【事務の整理】
（環境庁）
項

目

地方六団体意見（年月日）

地方分権推進計画等における措置状況

地方分権一括法等の状況

(H8.10.30)
・国立公園の行為許可は，都道府県
の法定受託事務とする。

自然公園法（別紙１の２４）
・国立公園内における軽微な行為許可は，当分の
間，都道府県からの申し出により，都道府県の
法定受託事務（法１７条３項ほか）。

［40条関係］
・計画どおり措置（法４０条の
３第９項により政令で規定）
。

・国定公園の行為許可は，都道府県
の自治事務とする。

・国定公園内における行為許可は，都道府県の自
治事務（法１７条３項ほか）。

・計画どおり措置（法１７条３
項ほか）。

鳥 獣 保 護

(H8.10.30)
・猟区の設定等の認可は，都道府県
の自治事務とする。

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律（別紙１の４０）
・都道府県設鳥獣保護区の設定の事務は，都道
府県の自治事務（法８条ノ８第１～４項ほか）。

［38条関係］
・計画どおり措置（法８条ノ８
第１～４項ほか）。

環 境 ･ 公 害

(H8.10.30)
環境基本法（別紙１の２６）
［53条関係］
・国は法令で基準設定等のみを行い，
・環境基準の類型を当てはめる地域又は水域を ・左記のうち，二以上の都道府
その他は自治事務とする。
指定する事務のうち，水質及び交通騒音を指定
県の区域にわたり，政令で定
する事務は都道府県の法定受託事務（法１６条）
。
めるものは，国の直接執行事
務，他は都道府県の法定受託
事務（法１６条２項，４０条
の２）。
・その他の騒音に関し指定する事務は，都道府県 ・計画どおり措置（法１６条）。
の自治事務（法１６条）。

自 然 公 園

大気汚染防止法（別紙１の２８）
・総量規制基準の設定，大気汚染の状況の常時監
視は，都道府県の法定受託事務（法５条の２第
１項，２２条）。

［41条関係］
・計画どおり措置（法５条の２
第１項，２２条，３１条の２）
。

・指定ばい煙総量削減計画を定める事務は，都道
府県の自治事務（法５条の２第１項）。

・計画どおり措置（法５条の２
第１項，３１条の２）。
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【事務の整理】
（環境庁）
項

目

環 境 ･ 公 害
（つづき）

地方六団体意見（年月日）

地方分権推進計画等における措置状況

地方分権一括法等の状況

(H8.10.30)
水質汚濁防止法（別紙１の３０）
［43条関係］
・国は法令で基準設定等のみを行い， ・総量規制基準の設定，水質汚濁の状況の常時監視， ・計画どおり措置（法４条の５
その他は自治事務とする。
水質の測定計画の作成は，都道府県の法定受託事
第１項，１５条，１６条１項，
務（法４条の５第１項，１５条，１６条１項）。
２８条の２）。
・総量削減計画を定める事務は，都道府県の自治事
務（法４条の３）。

・計画どおり措置（法４条の
３）。

騒音規制法（別紙１の３１）
［42条関係］
・交通騒音の監視，監視結果の国への報告は，都道 ・計画どおり措置（法１８条，
府県，政令で定める市町村の法定受託事務
（新規）。
２６条）。
・規制基準の設定は，都道府県，指定都市，中核市， ・計画どおり措置（法４条）。
人口２０万以上の市の自治事務（法４条）。
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律（別紙１の
３４）
［44条関係］
・農用地の土壌汚染の状況の常時監視，監視結果の ・計画どおり措置（法１１条の
国への報告は，都道府県の法定受託事務（新規）。
２，１６条の２）。
・その他の事務は，都道府県の自治事務（法３条ほ
か）。

・計画どおり措置（法３条ほ
か）。

特定水道利水障害防止のための水道水源水域の水質
の保全に関する特別措置法（別紙１の３７）
［54条関係］
・水道水源水域における特定項目についての測定計 ・計画どおり措置（法２４条，
画の作成は，都道府県の法定受託事務
（法２４条）。
２７条の２）。
・その他の事務は，都道府県，政令で定める市の自 ・計画どおり措置（法１１条ほ
治事務（法１１条ほか）。
か）。
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【事務の整理】
（国土庁）
項

目

地方六団体意見（年月日）

地方分権推進計画等における措置状況

地方分権一括法等の状況

土地利用基本計
画

（H8.10.30)
・土地利用基本計画の策定は，地方
公共団体の自治事務とすべき。

国土利用計画法（別紙１の52）
・土地利用基本計画の策定等は、都道府県の自治事
務。(法９条)
・規制区域の指定等は、都道府県の自治事務｡（法
１２条）
・監視区域の指定等は、都道府県及び指定都市の自
治事務。（法２７条の２）

［84条関係］
・計画どおり措置（法９条、44
条の２）

工場立地制限

（H8.10.30)
・許可事務は自治事務。

首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する
法律（別紙１の43）
・工業等制限区域内における制限施設の新設又は増
設の許可は、都県、指定都市の自治事務。（法４
条ほか）
近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関す
る法律（別紙１の46）も同様の整理。
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［61条関係］
・計画どおり措置（法改正なし）

【事務の整理】
（国土庁）
項
地域振興

目

地方六団体意見（年月日）

地方分権推進計画等における措置状況

地方分権一括法等の状況

（H8.10.30)
・各地城振興立法に基づく計画の策
定等の事務は自治事務とし、必要
な範囲で国との事前協議等を必要
とする。

山村振興法（別紙１の56）
・山村振興計画の作成等は、都道府県の自治事務。
（法８条）
・計画の作成に係る内閣総理大臣の承認は、同意を
要する協議とする。（法８条１項）

［74条関係］
・計画どおり措置（法改正なし）

・以下の法律においても同様の整理
離島振興法（別紙１の55）
新産業都市建設促進法（別紙１の59）
工業整備特別地域整備促進法（別紙１の60）
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律（別紙1の61）
奄美群島振興開発特別措置法（別紙１の65）
小笠原諸島振興開発特別措置法（別紙１の66）
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【事務の整理】
（文部省）
項

目

地方六団体意見（年月日）

地方分権推進計画等における措置状況

地方分権一括法等の状況

就学校の指定

(H7.11.15)
・市町村教委の団体事務とすべき。
（中間報告H8.3.29前のため）

学校教育法（別紙１の127）
・市町村教委の自治事務。（令５条）

学級編制の基準
設定

(H8.10.30)
・都道府県教委の自治事務とすべ
き。

義務教育諸学校標準法（別紙１の132）
・都道府県教委の自治事務。（法３条）

・計画どおり措置（法改正なし）

学校法人の認可
・監督

(H9.3.11)
・都道府県の自治事務とすべき。

私立学校法（別紙１の118）
・寄附行為の認可等は、都道府県の法定受託事務。
（法３１条ほか）

[132条関係]
・計画どおり措置（法３１条ほ
か、第６５条３）。

幼稚園の設置
廃止等の認可

(H8.2.13)
・幼稚園の設置に関する認可等の事
務は、都道府県の自治事務とすべ
き。

私立学校法（別紙１の118）
・私立学校の設置廃止等の認可は、都道府県の自治
事務。（法５条）
学校教育法（別紙１の127）
・公立幼稚園の設置廃止等の認可は、都道府県教委
の自治事務。（法４条）

教育に関する機
関委任事務

(H8.2.13)
・自治事務とすべき。

【教育委員会関係】
・県費負担教職員の任免等、多くの事務は自治事務。
但し、以下は法定受託事務。
教科用図書無償措置法（別紙１の129）
・教科用図書の受領及び給付に関する事務等。（令 ・計画どおり措置（具体の事務
１条ほか）…手続の一部
は各法により、政令委任）。
産業教育振興法（別紙１の122）ほか
・補助金申請書等の経由等は都道府県教委の法定受
託事務。（令５条ほか）…経由事務
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[126条関係]
・政令要確認（具体の事務は法
２２条２項により政令委任）。

・計画どおり措置（法改正なし）

【事務の整理】
（厚生省）
項

目

地方六団体意見（年月日）

地方分権推進計画等における措置状況

地方分権一括法等の状況

廃棄物

(H8.10.30)
・産業廃棄物処理施設の設置許可は
都道府県の自治事務とすべき。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
（別紙１の15７） ［221条関係］
・産業廃棄物処理施設の設置許可等（法１５条）・ ・計画どおり措置（法２４条の
構造変更許可等（法１５条の２及び１５条の２に
４）
おいて準用する９条））・許可の取消等（法１５
条の３）・継承届出の受理（法１５条の４におい
て準用する法９条の５）は、都道府県・保健所設
置市・特別区の法定受託事務。

保育所

(H8.2.13)
・保育所の設置に関する認可等の事
務は自治事務とする。

児童福祉法（別紙１の２０５）
・児童福祉施設の設置の認可等（法３５条）・取消
（法５８条）は、都道府県・指定都市・中核市の
自治事務。

［149条関係］
・計画どおり措置（法改正なし）

※児童福祉施設の設置認可に係る国の関与の在り方
については、社会福祉の制度体系の見直しの中で
検討する。
生活保護

(H8.2.13)
・生活保護の決定･実施の事務は自
治事務とする。

生活保護法（別紙１の１９７）
・生活保護の決定･実施に関する事務等は、都道府
県・市・福祉事務所設置町村の法定受託事務。
（法１９条１項～５項、２３条、２４条１項・５
項、２５条１項・２項、２６条～２９条、３０条
～３７条、４８条、６１条～６３条、６５条、７
６条、７７条、８０条、８１条）

［171条関係］
・計画どおり措置（法８４条の
４）

民生委員

(H8.10.30)
・大臣の委嘱権限を維持する場合に
は、推薦者と委嘱者は別の責任主
体として構成すべき。

民生委員法（別紙１の１９８）
・民生委員の推薦事務は、都道府県・指定都市・中
核市の自治事務。
（法５条・７条）

［159条関係］
・計画どおり措置（法改正なし）
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【事務の整理】
（厚生省）
項

目

医療法人及び社
会福祉法人

地方六団体意見（年月日）
(Ｈ9.3.11)
・医療法人及び社会福祉法人の認可
、業務監督については、自治事務
とすべき。

地方分権推進計画等における措置状況

医療法（別紙１の１７４）
［165条関係］
・医療法人の設立認可（法４４条）・取消（法６５ ・計画どおり措置（法改正なし）
条・６６条）等及び業務監督（法６３条・６４条）
等は、都道府県の自治事務。
※医療法人の設立認可の取消しに係る厚生大臣の指
示（新規）
社会福祉事業法（別紙１の１９５）
・社会福祉法人の設立認可（法２９条・３０条）及
び監督業務（法５４条・５５条）等は、都道府県
指定都市・中核市の法定受託事務。

水道

(Ｈ8.10.30)
・水道事業に係る認可は都道府県の
自治事務とすべき。

社会保険関係事
(H9.2.17)
務
（地方事務官） ・国が保険者となり全国一律に運営
される国の事業であるが、利用者
の利便・効率性の観点から都道府
県の法定受託事務とすべき。

地方分権一括法等の状況

［175条関係］
・計画どおり措置（法８３条の
３）

水道法（別紙１の１６８）
［194条関係］
・水道事業の認可、水道用水供給事業の認可、その ・計画どおり措置（法改正なし）
他水道事業等の監督に関する事務は、都道府県の
ただし、現行法上、都道府県
自治事務。（法６条、９条～１１条、１３条～１
知事に事務委任されているも
４条、２６条、２９条～３１条、３５条～３８条、
のに限る。
４１条及び４２条：４６条及び施行令７条による
委任）
・水道事業については、給水人口５万人超の事業の
うち水利調整が必要と認められるもの以外の事業
の監督に関する事務を都道府県に委譲。
健康保険法（別紙１の２１０）
・保険医療機関等の指定等に関する事務等は、国の
直接執行事務。（法４３条ノ３、保険医療機関及
び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の
承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する
政令２条、２条の２）

- 7 -

［146条関係］
・計画どおり措置（法４３条２
項）（厚生大臣及び社会保険
庁長官権限の一部は、政令で
地方社会保険事務局長等に委
任可（法１０条１項））

【事務の整理】
（厚生省）
項

目

社会保険関係事
務
（地方事務官）
（つづき）

地方六団体意見（年月日）

地方分権推進計画等における措置状況

地方分権一括法等の状況

・社会保険庁長官の指定する地域に居住する日雇特
例被保険者手帳の交付及び収受等に関する事務等
は、市町村の法定受託事務。（法６９条の９：法
６９条の１０及び施行令４条による委任）等
厚生年金保険法（別紙１の２１３）
・任意適用事業者の適用の認可及び適用取消しの認
可に関する事務その他任意単独被保険者の認可に
関する事務等は、国の直接執行事務。
（法６条、８条、１０条～１１条、１８条、２１
条～２４条、２４条の２、２５条、２７条、２９
条～３１条、８２条の２，９８条、１００条、附
則４条の３，附則４条の５）等
船員保険法（別紙１の２１４）
・被保険者の資格及び被保険者の種別、標準報酬、
被保険者証及び被扶養者証、保険給付及び船舶所
有者の承認に関する事務その他現物報酬の価額の
決定に関する事務等は、国の直接執行事務。
（法３条、４条、４条ノ２，８条、９条、９条ノ
２，９条ノ３）等
国民年金法（別紙１の２１５）
・被扶養配偶者の認定（法７条：施行令４条の３に
よる委任）、被保険者の任意脱退の承認（法１０
条）、国民年金手帳の作成及び交付（法１３条）
に関する事務等は、国の直接執行事務。

・政令要確認（法６９条の１０
３項）（具体の事務は政令に
委任）

・被保険者等の資格等の届出の受理等に関する事務
等は、市町村の法定受託事務。（１２条）
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［187条関係］
・計画どおり措置（法６条４項
等）（社会保険庁長官権限の
一部は、政令で地方社会保険
事務局長等に委任可（法４条
１項））

［147条関係］
・計画どおり措置（法３条等）
（厚生大臣又は社会保険庁長
官権限の一部は、政令で地方
社会保険事務局長等に委任可
（法９条の４１項））
［199条関係］
・計画どおり措置（法１０条等）
（社会保険庁長官権限の一部
は、政令で地方社会保険事務
局長等に委任可（法５条の２
１項））
・省令要確認（法１２条５項）
（具体の事務は省令に委任）

【事務の整理】
（厚生省）
項

目

地方六団体意見（年月日）

地方分権推進計画等における措置状況

社会保険関係事
務
（地方事務官）
（つづき）

地方分権一括法等の状況
［200条関係］
・市町村の法定受託事務とされ
ている国民年金の印紙検認事
務を廃止（平成１４年４月１
日）するとともに、国民年金
基金又は社会保険庁長官の指
定する者は、被保険者の委託
を受けて保険料の納付に関す
る事務を行うことができる。
（法９２条２項
（政令要確認）、
附則第１条２号）
・平成１７年３月３１日までの
間においては、政令で定める
ところにより、保険料の収納
事務の一部は市町村が処理す
ることとすることができる。
（法附則９条の３の４（政令
要確認））
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【事務の整理】
（農林水産省）
項

目

農業振興地域

地方六団体意見（年月日）

地方分権推進計画等における措置状況

地方分権一括法等の状況

（H8.l0.30）
・農業振興地域整備基本方針の作成
は、都道府県の自治事務とし、国
の承認を廃止して、事前協議制へ
移行。

農業振興地域の整備に関する法律（別紙１の252）
・農業振興地域整備基本方針の作成（法４条）・変
更（法５条）は、都道府県の自治事務。（国の承
認（作成に係る承認→法４条５項、変更に係る承
認→法５条２項で準用する法４条５項）を廃止し
て、事前協議制へ移行）

［農業振興地域の整備に関する
法律の一部を改正する法律関
係］
・計画どおり措置。（法４条、
５条）

・農業振興地域の指定は、都道府県
の自治事務とし、地方農政局との
事前協議を廃止。

・農業振興地域の指定（法６条１項）と変更・解除
（法７条１項）は、都道府県の自治事務。（地方
農政局長との事前協議を廃止）

［285条関係］
・計画どおり措置。（法改正な
し）
・農業振興地域の指定等に係る
農政局協議の廃止は、通達改
正により対応。

・農業振興地域整備計画の作成は、
市町村の自治事務とし、都道府県
知事の認可を廃止して、事前協議
制へ。

・農業振興地域整備計画の作成（法８条１項）は、
市町村の自治事務。（当該整備計画の作成に係る
都道府県知事の認可（法８条４項）を廃止→事前
協議制へ移行）

・農用地区域内の開発行為許可は、
市町村の自治事務とする。

・農用地区域内の開発行為の許可（法15条の15）は、
都道府県の自治事務。
・計画どおり措置。（法15条の
・許可を受けずに開発行為を行った者等に対する中
15、開発行為許可申請は当該
止又は現状回復命令（法15条の16）は、都道府県
開発行為地を管轄する市町村
の自治事務。
長を経由。
（15条の15第２項））
・計画どおり措置。（法改正な
し）
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・計画どおり措置。（法改正な
し）
・計画どおり措置。（法８条４
項、農用地利用計画について
は都道府県知事の同意を要す
る。）

【事務の整理】
（農林水産省）
項
農地転用

目

地方六団体意見（年月日）

地方分権推進計画等における措置状況

地方分権一括法等の状況

（H8.l0.30）
・２ha超の農転許可は、都道府県の
自治事務とする。（大規模かつ重
要な農転は、国との事前協議が必
要）

農地法（別紙１の267）
・４ha超の農転許可は、国の直接執行事務。（現行
どおり）
・２ha超４ha以下の農転許可は、都道府県の法定受
託事務。(国との事前協議が必要）（法４条１項、
５条１項）
・２ha以下の農転許可を自治事務とすることの可否
については、①許可事務が現に都道府県で実施さ
れていること、②地方分権の推進、③国民への食
糧の安定供給、の観点から、現在進められている
農業基本法の見直し※を踏まえて行われる農地制
度の見直しにおいて検討。
※「食料・農業・農村基本法案」→H11.3の閣議決
定後、H11通常国会に提出。

［266条関係］
【措置済み】
・２ha超４ha以下の農転許可に
ついては、国から都道府県に
移譲（都道府県の法定受託事
務（国との事前協議が必要）
）
済み（H10法56号による農地
法の一部改正）であり（法91
条の２）、優良農地の滅失・
改廃の防止等のための国から
都道府県への指示に係る改正
法案（法89条２項～４項）は、
H11通常国会に提出。

・２ha以下の農転許可は、市町村の
自治事務とする。

【未措置】
・２ha以下の農転許可の事務区
分については、今後の農地制
度見直し時に検討することと
し、今回は法定受託事務とし
て整理。（法91条の２）
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【事務の整理】
（農林水産省）
項
保安林

目

地方六団体意見（年月日）

地方分権推進計画等における措置状況

地方分権一括法等の状況

（H9.2.20）
・保安林の指定・解除は、都道府県
の自治事務とする。
・国土保全上重要な保安林は、国と
の事前協議で対応。

森林法（別紙１の289）
・①国有保安林、②民有林の流域保全保安林（法25
条１号～３号）のうち、二以上の都府県にまたが
る流域と一都道府県で完結する流域であっても国
土保全上又は国民経済上特に重要な流域に係るも
の、に係る指定・解除及び指定施業要件の変更
（法
25条、26条、33条の２）は、国の直接執行事務。

［262条関係］
・計画どおり措置。（法25条１
項、26条１項、33条の２第１
項）

・上記②以外の民有林の流域保全保安林（一都道府
県で完結し、国土保全上又は国民経済上特に重要
な流域に係るもの以外）に係る指定・解除※１・※２
及び指定施業要件の変更（法25条、26条、33条の
２）は、国から都道府県に移譲。(都道府県の法
定受託事務）

・計画どおり措置。（法25条の
２第１項、26条の２第１項・
第２項、33条の２第１項、19
6条の２第１号）

・流域保全保安林以外の４号以下民有保安林（法25
条１項４号～11号）に係る指定・解除※３及び指定 ・計画どおり措置。
（法40条（権
施業要件の変更（法40条、令５条による委任事務）
限委任規定）は削除、法25条
は、都道府県の自治事務。
の２第２項、26条の２第１項
・第２項、33条の２第１項）
※１→民有林の流域保全保安林
（一都道府県で完結し、
国土保全上又は国民経済上特に重要な流域に係 ・計画どおり措置。（法26条の
るもの以外）のうち、①治山事業施行地に係る
２第１項・第２項、同条４項
もの、②一定面積以上（指定理由の消滅に係る
１号・２号、②（１号）の面
ものは１ha以上、公益上の理由による場合は５
積要件は政令で規定）
ha以上）のもの、に係る指定の解除は、国との
同意を要する協議が必要。
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【事務の整理】
（農林水産省）
項

目

地方六団体意見（年月日）

保安林（続き）

森林計画

（H9.2.20）
・林地開発許可は、都道府県の自治
事務とする。

地方分権推進計画等における措置状況

地方分権一括法等の状況

※２→①国が策定した保安林整備計画に即して国土保
全の観点から特に必要な場合、②法32条に規定
する異議意見書の提出があったときに広域的・
公平的な観点から特に必要な場合、国は都道府
県に対して保安林の指定・解除を指示すること
ができる。

・保安林予定森林等に関する告
示に係る意見書（法32条１項
に規定する異議意見書）の提
出があったときに、保安林指
定の目的達成その他公益上の
理由により特別の必要がある
と認められる場合、農林水産
大臣は都道府県知事に対して
保安林の指定・解除に関し必
要な指示をすることができ
る。（法32条５項）

※３→治山事業施行地に係る４号以下民有保安林の解
除は、国との同意を要する協議が必要。

・計画どおり措置。（法26条の
２第１項・第２項・第４項第
２号）

森林法（別紙１の289）
・地域森林計画の対象民有林の開発行為（林地開発
行為）の許可（法10条の２）は、都道府県の自治
事務。
・許可を受けずに開発行為を行った者等に対する中
止又は現状回復命令（法10条の３）は、都道府県
の自治事務。
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・計画どおり措置。（法改正な
し）

・計画どおり措置。（法改正な
し）

【事務の整理】
（通産省）
項

目

地方六団体意見（年月日）

地方分権推進計画等における措置状況

地方分権一括法等の状況

工場立地

(H8.10.30)
・指導監督等の事務は都道府県の自
治事務。

工場立地法(別紙1の337)
・特定工場の届出の受理、勧告、変更命令、実施制
限期間短縮に関する事務は都道府県・指定都市の
自治事務。(法６条、７条、８条、９条ほか)

［318条関係］
・計画どおり措置（法改正なし）

商工会議所

(H8.10.30)
・設立認可等の事務は都道府県の自
治事務。

商工業・中小企
業

(H8.1.10)
・都道府県内の商工組合等の設立認
可等の権限を都道府県へ移譲。

・都道府県内の中小企業等協同組合
の設立認可等の権限を都道府県へ
移譲。
・中小企業等協同組合からの報告徴
収、業務会計状況の検査権限を都
道府県へ移譲。
〔・信用協同組合については国の直
接執行事務、法定受託事務の両
意見を併記(H9.3.19)〕

－
［参考］商工会議所法(別紙1の333)
・特定商工業者の基準引き上げの許可、法定台帳作
成期間の延長許可その他商工会議所の許認可に関
する事務は都道府県の自治事務。
(法７条、１０条、１２条ほか)

－

中小企業団体の組織に関する法律(別紙1の362)
・商工組合（商工組合連合会）の設立の認可等は都
道府県の自治事務。 (法４２条、１０１条の３ほ
か)
中小企業等協同組合法(別紙1の363)
・事業協同組合の設立の認可、定款変更の認可その
他事業協同組合等に関する事務は都道府県の自治
事務。(法９条の２の２、９条の２の３ほか)

［315条関係］
・政令要確認
（法第101条の3で具体の事務は
政令に委任）
［307条関係］
・計画どおり措置
（法第111条で具体の事務は政
令に委任）

・中小企業等協同組合からの報告徴収、業務会計状
況の検査権限は都道府県の自治事務。
(法１０５条の３、１０５条の４ほか)
〔・信用協同組合等の指導監督は、国の直接執行事
務〕(法２７条の２、３１条ほか)

・計画どおり措置
（法第111条で具体の事務は政
令に委任）
〔・計画どおり措置〕
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【事務の整理】
（通産省）
項

目

消費者行政にお
ける立入検査等
の調査権限、是
正権限

地方六団体意見（年月日）

地方分権推進計画等における措置状況

地方分権一括法等の状況

(H8.7.29)
・消費生活用製品安全法、家庭用品
品質表示法、割賦販売法における
販売事業者等に対する報告徴収、
立入検査等は（都道府県の）自治
事務。

消費生活用製品安全法(別紙1の342)
・販売事業者に対する報告の徴収、立入検査等は都
道府県の自治事務。(法８３条、８４条ほか)

［333条関係］
・計画どおり措置
（法第95条の2で具体の事務は
政令に委任）

家庭用品品質表示法(別紙1の373)
・販売業者に対する報告の徴収、立入検査は都道府
県の自治事務。(法１９条)

［324条関係］
・計画どおり措置
（法第19条の2で具体の事務は
政令に委任）

割賦販売法(別紙1の329)
・許可割賦販売業者等に対する報告徴収、立入検査
は都道府県の自治事務。
(法４３条、４４条ほか)

［322条関係］
・計画どおり措置
（法第47条の2で具体の事務は
政令に委任）

家庭用品品質表示法(別紙1の373)
・指示に従わない販売業者の公表は都道府県の自治
事務。(法４条２項)

［324条関係］
・計画どおり措置（法第19条の
2で具体の事務は政令に委任）
※権限委譲については措置済
（家庭用品品質表示法施行令
の改正政令）（平成10年12月
16日公布）（平成11年4月1日
施行）

・家庭用品品質表示法において、地
方公共団体の長の指示に従わなか
った場合の公表は（都道府県の）
自治事務。
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【事務の整理】
（労働省）
項

目

産業振興等関連
（地方事務官）

地方六団体意見（年月日）

地方分権推進計画等における措置状況

地方分権一括法等の状況

(H9.2.17)
・地方事務官の行っている事務につ
いては法定受託事務とすべき。

民法（別紙１の404）
・職業安定法、雇用保険法、労働保険の保険料の徴
収等に関する法律及び労働保険特別会計法の施行
に関する事務（雇用保険法施行令１条２号に掲げ
る事務を除く。）に関連する事項を事業の目的と
する公益法人の設立の許可等の事務は、国の直接
執行事務。（法３４条、３８条等：８３条ノ２及
び公益法人に係る主務官庁の権限の委任に関する
政令１条による委任）

[93条関係]
・政令要確認
（８３条ノ２（改正）
行政庁→国ニ所属スル行政庁
８３条ノ３第１項（新設）
｢都道府県ノ知事其ノ他ノ執
行機関｣に政令委任が可能）。

信託法（別紙１の405）
・職業安定法、雇用保険法、労働保険の保険料の徴
収等に関する法律及び労働保険特別会計法の施行
に関する事務（雇用保険法施行令１条２号に掲げ
る事務を除く。）に関連する事項を目的とする公
益信託の監督等の事務は、国の直接執行事務。
（法
６７～７３条等：７４条及び公益信託に係る主務
官庁の権限の委任に関する政令１条による委任）

[95条関係]
・政令要確認
（７４条（改正）
行政庁→国ニ所属スル行政庁
７５条１項（新設）
｢都道府県ノ知事其ノ他ノ執
行機関｣に政令委任が可能）。

破産法（別紙１の406）
・職業安定法、雇用保険法、労働保険の保険料の徴
収等に関する法律及び労働保険特別会計法の施行
に関する事務（雇用保険法施行令１条２号に掲げ
る事務を除く。）に関連する事項を事業の目的と
する社団法人又は財団法人の継続の認可は、国の
直接執行事務。（法３１１条：３１１条及び公益
法人に係る主務官庁の権限の委任に関する政令１
条による委任）
※ ３４８条に係る事務区分については、準用さ
れる３１１条の整理によるものとする。

[96条関係]
・政令要確認
（３１１条２項（改正）
行政庁→国ニ所属スル行政庁
３１１条３項（新設）
｢都道府県ノ知事其ノ他ノ執
行機関｣に政令委任が可能）。
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【事務の整理】
（労働省）
項

目

産業振興等関連
（地方事務官）
（つづき）

地方六団体意見（年月日）

地方分権推進計画等における措置状況

地方分権一括法等の状況

育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に
関する法律（別紙１の412）
・認定中小企業団体が行う労働者の募集時期等に関
する届出の受理等（法３９条：３９条及び施行令
１条による委任）は、国の直接執行事務。

[396条関係]
・計画どおり措置（法４５条及
び４９条の２）。

職業安定法（別紙１の413）
・公共職業安定所長の指揮監督等（法７条）、労働
者の委託募集の許可（法３７条：６１条及び施行
令５条による委任）等は、国の直接執行事務。
・都道府県に対する労働大臣の指揮監督等は廃止。
（法７条ほか）
・国と地方公共団体の雇用施策に関する役割分担と
その位置づけを明確にするとともに、相互に連絡
・協力等する旨の規定を置く。

[373条関係]
・計画どおり措置（法７条ほか、
６０条）。
・計画どおり措置(法７条ほか）
・計画どおり措置（雇用対策法
３条の２、２０条の３）。

雇用保険法（別紙１の415）
[392条関係]
・市町村等に雇用される者について雇用保険法を適 ・政令要確認（具体の事務は法
用しない旨の認定に関する事務（法６条：２条及
２条により政令委任）。
び施行令１条による委任）は、国の直接執行事務。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 （ 別紙１
の417）
・継続事業の一括の認可及び指定（法９条：４５
条 及び施行令６条による委任）、労働保険事務組
合 に関する認可等（法３３条：４５条及び施行
令６ 条による委任）は、国の直接執行事務。
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[386条関係]
・計画どおり措置(法４５条)。

【事務の整理】
（労働省）
項

目

地域雇用対策
（地方事務官）

地方六団体意見（年月日）

地方分権推進計画等における措置状況

地方分権一括法等の状況

(H9.2.17)
・高齢者、障害者等の雇用対策等地
域性の強い事務は自治事務とすべ
き。

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（別紙１の
416)
・都道府県高年齢者雇用安定センターの指定（法４
０条：５８条及び施行令３条による委任）等、高
年齢者職業経験活用センター等が行う無料職業紹
介事業の届出の受理（法４４条の３等：５８条及
び施行令３条による委任）は、国の直接執行事務

[389条関係]
・計画どおり措置(法５８条)。

障害者の雇用の促進等に関する法律（別紙１の418） [382条関係]
・市町村等における身体障害者等の採用計画及びそ ・身障者等の採用計画及び実施
の実施状況の通報の受理、採用計画の適正な実施
状況の通報の受理については
に関する勧告その他身体障害者の雇用に関する事
計画どおり措置(法１２条)。
務は、国の直接執行事務。（法１２、１３、１７ ・他の雇用に関する事務につい
条、令４、６条）
ては、政令要確認。
中小企業における労働力の確保のための雇用管理
の改善の促進に関する法律（別紙１の420）
・改善計画の認定を受けた事業協同組合等が行う労
働者の募集時期等に関する届出の受理等（法１３
条：１３条及び施行令６条による委任）は、国
の 直接執行事務。

[395条関係]
・計画どおり措置(法１３条)。

地域雇用開発等促進法（別紙１の421）
・労働大臣が作成する計画に基づく広範囲の地域に
わたる職業紹介活動（法２１条）は、国の直接執
行事務。

[394条関係]
・計画どおり措置(法２１条)。
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【事務の整理】
（建設省）
項

地方六団体意見（年月日）

地方分権推進計画等における措置状況

地方分権一括法等の状況

都市計画
【広域ゾーニン
グ】

（H8.2.15)
・都市計画区域の指定、線引きに関
する都市計画の決定は、都道府県
の自治事務とすべき。

都市計画法（別紙１の478)
・都市計画区域の指定等、市街化区域及び市街化調
整区域、地域地区、都市施設、市街地開発事業、
市街地開発事業等予定区域に関する都市計画の決
定は、都道府県の自治事務。（法５条、７条、８
条ほか）

［437条関係］
・計画どおり措置（法５条、７
条、８条ほか）

【地域地区、都
市施設、市街地
再開発事業】

・地域地区、都市施設、市街地開発
事業に関する都市計画の決定は、
市町村の自治事務とすべき。

・用途地域、都市施設及び市街地開発事業に関する
都市計画の一部を全市町村へ権限移譲（自治事
務）。（法８条、１１条、１２条）

・計画どおり措置（法８条、１
１条、１２条）

【開発許可】

・開発行為の許可は、地方公共団体
の自治事務とすべき。

・市街化区域又は市街化調整区域内における開発行
為の許可は、都道府県、２０万以上の市の自治事
務。（法２９条）

（H7.11.2)
・国道は国が、都道府県道は都道府
県が団体事務として管理。

道路法（別紙１の469)
［415条関係］
・指定区間外国道の管理に関する事務は、都道府県、 ・計画どおり措置（法９７条）
指定都市等の法定受託事務。
（法１８条、２８条、
３２条等）

道

目

路
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・計画どおり措置（法２９条）

【事務の整理】
（建設省）
項
河

海

目
川

岸

地方六団体意見（年月日）

地方分権推進計画等における措置状況

地方分権一括法等の状況

（H8.10.30)
・一級河川（広域的調整を要するも
のを除く）の管理は都道府県の自
治事務とすべき。

河川法（別紙１の460)
・指定区間内の一級河川の管理は、都道府県の法定
受託事務。（法９条ほか）（法３２条の流水占用
料等の徴収事務は自治事務。）

［433条関係］
・政令要確認
（法９条で具体の事務は政令に
委任）

・二級河川の管理は都道府県の自治
事務とすべき。

・二級河川の管理は、都道府県の法定受託事務。
（法１０条ほか）

・計画どおり措置（法100条の
３）

・準用河川の管理は市町村の自治事
務とすべき。

・準用河川の管理は、市町村の自治事務。(法100条)

・計画どおり措置（法100条）

（H9.3.11）
・海岸保全区域の指定，海岸保全施
設整備基本計画の作成，海岸保全
区域の管理に関する事務は，都道
府県の自治事務とすべき。

海岸法（別紙１の466)
・海岸保全区域の管理（海岸の現状維持に関する事
務に限る。）は、都道府県（又は市町村）の自治
事務。（法５条１項・２項）

［420条関係］
・計画どおり措置（法40条の４）

・海岸保全区域の指定等、海岸保全施設の整備に関
する基本計画の作成及び海岸保全区域の管理（海
岸の現状維持に関する事務を除く。）に関する事
務は都道府県（又は市町村）の法定受託事務。
（法３条、５条、２３条）
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（海岸保全施設に関する工事に
係る事務を都道府県又は市町
村の法定受託事務とする。）
（海岸保全基本計画の作成は都
道府県の法定受託事務。）

【事務の整理】
（建設省・運輸省）
項

目

公有水面埋立

地方六団体意見（年月日）
（H9.3.11)
・公有水面埋立の免許は都道府県の
自治事務とする。

地方分権推進計画等における措置状況

地方分権一括法等の状況

公有水面埋立法（別紙１の461)
［403条関係］
・公有水面埋立の免許は、都道府県の法定受託事務。 ・計画どおり措置（法５１条）
（法２条ほか）
免許後の行為規制等は、都道府県の自治事務。
（法６条、１０条ほか）
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