
事務処理特例条例に基づく市町村への移譲事務一覧（令和２年４月１日現在）事務処理特例条例に基づく市町村への移譲事務一覧（令和２年４月１日現在）事務処理特例条例に基づく市町村への移譲事務一覧（令和２年４月１日現在）事務処理特例条例に基づく市町村への移譲事務一覧（令和２年４月１日現在）№ 主な事務の内容 根拠法令 事務数（条項数） 移譲先 備考1 一般旅券の発給の申請の受理等及び一般旅券の交付等 旅券法及び旅券法施行規則 14 橿原市2 あらたに生じた土地の届出受理及び告示 地方自治法 2 奈良市　大和高田市　大和郡山市　天理市　橿原市　桜井市　五條市　御所市　宇陀市　山添村　平群町　三郷町　斑鳩町　安堵町　川西町三宅町　曽爾村　御杖村　高取町　上牧町　王寺町　広陵町　河合町　野迫川村3 財産区の議会等の設置等に関する条例の設定 地方自治法 1 天理市　橿原市　香芝市　宇陀市　御杖村　高取町4 史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可等 文化財保護法 4 平群町　斑鳩町　川西町　三宅町　田原本町高取町　明日香村　上牧町　王寺町　広陵町河合町　吉野町　大淀町 各市へは法令で移譲済5 簡易専用水道の給水停止命令等 水道法 3 斑鳩町　三宅町　曽爾村　御杖村 各市へは法令で移譲済6 重要文化財の現状変更等にかかる申請書の受理及び県の許可証の交付事務、埋蔵文化財の調査のための発掘等に関する届出の受理等国の機関が行う重要文化財等の現状変更等に係る文化庁長官の同意の申請の受理及び同意の伝達並びに現状変更等の終了の報告の受理 文化財保護法特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則 11 各市町村
7 重要文化財の滅失等に係る届出及び復旧の終了の報告の受理 文化財保護法特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の復旧の届出に関する規則 6 各市町村8 県指定史跡名勝天然記念物の指定地域内における土地所在等の異動届出の受理事務 奈良県文化財保護条例 5 各市町村9 里親の認定申請の受理及び認定のため必要な調査事務 児童福祉法 1 各市　十津川村10 戦傷病者が行う補装具の支給又は修理にかかる請求書の受理及び補装具交付券又は補装具修理券の交付事務 戦傷病者特別援護法施行規則 2 各市　十津川村11 母子福祉資金・寡婦福祉資金等の貸付けにかかる諸申請の受理等の事務 母子及び父子並びに寡婦福祉法 15 各市町村（奈良市を除く） 奈良市へは法令で移譲済12 障害児福祉手当受給資格認定請求・現況届出の受理事務、特別障害者手当受給資格認定請求受理事務 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 3 各町　各村（十津川村を除く） 各市、十津川村へは法令で移譲済13 栄養士名簿・管理栄養士名簿の登録等に関する事務等 栄養士法施行令 16 奈良市14 施術所を開設する場合の届出の受理等 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律 7 橿原市　宇陀市　十津川村 奈良市へは法令で移譲済15 病院又は診療所が診療用エックス線装置を備えたときの届出の受理 医療法 1 奈良市16 診療放射線の照射録の提出又は検査の事務 診療放射線技師法 1 奈良市17 施術所を開設する場合の届出の受理等 柔道整復師法 5 橿原市　宇陀市　十津川村 奈良市へは法令で移譲済18 医籍登録に関する受理事務、医師免許証の届出・変更・再交付・返納等にかかる受理事務 医師法 9 奈良市19 歯科医籍登録に関する受理事務、歯科医師免許証の届出・変更・再交付・返納等にかかる受理事務 歯科医師法 9 奈良市20 業務に従事する保健師・助産師・看護師・准看護師の住所・氏名等の届出の受理事務等 保健師助産師看護師法 18 奈良市21 業務に従事する歯科衛生士の住所・氏名等の届出の受理事務 歯科衛生士法 1 奈良市22 病院の開設・廃止・休止等にかかる各種許可申請及び届出の受理事務等 医療法 16 奈良市23 業務に従事する歯科技工士の住所・氏名等の届出の受理事務等 歯科技工士法 10 奈良市24 薬剤師名簿登録に関する受理事務、薬剤師免許証の届出・変更・再交付・返納等にかかる受理事務 薬剤師法 10 奈良市25 原子爆弾被爆者への被爆者健康手帳の交付・再交付・記載事項変更・返納等にかかる事務等 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 67 奈良市26 診療放射線技師籍登録に関する受理事務、診療放射線技師免許証の届出・変更・再交付・返納等にかかる受理事務 診療放射線技師法施行令 5 奈良市27 臨床検査技師名簿の登録等に関する事務、臨床検査技師免許申請書の受理事務、免許証再交付・返納受理等の事務 臨床検査技師等に関する法律施行令 8 奈良市28 理学療法士又は作業療法士名簿の登録等に関する事務等 理学療法士及び作業療法士法施行令 8 奈良市29 視能訓練士名簿の登録等に関する事務、視能訓練士免許申請書の受理事務、免許証再交付・返納受理等の事務 視能訓練士法施行令 8 奈良市30 「救急病院」又は「救急診療所」認定にかかる協力申出の受理事務 救急病院等を定める省令 1 奈良市31 自立支援医療費（精神通院）の申請に対し、市町村が申請書や添付書類の確認及び該当する所得区分の記入を行ったうえでの都道府県への進達 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及び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施行 3 各市町村



№ 主な事務の内容 根拠法令 事務数（条項数） 移譲先 備考32 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする際の許可等 墓地、埋葬等に関する法律 8 各町村 各市へは法令で移譲済33 条例に違反する広告物の除却に関する代執行及びその費用の徴収等 屋外広告物法奈良県屋外広告物条例 36 各市町村（奈良市を除く） 奈良市へは法令で移譲済34 歴史的風土保存区域内における、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築等の行為の届出の受理 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 10 奈良市　天理市　橿原市　桜井市　斑鳩町　明日香村35 近郊緑地保全区域内における建築物その他の工作物の新築等を行う場合の届出の受理 近畿圏の保全区域の整備に関する法律 3 奈良市36 動物取扱業の登録等 動物の愛護及び管理に関する法律 58 奈良市37 浄化槽設置の届出受理等 浄化槽法 23 生駒市　曽爾村　御杖村 奈良市へは法令で移譲済38 ばい煙等を大気中に排出、飛散させる者の、ばい煙等発生施設設置届出の受理等 奈良県生活環境保全条例 24 奈良市39 飲食店営業等のための施設の基準の一部を適用しない認定 奈良県食品衛生法施行条例 1 奈良市40 人の生命等を侵害することのないようにされていない犬(野犬等)の収容等 奈良県動物の愛護及び管理に関する条例 10 奈良市41 温泉掘削工事等にかかる許可申請受理及び調査等の事務等 温泉法 16 奈良市42 国立公園での工作物の新築等にかかる各種許可申請の受理事務 自然公園法 7 奈良市　天理市　桜井市　五條市　御所市　生駒市　香芝市　葛城市　宇陀市　平群町　三郷町　曽爾村　御杖村　野迫川村　十津川村　東吉野村43 県立自然公園での国の機関が行う行為についての協議の申出及び通知の受理事務 自然公園法 1 奈良市　大和郡山市　五條市　生駒市　山添村斑鳩町　吉野町　大淀町　下市町44 近郊緑地保全区域内における建築物その他の工作物の新築等を行う場合の届出の受理等 近畿圏の保全区域の整備に関する法律 1 大和郡山市　五條市　御所市　生駒市　香芝市葛城市　平群町　三郷町　斑鳩町45 建築物の清掃を行う事業など建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録申請の受理事務等 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 3 奈良市46 クリーニング師免許証の届出・変更・再交付・返納等にかかる受理事務 クリーニング業法施行令 10 奈良市47 県立自然公園特別地域内における工作物新築等の行為の許可申請の受理事務、普通地域内における同行為の届出の受理事務 奈良県立自然公園条例 2 奈良市　大和郡山市　五條市　生駒市　山添村斑鳩町　吉野町　大淀町　下市町48 景観保全地区及び環境保全地区内において建築物等の新築・宅地造成など一定の行為をする場合の届出の受理事務等 奈良県自然環境保全条例 2 奈良市　大和高田市　橿原市　桜井市　五條市御所市　生駒市　香芝市　葛城市　平群町　三郷町　斑鳩町　高取町　上牧町　王寺町　広陵町　河合町49 ふぐ処理師免許証の交付等にかかる諸事務 ふぐの販売及びふぐ処理師に関する条例 10 奈良市50 農地法に基づく農地又は採草放牧地の賃貸借の解除等の許可等 農地法 2 大和郡山市　御杖村　王寺町　天川村51 土地改良事業の工事完了の届出の受理等 土地改良法 2 大和高田市　五條市　宇陀市　山添村　曽爾村52 鳥獣保護区域内において鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をする際の許可等 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 34 各市町村53 森林所有者が松くい虫を防除した際の実施届書受理事務、損失補償申請書の受理事務 森林病害虫等防除法 2 各市町村54 保安林予定森林又は解除予定保安林に関する通知を市町村事務所に掲示する事務等 森林法 3 各市（大和高田市を除く）　平群町　三郷町　斑鳩町　高取町　上牧町　王寺町　吉野町　大淀町　下市町　各村55 市町村道の用に供されている国有財産の調査又は測量のための立入及び境界確定の事務 国有財産法 1 各市町村56 準用河川等に供されている国有財産の調査又は測量のための立入及び境界確定の事務 国有財産法 1 奈良市　大和高田市　大和郡山市　橿原市　山添村　安堵町　川西町　高取町　王寺町　天川村　十津川村　下北山村　上北山村57 優良住宅の認定、優良宅地の認定 租税特別措置法 8 奈良市58 路外駐車場設置の届出受理等 駐車場法 6 各町　明日香村 各市へは法令で移譲済59 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内の建築の許可等 都市計画法 7 斑鳩町 各市へは法令で移譲済60 都市計画事業地内の建築等の許可等 都市計画法 8 各町　明日香村 各市へは法令で移譲済61 都市計画施設の区域内に所在する土地等を譲渡しようとする場合の届出の受理等 公有地の拡大の推進に関する法律 4 斑鳩町　安堵町　田原本町　高取町 各市へは法令で移譲済62 一級河川に対して河川法第１６条の３第１項の規定に基づき市町村が行う河川工事に伴い、表示登記、所有権保存登記等の登記嘱託にかかる事務 不動産登記法 2 大和郡山市　橿原市63 特定路外駐車場の設置の届出の受理等 高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律 4 斑鳩町　安堵町　田原本町　曽爾村 各市へは法令で移譲済64 公共的施設のうち特定施設を設置しようとする者からの届出の受理等 奈良県住みよい福祉のまちづくり条例 13 奈良市　橿原市　生駒市65 特定施設の設置の届出等 奈良県住みよい福祉のまちづくり条例 13 各市　各町　明日香村66 宅地造成工事の許可申請及び完了検査申請の受理事務 宅地造成等規制法 8 大和郡山市　天理市　桜井市　五條市　御所市生駒市　香芝市　葛城市　宇陀市　平群町　三郷町　斑鳩町　上牧町　王寺町　広陵町　河合町　吉野町　大淀町　下市町 奈良市へは法令で移譲済67 都市計画区域での500㎡以上の開発許可にかかる申請等の受理事務 都市計画法 14 各市町村（奈良市を除く） 奈良市へは法令で移譲済68 市街化調整区域での建築等の許可申請の受理事務等 都市計画法 2 各市（奈良市を除く）　各町　明日香村 奈良市へは法令で移譲済69 都市計画施設区域内等の建築の許可申請の受理事務 都市計画法 1 各町（斑鳩町を除く）　明日香村 各市へは法令で移譲済70 大都市地域内の市街化区域内で指定される土地区画整理促進区域内での土地形質の変更等の許可申請の受理及び調査事務 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 1 各町　明日香村 各市へは法令で移譲済令和２年４月１日現在の移譲事務　　６１法令６３１条項


