
同意が必要な事務手続一覧表（都道府県又は市町村が照会を行うこととなる事務）

条 項 号
通知先

（照会を行う者）
通知日

7 1 イ 児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第六条の四第一項の里
親又は同条第２項の養育里親の認定の申請に係る事実についての審査 厚労省 都道府県

市町村
20170607

12 3 イ 児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収（同法第五十条第五号に係
る部分に限る。） 厚労省 都道府県

市町村
20170607

12 4 ロ 児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収（同法第五十条第六号及び
第六号の二並びに第五十一条第三号に係る部分に限る。） 厚労省 都道府県

市町村
20170607

12 7 児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収（同法第五十条第七号の三
に係る部分に限る。） 厚労省 都道府県

市町村
20170607

13 1 イ 予防接種法（昭和二十三年法律第六十八号）第十六条第一項第四号又
は第二項第四号の給付の支給の請求に係る事実についての審査 厚労省 都道府県

市町村
20170627

13 2 イ 予防接種法第二十八条の実費の徴収の決定

厚労省 都道府県
市町村

20170627

19 1 カ 生活保護法第十九条第一項の保護の実施

厚労省 都道府県
市町村

20170501

19 2 生活保護法第二十四条第一項の保護の開始又は同条第九項の保護の
変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 厚労省 都道府県

市町村
20170501

19 3 生活保護法第二十五条第一項の職権による保護の開始又は同条第二
項の職権による保護の変更に関する事務 厚労省 都道府県

市町村
20170501

19 4 生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止

厚労省 都道府県
市町村

20170501

19 5 生活保護法第六十三条の保護に要する費用の返還

厚労省 都道府県
市町村

20170501

19 6 生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの
徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収
を含む。)に関する事務

厚労省 都道府県
市町村

20170501

22 4 公営住宅法第二十五条第一項の入居者の申込みに係る事実についての
審査 国交省 都道府県及び市区町村 20161222

22 5 公営住宅法第二十七条第五項の事業主体の承認の申請に係る事実に
ついての審査 国交省 都道府県及び市区町村 20161222

22 6 公営住宅法第二十七条第六項の事業主体の承認の申請に係る事実に
ついての審査 国交省 都道府県及び市区町村 20161222

23 2 特別支援学校への就学奨励に関する法律第五条の経費の算定に必要な
資料に係る事実についての審査 文科省 都道府県教育委員会 20170621

24 2 学校保健安全法第二十四条の援助の対象となる者の認定に関する事務

文科省 都道府県教育委員会又は市町村教
育委員会

平成30年７月より連携開始

28 3 住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第二十
五条第一項の入居者の申込みに係る事実についての審査 国交省 都道府県及び市区町村 20161222

28 6 住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされ
る公営住宅法の一部を改正する法律の規定による改正前の公営住宅
法第十二条第一項の家賃の決定

国交省 都道府県及び市区町村 20161222

34 1 母子及び父子並びに寡婦福祉法第十五条第二項（同法第三十一条の六
第五項において準用する場合を含む。）の償還免除の申請に係る事実
についての審査

厚労省 都道府県
市町村

20170713

34 2 母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十二条第一項の資金の貸付けの
申請に係る事実についての審査 厚労省 都道府県

市町村
20170713

34 3 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第六条の資金の貸付けの申請に
係る事実についての審査 厚労省 都道府県

市町村
20170713

35 3 母子及び父子並びに寡婦福祉法第十七条第一項、第三十一条の七第一
項又は第三十三条第一項の便宜の供与の申請に係る事実についての審
査に関する事務

厚労省 都道府県
市町村

20170713

36 1 イ 母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号（同法第三十一条の
十において読み替えて準用する場合を含む。）の給付金の支給の申請に
係る事実についての審査

厚労省 都道府県
市町村

20170713

36 2 イ 母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第二号又は第三号（これら
の規定を同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含
む。）の給付金の支給の申請に係る事実についての審査

厚労省 都道府県
市町村

20170713

36 3 母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第二号又は第三号（これら
の規定を同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含
む。）の給付金の算定に係る事実についての審査に関する事務

厚労省 都道府県
市町村

20170713

39 3 母子保健法第二十一条の四第一項の費用の徴収

厚労省 都道府県
市町村

20170607

備考欄所管省庁照会事務

別表２主務省令 所管省庁から地方公共団体等への通知
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別表２主務省令 所管省庁から地方公共団体等への通知

43の4 1 ハ 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則（平成二十五年
建設省令第十六号）第二十八条の規定による入居の申込みに係る事実
についての審査

国交省 都道府県及び市区町村 20161222

43の4 2 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三十条の賃
貸借契約の解除 国交省 都道府県及び市区町村 20161222

44 1 カ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人
等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第一項及び第
三項の支援給付の支給の実施、平成十九年改正法附則第四条第一項の
支援給付の支給の実施並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項
の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第一項の支
援給付、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前
の例によるものとされた旧法第十四条第三項の支援給付及び平成二十
五年改正法附則第二条第三項の支援給付の支給の実施に関する事務

厚労省
都道府県
指定都市
中核市

20170329

44 2 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人
等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項(平成十
九年改正法附則第四条第二項において準用する場合を含む。以下この
条において同じ。)並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第
二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項
の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十四条第一項の
開始又は同条第九項の変更の申請に係る事実についての審査に関する

厚労省
都道府県
指定都市
中核市

20170329

44 3 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人
等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに
平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従
前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によ
るものとされる生活保護法第二十五条第一項の職権による開始又は同

厚労省
都道府県
指定都市
中核市

20170329

44 4 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人
等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに
平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従
前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によ
るものとされる生活保護法第二十六条の停止又は廃止に関する事務

厚労省
都道府県
指定都市
中核市

20170329

44 5 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人
等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに
平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従
前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によ
るものとされる生活保護法第六十三条の費用の返還に関する事務

厚労省
都道府県
指定都市
中核市

20170329

44 6 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人
等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに
平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従
前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によ
るものとされる生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項か
ら第三項まで及び第二項の徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又
は第二項同法第七十八条の二第一項の徴収金の徴収を含む )に関する

厚労省
都道府県
指定都市
中核市

20170329

47 1 14 ロ 介護保険法百十五条の四十五の地域支援事業の実施の要件に該当す
るかどうかの確認 厚労省 都道府県

市町村
20170710

49 1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成十年
法律第百十四号）第三十七条第一項の費用負担の申請に係る事実につ
いての審査

厚労省 都道府県
市町村

20170703

49 3 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十二
条第一項の療養費の支給の申請に係る事実についての審査 厚労省 都道府県

市町村
20170703
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