26-1

社会福祉事業（放課後児童健全育成事
業）開始の届出の受理等

社会福祉法

H22.7 生涯学習推進室

浄化槽法

◎
生活環境課
H24.1

第一種（軽費老人ホーム等）及び第二種（放課後児童健全
育成事業等）社会福祉事業の開始、休止、廃止等の届出の
受理等

31 浄化槽の設置に関する届出受理等

設置届出の受理、報告徴収、立入検査等

32 専用水道の布設工事の設計の確認等

給水開始の届出受理、布設工事の設計の確認、報告徴収・
水道法
立入検査及び給水停止命令等

◆
生活環境課
H25.1

33 簡易専用水道の給水停止命令等

簡易専用水道設置者からの報告徴収及び立入検査、給水
停止命令

水道法

◆
生活環境課
H25.1

35 岩石採取計画の認可等

岩石採取計画の認可等

採石法

◎ 商工労働観光課
H24.1 ※岬町と連携

36 大規模小売店舗新設届出の受理等

大規模小売店舗の新設・変更等の届出の受理、公告・縦覧
等の手続き及び周辺生活環境の保持の観点からの意見等 大規模小売店舗立地法
の事務

大気汚染防止法に係る規制事務、大阪府
大気汚染防止法
大気汚染に係る特定施設の届出受理・審査、指導・立入検
37 生活環境等の保全等に関する条例に係る
大阪府生活環境の保全等に関する条
査、計画変更命令、改善命令、汚染状況の常時監視等
規制等事務
例
38

ダイオキシン類対策特別措置法に係る規
制事務等

ダイオキシンを発生する特定施設の届出受理・審査、立入
検査、計画変更命令、改善命令、汚染状況の常時監視等
1／4

ダイオキシン類対策特別措置法

◎ 商工労働観光課
H24.1 ※岬町と連携

◎
生活環境課
H24.1
◎
生活環境課
H24.1

番
号

事務名称等

事務内容

法令名

水質汚濁防止法に係る規制事務等、大阪
水質汚濁防止法
水質汚濁に係る特定施設等の設置、使用・構造変更の届出
39 府生活環境の保全等に関する条例に係る
大阪府生活環境の保全等に関する条
等受理・審査、指導・立入検査、改善命令、常時監視等
規制等事務
例
40 指定物質排出者への指導等に関する事務

41

瀬戸内海環境保全特別措置法に係る指定物質を排出する
瀬戸内海環境保全特別措置法
者に対する指導・報告の聴取

移譲
時期

担当課

◎
生活環境課
H24.1
◎
生活環境課
H24.1

土壌汚染対策法事務、大阪府生活環境の 土地所有者等が実施する土壌汚染状況調査や汚染土壌の 土壌汚染対策法、同法施行規則、大阪 ◎
生活環境課
保全等に関する条例に係る規制等事務
除去等の措置に対する指導・監督等
府生活環境の保全等に関する条例
H24.1

42 騒音規制法に係る規制基準設定事務等

騒音規制法、同法十七条第一項の規
規制地域の指定や規制基準の設定、規制地域・規制基準
定に基づく指定地域内における自動車 H22.10 生活環境課
の公示、自動車騒音の常時監視及び環境大臣への報告等
騒音の限度を定める省令

43 振動規制法に係る規制基準設定事務等

規制地域の指定や規制基準の設定、規制地域・規制基準
の公示、関係行政機関の長等への協力要請等

44 悪臭防止法に係る規制基準設定事務等

規制地域の指定及び規制基準の設定、規制地域・規制基準
悪臭防止法
の公示、関係行政機関の長等への協力要請等

H22.10 生活環境課

45 騒音に係る環境基準の地域類型の指定

都市計画法に定める用途地域に準拠した「騒音に係る環境
環境基本法
基準」の地域類型の指定

H22.10 生活環境課

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に
届出の受理及び国への経由、記載事項の通知に係る事項
46 基く届出の経由及び意見の添付、大阪府
についての集計及び公表等
生活環境の保全等に関する条例による化
学物質管理制度に基づく届出等

47

特定工場における公害防止組織の整備に
公害防止統括者等の選任・解任の届出の受理等
関する法律に係る届出受理事務等

振動規制法
同法施行規則

H22.10 生活環境課

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、大阪府生活環境の保全等に関
する条例

◎
生活環境課
H24.1

特定工場における公害防止組織の整
備に関する法律

◎
生活環境課
H23.4

48 深夜における営業等の制限に係る規制

深夜における営業又は作業の制限規定への違反行為者に 大阪府生活環境の保全等に関する条
◎
生活環境課
対する警告、違反行為の停止命令、立入検査等
例
H23.10

49 農用地区域内における開発行為の許可等

農用地区域内で行なう開発行為の許可、許可条件付加、監
農業振興地域の整備に関する法律
督処分等

H22.10 農林水産課

50 農地転用の許可等

農地等の権利移動及び転用の許可、立入調査、違反転用
に対する処分等

農地法、同法施行令、同法施行規則

H22.10 農業委員会

農林物資の規格化及び品質表示の適
正化に関する法律

◆
商工労働観光課
H25.1

51

JAS法に基づく不適正表示に係る申出受
理、立入検査等及び指示に関する事務

食品の不適正表示に係る申出の受理、事業者に対する報
告の徴収及び事務所等への立入検査、故意による虚偽表
示等悪質な事業者に対する指示書の交付等

52

都市緑地法に基づく緑地保全地域、特別
緑地保全地区に関する事務

特別緑地保全地区内における建築物の新築等の行為の許
可、許可を受けた者からの報告徴収・立入検査、許可条件 都市緑地法
に違反したものに対する原状回復命令等

53

地方公共団体等の土地の買取り希望の届 地方公共団体等への買取り希望の有無の照会、買取り協
出受理等
議団体決定等

54

国土利用計画法に基づく事後届出等に関 土地の所有権等の権利取得者から、提出された届出書に基
国土利用計画法
する事務
づく、利用目的の審査・指導等

H22.4 都市整備課

55 遊休土地に関する事務

許可・届出後、3年を経過した土地について現況利用状況調
国土利用計画法
査を実施

H22.4 都市整備課

56 砂利採取時における採取計画の認可

砂利採取計画の認可等

砂利採取法

◎ 商工労働観光課
H24.1 ※岬町と連携

57 路外駐車場設置（変更）の届出の受理等

路外駐車場設置の届出受理、報告徴収及び立入検査等

駐車場法
高齢者、障害者等の移動等の円滑化
の促進に関する法律

H22.7 都市整備課

公有地の拡大の推進に関する法律

都市計画の決定・変更のために測量又は調査の実施にあ
都市計画法に基づく測量等の際の試掘の たり、やむを得ない必要により、当該土地の試掘等を行う場
63
都市計画法
許可
合において、当該土地の所有者等から同意を得ることがで
きない場合の許可等

64

都市計画施設等の区域内における建築の 都市計画施設または市街地開発事業の区域内における建
都市計画法、都市計画法施行令
規制
築制限の強化、土地の先買いの相手方等の指定、公告等

2／4

H22.7 都市整備課

H22.4 都市整備課

H22.7 都市整備課

H22.7 都市整備課

番
号

65

事務名称等

事務内容

法令名

都市計画事業認可後の事業地内において都市計画事業の
都市計画事業の認可後の事業地内におけ
施行の障害のおそれがある建築物の建築等を行う者への 都市計画法
る建築の許可
許可等

移譲
時期

担当課

H22.7 都市整備課

69 造成宅地防災区域の指定等

宅地造成工事規制区域外の区域において、宅地造成に伴う
災害で相当数の居住者等に危害を生ずるおそれがある一 宅地造成等規制法
団の造成宅地の区域指定及び指定に伴う調査等

◎
都市整備課
H24.1

70 宅地造成工事規制区域指定等

宅地造成に伴い災害が生ずる恐れが大きい市街地又は市
宅地造成等規制法
街地になろうとする区域の指定及び指定に伴う調査等

◎
都市整備課
H24.1

74 終身建物賃貸借事業の認可等

終身建物賃貸借事業の認可に係る事務、認定後の適正管 高齢者の居住の安定確保に関する法
理、事業の取消、廃止等
律

◎ 都市整備課
H24.1 ※岬町と連携

75 優良住宅の認定等

一団の宅地の規模が千㎡以上の申請について、土地譲渡
益重課税（短期重課・超短期重課）制度、特定長期譲渡所 租税特別措置法
得課税制度及び一般土地譲渡益課税制度の適用除外を受 同法施行令
ける場合の優良住宅等に該当するかの認定

H23.1 都市整備課

76

マンション建替事業に係る認可、指導監督
マンションの建替えの円滑化等に関す
マンション建替事業に係る認可や組合、個人の指導監督等
等
る法律 同法施行令

◎ 都市整備課
H24.1 ※岬町と連携

77

個人施行者の施行する住宅街区整備事業 個人が行う住宅街区整備事業に係る認可(施行、換地計
に係る認可、指導監督等
画)、指導監督等

大都市地域における住宅及び住宅地
の供給の促進に関する特別措置法
同法施行令

◎ 都市整備課
H24.1 ※岬町と連携

78

施設住宅等の区分所有者相互の事項に係 施設住宅及びその敷地の管理又は使用に関する区分所有 大都市地域における住宅及び住宅地
る管理規約の認可
者相互間の事項について定めた管理規約の認可
の供給の促進に関する特別措置法

◎ 都市整備課
H24.1 ※岬町と連携

79

住宅街区整備事業により取得した施設住
宅の一部の譲渡の届出の受理

大都市地域における住宅及び住宅地
の供給の促進に関する特別措置法

◎ 都市整備課
H24.1 ※岬町と連携

住宅街区整備事業の施行の準備又は施 住宅街区整備事業の施行の準備又は施行のために他人の
大都市地域における住宅及び住宅地
80 行のために他人の土地で土地の試掘をす 占有する土地に立ち入って測量又は調査を行なうための許
の供給の促進に関する特別措置法
る場合の許可
可

◎ 都市整備課
H24.1 ※岬町と連携

81

住宅街区整備事業施行地区内における住宅街区整備事業
住宅街区整備事業の施行地区内における
大都市地域における住宅及び住宅地
の施行に障害となる土地の形質の変更、建築物の新築等を
建築行為等の許可
の供給の促進に関する特別措置法
行う場合の許可等

◎ 都市整備課
H24.1 ※岬町と連携

82

組合が行う住宅街区整備事業に係る認
可、指導監督等

大都市地域における住宅及び住宅地
組合が行う住宅街区整備事業に係る認可(組合設立、換地
の供給の促進に関する特別措置法
計画)、指導監督等
同法施行令

◎ 都市整備課
H24.1 ※岬町と連携

土地区画整理促進区域内及び住宅街区整 土地区画整理促進区域及び住宅街区整備促進区域内にお
大都市地域における住宅及び住宅地
83 備促進区域内における建築行為等の許可 ける土地区画整理事業の施行に障害となる土地の形質の
の供給の促進に関する特別措置法
等
変更、建築物の新築等を行う場合の許可等

◎ 都市整備課
H24.1 ※岬町と連携

84

土地区画整理促進区域内等における土地 土地区画整理促進区域内及び住宅街区整備促進区域内の 大都市地域における住宅及び住宅地
の買い取り申出
土地の買い取り申出の相手方を定める事務
の供給の促進に関する特別措置法

◎ 都市整備課
H24.1 ※岬町と連携

86

市街地再開発促進区域内における建築の
市街地再開発促進区域内における建築の許可等
許可等

都市再開発法
同法施行規則

◎ 都市整備課
H24.1 ※岬町と連携

87

市街地再開発事業の準備のための立入・
市街地再開発事業の準備のための立入・試掘等の許可等
試掘等の許可等

都市再開発法

◎ 都市整備課
H24.1 ※岬町と連携

都市再開発法

◎ 都市整備課
H24.1 ※岬町と連携

88 市街地再開発事業計画の認定等

住宅街区整備事業により取得した施設住宅の一部の譲渡
の届出の受理

市街地再開発事業計画の認定等

89

区画整理会社の土地区画整理事業の認
可、指導監督等

土地区画整理会社が行う土地区画整理事業に係る認可（施
土地区画整理法
行、換地計画）

◎ 都市整備課
H24.1 ※岬町と連携

90

個人の土地区画整理事業の認可、指導監 個人が行なう土地区画整理事業に係る認可（施行、換地計
土地区画整理法
督等
画)、指導監督等

◎ 都市整備課
H24.1 ※岬町と連携

91

組合の土地区画整理事業の認可、指導監 組合が行なう土地区画整理事業に係る認可(組合設立、換
督等
地計画)、指導監督等

土地区画整理法
同法施行令

◎ 都市整備課
H24.1 ※岬町と連携

92

土地区画整理事業施行地区内における土地区画整理事業
土地区画整理事業に係る建築行為等の許
の施行に障害になる土地の形質変更、建築物の新築等を 土地区画整理法
可等
行う場合の許可等

◎ 都市整備課
H24.1 ※岬町と連携

93 農住組合の設立認可等

農住組合の設立認可、定款・事業基本方針等の変更認可、
農住組合法
指導監督等
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◎ 農林水産課
H24.1 ※岬町と連携

番
号

95

事務名称等

事務内容

法令名

防災街区整備事業施行区域内での建築行
防災街区整備事業施行区域内での建築行為等の許可等
為等の許可等

96 防災街区計画整備組合の設立の認可等

移譲
時期

担当課

密集市街地における防災街区の整備
の促進に関する法律

◎ 都市整備課
H24.1 ※岬町と連携

密集市街地における防災街区の整備
の促進に関する法律

◎ 都市整備課
H24.1 ※岬町と連携

防災街区整備事業の施行の準備又は施行のために必要な 密集市街地における防災街区の整備
測量又は調査を行うため、他人の土地への立入等の許可等 の促進に関する法律

◎ 都市整備課
H24.1 ※岬町と連携

防災街区計画整備組合の設立の認可等

97

防災街区整備事業の準備等のための立
入・試掘等の許可等

99

屋外広告物の許可事務等及び措置命令等 屋外広告物許可申請等の受付並びに許可等、違法屋外広 屋外広告物法
の事務
告物に対する指導並びに措置命令等
大阪府屋外広告物条例
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H23.1 都市整備課

