
権限移譲の状況

No 根拠法令 移譲内容 所管局 所管部 所管課 府条例移譲* 移譲年月日 法定移譲** 移譲年月日

1 大阪府動物の愛護及び管理に関する条例 大阪府動物の愛護及び管理に関する条例に基づく飼い犬、野犬の掃討等 健康福祉局 健康部保健所 動物指導センター ○ 昭和46年4月1日
2 大阪府生活環境の保全等に関する条例 大阪府生活環境保全条例に基づく特定施設設置の届出受理、排水基準の監視 環境局 環境保全部 環境対策課 ○ 平成8年4月1日
3 大阪府生活環境の保全等に関する条例 大阪府生活環境保全条例に基づく特定施設設置の届出受理、大気の汚染状況の監視 環境局 環境保全部 環境対策課 ○ 平成8年4月1日
4 大阪府生活環境の保全等に関する条例 大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づくばい煙等排出工場に対する規制等 環境局 環境保全部 環境対策課 ○ 平成8年4月1日
5 大阪府生活環境の保全等に関する条例 大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく石綿飛散防止対策に関する届出受理等 環境局 環境保全部 環境対策課 ○ 平成8年4月1日

6
大阪府生活環境の保全等に関する条例 大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく燃料用ガソリンの移送時における揮発性

有機化合物(VOC)抑制対策に係る措置命令等
環境局 環境保全部 環境対策課

○
平成8年4月1日

7 大阪府生活環境の保全等に関する条例 深夜における営業等の制限に係る規制 環境局 環境保全部 環境対策課 ○ 平成8年4月1日
8 国有財産法 市町村が指定する河川に供用されている国有財産の境界確定 建設局 土木部 河川水路課 ○ 平成10年4月1日
9 商工会議所法 商工会議所による特定商工業者に対する負担金賦課の許可 産業振興局 商工労働部 商業流通課 ○ 平成12年4月1日 ○ 平成27年4月１日
10 医療法 病院の開設許可、取消し等 健康福祉局 健康部保健所 保健医療課 ○ 平成12年4月1日 ○ 平成27年4月1日
11 医療法 診療所への病床設置の許可等 健康福祉局 健康部保健所 保健医療課 ○ 平成12年4月1日 ○ 平成29年4月1日

12
大阪府福祉のまちづくり条例 大阪府福祉のまちづくり条例に基づく都市施設又は現況調査に係る既存施設への立入調

査、勧告及び公表等
建築都市局 開発調整部 建築安全課

○
平成12年4月1日

13
大阪府特定疾患に係る医療費の援助に関す
る規則

特定疾患医療費の援助申請の受理等 健康福祉局 健康部保健所 保健医療課
○

平成12年4月1日

14 大阪府生活環境の保全等に関する条例 大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく土壌汚染に関する規制等に関する事務 環境局 環境保全部 環境対策課 ○ 平成16年１月1日
15 地方自治法 市町村が管理する道路に供用されている府有地に係る地方自治法に基づく境界確定等 建設局 土木部 路政課 ○ 平成18年4月1日
16 国有財産法 市町村が管理する道路に供用されている国有財産に係る国有財産法に基づく境界確定等 建設局 土木部 路政課 ○ 平成18年4月1日

17
国有財産法 市町村が管理する一級・二級河川に供用されている国有財産に係る国有財産法に基づく

境界確定等
建設局 土木部 河川水路課

○
平成18年4月1日

18
大阪府建築物に附属する特定の設備等の安
全確保に関する条例

大阪府建築物に附属する特定の設備等の安全確保に関する条例に基づく事故情報の届出
受理等

建築都市局 開発調整部 建築防災推進課
○

平成18年4月1日

19 中小小売商業振興法 商店街整備計画、店舗集団化計画、共同店舗等整備計画等の認定等 産業振興局 商工労働部 商業流通課 ○ 平成19年4月1日 ○ 平成24年4月1日

20
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

全国団体以外の商工会・商工会議所等の基盤施設計画の認定等 産業振興局 商工労働部 商業流通課
○

平成19年4月1日
○

平成27年4月1日

21 商工会議所法 特定商工業者を定義する従業員数等の基準の引き上げの許可 産業振興局 商工労働部 商業流通課 ○ 平成27年4月1日
22 商工会議所法 商工会議所の定款変更の認可等 産業振興局 商工労働部 商業流通課 ○ 平成19年4月1日 ○ 平成27年4月1日
23 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 鳥獣の飼養の登録事務等 環境局 環境保全部 環境共生課 ○ 平成19年4月1日
24 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 鳥獣の捕獲等の許可等 環境局 環境保全部 環境共生課 ○ 平成19年4月1日

25
大阪府都市農業の推進及び農空間の保全と
活用に関する条例

農業経営計画の認定申請の受理等 産業振興局 農政部 農水産課
○

平成20年4月1日

26
大阪府都市農業の推進及び農空間の保全と
活用に関する条例

農地の利用に関する意向確認 産業振興局 農政部 農水産課
○

平成20年4月1日

27
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

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基く届
出の経由及び意見の添付等

環境局 環境保全部 環境対策課
○

平成21年4月1日

28
大阪府生活環境の保全等に関する条例 大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく化学物質の適正管理に係る緊急事態発

生時の措置等
環境局 環境保全部 環境対策課

○
平成21年4月1日

29 地方自治法 あらたに生じた土地の確認に関する事務 市長公室 企画部 企画推進担当 ○ 平成22年4月１日 ○ 平成24年4月１日
30 都市再開発法 市街地再開発事業に係る認可、指導監督等 建築都市局 都市整備部 ○ 平成22年4月1日 ○ 平成26年4月1日

31
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

防災街区整備事業の認可等 建築都市局 都市整備部
○

平成22年4月1日
○

平成27年4月1日

32 特定非営利活動促進法 特定非営利活動法人の設立認証、定款変更の認証、報告徴収、立入検査等 市民人権局 市民生活部 市民協働課 ○ 平成22年9月1日 ○ 平成24年4月1日

33
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安
全性の確保等に関する法律

薬局の開設の許可、製造販売業等の許可、薬局開設者等からの報告徴収、立入検査等 健康福祉局 健康部保健所 環境薬務課
○

平成23年4月1日
○

平成25年4月1日
平成27年4月1日

34 大阪府温暖化の防止等に関する条例 建築物の環境配慮制度に係る届出の受理等 建築都市局 開発調整部 建築安全課 ○ 平成23年8月1日
産業振興局 農政部 農地課

農業委員会事務局
36 農業振興地域の整備に関する法律 農用地区域内における開発行為の許可等 産業振興局 農政部 農水産課 ○ 平成24年4月1日
37 火薬類取締法 火薬類製造販売営業の許可等 消防局 予防部 危険物保安課 ○ 平成24年10月1日 ○ 平成29年4月1日
38 高圧ガス保安法 高圧ガス保安法に基づく許認可等 消防局 予防部 危険物保安課 ○ 平成24年10月1日 ○ 平成30年4月1日

39
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

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に基づく許認可等 消防局 予防部 危険物保安課
○

平成24年10月1日

40 旅券法 旅券発給事務に係る窓口対応業務（申請受理及び交付） 堺区役所 市民課 ○ 平成24年10月1日
41 大阪府特設水道条例 特設水道の布設工事の設計の確認等 健康福祉局 健康部保健所 環境薬務課 ○ 平成26年4月1日

42
土地区画整理法 独立行政法人都市再生機構が施行する土地区画整理事業に係る換地計画の認可及び換

地処分の公告等
建築都市局 都市整備部

○
平成27年4月1日

43 土地区画整理法 土地区画整理事業に係る建築行為等の許可等 建築都市局 開発調整部 建築安全課 ○ 平成27年4月１日

44
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合
的な提供の推進に関する法律

認定こども園（幼稚園型・保育所型・地方裁量型）の認可・認定等 子ども青少年局 子育て支援部 幼保推進課
○

平成28年10月1日

45

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合
的な提供の推進に関する法律
子ども・子育て支援法

幼保連携型認定こども園以外の認定こども園（幼稚園型、保育所型及び地方裁量型）の認
定等の事務・権限を指定都市へ移譲
認定こども園の申請事項等の変更に係る届出の受理及び周知並びに報告の徴収の事務・
権限を認定等の権限を有する市へ移譲

子ども青少年局 子育て支援部 幼保推進課

○

平成30年4月1日

46 介護保険法等 介護サービス事業者(一部)の業務管理体制の整備に関する監督等 健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課 ○ 平成21年5月1日

○ 平成28年4月1日農地法 農地転用の許可等（2ha超4ha以下） ○ 平成24年4月1日35
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No 根拠法令 移譲内容 所管局 所管部 所管課 府条例移譲* 移譲年月日 法定移譲** 移譲年月日

47
高齢者の居住の安定確保に関する法律 都道府県が策定することとなっている高齢者居住安定確保計画について、市町村でも策定

できるようにすることにより、よりきめ細やかに地域の実情を踏まえたサービス付き高齢者
向け住宅の立地の誘導等、市町村の主体的なまちづくりの推進に資する

建築都市局 住宅部 住宅まちづくり課
○

平成23年10月20日

48 家庭用品品質表示法 家庭用品の販売業者に対する表示等の指示、違反業者の公表、報告徴収、立入検査等 市民人権局 市民生活部 消費生活センター ○ 平成24年4月1日
49 地方自治法 町及び字の区域の新設等の届出、告示 市民人権局 市民生活部 戸籍住民課 ○ 平成24年4月1日
50 老人福祉法 有料老人ホーム設置の届出受理、立入検査、改善命令 健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課 ○ 平成24年4月1日
51 介護保険法 指定居宅サービス事業者等の指定等、報告命令、立入検査等 健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課 ○ 平成24年4月1日

52
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律

指定障害福祉サービス事業者等の指定、報告命令、立入検査等 健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課
○

平成24年4月1日

53 理容師法 理容所の衛生措置基準の設定等 健康福祉局 健康部保健所 環境薬務課 ○ 平成24年4月1日
54 美容師法 美容所の衛生措置基準の設定等 健康福祉局 健康部保健所 環境薬務課 ○ 平成24年4月1日
55 興行場法 興行場の衛生措置基準の設定等 健康福祉局 健康部保健所 環境薬務課 ○ 平成24年4月1日
56 旅館業法 旅館の構造設備基準及び衛生措置基準の設定等 健康福祉局 健康部保健所 環境薬務課 ○ 平成24年4月1日
57 公衆浴場法 公衆浴場の衛生等措置基準の設定等 健康福祉局 健康部保健所 環境薬務課 ○ 平成24年4月1日
58 クリーニング業法 クリーニング業者が講ずべき措置の基準設定 健康福祉局 健康部保健所 環境薬務課 ○ 平成24年4月1日
59 毒物及び劇物取締法 毒物・劇物業務上取扱者の届出受理、廃棄物の回収命令、立入検査等 健康福祉局 健康部保健所 環境薬務課 ○ 平成24年4月1日
60 農地法 農地等の権利移動の許可 農業委員会事務局 ○ 平成24年4月1日
61 ガス事業法 ガス用品の販売事業者からの報告徴収、立入検査、提出命令 市民人権局 市民生活部 消費生活センター ○ 平成24年4月1日
62 電気用品安全法 電気用品の販売事業者からの報告徴収、立入検査、提出命令 市民人権局 市民生活部 消費生活センター ○ 平成24年4月1日

63
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

液化石油ガス器具等の販売業者等からの報告徴収、立入検査、提出命令 市民人権局 市民生活部 消費生活センター
○

平成24年4月1日

64 消費生活用製品安全法 特定製品の販売事業者等からの報告徴収、立入検査、提出命令 市民人権局 市民生活部 消費生活センター ○ 平成24年4月1日
65 都市計画法 都市計画の決定（区域区分） 建築都市局 都市計画部 都市計画課 ○ 平成24年4月1日
66 都市計画法 都市計画の決定（都市再開発方針等） 建築都市局 都市計画部 都市計画課 ○ 平成24年4月1日
67 都市計画法 都市計画の決定（都市施設の一部） 建築都市局 都市計画部 都市計画課 ○ 平成24年4月1日
68 環境基本法 騒音に係る環境基準の地域類型の指定 環境局 環境保全部 環境対策課 ○ 平成24年4月1日

69
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律、児童福祉法

指定障害福祉サ－ビス事業者等の業務管理体制の報告の受理・命令等 健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課
○

平成24年4月1日

70
行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律

義務教育諸学校の医療費援助事務におけるマイナンバー制度による情報連携の範囲拡大 教育委員会事務局 学校教育部 学校保健体育課
○

平成25年5月31日

71 食品表示法 農林物資製造業者等への立入検査等 健康福祉局 健康部保健所 食品衛生課 ○ 平成27年4月1日
72 文化財保護法 史跡名勝天然記念物の仮指定、重要文化財等の管理に係る技術的指導等 文化観光局 文化部 文化財課 ○ 平成27年4月1日
73 博物館法 博物館の登録 文化観光局 文化部 文化財課 ○ 平成27年4月1日
74 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 特別児童扶養手当の受給資格の認定 健康福祉局 障害福祉部 障害支援課 ○ 平成27年4月1日
75 農地法 農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可 農業委員会事務局 ○ 平成27年4月1日
76 採石法 岩石採取計画の認可 建設局 土木部 河川水路課 ○ 平成27年4月1日
77 砂利採取法 砂利採取計画の認可 建設局 土木部 河川水路課 ○ 平成27年4月1日
78 国土利用計画法 土地取引の規制区域の指定等 建築都市局 都市計画部 都市計画課 ○ 平成27年4月1日
79 毒物及び劇物取締法 特定毒物研究者の許可等 健康福祉局 健康部保健所 環境薬務課 ○ 平成28年4月1日
80 都市計画法 区域区分に関する都市計画決定に係る農林水産大臣協議の対象範囲の見直し 建築都市局 都市計画部 都市計画課 ○ 平成28年4月1日

81
市町村立学校職員給与負担法、地方教育行
政の組織及び運営に関する法律、義務教育
費国庫負担法

府費負担教職員の給与等の負担 教育委員会事務局 教職員人事部 教職員企画課
○

平成29年4月1日

82
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職
員定数の標準に関する法律

府費負担教職員の定数の決定 教育委員会事務局 教職員人事部 教職員人事課
○

平成29年4月1日

83
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職
員定数の標準に関する法律

学級編制基準の決定 教育委員会事務局 教職員人事部 教職員人事課
○

平成29年4月1日

84 食鳥処理の事業及び食鳥検査に関する法律 食鳥検査に係る指定検査機関の指定・監督 健康福祉局 健康部保健所 食品衛生課 ○ 平成29年4月1日
85 介護保険法 介護サービス事業者の情報公表制度 健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課 ○ 平成30年4月1日
86 介護保険法 介護支援専門員（市内に勤務する者）に対する指導 健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課 ○ 平成30年4月1日

87
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安
全性の確保等に関する法律

医療機器の販売業・貸与業の許可等、報告徴収、立入検査等 健康福祉局 健康部保健所 環境薬務課
〇

平成27年4月1日

88
軌道法等
※堺市の該当事務は道設政令及び道設省令

軌道経営者に対する運輸開始の認可等 建築都市局 交通部 交通政策担当
〇

令和4年4月1日
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