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次
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○情報通信の技術を利用して行う知事の所管する行政手続等
（情報政策課）……………１

告

示

福岡県告示第158号
知事等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則（平成16年福岡
県規則第25号）第３条の規定に基づき、次のように情報通信の技術を利用して行う手続
等の根拠となる法令又は条例等の名称及び条項、当該使用の開始日並びに対象手続を公
示する。
令和４年２月25日
福岡県知事

1

令和４年２月25日

金曜日

１

服部

誠太郎

情報通信の技術を利用して行う手続等のうち電子署名を要する申請等の根拠となる
法令又は条例等の名称及び条項、当該使用の開始日並びに対象手続
手続等の根拠となる法令又
は条例等の名称

条項

使用の開始日

対象手続

福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第３条第１項
）

ふくおか地域貢献活動サ
令和４年３月１日 ポート事業補助金交付の
申請

福岡県地域改善対策職業訓
練受講資金等の返還債務の
免除に関する条例施行規則 第４条第１項
（昭和62年福岡県規則第52
号）

令和４年３月１日

受講資金等返還債務免除
申請書の提出

福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第３条第１項
）

グリーンアジア国際戦略
令和４年３月１日 総合特区中小企業設備投
資促進補助金交付の申請

グリーンアジア国際戦略
福岡県補助金等交付規則（ 第３条第１項、
総合特区中小企業設備投
昭和33年福岡県規則第５号 第５条第１項第 令和４年３月１日
資促進補助金の申請事項
）
１号
及び内容の変更の申請
グリーンアジア国際戦略
総合特区中小企業設備投
資促進補助金の遂行状況
報告

福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第11条
）

令和４年３月１日

福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第13条
）

グリーンアジア国際戦略
令和４年３月１日 総合特区中小企業設備投
資促進補助金の実績報告

総合特別区域法施行規則（
第17条第７項
平成23年内閣府令第39号）

グリーンアジア国際戦略
令和４年３月１日 総合特区の指定に係る申
請内容変更の届出

総合特別区域法（平成23年
第26条第２項
法律第81号）

グリーンアジア国際戦略
令和４年３月１日 総合特区に係る実施状況
報告

地域経済牽引事業の促進に
よる地域の成長発展の基盤
第13条第１項
強化に関する法律（平成19
年法律第40号）

令和４年３月１日

地域経済牽引事業計画の
承認の申請

地域経済牽引事業の促進に
よる地域の成長発展の基盤
第14条第１項
強化に関する法律（平成19
年法律第40号）

令和４年３月１日

地域経済牽引事業計画の
変更の承認の申請

地域経済牽引事業の促進に
よる地域の成長発展の基盤
強化に関する法律第18条に
規定する承認地域経済牽引
事業に関する省令（平成29 第４条第１項
年総務省、財務省、厚生労
働省、農林水産省、経済産
業省、国土交通省、環境省
令第１号）

令和４年３月１日

地域経済牽引事業計画の
実施状況報告

福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第３条第１項
）

令和４年３月１日

福岡県移動スーパー参入
促進費補助金交付の申請

福岡県補助金等交付規則（
福岡県移動スーパー参入
第５条第１項第
昭和33年福岡県規則第５号
令和４年３月１日 促進費補助金の申請内容
１号
）
の変更の承認の申請
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福岡県補助金等交付規則（
福岡県移動スーパー参入
第５条第１項第
昭和33年福岡県規則第５号
令和４年３月１日 促進費補助金中止（廃止
３号
）
）申請

福岡県中小企業高度化資金
貸付規則（昭和48年福岡県 第25条第１号
規則第35号）

令和４年３月１日

貸付対象施設設置完了期
限延期承認申請

福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第13条
）

令和４年３月１日

福岡県移動スーパー参入
促進費補助金の実績報告

福岡県中小企業高度化資金
貸付規則（昭和48年福岡県 第25条第２号
規則第35号）

令和４年３月１日

貸付対象施設代金支払期
限延期承認申請

福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第３条第１項
）

福岡県買い物の場として
令和４年３月１日 の商店街機能強化事業費
補助金交付の申請

福岡県中小企業高度化資金
貸付規則（昭和48年福岡県 第25条第３号
規則第35号）

令和４年３月１日

貸付対象施設設置場所変
更承認申請

福岡県買い物の場として
福岡県補助金等交付規則（
第５条第１項第
の商店街機能強化事業費
昭和33年福岡県規則第５号
令和４年３月１日
１号
補助金の申請内容の変更
）
の承認の申請

福岡県中小企業高度化資金
貸付規則（昭和48年福岡県 第25条第５号
規則第35号）

令和４年３月１日 施設設置承認申請

福岡県中小企業高度化資金
貸付規則（昭和48年福岡県 第26条第１号
規則第35号）

令和４年３月１日

貸付対象施設設置中止届
出

福岡県中小企業高度化資金
貸付規則（昭和48年福岡県 第26条第２号
規則第35号）

令和４年３月１日

貸付対象施設価格変動届
出

福岡県中小企業高度化資金
貸付規則（昭和48年福岡県 第26条第５号
規則第35号）

令和４年３月１日 事業中止（廃止）届出

福岡県中小企業高度化資金
貸付規則（昭和48年福岡県 第26条第６号
規則第35号）

令和４年３月１日 事業変更（事故）届出

福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第７条第１項
）

福岡県移動スーパー参入
令和４年３月１日 促進費補助金交付申請取
下げ

小売商業調整特別措置法（
第４条第１項
昭和34年法律第155号）

令和４年３月１日

小売商業調整特別措置法（
第６条第２項
昭和34年法律第155号）

令和４年３月１日 小売市場貸付届出

福岡県補助金等交付規則（
福岡県買い物の場として
第５条第１項第
昭和33年福岡県規則第５号
令和４年３月１日 の商店街機能強化事業費
３号
）
補助金中止（廃止）申請
福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第13条
）

福岡県買い物の場として
令和４年３月１日 の商店街機能強化事業費
補助金の実績報告

福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第３条第１項
）

新型コロナ対策地域商品
令和４年３月１日 券発行支援事業費補助金
交付の申請

新型コロナ対策地域商品
福岡県補助金等交付規則（
第５条第１項第
券発行支援事業費補助金
昭和33年福岡県規則第５号
令和４年３月１日
１号
の申請内容の変更の承認
）
の申請

令和４年２月25日

金曜日

福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第３条第１項
）

令和４年３月１日

福岡県商店街指導育成事
業費補助金交付の申請

福岡県補助金等交付規則（
福岡県商店街指導育成事
第５条第１項第
昭和33年福岡県規則第５号
令和４年３月１日 業費補助金の申請内容の
１号
）
変更の承認の申請

２

情報通信の技術を利用して行う手続等のうち電子署名を要しない申請等の根拠とな
る法令又は条例等の名称及び条項、当該使用の開始日並びに対象手続
手続等の根拠となる法令又
は条例等の名称

条項

使用の開始日

対象手続

福岡県中小企業高度化資金
貸付規則（昭和48年福岡県 第９条
規則第35号）

令和４年３月１日 貸付申請

福岡県中小企業高度化資金
貸付規則（昭和48年福岡県 第13条第１項
規則第35号）

令和４年３月１日 貸付金交付請求

小売市場貸付又は譲渡許
可申請

小売商業調整特別措置法（ 第７条第１項第
令和４年３月１日 床面積増加許可申請
昭和34年法律第155号）
１号
小売商業調整特別措置法（ 第７条第１項第
貸付条件又は譲渡条件変
令和４年３月１日
昭和34年法律第155号）
２号
更許可申請
小売商業調整特別措置法（
第７条第３項
昭和34年法律第155号）

令和４年３月１日 氏名等変更届出

小売商業調整特別措置法（
第９条第３項
昭和34年法律第155号）

令和４年３月１日 小売市場開設者承継届出

小売商業調整特別措置法（ 第14条の２第１
令和４年３月１日 調査の申出
昭和34年法律第155号）
項
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小売商業調整特別措置法（ 第16条の２第１
令和４年３月１日 調整の申出
昭和34年法律第155号）
項
福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第７条第１項
）

福岡県買い物の場として
令和４年３月１日 の商店街機能強化事業費
補助金交付申請取下げ

福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第11条
）

福岡県買い物の場として
令和４年３月１日 の商店街機能強化事業費
補助金の遂行状況報告
商店街整備計画に係る認
定申請

福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第11条
）

福岡県商店街指導育成事
令和４年３月１日 業費補助金の遂行状況報
告

中小小売商業振興法施行令 第９条第１項、
商店街整備計画の変更に
令和４年３月１日
（昭和48年政令第286号） 第11条
係る認定申請

福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第13条
）

令和４年３月１日

福岡県商店街指導育成事
業費補助金の実績報告

令和４年３月１日

商工会に係る決算関係書
類の提出

令和４年３月１日

商工会議所に係る決算関
係書類の提出

令和４年３月１日

都道府県商工会連合会に
係る決算関係書類の提出

中小小売商業振興法（昭和 第４条第２項、
48年法律第101号）
第15条
中小小売商業振興法施行令
第11条
（昭和48年政令286号）

令和４年３月１日

令和４年３月１日

店舗集団化計画に係る認
定申請

中小小売商業振興法施行令 第９条第１項、
店舗集団化計画の変更に
令和４年３月１日
（昭和48年政令第286号） 第11条
係る認定申請
中小小売商業振興法（昭和 第４条第３項、
48年法律第101号）
第15条
中小小売商業振興法施行令
第11条
（昭和48年政令286号）

共同店舗等整備計画に係
令和４年３月１日
る認定申請

中小小売商業振興法施行令 第９条第１項、
共同店舗等整備計画の変
令和４年３月１日
（昭和48年政令第286号） 第11条
更に係る認定申請
中小小売商業振興法（昭和 第４条第６項、
48年法律第101号）
第15条
中小小売商業振興法施行令
第11条
（昭和48年政令286号）

金曜日

福岡県補助金等交付規則（
福岡県商店街指導育成事
第５条第１項第
昭和33年福岡県規則第５号
令和４年３月１日 業費補助金中止（廃止）
３号
）
申請
福岡県商店街指導育成事
令和４年３月１日 業費補助金交付申請取下
げ

中小小売商業振興法施行令
第11条
（昭和48年政令286号）

令和４年２月25日

新型コロナ対策地域商品
令和４年３月１日 券発行支援事業費補助金
の実績報告

福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第７条第１項
）

中小小売商業振興法（昭和 第４条第１項、
48年法律第101号）
第15条
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福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第13条
）

商店街整備等支援計画に
令和４年３月１日
係る認定申請

商工会法（昭和35年法律第
第49条、第60条
89号）
商工会法第六十条の規定に
より都道府県が処理する事
第５号
務に関する政令（昭和35年
政令第149号）
商工会議所法（昭和28年法
第57条、第84条
律第143号）
商工会議所法施行令（昭和
第７条第５号
28年政令第215号）
商工会法（昭和35年法律第 第58条第５項、
89号）
第49条、第60条
商工会法第六十条の規定に
より都道府県が処理する事
第５号
務に関する政令（昭和35年
政令第149号）

中小小売商業振興法施行令 第９条第１項、
商店街整備等支援計画の
令和４年３月１日
（昭和48年政令第286号） 第11条
変更に係る認定申請

採石法（昭和25年法律第
291号）

第33条の５第２
岩石採取計画の軽微な変
令和４年３月１日
項
更届出

福岡県補助金等交付規則（
新型コロナ対策地域商品
第５条第１項第
昭和33年福岡県規則第５号
令和４年３月１日 券発行支援事業費補助金
３号
）
中止（廃止）申請

採石法（昭和25年法律第
291号）

第33条の10

令和４年３月１日

岩石採取に係る休止・廃
止の届出

採石法施行規則（昭和26年
第８条の13
通商産業省令第６号）

令和４年３月１日

採石業務管理者試験合格
証等の再交付申請

砂利採取法（昭和43年法律
第10条
第74号）

令和４年３月１日 砂利採取業廃止届出

砂利採取業者の登録等に関
する規則（昭和43年通商産 第14条
業省令第80号）

令和４年３月１日

福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第７条第１項
）

新型コロナ対策地域商品
令和４年３月１日 券発行支援事業費補助金
交付申請取下げ

福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第11条
）

新型コロナ対策地域商品
令和４年３月１日 券発行支援事業費補助金
の遂行状況報告

砂利採取業務主任者試験
合格証等の再交付申請
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福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第３条第１項
）

福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第13条
）

令和４年３月１日

福岡県高圧ガス保安対策
事業費補助金の実績報告

福岡県補助金等交付規則（
福岡県火薬類保安対策事
第５条第１項第
昭和33年福岡県規則第５号
令和４年３月１日 業費補助金の申請内容の
１号
）
変更の承認の申請

福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第３条第１項
）

令和４年３月１日

福岡県冷凍設備保安対策
事業費補助金交付の申請

福岡県補助金等交付規則（
福岡県火薬類保安対策事
第５条第１項第
昭和33年福岡県規則第５号
令和４年３月１日 業費補助金中止（廃止）
３号
）
申請

福岡県補助金等交付規則（
福岡県冷凍設備保安対策
第５条第１項第
昭和33年福岡県規則第５号
令和４年３月１日 事業費補助金の申請内容
１号
）
の変更の承認の申請

福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第11条
）

福岡県火薬類保安対策事
令和４年３月１日 業費補助金の遂行状況報
告

福岡県補助金等交付規則（
福岡県冷凍設備保安対策
第５条第１項第
昭和33年福岡県規則第５号
令和４年３月１日 事業費補助金中止（廃止
３号
）
）申請

福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第13条
）

令和４年３月１日

福岡県火薬類保安対策事
業費補助金の実績報告

福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第11条
）

福岡県冷凍設備保安対策
令和４年３月１日 事業費補助金の遂行状況
報告

福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第３条第１項
）

令和４年３月１日

福岡県ＬＰガス保安対策
事業費補助金交付の申請

福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第13条
）

令和４年３月１日

高圧ガス保安法（昭和26年
第10条第２項
法律第204号）

令和４年３月１日 第一種製造事業承継届出

高圧ガス保安法（昭和26年
第14条第２項
法律第204号）

令和４年３月１日

高圧ガス保安法（昭和26年
第17条第２項
法律第204号）

令和４年３月１日 第一種貯蔵所承継届出

高圧ガス保安法（昭和26年
第19条第２項
法律第204号）

令和４年３月１日

令和４年３月１日

福岡県火薬類保安対策事
業費補助金交付の申請

福岡県補助金等交付規則（
福岡県ＬＰガス保安対策
第５条第１項第
昭和33年福岡県規則第５号
令和４年３月１日 事業費補助金の申請内容
１号
）
の変更の承認の申請

令和４年２月25日

金曜日

福岡県補助金等交付規則（
福岡県ＬＰガス保安対策
第５条第１項第
昭和33年福岡県規則第５号
令和４年３月１日 事業費補助金中止（廃止
３号
）
）申請

福岡県冷凍設備保安対策
事業費補助金の実績報告

高圧ガス製造施設軽微変
更届出

福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第11条
）

福岡県ＬＰガス保安対策
令和４年３月１日 事業費補助金の遂行状況
報告

福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第13条
）

福岡県ＬＰガス保安対策
令和４年３月１日
事業費補助金の実績報告

第20条第１項た
高圧ガス保安法（昭和26年
高圧ガス保安協会完成検
だし書及び第３ 令和４年３月１日
法律第204号）
査受検届出
項第１号

福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第３条第１項
）

福岡県高圧ガス保安対策
令和４年３月１日
事業費補助金交付の申請

第20条第１項た
高圧ガス保安法（昭和26年
指定完成検査機関完成検
だし書及び第３ 令和４年３月１日
法律第204号）
査受検届出
項第１号

福岡県補助金等交付規則（
福岡県高圧ガス保安対策
第５条第１項第
昭和33年福岡県規則第５号
令和４年３月１日 事業費補助金の申請内容
１号
）
の変更の承認の申請
福岡県補助金等交付規則（
福岡県高圧ガス保安対策
第５条第１項第
昭和33年福岡県規則第５号
令和４年３月１日 事業費補助金中止（廃止
３号
）
）申請
福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第11条
）

福岡県高圧ガス保安対策
令和４年３月１日 事業費補助金の遂行状況
報告

第一種貯蔵所軽微変更届
出

高圧ガス保安法（昭和26年
第20条第４項
法律第204号）

令和４年３月１日

完成検査結果報告（高圧
ガス保安協会）

高圧ガス保安法（昭和26年
第20条第４項
法律第204号）

令和４年３月１日

完成検査結果報告（指定
完成検査機関）

高圧ガス保安法（昭和26年
第21条第１項
法律第204号）

令和４年３月１日 高圧ガス製造開始届出

高圧ガス保安法（昭和26年 第21条第１項及
令和４年３月１日 高圧ガス製造廃止届出
法律第204号）
び第２項
高圧ガス保安法（昭和26年
第21条第４項
法律第204号）

令和４年３月１日 貯蔵所廃止届出
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高圧ガス保安法（昭和26年 第22条第１項第
高圧ガス保安協会輸入検
令和４年３月１日
法律第204号）
１号
査受検届出

高圧ガス保安法（昭和26年 第35条第１項第
高圧ガス保安協会保安検
令和４年３月１日
法律第204号）
１号
査受検届出

高圧ガス保安法（昭和26年 第22条第１項第
指定輸入検査機関輸入検
令和４年３月１日
法律第204号）
１号
査受検届出

高圧ガス保安法（昭和26年 第35条第１項第
指定保安検査機関保安検
令和４年３月１日
法律第204号）
１号
査受検届出

高圧ガス保安法（昭和26年
第22条第２項
法律第204号）

令和４年３月１日

輸入検査結果報告（高圧
ガス保安協会）

高圧ガス保安法（昭和26年
第35条第３項
法律第204号）

令和４年３月１日

保安検査結果報告（高圧
ガス保安協会）

高圧ガス保安法（昭和26年
第22条第２項
法律第204号）

令和４年３月１日

輸入検査結果報告（指定
輸入検査機関）

高圧ガス保安法（昭和26年
第35条第３項
法律第204号）

令和４年３月１日

保安検査結果報告（指定
保安検査機関）

高圧ガス保安法（昭和26年 第24条の２第１
令和４年３月１日 特定高圧ガス消費届出
法律第204号）
項

高圧ガス保安法（昭和26年
第63条第１項
法律第204号）

令和４年３月１日 事故届出

第24条の２第２
高圧ガス保安法（昭和26年
特定高圧ガス消費者承継
項、第10条の２ 令和４年３月１日
法律第204号）
届出
第２項

第27条の４第２
高圧ガス保安法（昭和26年
項、第27条の２ 令和４年３月１日 冷凍保安責任者届出
法律第204号）
第５項

高圧ガス保安法（昭和26年 第24条の４第１
特定高圧ガス消費施設等
令和４年３月１日
法律第204号）
項
変更届出

第33条第３項、
高圧ガス保安法（昭和26年
冷凍保安責任者代理者届
第27条の２第５ 令和４年３月１日
法律第204号）
出
項

高圧ガス保安法（昭和26年 第24条の４第２
特定高圧ガス消費廃止届
令和４年３月１日
法律第204号）
項
出
高圧ガス保安法（昭和26年
第26条第１項
法律第204号）

令和４年３月１日 危害予防規程届出

高圧ガス保安法（昭和26年 第27条の２第５
令和４年３月１日 高圧ガス保安統括者届出
法律第204号）
項
高圧ガス保安法（昭和26年 第27条の２第６
高圧ガス保安技術管理者
令和４年３月１日
法律第204号）
項
等届出
第27条の３第３
高圧ガス保安法（昭和26年
高圧ガス保安主任者等届
項、第27条の２ 令和４年３月１日
法律第204号）
出
第６項

5

令和４年２月25日

金曜日

第28条第３項、
高圧ガス保安法（昭和26年
特定高圧ガス取扱主任者
第27条の２第５ 令和４年３月１日
法律第204号）
届出
項
第33条第３項、
高圧ガス保安法（昭和26年
高圧ガス保安統括者代理
第27条の２第５ 令和４年３月１日
法律第204号）
者届出
項
一般高圧ガス保安規則（昭
和41年通商産業省令第53号 第79条第３項
）
液化石油ガス保安規則（昭
和41年通商産業省令第52号 第77条第３項
）
コンビナート等保安規則（
昭和61年通商産業省令第88 第34条第３項
号）

高圧ガス保安法（昭和26年 第52条第２項、
法律第204号）
第78条の４
高圧ガス保安法施行令（平 第18条第２項第
成９年政令第20号）
８号
高圧ガス保安法（昭和26年 第56条の２、第
法律第204号）
78条の４
高圧ガス保安法施行令（平 第18条第２項第
成９年政令第20号）
８号
火薬類取締法（昭和25年法 第28条第１項、
律第149号）
第56条の２
火薬類取締法施行令（昭和 第16条第１項第
25年政令第323号）
１号
火薬類取締法（昭和25年法 第28条第２項、
律第149号）
第56条の２
火薬類取締法施行令（昭和 第16条第１項第
25年政令第323号）
１号
火薬類取締法（昭和25年法 第10条第２項、
律第149号）
第56条の２

令和４年３月１日

高圧ガス製造施設休止届
出

火薬類取締法施行令（昭和 第16条第１項第
25年政令第323号）
１号
火薬類取締法（昭和25年法
第12条第２項
律第149号）

令和４年３月１日 検査主任者届出

令和４年３月１日 容器検査所廃止届出

令和４年３月１日

危害予防規程（変更）認
可申請

令和４年３月１日

危害予防規程の軽微な変
更の届出

令和４年３月１日

火薬類製造施設軽微変更
届出

令和４年３月１日 火薬庫軽微変更届出

火薬類取締法（昭和25年法 第12条の２第２
令和４年３月１日 火薬庫承継届出
律第149号）
項
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火薬類取締法施行規則（昭
和25年通商産業省令第88号 第15条第１項
）

令和４年３月１日

火薬類取締法（昭和25年法
第15条第１項
律第149号）

令和４年３月１日

火薬類取締法（昭和25年法
第15条第３項
律第149号）

令和４年３月１日 完成検査結果報告

火薬庫外貯蔵場所指示申
請
指定完成検査機関完成検
査受検届出

火薬類取締法（昭和25年法 第35条第１項第
指定保安検査機関保安検
令和４年３月１日
律第149号）
１号
査受検届出
火薬類取締法（昭和25年法
第35条第３項
律第149号）

令和４年３月１日 保安検査結果報告

火薬類取締法（昭和25年法 第45条の３の10
令和４年３月１日 完成検査記録届出
律第149号）
第１項
火薬類取締法（昭和25年法 第45条の３の10
令和４年３月１日 保安検査記録届出
律第149号）
第２項

令和４年２月25日

金曜日

火薬類取締法（昭和25年法
第24条第３項
律第149号）

令和４年３月１日 火薬類輸入届出

旅行業法（昭和27年法律第 第15条第１項、
239号）
第67条
旅行業法施行令（昭和46年
第５条第１項
政令第338号）
旅行業法（昭和27年法律第 第15条第１項、
239号）
第67条
旅行業法施行令（昭和46年
第５条第１項
政令第338号）
旅行業法（昭和27年法律第 第15条第２項、
239号）
第67条
旅行業法施行令（昭和46年
第５条第１項
政令第338号）
旅行業法（昭和27年法律第 第15条第３項、
239号）
第67条
旅行業法施行令（昭和46年
第５条第１項
政令第338号）

武器等製造法（昭和28年法 第20条、第７条
猟銃等製造（販売）事業
令和４年３月１日
律第145号）
第２項
承継届出

旅行業者営業保証金規則（
平成８年法務省、運輸省令 第９条第７項
第１号）

武器等製造法（昭和28年法
猟銃等製造（販売）事業
第20条、第13条 令和４年３月１日
律第145号）
廃止届出

旅行業法（昭和27年法律第 第27条第１項、
239号）
第67条

福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第11条
）

令和４年３月１日

旅行業法施行令（昭和46年
第５条第２項
政令第338号）

福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第13条
）

令和４年３月１日

福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第11条
）

福岡県遊休公共不動産活
令和４年３月１日 用促進補助金の遂行状況
報告

福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第13条
）

令和４年３月１日

旅行業法（昭和27年法律第 第６条の４第３
239号）
項、第67条
旅行業法施行令（昭和46年
第５条第１項
政令第338号）
旅行業法（昭和27年法律第 第15条第１項、
239号）
第67条
旅行業法施行令（昭和46年
第５条第１項
政令第338号）

令和４年３月１日

令和４年３月１日

福岡県工場適地調査補助
金の遂行状況報告
福岡県工場適地調査補助
金の実績報告

福岡県遊休公共不動産活
用促進補助金の実績報告
旅行業及び旅行代理業の
登録事項変更の届出

旅行業及び旅行業者代理
業の事業廃止の届出

旅行業法（昭和27年法律第 第35条第１項、
239号）
第67条
旅行業法施行令（昭和46年
第５条第２項
政令第338号）
旅行業法（昭和27年法律第 第35条第１項、
239号）
第67条
旅行業法施行令（昭和46年
第５条第２項
政令第338号）
旅行業法（昭和27年法律第 第35条第１項、
239号）
第67条
旅行業法施行令（昭和46年
第５条第２項
政令第338号）
旅行業法（昭和27年法律第 第35条第２項、
239号）
第67条
旅行業法施行令（昭和46年
第５条第２項
政令第338号）

令和４年３月１日

旅行業及び旅行業者代理
業の事業譲渡の届出

令和４年３月１日

旅行業及び旅行業者代理
業の事業分割承継の届出

令和４年３月１日

旅行業及び旅行代理業の
法人消滅の届出

令和４年３月１日

旅行業及び旅行業者代理
業の死亡の届出

旅行業者営業保証金の取
令和４年３月１日 戻しに関する証明書の交
付申請
令和４年３月１日

旅行サービス手配業の登
録事項変更の届出

令和４年３月１日

旅行サービス手配業の事
業廃止届出

令和４年３月１日

旅行サービス手配業の事
業譲渡届出

令和４年３月１日

旅行サービス手配業の事
業分割承継届出

令和４年３月１日

旅行サービス手配業の法
人消滅届出

旅行業法（昭和27年法律第 第35条第３項、
旅行サービス手配業者の
令和４年３月１日
239号）
第67条
死亡届出
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旅行業法施行令（昭和46年
第５条第２項
政令第338号）
福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第13条
）

令和４年３月１日

福岡県旅行業適正化事業
補助金の実績報告

福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第11条
）

令和４年３月１日

福岡県観光温泉地振興事
業補助金の遂行状況報告

福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第13条
）

令和４年３月１日

福岡県観光温泉地振興事
業補助金の実績報告

福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第11条
）

令和４年３月１日

福岡県観光土産品振興事
業補助金の遂行状況報告

福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第13条
）

令和４年３月１日

福岡県観光土産品振興事
業補助金の実績報告

福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第11条
）

令和４年３月１日

福岡県観光事業推進対策
費補助金の遂行状況報告

福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第13条
）

令和４年３月１日

福岡県観光事業推進対策
補助金の実績報告
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令和４年２月25日

金曜日

福岡県補助金等交付規則（
福岡県サイクルスタンド
第５条第１項第
昭和33年福岡県規則第５号
令和４年３月１日 等整備補助金の遂行が困
４号
）
難になった場合の報告
福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第11条
）

福岡県サイクルスタンド
令和４年３月１日 等整備補助金の遂行状況
報告

福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第13条
）

福岡県サイクルスタンド
令和４年３月１日
等整備補助金の実績報告

福岡県補助金等交付規則（
新たな観光地域づくり補
第５条第１項第
昭和33年福岡県規則第５号
令和４年３月１日 助金の遂行が困難になっ
４号
）
た場合の報告
福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第11条
）

令和４年３月１日

新たな観光地域づくり補
助金の遂行状況報告

福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第13条
）

令和４年３月１日

新たな観光地域づくり補
助金の実績報告

福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第11条
）

福岡県伝統的工芸品産業
令和４年３月１日 産地補助金の遂行状況報
告

福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第13条
）

令和４年３月１日

福岡県伝統的工芸品産業
産地補助金の実績報告

福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第13条
）

令和４年３月１日

福岡県物産振興緊急対策
事業費補助金の実績報告

福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第13条
）

公益社団法人福岡県物産
令和４年３月１日 振興会事業補助金の実績
報告

福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第11条
）

令和４年３月１日

福岡県地場産業等活性化
補助金の遂行状況報告

福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第13条
）

令和４年３月１日

福岡県地場産業等活性化
補助金の実績報告

高圧ガス保安法（昭和26年
第５条第２項
法律第204号）

令和４年３月１日 高圧ガス製造事業届出

高圧ガス保安法（昭和26年 第10条の２第２
令和４年３月１日 第二種製造事業承継届出
法律第204号）
項
高圧ガス保安法（昭和26年
第14条第４項
法律第204号）

令和４年３月１日

高圧ガス製造施設等変更
届出

高圧ガス保安法（昭和26年 第17条の２第１
令和４年３月１日 第二種貯蔵所設置届出
法律第204号）
項
高圧ガス保安法（昭和26年
第19条第４項
法律第204号）

令和４年３月１日

第二種貯蔵所位置等変更
届出

高圧ガス保安法（昭和26年
第20条の４
法律第204号）

令和４年３月１日 高圧ガス販売事業届出

高圧ガス保安法（昭和26年 第20条の４の２
高圧ガス販売事業承継届
令和４年３月１日
法律第204号）
第２項
出
高圧ガス保安法（昭和26年
第20条の７
法律第204号）

令和４年３月１日

販売に係る高圧ガスの種
類変更届出

高圧ガス保安法（昭和26年
第21条第５項
法律第204号）

令和４年３月１日

高圧ガス販売事業廃止届
出

第28条第３項、
高圧ガス保安法（昭和26年
第27条の２第５ 令和４年３月１日 高圧ガス販売主任者届出
法律第204号）
項
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金曜日
令和４年２月25日

液化石油ガスの保安の確保
及び取引の適正化に関する
第６条
法律（昭和42年法律第149
号）

令和４年３月１日 登録行政庁変更届出

液化石油ガスの保安の確保
及び取引の適正化に関する 第35条の４、第
令和４年３月１日 保安業務廃止届出
法律（昭和42年法律第149 23条
号）

液化石油ガスの保安の確保
及び取引の適正化に関する
第８条
法律（昭和42年法律第149
号）

液化石油ガス販売所等変
令和４年３月１日
更届出

液化石油ガスの保安の確保
及び取引の適正化に関する
第35条の７
法律（昭和42年法律第149
号）

液化石油ガスの保安の確保
及び取引の適正化に関する
第10条第３項
法律（昭和42年法律第149
号）

液化石油ガス販売事業承
令和４年３月１日
継届出

液化石油ガスの保安の確保
及び取引の適正化に関する 第37条の２第２
令和４年３月１日 貯蔵施設等変更届出
法律（昭和42年法律第149 項
号）

液化石油ガスの保安の確保
及び取引の適正化に関する 第19条第２項、
業務主任者等選任（解任
令和４年３月１日
法律（昭和42年法律第149 第21条第２項
）届出
号）

液化石油ガスの保安の確保
第37条の４第３
及び取引の適正化に関する
項、第37条の２ 令和４年３月１日 充てん設備変更届出
法律（昭和42年法律第149
第２項
号）

液化石油ガスの保安の確保
及び取引の適正化に関する
第23条
法律（昭和42年法律第149
号）

液化石油ガス販売事業廃
令和４年３月１日
止届出

液化石油ガスの保安の確保
及び取引の適正化に関する 第37条の６第１
充てん設備保安検査受検
令和４年３月１日
法律（昭和42年法律第149 項ただし書
届出
号）

液化石油ガスの保安の確保
及び取引の適正化に関する
第33条第２項
法律（昭和42年法律第149
号）

一般消費者等の数の減少
令和４年３月１日
届出

液化石油ガスの保安の確保
及び取引の適正化に関する 第37条の６第３
充てん設備保安検査結果
令和４年３月１日
法律（昭和42年法律第149 項
報告
号）

液化石油ガスの保安の確保
及び取引の適正化に関する
第35条第１項
法律（昭和42年法律第149
号）

令和４年３月１日 保安業務規程認可申請

液化石油ガスの保安の確保
及び取引の適正化に関する 第38条の10第１
特定液化石油ガス設備工
令和４年３月１日
法律（昭和42年法律第149 項
事事業開始届出
号）

液化石油ガスの保安の確保
及び取引の適正化に関する
第35条第１項
法律（昭和42年法律第149
号）

保安業務規程変更認可申
令和４年３月１日
請

液化石油ガスの保安の確保
及び取引の適正化に関する 第38条の10第２
特定液化石油ガス設備工
令和４年３月１日
法律（昭和42年法律第149 項
事事業変更届出
号）

令和４年３月１日

認定液化石油ガス販売事
業者報告

液化石油ガスの保安の確保
及び取引の適正化に関する 第35条の４、第
令和４年３月１日 認定行政庁変更届出
法律（昭和42年法律第149 ６条
号）

液化石油ガスの保安の確保
及び取引の適正化に関する 第38条の10第２
特定液化石油ガス設備工
令和４年３月１日
法律（昭和42年法律第149 項
事事業廃止届出
号）

液化石油ガスの保安の確保
及び取引の適正化に関する 第35条の４、第
令和４年３月１日 保安機関変更届出
法律（昭和42年法律第149 ８条
号）

液化石油ガスの保安の確保
及び取引の適正化に関する
第132条
法律施行規則（平成９年通
商産業省令第11号）

令和４年３月１日

液化石油ガスの保安の確保
及び取引の適正化に関する 第35条の４、第
令和４年３月１日 保安機関承継届出
法律（昭和42年法律第149 10条第３項
号）

液化石油ガスの保安の確保
及び取引の適正化に関する
第132条
法律施行規則（平成９年通
商産業省令第11号）

令和４年３月１日 保安業務実施状況報告

液化石油ガス販売事業者
報告
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液化石油ガスの保安の確保
及び取引の適正化に関する
第132条
法律施行規則（平成９年通
商産業省令第11号）

令和４年３月１日 充てん事業者報告

福岡県屋外広告物条例（平 第24条の７第１
屋外広告業の廃業等の届
令和４年３月１日
成14年福岡県条例第35号） 項
出
福岡県都市計画公聴会規則
（昭和45年福岡県規則第43 第４条
号）

令和４年３月１日 公述の申出

都市計画法（昭和43年法律
第17条第２項
第100号）

都市計画の案に対する意
令和４年３月１日
見書の提出

都市計画法（昭和43年法律 第21条の２第１
令和４年３月１日 都市計画の決定等の提案
第100号）
項及び第２項
都市計画関係法による建築
等の許可又は承認の申請の
第５条
手続等に関する規則（昭和
44年福岡県規則第55号）

都市計画関係法による建
令和４年３月１日 築などの許可に係る完了
届の提出

駐車場法（昭和32年法律第
第13条第１項
106号）

路外駐車場設置管理規程
令和４年３月１日
の届出

駐車場法（昭和32年法律第
第14条
106号）

令和４年３月１日 路外駐車場休止の届出

都市計画法（昭和43年法律 第18条の２第３
市町村の都市計画に関す
令和４年３月１日
第100号）
項
る基本方針の通知
福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第３条第１項
）

令和４年３月１日

市街地再開発事業費補助
金交付の申請
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令和４年２月25日

金曜日

福岡県補助金等交付規則（
市街地再開発事業費補助
第５条第１項第
昭和33年福岡県規則第５号
令和４年３月１日 金の申請内容の変更の承
１号
）
認の申請
福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第11条
）

令和４年３月１日

市街地再開発事業費補助
金の遂行状況報告

福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第13条
）

令和４年３月１日

市街地再開発事業費補助
金の実績報告

都市再開発法（昭和44年法
第27条第８項
律第38号）

令和４年３月１日

市街地再開発組合の事業
報告書等の提出

福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第３条第１項
）

令和４年３月１日

土地区画整理事業費補助
金交付の申請

福岡県補助金等交付規則（ 第３条第１項、
土地区画整理事業費補助
昭和33年福岡県規則第５号 第５条第１項第 令和４年３月１日 金の申請事項及び内容の
）
１号
変更の申請

福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第11条
）

令和４年３月１日

土地区画整理事業費補助
金の遂行状況報告

福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第13条
）

令和４年３月１日

土地区画整理事業費補助
金の実績報告

土地区画整理法（昭和29年
第28条第８項
法律第119号）

令和４年３月１日

土地区画整理組合の事業
報告書等の提出

土地区画整理法（昭和29年
第49条
法律第119号）

令和４年３月１日

土地区画整理組合清算人
の決算承認申請

都市再開発法（昭和44年法
第49条
律第38号）

令和４年３月１日

市街地再開発組合清算人
の決算承認申請

第20条第２項、
土地区画整理事業の事業
土地区画整理法（昭和29年 第51条の８第２
令和４年３月１日 計画についての意見書の
法律第119号）
項、第55条第２
提出
項
第16条第２項、
市街地再開発事業の事業
都市再開発法（昭和44年法 第50条の６、第
令和４年３月１日 計画についての意見書の
律第38号）
53条第２項、第
提出
58条第３項
土地区画整理法（昭和29年 第127条の２第
法律第119号）
１項
都市再開発法（昭和44年法
第128条第１項
律第38号）

令和４年３月１日 審査請求

高齢者、障害者等の移動等
の円滑化の促進に関する法 第17条第１項
律（平成18年法律第91号）

特定建築物の建築等及び
令和４年３月１日 維持保全の計画の認定申
請

高齢者、障害者等の移動等
の円滑化の促進に関する法 第18条第１項
律（平成18年法律第91号）

特定建築物の建築等及び
令和４年３月１日 維持保全の計画の変更の
認定申請

建設工事に係る資材の再資
源化等に関する法律（平成 第10条第１項
12年法律第104号）

令和４年３月１日 対象建設工事の届出

建設工事に係る資材の再資
源化等に関する法律（平成 第10条第２項
12年法律第104号）

令和４年３月１日

建設工事に係る資材の再資
源化等に関する法律（平成 第11条
12年法律第104号）

令和４年３月１日 対象建設工事の通知

建築物の耐震改修の促進に
関する法律（平成７年法律 第７条
第123号）

令和４年３月１日

対象建設工事の変更の届
出

要安全確認計画記載建築
物の耐震診断の結果報告
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建築士法（昭和25年法律第 第10条の20第２
福岡県指定登録機関の指
令和４年３月１日
202号）
項
定の申請
第10条の20第３
建築士法（昭和25年法律第
福岡県指定登録機関の名
項、第10条の６ 令和４年３月１日
202号）
称等の変更の届出
第２項
第10条の20第３
福岡県指定登録機関の役
建築士法（昭和25年法律第
項、第10条の７ 令和４年３月１日 員の選任及び解任の認可
202号）
第１項
の申請
第10条の20第３
福岡県指定登録機関の登
建築士法（昭和25年法律第
項、第10条の９ 令和４年３月１日 録等事務規程の認可の申
202号）
第１項
請
第10条の20第３
福岡県指定登録機関の登
建築士法（昭和25年法律第
項、第10条の９ 令和４年３月１日 録等事務規程の変更の認
202号）
第１項
可の申請

第15条の６第３
福岡県指定試験機関の事
建築士法（昭和25年法律第
項、第10条の10 令和４年３月１日 業計画等の変更の認可の
202号）
第１項
申請
第15条の６第３
建築士法（昭和25年法律第
福岡県指定試験機関の事
項、第10条の10 令和４年３月１日
202号）
業報告書等の提出
第２項
第15条の６第３
福岡県指定試験機関の二
建築士法（昭和25年法律第
項、第10条の15 令和４年３月１日 級建築士等試験事務の休
202号）
第１項
廃止等の許可の申請
第15条の６第３
建築士法（昭和25年法律第
試験委員の選任及び解任
項、第15条の３ 令和４年３月１日
202号）
の届出
第３項
建築士法（昭和25年法律第 第26条の３第２
指定事務所登録機関の指
令和４年３月１日
202号）
項
定の申請

第10条の20第３
建築士法（昭和25年法律第
福岡県指定登録機関の事
項、第10条の10 令和４年３月１日
202号）
業計画等の認可の申請
第１項

第26条の３第３
建築士法（昭和25年法律第
指定事務所登録機関の名
項、第10条の６ 令和４年３月１日
202号）
称等の変更の届出
第２項

第10条の20第３
福岡県指定登録機関の事
建築士法（昭和25年法律第
項、第10条の10 令和４年３月１日 業計画等の変更の認可の
202号）
第１項
申請

第26条の３第３
指定事務所登録機関の役
建築士法（昭和25年法律第
項、第10条の７ 令和４年３月１日 員の選任及び解任の認可
202号）
第１項
の申請

第10条の20第３
建築士法（昭和25年法律第
福岡県指定登録機関の事
項、第10条の10 令和４年３月１日
202号）
業報告書等の提出
第２項

第26条の３第３
指定事務所登録機関の登
建築士法（昭和25年法律第
項、第10条の９ 令和４年３月１日 録等事務規程の認可の申
202号）
第１項
請

第10条の20第３
福岡県指定登録機関の二
建築士法（昭和25年法律第
項、第10条の15 令和４年３月１日 級建築士等登録事務の休
202号）
第１項
廃止等の許可の申請

第26条の３第３
指定事務所登録機関の登
建築士法（昭和25年法律第
項、第10条の９ 令和４年３月１日 録等事務規程の変更の認
202号）
第１項
可の申請

建築士法（昭和25年法律第 第15条の６第２
福岡県指定試験機関の指
令和４年３月１日
202号）
項
定の申請

第26条の３第３
建築士法（昭和25年法律第
指定事務所登録機関の事
項、第10条の10 令和４年３月１日
202号）
業計画等の認可の申請
第１項

金曜日

第15条の６第３
福岡県指定試験機関の役
建築士法（昭和25年法律第
項、第10条の７ 令和４年３月１日 員の選任及び解任の認可
202号）
第１項
の申請

令和４年２月25日

第15条の６第３
建築士法（昭和25年法律第
福岡県指定試験機関の名
項、第10条の６ 令和４年３月１日
202号）
称等の変更の届出
第２項

第15条の６第３
建築士法（昭和25年法律第
福岡県指定試験機関の試
項、第10条の９ 令和４年３月１日
202号）
験事務規程の認可の申請
第１項
第15条の６第３
福岡県指定試験機関の試
建築士法（昭和25年法律第
項、第10条の９ 令和４年３月１日 験事務規程の変更の認可
202号）
第１項
の申請
第15条の６第３
建築士法（昭和25年法律第
福岡県指定試験機関の事
項、第10条の10 令和４年３月１日
202号）
業計画等の認可の申請
第１項

第26条の３第３
指定事務所登録機関の事
建築士法（昭和25年法律第
項、第10条の10 令和４年３月１日 業計画等の変更の認可の
202号）
第１項
申請
第26条の３第３
建築士法（昭和25年法律第
指定事務所登録機関の事
項、第10条の10 令和４年３月１日
202号）
業報告書等の提出
第２項
第26条の３第３
指定事務所登録機関の事
建築士法（昭和25年法律第
項、第10条の15 令和４年３月１日 務所登録等事務の休廃止
202号）
第１項
等の許可の申請
都市公園法（昭和31年法律
第５条第１項
第79号）

令和４年３月１日 公園施設の設置許可申請

都市公園法（昭和31年法律
第５条第１項
第79号）

令和４年３月１日 公園施設の管理許可申請
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都市公園法（昭和31年法律
第６条第２項
第79号）

令和４年３月１日 公園占用許可申請

福岡県都市公園条例（昭和
第９条
52年福岡県条例第12号）

令和４年３月１日

福岡県都市公園条例（昭和
第15条
52年福岡県条例第12号）

令和４年３月１日 都市公園に係る届出

公園施設管理休止許可申
請

第14条第１項、
福岡県都市公園条例（昭和
第２項及び第３ 令和４年３月１日 使用料減免申請
52年福岡県条例第12号）
項
福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第13条
）

令和４年３月１日

福岡県造園技術促進対策
費補助金の実績報告

下水道法（昭和33年法律第 第12条の10第１
特定施設の設置等の届出
令和４年３月１日
79号）
項
に係る通知
特定施設の使用廃止・構
下水道法（昭和33年法律第 第12条の10第１
令和４年３月１日 造等の変更届出に係る通
79号）
項
知
下水道法（昭和33年法律第 第12条の10第１
特定施設の氏名の変更等
令和４年３月１日
79号）
項
の届出に係る通知
下水道法（昭和33年法律第 第12条の10第１
特定施設の地位の承継の
令和４年３月１日
79号）
項
届出に係る通知
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令和４年２月25日

金曜日

下水道法（昭和33年法律第 第12条の10第２
特定事業場の事故届出に
令和４年３月１日
79号）
項
係る通知
下水道法（昭和33年法律第
第16条
79号）

令和４年３月１日 工事等の承認申請

福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第３条第１項
）

令和４年３月１日

高齢者向け優良賃貸住宅
制度補助金交付の申請

福岡県補助金等交付規則（
高齢者向け優良賃貸住宅
第５条第１項第
昭和33年福岡県規則第５号
令和４年３月１日 制度補助金の申請内容の
１号
）
変更の承認の申請
福岡県補助金等交付規則（
昭和33年福岡県規則第５号 第13条
）

令和４年３月１日

高齢者向け優良賃貸住宅
制度補助金の実績報告

特定優良賃貸住宅の供給の
促進に関する法律（平成５ 第５条第１項
年法律第52号）

令和４年３月１日

特定優良賃貸住宅供給計
画の変更の届出

住宅確保要配慮者に対する
賃貸住宅の供給の促進に関
第45条第１項
する法律（平成19年法律
112号）

住宅確保要配慮者居住支
令和４年３月１日 援法人の事業計画等の認
可

