
法令、条文 項目 担当課 電話番号 施行日

地方公営企業法
①利益や欠損が生じた場合の会計処理
②組織に関する特例

上下水道課庶務係（上水道） 65-7035 1

下水道法
①公共下水道設置時の事業計画の策定
②流域下水道設置時の事業計画の策定

上下水道課工務係（下水道） 65-7037 1

指定地域密着型サービス事業者の従業者資格 1

指定地域密着型サービス事業者の設備・運営基準 1

指定地域密着型介護予防サービス事業者の従業者資
格 1

指定地域密着型介護予防サービス事業者の設備・運
営基準 1

公営住宅法 公営住宅の整備基準、入居者資格 都市対策課住宅公園係 65-7029 1

道路法
①道路の構造基準
（幅員、線形、勾配等）
②道路標識の構造基準（案内標識、警戒標識）

道路・水路課管理係 53-4114 1

法令、条文 項目 担当課 電話番号 施行日

社会教育法 公民館運営審議会の委員の資格 社会教育課社会教育係 65-7056 1

図書館法 図書館協議会の委員の資格 図書館図書館係 51-7200 1

水道施設布設工事監督職員の配置基準 1

水道技術管理者の資格基準 1

指定地域密着型介護老人福祉施設の施設及び入所
定員に係る基準 1

指定地域密着型サービス事業者等の申請者の法人格
の有無に係る基準 1

駐車料金等の標識の表示基準 1

道路等の交差方式の基準 1

都市公園の設置基準 1

都市公園の建築物の建築面積割合基準 1

公共下水道の構造の技術上の基準 1

終末処理場の維持管理に係る基準 1

都市下水路の維持管理に係る基準 1

移動等円滑化のために必要な道路構造に関する基準 1

移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置
基準 1

下水道法 上下水道課工務係（下水道） 65-7037

高齢者、障害者等の
移動等の円滑化の促
進に関する法律

都市対策課住宅公園係 65-7029

道路法 道路・水路課管理係 53-4114

都市公園法 都市対策課住宅公園係 65-7029

水道法 上下水道課工務係（上水道） 53-4118

介護保険法 高齢者支援課介護保険係 53-4115
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介護保険法 高齢者支援課介護保険係 53-4115
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法令、条文 項目 担当課 電話番号 施行日

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律

一般廃棄物処理施設における技術管理者の資格基準 かんきょう課かんきょう係 53-4120 1

地方自治法
町及び字の区域の新設等の届出、告示
※特例条例で全市町村に移譲済

総務広報課総務広報係 65-7003 1

児童福祉法
乳児家庭全戸訪問事業
（未熟児の訪問指導等実施時）

健康づくり課健康増進係 53-4231 2

身体障害者福祉法

知的障害者福祉法

母子保健法 未熟児の訪問指導等 健康づくり課健康増進係 53-4231 2

障害者自立支援法 育成医療の支給認定等 福祉事務所障害者支援係 65-7022 2

農地法
農地等の権利移移動の許可
※特例条例で全市に移譲済

農業委員会庶務係 65-7023 1

都市計画法

都市計画の決定
　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

都市対策課都市計画係 65-7028 1

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

商工観光課商工観光係 65-7024 1

墓地等の経営許可、墓地の区域や施設の変更及び廃
止の許可並びに許可取消し
※特例条例で市町村に移譲済

1

立入検査及び報告徴収、整備改善命令、使用制限等
※特例条例で市町村に移譲済 1

社会福祉法人の定款の認可、報告徴収、検査、業務
停止命令等

福祉事務所障害者支援係 65-7022 2

第二種社会福祉事業の届出受理等
（隣保事業）

人権・同和対策室人権・同和
対策係

65-7039 1

水道法
簡易専用水道の給水停止命令、報告徴収、立入検査
並びに専用水道の給水開始の届出受理等

上下水道課工務係（上水道） 53-4118 2

電気用品安全法 販売事業者からの報告徴収、立入検査、提出命令 商工観光課商工観光係 65-7024 1

消費生活用製品安全
法

販売事業者等からの報告徴収、立入検査、提出命令 商工観光課商工観光係 65-7024 1

工場立地法
緑地面積率等に係る地域準則の策定、特定工場新設
の届出受理、変更命令等

商工観光課商工観光係 65-7024 1

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

商工観光課商工観光係 65-7024 1

土地区画整理法
土地区画整理事業施行地区内の建築行為等の許可、
原状回復命令等

都市対策課都市計画係 65-7028 1

駐車場法
路外駐車場設置等の届出受理、立入検査、是正命令
等

都市対策課都市計画係 65-7028 1

都市計画法
都市計画施設区域及び市街地開発事業施行区域内
等の建築許可、都市計画事業地内の建築等の許可等

都市対策課都市計画係 65-7028 1

特定優良賃貸住宅の
供給の促進に関する
法律

供給計画の認定、報告徴収、改善命令等 都市対策課公園住宅係 65-7029 1

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の届出受理、基準適合命令、立
入検査等

都市対策課公園住宅係 65-7029 1

社会福祉法

身体・知的障害者相談員への委託による相談対応、
援助

福祉事務所障害者支援係 65-7022 1

墓地、埋葬等に関す
る法律

かんきょう課かんきょう係 53-4120
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法令、条文 項目 担当課 電話番号 施行日

公有地の拡大の推進
に関する法律

土地を譲渡する場合の届出及び土地買取の申出受
理、協議を行う団体の決定等
※特例条例で全市町村に移譲済

都市対策課都市計画係 65-7028 1

騒音規制法
規制地域の指定、規制基準の設定、騒音状況の常時
監視

かんきょう課かんきょう係 53-4120 1

悪臭防止法 規制地域の指定、基準の設定 かんきょう課かんきょう係 53-4120 1

振動規制法 規制地域の指定、基準の設定 かんきょう課かんきょう係 53-4120 1

環境基本法 騒音に係る環境基準の地域類型の指定 かんきょう課かんきょう係 53-4120 1

災害対策基本法
災害派遣要請を求めた旨の市町村長から防衛大臣等
への通知

地域支援課地域づくり支援
係

65-7065 1

景観法 市町村が景観行政団体として行う事務 都市対策課都市計画係 65-7028 1

　【施行日の区分】
1：平成24年4月1日

2：平成25年4月１日

（注意）施行日から１年を超えない期間内（平成25年3月31日まで）において、市町村の条例が制定施行されるまでの間、関係政省令
の基準を市町村の基準とみなす。
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