
法令 最小基本単位
要望団体

数
権限数計

老人福祉法 有料老人ホーム等の設置等に関する事務(6) 10 60

老人福祉法 養護老人ホーム等の設置認可等に関する事務(12) 1 12

老人福祉法 老人居宅生活支援事業(7) 2 14

社会福祉法 軽費老人ホームの設置許可等に関する事務(10) 1 10

介護保険法 帳簿書類の提示等に関する事務(2) 1 2

道から市町村への事務・権限移譲要望の状況（平成２３年度）最小基本単位別

保健・医療・福祉分野

(1)木古内町、(2)ニセコ町、(3)深川市、(4)奈井江町、(5)浦臼町、(6)北竜町、(7)沼田町、(8)士別
市、(9)苫前町、(10)鹿追町（4月移譲）

(1)芽室町（4月移譲）

(1)北斗市、(2)芽室町　　（4月移譲）

(1)木古内町　（4月移譲）

母子保健法
低体重児の出生の届出の受理及び未熟児の訪問指導等に
関する事務(2)

16 32

身体障害者福祉法 身体障害者相談員設置に関する事務(1) 24 24

知的障害者福祉法 知的障害者相談員設置に関する事務(1) 24 24

母子寡婦福祉法
母子家庭等日常生活支援及び寡婦日常生活支援事業の実
施に関する事務(8)

2 16

母子寡婦福祉法 売店設置場所等の調査等に関する事務(1) 3 3

母体保護法 受胎調節実施指導員の指定等に関する事務(17) 1 17

(1)恵庭市、(2)砂川市、(3)登別市　　（4月移譲）

(1)恵庭市、(2)砂川市　（4月移譲）

(1)芽室町　（4月移譲）

(1)松前町、(2)厚沢部町、(3)今金町、(4)真狩村、(5)積丹町、(6)余市町、(7)上砂川町、(8)雨竜町、
(9)和寒町、(10)美深町、(11)大空町、(12)登別市、(13)厚真町、(14)むかわ町、(15)清水町、(16)
広尾町　（4月移譲）

(1)北斗市、(2)松前町、(3)福島町、(4)せたな町、(5)ニセコ町、(6)真狩村、(7)留寿都村、(8)喜茂別
町、(9)共和町、(10)古平町、(11)芦別市、(12)奈井江町、(13)浦臼町、(14)妹背牛町、(15)北竜
町、(16)名寄市、(17)東川町、(18)下川町、(19)苫前町、(20)枝幸町、(21)津別町、(22)清水町、
(23)芽室町、(24)羅臼町　（4月移譲）

(1)北斗市、(2)松前町、(3)福島町、(4)せたな町、(5)ニセコ町、(6)真狩村、(7)留寿都村、(8)喜茂別
町、(9)共和町、(10)古平町、(11)芦別市、(12)奈井江町、(13)浦臼町、(14)妹背牛町、(15)北竜
町、(16)名寄市、(17)東川町、(18)下川町、(19)苫前町、(20)枝幸町、(21)津別町、(22)清水町、
(23)芽室町、(24)羅臼町　（4月移譲）

母体保護法 受胎調節実施指導員の指定等に関する事務(17) 1 17

(1)芽室町　（4月移譲）



旅券法 一般旅券の発給申請受理・交付に関する事務(13) 39 507

法令 最小基本単位
要望団体

数
権限数計

博物館法 博物館の登録等に関する事務(16) 2 32

(1)松前町（7月移譲）、(2)福島町（7月移譲）、(3)八雲町（10月移譲）、(4)共和町（10月移
譲）、(5)美唄市（4月移譲）、(6)沼田町（10月移譲）、(7)富良野市（7月移譲）、(8)上川町（7月
移譲）、(9)中富良野町（7月移譲）、(10)南富良野町（4月移譲）、(11)占冠村（7月移譲）、(12)
剣淵町（4月移譲）、(13)小平町（4月移譲）、(14)浜頓別町（4月移譲）、(15)中頓別町（4月移
譲）、(16)豊富町（6月移譲）、(17)礼文町（6月移譲）、(18)利尻町（4月移譲）、(19)幌延町
（10月移譲）、(20)滝上町（4月移譲）、(21)興部町（4月移譲）、(22)西興部村（4月移譲）、
(23)雄武町（4月移譲）、(24)伊達市（8月移譲）、(25)幕別町（10月移譲）、(26)浦幌町（10月
移譲）、(27)新冠町（7月移譲）、(28)歌志内市（７月移譲）、(29)奈井江町（7月移譲）、(30)上
砂川町(7月移譲）、(31)浦臼町（7月移譲）、(32)新十津川町（7月移譲）、(33)雨竜町（7月移
譲）、(34)利尻富士町（6月移譲）、(35)士幌町(10月移譲)、(36)別海町、(37)中標津町、(38)標
津町、(39)羅臼町(以上11月移譲)

教育文化分野

(1)当別町、(2)松前町  （4月移譲）

社会教育法
法人の設置する公民館の事業又は行為の停止命令に関す
る事務(1)

4 4

法令 最小基本単位
要望団体

数
権限数計

農地法 農地等の権利移動の許可に関する事務(6) 5 30

農地法 農地等の賃貸借の解約等に関する事務(4) 5 20

農地法 農地等の転用許可等に関する事務(11) 6 66

農振法
農用地区域内における開発行為の許可等に関する事務
(5)

13 65

産業・雇用分野

(1)真狩村、(2)標茶町、(3)鶴居村、(4)岩内町、(5)深川市　（4月移譲）

(1)真狩村、(2)雨竜町、(3)標茶町、(4)鶴居村、(5)岩内町　（4月移譲）

(1)島牧村、(2)京極町、(3)古平町、(4)仁木町、(5)安平町、(6)木古内町　　（4月移譲）

(1)木古内町、(2)蘭越町、(3)古平町、(4)仁木町、(5)余市町、(6)月形町、(7)深川市（H２４．１月
移譲）、(8)富良野市、(9)鷹栖町、(10)清里町、(11)鶴居村、(12)京極町、(13)安平町　　（(1)～
(6)、(8)～(13)は4月移譲）

(1)恵庭市、(2)当別町、(3)松前町、(4)砂川市  （4月移譲）

(6)、(8)～(13)は4月移譲）



果樹振興特別措置法 果樹園経営計画の認定に関する事務(1) 4 4

家畜取引法 臨時市場に関する事務(3) 2 6

北海道種馬鈴しょ生産
販売取締条例

種馬鈴しょ生産登録等に関する事務(9) 1 9

分収林特別措置法 分収林契約の募集に係る届出に関する事務(6) 3 18

森林法 開発行為の許可等に関する事務(15) 5 75

電気工事業の業務の適
正化に関する法律

電気工事業の登録等に関する事務(30) 2 60

電気用品安全法 電気用品販売等の規制に関する事務(6) 17 102

(1)北斗市、(2)奥尻町　　（4月移譲）

(1)恵庭市、(2)当別町、(3)北斗市、(4)東川町（4月移譲）

(1)恵庭市、(2)北斗市　（4月移譲）

(1)北斗市（4月移譲）

(1)恵庭市、(2)当別町、(3)東川町  （4月移譲）

(1)松前町、(2)古平町、(3)仁木町、(4)深川市（H24．1月移譲）、(5)苫前町  （(1)～(3)、(5)は4
月移譲）

工場立地法 特定工場に関する届出の審査等に関する事務(10) 10 100

商工会及び商工会議所
による小規模事業所の
支援に関する法律

基盤施設計画及び連携計画の認定等に関する事務(7) 3 21

商工会法 商工会の設立認可及び合併認可に関する事務(2) 2 4

中小企業団体の組織に
関する法律

協業組合の設立認可等に関する事務(27) 4 108

(1)当別町、(2)砂川市、(3)白老町、(4)清水町（4月移譲）

(1)奥尻町、(2)せたな町、(3)共和町、(4)仁木町、(5)奈井江町、(6)上砂川町、(7)栗山町、(8)美瑛
町、(9)下川町、(10)苫前町、(11)羽幌町、(12)中頓別町、(13)幌延町、(14)美幌町、(15)遠軽町、
(16)芽室町、(17)根室市（4月移譲）

(1)函館市、(2)福島町、(3)岩見沢市、(4)芦別市、(5)深川市、(6)沼田町、(7)登別市、(8)帯広市、
(9)釧路市、(10)根室市（4月移譲）

(1)当別町、(2)新ひだか町、(3)清水町（4月移譲）

(1)当別町、(2)士別市（4月移譲）



中小企業等協同組合法
組合の設立、員外利用者の特例認可及び共済規程の認可
等に関する事務(員外利用者の特例認可3権限)

16 48

中小企業等協同組合法
組合の設立、員外利用者の特例認可及び共済規程の認可
等に関する事務(共済規程の認可等21権限)

1 21

法令 最小基本単位
要望団体

数
権限数計

国民生活安定緊急措置
法

標準価格等に係る指示等に関する事務(5) 1 5

生活関連物資等の買占め及
び売りおしみに対する緊急
措置法

特定物資の価格動向調査等に関する事務(7) 1 7

(1)東川町　（4月移譲）

(1)千歳市、(2)北広島市、(3)今金町、(4)美唄市、(5)稚内市、(6)浜頓別町、(7)中頓別町、(8)豊富
町、(9)網走市、(10)清里町、(11)訓子府町、(12)白老町、(13)新冠町、(14)えりも町、(15)新ひだ
か町、(16)浦幌町（4月移譲）

(1)釧路市　(4月移譲)

環境保全分野

(1)東川町　（4月移譲）

鳥獣保護等適正化法 とがりねずみ(15) 7 105

鳥獣保護等適正化法 ニュウナイスズメ(15) 8 120

北海道自然環境等保全
条例

環境緑地保護地区等の区域内における工作物の新築等の
行為の届出及び国の行為に係る通知の受理等に関する事
務(国の行為に係る通知の受理等2権限)

2 4

北海道自然環境等保全
条例

記念保護樹木の原状変更の届出及び国の行為に係る通知
の受理等に関する事務(国の行為に係る通知の受理等2
権限)

1 2

浄化槽法
浄化槽設置の届出の受理等及び浄化槽管理者に対する浄
化槽法定検査受検等の指導等に関する事務(浄化槽法定
検査受検等8権限)

3 24

(1)富良野市、(2)留萌市、(3)北見市　（4月移譲）

(1)東川町 （4月移譲）

(1)函館市、(2)赤平市、(3)妹背牛町、(4)雨竜町、(5)留萌市、(6)清里町、(7)岩内町　（4月移譲）

(1)函館市、(2)赤平市、(3)妹背牛町、(4)雨竜町、(5)留萌市、(6)清里町、(7)壮瞥町、(8)岩内町
（4月移譲）

(1)上ノ国町、(2)浦河町　（4月移譲）

(1)上ノ国町　（4月移譲）



浄化槽法
浄化槽設置の届出の受理等及び浄化槽管理者に対する浄
化槽法定検査受検等の指導等に関する事務(浄化槽設置
の届出受理等１権限)

135 135

(1)江別市、(2)恵庭市、(3)北広島市、(4)石狩市、(5)当別町、(6)新篠津村、(7)松前町、(8)福島町、
(9)知内町、(10)木古内町、(11)七飯町、(12)鹿部町、(13)森町、(14)八雲町、(15)長万部町、(16)
乙部町、(17)奥尻町、(18)今金町、(19)せたな町、(20)島牧村、(21)寿都町、(22)黒松内町、(23)
蘭越町、(24)留寿都村、(25)喜茂別町、(26)京極町、(27)倶知安町、(28)共和町、(29)岩内町、
(30)泊村、(31)神恵内村、(32)古平町、(33)仁木町、(34)余市町、(35)赤井川村、(36)夕張市、
(37)美唄市、(38)芦別市、(39)赤平市、(40)三笠市、(41)滝川市、(42)砂川市、(43)深川市、(44)
南幌町、(45)奈井江町、(46)上砂川町、(47)由仁町、(48)長沼町、(49)栗山町、(50)浦臼町、(51)
新十津川町、(52)妹背牛町、(53)秩父別町、(54)雨竜町、(55)北竜町、(56)沼田町、(57)士別市、
(58)名寄市、(59)鷹栖町、(60)東神楽町、(61)当麻町、(62)愛別町、(63)上富良野町、(64)占冠
村、(65)和寒町、(66)剣淵町、(67)下川町、(68)美深町、(69)中川町、(70)南富良野町、(71)音威
子府村、(72)幌加内町、(73)留萌市、(74)増毛町、(75)初山別村、(76)遠別町、(77)天塩町、(78)
稚内市、(79)猿払村、(80)浜頓別町、(81)中頓別町、(82)枝幸町、(83)豊富町、(84)礼文町、(85)
利尻町、(86)利尻富士町、(87)幌延町、(88)紋別市、(89)遠軽町、(90)雄武町、(91)北見市、(92)
苫小牧市、(93)登別市、(94)伊達市、(95)豊浦町、(96)壮瞥町、(97)白老町、(98)厚真町、(99)洞
爺湖町、(100)むかわ町、(101)平取町、(102)様似町、(103)新ひだか町、(104)帯広市、(105)音
更町、(106)士幌町、(107)上士幌町、(108)鹿追町、(109)新得町、(110)清水町、(111)芽室町、
(112)更別村、(113)広尾町、(114)幕別町、(115)池田町、(116)豊頃町、(117)本別町、(118)足
寄町、(119)浦幌町、(120)釧路市、(121)釧路町、(122)厚岸町、(123)浜中町、(124)標茶町、
(125)弟子屈町、(126)鶴居村、(127)白糠町、(128)根室市、(129)別海町、(130)中標津町、
(131)標津町、(132)羅臼町、(133)小平町、(134)室蘭市、(135)千歳市　（4月移譲）

北海道胞衣及び産わい
物処理条例

処理所の設置及び収集処理事業の経営許可等に関する事
務(5)

1 5

墓地埋葬等に関する法
律

火葬場への立入検査(1)　　※要請権限 18 18

法令 最小基本単位
要望団体

数
権限数計

特定非営利活動促進法 特定非営利活動法人の設立認証等に関する事務(31) 19 589

特定非営利活動促進法
特定非営利活動法人の設立認証等に関する事務(認定Ｎ
ＰＯ法人に関する国税庁への書類提出等2権限)

6 12

(1)江別市、(2)当別町、(3)新篠津村、(4)松前町、(5)福島町、(6)七飯町、(7)奥尻町、(8)黒松内町、
(9)遠別町、(10)稚内市、(11)猿払村、(12)礼文町、(13)豊浦町、(14)新ひだか町、(15)新得町、
(16)広尾町、(17)本別町、(18)根室市　（4月移譲）

まちづくり分野

(1)石狩市（10月移譲）、(2)当別町、(3)松前町、(4)奥尻町、(5)今金町、(6)せたな町、(7)ニセコ
町、(8)倶知安町、(9)共和町、(10)深川市、(11)浦臼町、(12)栗山町、(13)美瑛町、(14)下川町、
(15)苫前町、(16)遠軽町、(17)清水町、(18)浦幌町（(2)～(18)は４月移譲）、(19)旭川市（時期）

(1)北広島市、(2)南幌町、(3)新ひだか町、(4)鹿追町、(5)芽室町、(6)標津町

(1)芽室町　（4月移譲）



都市計画法 都市計画の決定に係る試掘等の許可に関する事務(8) 2 16

都市計画法
都市計画施設等の区域内における建築規制に関する事務
(12)

2 24

都市計画法 開発行為の許可等に関する事務(29または32) 8 235

租税特別措置法
法人・個人及び連結法人の優良な宅地の供給に寄与する
旨の認定に関する事務(9)

4 36

租税特別措置法施行令 特定民間再開発事業の認定等に関する事務(3) 1 3

住宅地区改良法 土地の試掘等の許可に関する事務(2) 3 6

(1)白老町、(2)釧路市  （4月移譲）

(1)松前町、(2)福島町、(3)奥尻町、(4)せたな町、(5)深川市、(6)剣淵町、(7)苫前町、(8)釧路町
（4月移譲）

(1)函館市、(2)奥尻町、(3)白老町、(4)釧路町　（4月移譲）

(1)白老町　（４月移譲）

(1)釧路市、(2)白老町 （4月移譲）

都市再開発法 再開発事業の計画認定に関する事務(7) 1 7

都市計画法
市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の規
制に関する事務(代執行1権限)

96 96

(1)当別町、(2)新ひだか町、(3)白老町　（4月移譲）

(1)砂川市  （4月移譲）

(1)江別市、(2)恵庭市、(3)北広島市、(4)石狩市、(5)当別町、(6)千歳市、(7)北斗市、(8)福島町、
(9)七飯町、(10)森町、(11)八雲町、(12)長万部町、(13)江差町、(14)今金町、(15)せたな町、(16)
小樽市、(17)倶知安町、(18)共和町、(19)岩内町、(20)古平町、(21)余市町、(22)夕張市、(23)岩
見沢市、(24)美唄市、(25)芦別市、(26)赤平市、(27)三笠市、(28)滝川市、(29)砂川市、(30)歌志
内市、(31)深川市、(32)南幌町、(33)奈井江町、(34)長沼町、(35)栗山町、(36)新十津川町、(37)
士別市、(38)名寄市、(39)富良野市、(40)鷹栖町、(41)上川町、(42)美瑛町、(43)上富良野町、
(44)下川町、(45)美深町、(46)東神楽町、(47)留萌市、(48)羽幌町、(49)稚内市、(50)浜頓別町、
(51)枝幸町、(52)北見市、(53)網走市、(54)紋別市、(55)美幌町、(56)遠軽町、(57)滝上町、(58)
興部町、(59)雄武町、(60)大空町、(61)苫小牧市、(62)登別市、(63)伊達市、(64)壮瞥町、(65)白
老町、(66)厚真町、(67)洞爺湖町、(68)安平町、(69)むかわ町、(70)日高町、(71)浦河町、(72)新
ひだか町、(73)帯広市、(74)音更町、(75)新得町、(76)清水町、(77)芽室町、(78)大樹町、(79)広
尾町、(80)幕別町、(81)池田町、(82)本別町、(83)足寄町、(84)浦幌町、(85)釧路市、(86)釧路
町、(87)厚岸町、(88)標茶町、(89)弟子屈町、(90)白糠町、(91)根室市、(92)中標津町、(93)斜里
町、(94)木古内町、(95)室蘭市、(96)増毛町　　（４月移譲）



都市計画法 開発行為の許可等に関する事務(代執行1権限) 25 25

租税特別措置法
法人・個人及び連結法人の優良な住宅の供給に寄与する
旨の認定に関する事務(供給の認定1権限)

3 3

(1)江別市、(2)北広島市、(3)石狩市、(4)千歳市、(5)北斗市、(6)七飯町、(7)森町、(8)長万部町、
(9)小樽市、(10)名寄市、(11)富良野市、(12)美瑛町、(13)稚内市、(14)北見市、(15)網走市、(16)
苫小牧市、(17)登別市、(18)伊達市、(19)白老町、(20)帯広市、(21)音更町、(22)芽室町、(23)幕
別町、(24)釧路市、(25)室蘭市　（4月移譲）

(1)夕張市、(2)三笠市、(3)清里町　（4月移譲）


