
③　特例民法法人への権限付与の状況

社・財等 法人名

社 全国警備業協会

・　対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情の処理
・　個人情報の適正な取扱いの確保に寄与する事項についての対
象事業者に対する情報の提供
・　その他対象事業者の個人情報の適正な取扱いの確保に関し必
要な業務

個人情報の保護に関する法律第37
条第１項

警察庁生活安全局
生活安全企画課

社 全日本ダンス協会連合会 ・　ダンスの教授に関する技能及び知識に関する講習及び試験

風俗営業等の規制及び業務の適
正化等に関する法律第２条第１項
第４号

風俗営業等の規制及び業務の適
正化等に関する法律施行令第１条

警察庁生活安全局
保安課

社 全日本指定射撃場協会 ・　猟銃及び空気銃の使用、保管等の取扱いに関する講習
銃砲刀剣類所持等取締法施行令
第19条第２項

警察庁生活安全局
保安課

社 行政情報システム研究所

各省庁の施設内ネットワークを相互に接続する省庁間ネットワーク
である霞が関WANの設置運用は、総務庁（現総務省）の指導監督
の下で、社団法人行政情報システム研究所において行うものとす
る。

・行政情報化推進基本計画（平成６
年12月25日閣議決定）
・霞が関WANの整備方針について
（平成７年12月25日行政情報システ
ム各省庁連絡会議幹事会了承）
・霞が関WANの整備について（平成
８年６月18日行政情報システム各
省庁連絡会議幹事会了承）

総務省行政管理局
行政情報システム
企画課

社 日本技術士会 技術士試験の実施に関する事務 技術士法 第11条第1項
文部科学省科学技
術・学術政策局基盤
政策課

社 日本技術士会 技術士及び技術士補の登録の実施に関する事務 技術士法 第40条第1項
文部科学省科学技
術・学術政策局基盤
政策課

社 日本アイソトープ協会 放射線取扱主任者に係る定期講習
放射性同位元素等による放射線障
害の防止に関する法律 第36条の2
第1項

文部科学省科学技
術・学術政策局原子
力安全課放射線規
制室

社 日本アイソトープ協会 放射線取扱主任者講習
放射性同位元素等による放射線障
害の防止に関する法律 第35条第2
項

文部科学省科学技
術・学術政策局原子
力安全課放射線規
制室

社 日本アイソトープ協会
病院又は医療機関より委託された診療用放射性同位元素、陽電
子断層撮影診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって
汚染された物の廃棄

医療法施行規則 第30条の14の2 厚生労働省

社 日本アイソトープ協会 作業環境測定士試験合格者等に対する講習の業務 作業環境測定法 第5条 厚生労働省

社 大日本猟友会 ・　猟銃及び空気銃の使用、保管等の取扱いに関する講習
銃砲刀剣類所持等取締法施行令
第19条第２項

警察庁生活安全局
保安課

社 大日本猟友会 狩猟事故に係る共済事業
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関
する法律施行規則 第67条第1項

環境省

社 全日本狩猟倶楽部 ・　猟銃及び空気銃の使用、保管等の取扱いに関する講習
銃砲刀剣類所持等取締法施行令
第19条第２項

警察庁生活安全局
保安課

社 におい・かおり環境協会 臭気判定士資格試験、嗅覚検査 悪臭防止法 第13条第2項 環境省

社 におい・かおり環境協会 臭気判定士免状の交付 悪臭防止法施行規則 第22条第2項 環境省

社 日本不動産鑑定協会
不動産鑑定士となるのに必要な技術及び高等の専門的応用能力
を修得させるための実務修習

不動産の鑑定評価に関する法律
第14条の２

国土交通省土地・水
資源局地価調査課

社 投資信託協会
認定個人情報保護団体（業務の対象となる個人情報取扱事業者
の個人情報の取扱いに関する苦情の処理等を行う法人）として、そ
の申請により認定。なお、公益法人等でない法人も、申請可能。

個人情報の保護に関する法律第37
条第1項

金融庁監督局証券
課

社 投資信託協会
認定金融商品取引業協会（金融商品取引業を行う会員等への調
査、指導、勧告、投資者からの苦情の解決、あっせん等を行う法
人）として、その申請により認定。

金融商品取引法第78条第1項
金融庁監督局証券
課

社 日本証券投資顧問業協会
認定個人情報保護団体（業務の対象となる個人情報取扱事業者
の個人情報の取扱いに関する苦情の処理等を行う法人）として、そ
の申請により認定。なお、公益法人等でない法人も、申請可能。

個人情報の保護に関する法律第37
条第1項

金融庁監督局証券
課

権限を付与されている法人
担当課部局名根拠条文等権限付与の概要



社・財等 法人名

権限を付与されている法人
担当課部局名根拠条文等権限付与の概要

社 日本証券投資顧問業協会
認定金融商品取引業協会（金融商品取引業を行う会員等への調
査、指導、勧告、投資者からの苦情の解決、あっせん等を行う法
人）として、その申請により認定。

金融商品取引法第78条第1項
金融庁監督局証券
課

社 生命保険協会
認定個人情報保護団体（業務の対象となる個人情報取扱事業者
の個人情報の取扱いに関する苦情の処理等を行う法人）として、そ
の申請により認定。なお、公益法人等でない法人も、申請可能。

個人情報の保護に関する法律第37
条第1項

金融庁監督局保険
課

社 生命保険協会

認定投資者保護団体（金融商品取引業者等の行う金融商品取引
業に対する苦情の解決、あっせん等を行う法人）として、その申請
により認定。
なお、公益法人等でない法人も申請可能。

金融商品取引法第79条の7
金融庁監督局保険
課

社 信託協会
認定個人情報保護団体（業務の対象となる個人情報取扱事業者
の個人情報の取扱いに関する苦情の処理等を行う法人）として、そ
の申請により認定。なお、公益法人等でない法人も、申請可能。

個人情報の保護に関する法律第37
条第1項

金融庁監督局銀行
第一課

社 信託協会

認定投資者保護団体（金融商品取引業者等の行う金融商品取引
業に対する苦情の解決、あっせん等を行う法人）として、その申請
により認定。
なお、公益法人等でない法人も申請可能。

金融商品取引法第79条の7
金融庁監督局銀行
第一課

社 日本損害保険協会
認定個人情報保護団体（業務の対象となる個人情報取扱事業者
の個人情報の取扱いに関する苦情の処理等を行う法人）として、そ
の申請により認定。なお、公益法人等でない法人も、申請可能。

個人情報の保護に関する法律第37
条第1項

金融庁監督局保険
課

社 日本損害保険協会

認定投資者保護団体（金融商品取引業者等の行う金融商品取引
業に対する苦情の解決、あっせん等を行う法人）として、その申請
により認定。
なお、公益法人等でない法人も申請可能。

金融商品取引法第79条の7
金融庁監督局保険
課

社 日本アクチュアリー会
保険数理の専門的知識及び技能を有する者の養成及び研修や保
険数理に関する必要な調査研究等

保険業法第122条の2 金融庁

社 金融先物取引業協会 外務員の登録・抹消事務等 金融商品取引法第64条の７第１項 金融庁

社 金融先物取引業協会
認定金融商品取引業協会（金融商品取引業を行う会員等への調
査、指導、勧告、投資者からの苦情の解決、あっせん等を行う法
人）として、その申請により認定。

金融商品取引法第78条第1項
金融庁監督局証券
課

社 日本ライフル射撃協会 ・　猟銃及び空気銃の使用、保管等の取扱いに関する講習
銃砲刀剣類所持等取締法施行令
第19条第２項

警察庁生活安全局
保安課

社 日本クレー射撃協会 ・　猟銃及び空気銃の使用、保管等の取扱いに関する講習
銃砲刀剣類所持等取締法施行令
第19条第２項

警察庁生活安全局
保安課

社 日本プロサッカーリーグ

サッカーの試合を開催すること
試合の結果の確定及びその通知を行うこと
選手、監督及びコーチ並びに審判員の登録及び登録の抹消を行う
こと
サッカーの試合の競技規則を定めること

スポーツ振興投票の実施等に関す
る法律 第24条

文部科学省スポー
ツ・青少年局企画・
体育課スポーツ振
興投票室

社 日本レコード協会
レコード製作者に係る商業用レコードの二次使用料の徴収及び分
配業務

著作権法 第97条第3項
文化庁長官官房著
作権課著作物流通
推進室

社 日本レコード協会
レコード製作者に係る商業用レコードの貸与に係る報酬の徴収及
び分配業務

著作権法 第97条の3第4項
文化庁長官官房著
作権課著作物流通
推進室

社 日本芸能実演家団体協議会 実演家に係る商業用レコードの二次使用料の徴収及び分配業務 著作権法 第95条第5項
文化庁長官官房著
作権課著作物流通
推進室

社 日本芸能実演家団体協議会
実演家に係る商業用レコードの貸与に係る報酬の徴収及び分配業
務

著作権法 第95条の3第4項
文化庁長官官房著
作権課著作物流通
推進室

社 国際厚生事業団 経済連携協定に基づく受入れ調整機関

・「経済上の連携に関する日本国と
インドネシア共和国との間の協定」
附属書十第一編第六節

・「経済上の連携に関する日本国と
フィリピン共和国との間の協定」附
属書八第一部第六節

・経済上の連携に関する日本国とイ
ンドネシア共和国との間の協定に
基づく看護及び介護分野における
インドネシア人看護師等の受入れ
の実施に関する指針

・経済上の連携に関する日本国と
フィリピン共和国との間の協定に基
づく看護及び介護分野におけるフィ
リピン人看護師等の受入れの実施
に関する指針

厚生労働省職業安
定局外国人雇用対
策課経済連携協定
受入対策室

厚生労働省社会・援
護局福祉基盤課

社 至誠会
看護師国家試験の受験資格を得るため、看護師として必要な知識
及び技能を修得させる養成を実施

保健師助産師看護師法第２１条
厚生労働省医政局
看護課



社・財等 法人名

権限を付与されている法人
担当課部局名根拠条文等権限付与の概要

社 日本医師会
指定筆記試験免除講習機関（労働衛生コンサルタント試験の筆記
試験の全部が免除される講習を実施する機関をいう。）

労働安全コンサルタント及び労働衛
生コンサルタント規則（昭和４８年労
働省令第３号）第13条第１項

厚生労働省労働基
準局安全衛生部計
画課

社 日本医師会
指定産業医研修機関（産業医の選任要件となる研修を実施する機
関をいう。）

労働安全衛生規則第１４条第２項
第１号

厚生労働省労働基
準局安全衛生部労
働衛生課

社 日本放射線技師会 放射線取扱主任者に係る定期講習
放射性同位元素等による放射線障
害の防止に関する法律 第36条の2
第1項

文部科学省科学技
術・学術政策局原子
力安全課放射線規
制室

社 日本歯科医師会
指定筆記試験免除講習機関（労働衛生コンサルタント試験の筆記
試験の全部が免除される講習を実施する機関をいう。）

労働安全コンサルタント及び労働衛
生コンサルタント規則（昭和４８年労
働省令第３号）第13条第１項

厚生労働省労働基
準局安全衛生部計
画課

社 全日本司厨士協会
調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有
する者に係る講習

調理師法施行規則 第18条 厚生労働省

社 日本調理師会
調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有
する者に係る講習

調理師法施行規則 第18条 厚生労働省

社 全国調理師養成施設協会 技術考査の指定 調理師法施行規則 第18条 厚生労働省

社 日本精神科病院協会 精神保健判定医等に対する養成研修

心神喪失等の状態で重大な他害行
為を行った者の医療及び観察など
に関する法律第六条第二項の名簿
及び同法第十五条第二項の名簿に
関する省令第７条第４項

厚生労働省社会・援
護局障害保健福祉
部精神・障害保健課

社 全国ビルメンテナンス協会 労働者の有する技能検定 職業能力開発促進法 第47条第1項 厚生労働省

社 全国ビルメンテナンス協会 清掃作業従事者研修
建築物における衛生的環境の確保
に関する法律施行規則 第25条第3
号

厚生労働省

社 全国ビルメンテナンス協会 ダクト清掃作業従事者研修
建築物における衛生的環境の確保
に関する法律施行規則 第26条の3
第3号

厚生労働省

社 全国ビルメンテナンス協会 貯水槽清掃作業従事者研修
建築物における衛生的環境の確保
に関する法律施行規則 第28条第5
号

厚生労働省

社 全国ビルメンテナンス協会 排水管清掃作業従事者研修
建築物における衛生的環境の確保
に関する法律施行規則 第28条の3
第5号

厚生労働省

社 全国ビルメンテナンス協会 防除作業従事者研修
建築物における衛生的環境の確保
に関する法律施行規則 第29条第4
号

厚生労働省

社 全国建築物飲料水管理協会 貯水槽清掃作業従事者研修
建築物における衛生的環境の確保
に関する法律施行規則 第28条第5
号

厚生労働省

社 日本食品衛生協会 食品等の命令検査
食品衛生法 第25条第1項、第26条
第1項、第2項、第3項

厚生労働省

社 日本食品衛生協会 簡易専用水道の管理に関する検査 水道法 第34条の2第2項 厚生労働省

社 日本水道協会 水道技術管理者講習の実施 水道法施行規則第14条第３号
厚生労働省健康局
水道課

社 日本水道協会 水道技術管理者講習会 水道法施行規則 第14条 厚生労働省

社 日本水道協会 JIS認証事業者に対する事務 工業標準化法 第27条 経済産業省

社 日本ペストコントロール協会 防除作業従事者研修
建築物における衛生的環境の確保
に関する法律施行規則 第29条第4
号

厚生労働省

社 国民健康保険中央会
国民健康保険団体連合会からの委託を受けて行う高額の診療報
酬明細書の審査

国民健康保険法 第４５条第６項 厚生労働省
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担当課部局名根拠条文等権限付与の概要

社 国民健康保険中央会 公費負担医療に係る診療報酬請求書の審査
原子爆弾被爆者に対する援護に関
する法律施行令 第１４条

厚生労働省

社 国民健康保険中央会
国民健康保険団体連合会から委託を受けて行う高額の診療報酬
明細書の審査

高齢者の医療の確保に関する法律
（老人保健法施行規則） 第７０条第
５項（第２１条第２項、第３項）

厚生労働省

社 全国社会保険協会連合会 医師臨床研修病院の指定を行うもの。 医師法16条の2第1項
厚生労働省医政局
医事課

社 全国社会保険協会連合会 歯科医師臨床研修病院を指定するもの。 歯科医師法16条の2第1項
厚生労働省医政局
歯科保健課

社 国際農林業協働協会 外国の政府等に対する米穀の貸付
主要食糧の需給及び価格の安定に
関する法律施行令 第16条第1項第
2号

農林水産省

社 全国農地保有合理化協会
農地保有合理化法人に対する債務保証、資金貸付、助成、農地保
有合理化事業の啓発普及、調査研究等

農業経営基盤強化促進法 第11条
の2第1項

農林水産省

社 日本果汁協会 JAS規格に関する製造業者等の認定

農林物資の規格化及び品質表示
の適正化に関する法律 第14条第1
項、第2項、第3項、第15条第1項、
第15条の2第1項

農林水産省

社 全国愛農会 JAS規格に関する製造業者等の認定

農林物資の規格化及び品質表示
の適正化に関する法律 第14条第1
項、第2項、第3項、第15条第1項、
第15条の2第1項

農林水産省

社 中央畜産会 JAS規格に関する製造業者等の認定

農林物資の規格化及び品質表示
の適正化に関する法律 第14条第1
項、第2項、第3項、第15条第1項、
第15条の2第1項

農林水産省

社 全国和牛登録協会 家畜登録機関の家畜登録規程に係る承認 家畜改良増殖法 第32条の2第1項 農林水産省

社 日本ホルスタイン登録協会 家畜登録機関の家畜登録規程に係る承認 家畜改良増殖法 第32条の2第1項 農林水産省

社 日本養豚協会 家畜登録機関の家畜登録規程に係る承認 家畜改良増殖法 第32条の2第1項 農林水産省

社 日本馬事協会 家畜登録機関の家畜登録規程に係る承認 家畜改良増殖法 第32条の2第1項 農林水産省

社 日本あか牛登録協会 家畜登録機関の家畜登録規程に係る承認 家畜改良増殖法 第32条の2第1項 農林水産省

社 日本短角種登録協会 家畜登録機関の家畜登録規程に係る承認 家畜改良増殖法 第32条の2第1項 農林水産省

社 畜産技術協会 家畜登録機関の家畜登録規程に係る承認 家畜改良増殖法 第32条の2第1項 農林水産省

社 農協流通研究所 JAS規格に関する製造業者等の認定

農林物資の規格化及び品質表示
の適正化に関する法律 第14条第1
項、第2項、第3項、第15条第1項、
第15条の2第1項

農林水産省

社 全国漬物検査協会 JAS規格に関する製造業者等の認定

農林物資の規格化及び品質表示
の適正化に関する法律 第14条第1
項、第2項、第3項、第15条第1項、
第15条の2第1項

農林水産省

社 米穀安定供給確保支援機構
生産調整方針に基づく過剰米を区分保管するための資金の貸付
け及び米穀の買受けに係る債務保証等

主要食糧の需給及び価格の安定に
関する法律 第8条第1項

農林水産省

社 日本森林技術協会 樹木の伐採又は売払いに必要な調査
国有林野の管理経営に関する法律
第6条の5

農林水産省

社 日本水産資源保護協会 JAS規格に関する製造業者等の認定

農林物資の規格化及び品質表示
の適正化に関する法律 第14条第1
項、第2項、第3項、第15条第1項、
第15条の2第1項

農林水産省

社 中部産業連盟 登録養成課程の実施
中小企業診断士の登録等及び試
験に関する規則第３５条第１項

中小企業庁

社 日本セルフ・サービス協会

酒類販売管理研修の実施

（注）株式会社を含め、要件を満たす民間団体は全て指定される制度となっ
ている。

酒税の保全及び酒類業組合等に関
する法律第86条の９第５項

国税庁酒税課
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社 日本ボランタリー・チェーン協会

酒類販売管理研修の実施

（注）株式会社を含め、要件を満たす民間団体は全て指定される制度となっ
ている。

酒税の保全及び酒類業組合等に関
する法律第86条の９第５項

国税庁酒税課

社 日本フランチャイズチェーン協会

酒類販売管理研修の実施

（注）株式会社を含め、要件を満たす民間団体は全て指定される制度となっ
ている。

酒税の保全及び酒類業組合等に関
する法律第86条の９第５項

国税庁酒税課

社 全国スーパーマーケット協会

酒類販売管理研修の実施

（注）株式会社を含め、要件を満たす民間団体は全て指定される制度となっ
ている。

酒税の保全及び酒類業組合等に関
する法律第86条の９第５項

国税庁酒税課

社 日本専門店協会

個人情報取扱事業者の個人情報の適正な取扱いの確保を目的と
して、対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情の処理、対象
事業者への情報の提供その他個人情報の適正な取扱いの確保に
関し必要な業務。

個人情報保護法第37条
経済産業省商務情
報政策局

社 日本ゴルフ場事業協会
会員制事業者に対する指導･勧告等、会員等からの苦情解決、預
託金等に係る会員制事業者の債務の保証、会員制事業に関する
広報等

ゴルフ場等に係る会員契約の適正
化に関する法律 第13条第１項

経済産業省

社 リース事業協会

貸金業務取扱主任者研修の実施に関する事務を行う団体として、
指定。改正貸金業法の3条施行（21.6.18施行）に伴い、登録講習機
関制度に移行したことから、当該指定制度は終了。しかしながら研
修事務に付随する受講証明の発行業務等を5月末まで実施するこ
ととしており、業務は継続。6月中に廃止届を提出する予定。

貸金業法第12 条の3 第10 項
金融庁監督局総務
課
金融会社室

社 日本クレジット協会

貸金業務取扱主任者研修の実施に関する事務を行う団体として、
指定。改正貸金業法の3条施行（21.6.18施行）に伴い、登録講習機
関制度に移行したことから、当該指定制度は終了。しかしながら研
修事務に付随する受講証明の発行業務等を5月末まで実施するこ
ととしており、業務は継続。6月中に廃止届を提出する予定。

貸金業法第12 条の3 第10 項
金融庁監督局総務
課
金融会社室

社 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会

個人情報取扱事業者の個人情報の適正な取扱いの確保を目的と
して、対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情の処理、対象
事業者への情報の提供その他個人情報の適正な取扱いの確保に
関し必要な業務。

個人情報保護法第37条
経済産業省商務情
報政策局

社 産業環境管理協会 公害防止管理者等国家試験
特定工場における公害防止組織の
整備に関する法律 第８条の２

・経済産業省
・環境省

社 産業環境管理協会 公害防止管理者等資格認定講習
特定工場における公害防止組織の
整備に関する法律施行令 第10条、
第11条

・経済産業省
・環境省

社 全国火薬類保安協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 全国火薬類保安協会 火薬類製造保安責任者及び火薬類取扱保安責任者免状交付 火薬類取締法 第31条の2第1項 経済産業省

社 全国火薬類保安協会 火薬類製造保安責任者及び火薬類取扱保安責任者試験 火薬類取締法 第31条の3第1項 経済産業省

社 電線総合技術センター 消防用設備等又はこれらの部分である機械器具についての認定 消防法施行規則 第31条の4第1項 総務省

社 電線総合技術センター 特定電気用品の適合性検査 電気用品安全法 第9条第1項 経済産業省

社 電線総合技術センター JIS認証事業者に対する事務 工業標準化法 第27条 経済産業省

社 全日本ギフト用品協会

個人情報取扱事業者の個人情報の適正な取扱いの確保を目的と
して、対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情の処理、対象
事業者への情報の提供その他個人情報の適正な取扱いの確保に
関し必要な業務。

個人情報保護法第37条
経済産業省製造産
業局

社 日本サッシ協会
当該法人が行う講習を登録ｻｯｼ･ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ基幹技能者講習とし
て登録

建設業法施行規則第１８条の３の２
国土交通省総合政
策局建設業課

社 日本砕石協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 日本砕石協会 公害防止管理者等資格認定講習
特定工場における公害防止組織の
整備に関する法律施行令 第10条、
第11条

・経済産業省
・環境省
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社 全国石油協会
揮発油販売業者等に義務付けられている揮発油・軽油・灯油・重
油の受託分析業務

揮発油等の品質の確保等に関する
法律 第16条の2第1項、第17条の3
第2項、第17条の4第3項、第17条の
8第1項、第2項、第3項、第17条の

経済産業省

社 日本電気協会 消防用設備等又はこれらの部分である機械器具についての認定 消防法施行規則 第31条の4第1項 総務省

社 日本内燃力発電設備協会 消防用設備等又はこれらの部分である機械器具についての認定 消防法施行規則 第31条の4第1項 総務省

社 中小企業診断協会 中小企業診断士試験 中小企業支援法 第12条第2項 経済産業省

社 中小企業診断協会
中小企業診断士登録に係る実務補習、更新研修及び論文審査事
業

中小企業診断士の登録等及び試
験に関する規則 第20条第1項、第
37条第1項

経済産業省

社 九州機械工業振興会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 九州機械工業振興会 教習業務 労働安全衛生法 第75条第3項 厚生労働省

社 日本旅行業協会 旅行業務取扱管理者試験
旅行業法 第11条の３、第25条の2
第1項

国土交通省観光庁
観光産業課

社 日本旅行業協会
苦情の解決、研修、債権の弁済、旅行業者等の指導、調査研究、
広報

旅行業法 第22条の２第１項
国土交通省観光庁
観光産業課

社 日本旅行業協会 旅程管理業務に関する研修 旅行業法 第12条の11
国土交通省観光庁
観光産業課

社 日本観光協会 国際観光ホテル・旅館に関する情報提供 国際観光ホテル整備法 第35条
国土交通省観光庁
観光産業課

社 日本観光協会 国際観光ホテル・旅館の登録 国際観光ホテル整備法 第19条
国土交通省観光庁
観光産業課

社 全国旅行業協会 旅行業務取扱管理者試験
旅行業法 第11条の３、第25条の2
第1項

国土交通省観光庁
観光産業課

社 全国旅行業協会
苦情の解決、研修、債権の弁済、旅行業者等の指導、調査研究、
広報

旅行業法 第22条の２第１項
国土交通省観光庁
観光産業課

社 全国旅行業協会 旅程管理業務に関する研修 旅行業法 第12条の11
国土交通省観光庁
観光産業課

社 日本添乗サービス協会 旅程管理業務に関する研修 旅行業法 第12条の11
国土交通省観光庁
観光産業課

社 日本民営鉄道協会 特定都市鉄道整備積立金の管理
特定都市鉄道整備促進特別措置
法 第6条第2項、第3項

国土交通省
鉄道局都市鉄道課

社 全日本トラック協会 全国貨物自動車運送適正化事業 貨物自動車運送事業法 第43条
国土交通省自動車
交通局
貨物課

社 日本自動車整備振興会連合会 自動車整備技能登録試験の実施
自動車整備士技能検定規則 第6条
第6項

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 日本貨物検数協会 食品等の命令検査
食品衛生法 第25条第1項、第26条
第1項、第2項、第3項

厚生労働省

社 全日本検数協会 食品等の命令検査
食品衛生法 第25条第1項、第26条
第1項、第2項、第3項

厚生労働省

社 全日本検数協会 規格検定飼料の公定規格による検定
飼料の安全性の確保及び品質の
改善に関する法律 第27条第1項

農林水産省
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社 日本中小型造船工業会 主任技術者養成講習
小型船造船業法施行規則 第9条第
1項第2号、第3号、第2項第2号

国土交通省海事局
船舶産業課

社 外航船員医療事業団 衛生管理者に対する講習の実施
船舶に乗り組む医師及び衛生管理
者に関する省令 第1条第2項第1号

国土交通省
海事局運航労務課

社 日本海上起重技術協会 当該法人が行う講習を登録海上起重基幹技能者講習として登録 建設業法施行規則第１８条の３の２
国土交通省総合政
策局
建設業課

社 寒地港湾技術研究センター

港湾の施設の安全性を適切に確保するため、国の登録を受けた
第三者機関（登録確認機関）として技術基準への適合性確認業務
を行っている。ただし、登録確認機関の登録は、一定の要件を満た
した法人（民間企業含む）からの申請により行われるものであり、

港湾法第５６条の２の２
港湾法第５６条の２の３

国土交通省港湾局

社 日本アマチュア無線振興協会 特定無線設備の技術基準適合証明 電波法 第38条の2第1項 総務省

社 電気通信事業者協会 基礎的電気通信役務支援業務 電気通信事業法 第106条 総務省

社 電波産業会 特定周波数変更対策業務の実施 電波法 第71条の3第1項 総務省

社 電波産業会
総務大臣の指定を受けて混信に関する調査その他無線局の開
設、周波数の指定の変更等に際して必要とされる事項についての
照会及び相談に応ずる等の業務

電波法 第102条の17 総務省

社 電波産業会 特定周波数終了対策業務の実施 電波法 第71条の3の2第1項 総務省

社 日本ボイラ協会
登録ボイラー実技講習機関（二級ボイラー技士免許の受験資格を
取得する講習を実施する機関をいう。）

ボイラー及び圧力容器安全規則
（昭和４７年労働省令第３３号）第１
０１条第３号ニ

北海道労働局
岩手労働局
宮城労働局
福島労働局
栃木労働局

社 日本ボイラ協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 日本ボイラ協会 特定機械等の製造時検査の代行の業務 労働安全衛生法 第38条第1項 厚生労働省

社 日本ボイラ協会 特定機械等の性能検査の代行の業務 労働安全衛生法 第41条第2項 厚生労働省

社 日本ボイラ協会 機械等の個別検定の代行の業務 労働安全衛生法 第44条第1項 厚生労働省
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社 日本ボイラ協会 教習業務 労働安全衛生法 第75条第3項 厚生労働省

社 ボイラ・クレーン安全協会
登録ボイラー実技講習機関（二級ボイラー技士免許の受験資格を
取得する講習を実施する機関をいう。）

ボイラー及び圧力容器安全規則
（昭和４７年労働省令第３３号）第１
０１条第３号ニ

北海道労働局
山口労働局

社 ボイラ・クレーン安全協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 ボイラ・クレーン安全協会 特定機械等の製造時検査の代行の業務 労働安全衛生法 第38条第1項 厚生労働省

社 ボイラ・クレーン安全協会 特定機械等の性能検査の代行の業務 労働安全衛生法 第41条第2項 厚生労働省

社 ボイラ・クレーン安全協会 機械等の個別検定の代行の業務 労働安全衛生法 第44条第1項 厚生労働省

社 ボイラ・クレーン安全協会 教習業務 労働安全衛生法 第75条第3項 厚生労働省

社 日本クレーン協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 日本クレーン協会 機械等の型式検定の代行の業務 労働安全衛生法 第44条の2第1項 厚生労働省

社 日本クレーン協会 教習業務 労働安全衛生法 第75条第3項 厚生労働省

社 仮設工業会
登録計画作成参画者研修機関（大規模な工事等を行う際の計画
作成に参画させる必要のある者の資格を得るための研修を実施す
る機関をいう。）

労働安全衛生規則（昭和４７年労働
省令第３２号）別表第９

厚生労働省労働基
準局安全衛生部安
全課

社 産業安全技術協会 機械等の個別検定の代行の業務 労働安全衛生法 第44条第1項 厚生労働省

社 産業安全技術協会 機械等の型式検定の代行の業務 労働安全衛生法 第44条の2第1項 厚生労働省

社 総合経営管理協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 産業安全衛生協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 労務管理教育センター
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

東京労働局

社 労働技能講習協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 日本作業環境測定協会
登録較正機関（粉じん濃度の測定において労働基準監督署長によ
る特例許可を受けた場合に用いることができる簡便な測定機器を
定期に較正する機関をいう。）

粉じん障害防止規則（昭和５４年労
働省令第１８号）第２６条第３項

厚生労働省労働基
準局安全衛生部労
働衛生課環境改善
室

社 日本作業環境測定協会
登録試験免除講習機関（作業環境測定士試験の筆記試験又は口
述試験の一部又は全部が免除される講習を実施する機関をい
う。）

作業環境測定法施行規則（昭和５０
年労働省令第２０号）第１７条第２号

厚生労働省労働基
準局安全衛生部労
働衛生課環境改善
室

社 日本作業環境測定協会
登録試験免除講習機関（作業環境測定士試験の筆記試験又は口
述試験の一部又は全部が免除される講習を実施する機関をい
う。）

作業環境測定法施行規則第１７条
第１６号

厚生労働省労働基
準局安全衛生部労
働衛生課環境改善
室

社 日本作業環境測定協会 作業環境測定士の登録事務 作業環境測定法 第32条の2第1項 厚生労働省

社 日本作業環境測定協会 作業環境測定士試験合格者等に対する講習の業務 作業環境測定法 第5条 厚生労働省

社 日本労働安全衛生コンサルタント会 労働安全・衛生コンサルタントの登録事務 労働安全衛生法 第85条の2 厚生労働省
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担当課部局名根拠条文等権限付与の概要

社 オリエンタル労働衛生協会
作業環境測定機関（他人の求めに応じて、作業環境測定を実施す
る機関をいう。）

作業環境測定法第３３条第１項 愛知労働局

社 全国シルバー人材センター事業協会 シルバー人材センターに係る必要な事業の実施
高年齢者等の雇用の安定等に関す
る法律 第46条

厚生労働省

社 日本建築大工技能士会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 日本ホテル・レストランサービス技能協会 労働者の有する技能検定 職業能力開発促進法 第47条第1項 厚生労働省

社 日本グラウト協会 当該法人が行う講習を登録グラウト基幹技能者講習として登録 建設業法施行規則第１８条の３の２
国土交通省総合政
策局
建設業課

社 全国土木施工管理技士会連合会 当該法人の行う講習を監理技術者講習として登録 建設業法26条第4項
国土交通省総合政
策局
建設業課

社 日本機械土工協会 当該法人が行う講習を登録機械土工基幹技能者講習として登録 建設業法施行規則第１８条の３の２
国土交通省総合政
策局
建設業課

社 日本電設工業協会 当該法人が行う講習を登録電気工事基幹技能者講習として登録 建設業法施行規則第１８条の３の２
国土交通省総合政
策局
建設業課

社 日本空調衛生工事業協会
当該法人が行う講習を登録配管基幹技能者講習、登録ダクト基幹
技能者講習として登録

建設業法施行規則第１８条の３の２
国土交通省総合政
策局
建設業課

社 日本左官業組合連合会 当該法人が行う講習を登録左官基幹技能者講習として登録 建設業法施行規則第１８条の３の２
国土交通省総合政
策局
建設業課

社 日本塗装工業会 当該法人が行う講習を登録建設塗装基幹技能者講習として登録 建設業法施行規則第１８条の３の２
国土交通省総合政
策局
建設業課

社 日本鳶工業連合会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 日本鳶工業連合会 当該法人が行う講習を登録鳶・土工基幹技能者講習として登録 建設業法施行規則第１８条の３の２
国土交通省総合政
策局
建設業課

社 プレストレスト・コンクリート建設業協会 登録教習機関（技能講習又は教習を行う機関をいう。）
労働安全衛生法第１４条、第６１条
第１項及び第７５条第３項

香川労働局

社 プレストレスト・コンクリート建設業協会 当該法人が行う講習を登録ＰＣ基幹技能者講習として登録 建設業法施行規則第１８条の３の２
国土交通省総合政
策局
建設業課

社 全国中小建築工事業団体連合会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 日本建設軀体工事業団体連合会 当該法人が行う講習を登録鳶・土工基幹技能者講習として登録 建設業法施行規則第１８条の３の２
国土交通省総合政
策局
建設業課

社 日本建設大工工事業協会 当該法人が行う講習を登録型枠基幹技能者講習として登録 建設業法施行規則第１８条の３の２
国土交通省総合政
策局
建設業課

社 日本建設大工工事業協会 登録教習機関（技能講習又は教習を行う機関をいう。）
労働安全衛生法第１４条、第６１条
第１項及び第７５条第３項

福島労働局

社 全国建設室内工事業協会
当該法人が行う講習を登録内装仕上工事基幹技能者講習として
登録

建設業法施行規則第１８条の３の２
国土交通省総合政
策局
建設業課

社 日本建築ブロック・エクステリア工事業協会
当該法人が行う講習を登録エクステリア基幹技能者講習として登
録

建設業法施行規則第１８条の３の２
国土交通省総合政
策局
建設業課

社 日本計装工業会 当該法人が行う試験を登録計装試験として登録 建設業法施行規則第７条の１９
国土交通省総合政
策局
建設業課

社 全国鉄筋工事業協会 当該法人が行う講習を登録鉄筋基幹技能者講習として登録 建設業法施行規則第１８条の３の２
国土交通省総合政
策局
建設業課
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社 全国コンクリート圧送事業団体連合会
当該法人が行う講習を登録コンクリート圧送基幹技能者講習として
登録

建設業法施行規則第１８条の３の２
国土交通省総合政
策局
建設業課

社 全国防水工事業協会 当該法人が行う講習を登録防水基幹技能者講習として登録 建設業法施行規則第１８条の３の２
国土交通省総合政
策局
建設業課

社 全国解体工事業団体連合会 登録試験(解体工事業)
解体工事業に係る登録等に関する
省令 第7条の17

国土交通省総合政
策局
建設業課

社 全国解体工事業団体連合会 登録講習(解体工事業)
解体工事業に係る登録等に関する
省令 第7条の2

国土交通省総合政
策局
建設業課

社 全国宅地擁壁技術協会 擁壁の製造工場の審査、証明、証明書の交付
宅地造成等規制法施行規則 第5条
第2項

国土交通省都市・地
域整備局都市・地域
安全課

社 全国宅地建物取引業保証協会 弁済業務
宅地建物取引業法 第64条の2第1
項

国土交通省総合政
策局
不動産業課

社 不動産保証協会 弁済業務
宅地建物取引業法 第64条の2第1
項

国土交通省総合政
策局
不動産業課

社 高層住宅管理業協会 管理業務主任者試験
マンションの管理の適正化の推進
に関する法律 第58条第1項

国土交通省総合政
策局
不動産業課

社 高層住宅管理業協会
マンション管理業者の業務の改善向上を図るための社員に対する
指導、苦情の解決、研修、調査研究等

マンションの管理の適正化の推進
に関する法律 第95条第2項

国土交通省総合政
策局
不動産業課

社 高層住宅管理業協会 管理業務主任者証の交付に係る講習
マンションの管理の適正化の推進
に関する法律施行規則 第69条

国土交通省総合政
策局
不動産業課

社 高層住宅管理業協会 管理業務主任者登録に係る実務講習
マンションの管理の適正化の推進
に関する法律 第59条第1項

国土交通省総合政
策局
不動産業課

社 日本造園建設業協会 当該法人が行う講習を登録造園基幹技能者講習として登録 建設業法施行規則第１８条の３の２
国土交通省総合政
策局
建設業課

社 斜面防災対策技術協会 当該法人が行う試験を登録地すべり防止工事試験として登録 建設業法施行規則第７条の４
国土交通省総合政
策局
建設業課

社 日本橋梁建設協会 当該法人が行う講習を登録橋梁基幹技能者講習として登録 建設業法施行規則第１８条の３の２
国土交通省総合政
策局
建設業課

社 日本建築士会連合会 一級建築士登録等事務 建築士法 第10条の4
国土交通省住宅局
建築指導課

社 日本膜構造協会
国土交通大臣の指定を受け、建築物の部分が、一連の規定に適
合することの認定（型式適合認定）を行う。

建築基準法第７７条の３６
国土交通省住宅局
建築指導課

社 日本膜構造協会
国土交通大臣の指定を受け、建築基準法第６８条の２６第２項に規
定する構造方法等の認定のための審査に必要な構造方法等の性
能に関する評価を行う。

建築基準法第７７条の５６
国土交通省住宅局
建築指導課

社 日本消防放水器具工業会 消防用設備等又はこれらの部分である機械器具についての認定 消防法施行規則 第31条の4第1項 総務省

社 全国避難設備工業会 消防用設備等又はこれらの部分である機械器具についての認定 消防法施行規則 第31条の4第1項 総務省

社 宮崎県自動車整備振興会 自動車検査登録番号標交付代行者 道路運送車両法　第２５条
国土交通省自動車
交通局技術安全部
自動車情報課

社 宮崎県自動車整備振興会 自動車整備士の養成
自動車整備士技能検定規則第六
条の一八

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 宮崎県自動車整備振興会 保安基準適合証の配付
保安基準適合証、保安基準適合標
章及び限定保安基準適合証の取
扱について(通達）

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 札幌地方自動車整備振興会 自動車整備士の養成
自動車整備士技能検定規則第六
条の一八

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課
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社 札幌地方自動車整備振興会 保安基準適合証の配付
保安基準適合証、保安基準適合標
章及び限定保安基準適合証の取
扱について(通達）

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 札幌地方自動車整備振興会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 旭川地方自動車整備振興会 自動車整備士の養成
自動車整備士技能検定規則第六
条の一八

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 旭川地方自動車整備振興会 保安基準適合証の配付
保安基準適合証、保安基準適合標
章及び限定保安基準適合証の取
扱について(通達）

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 旭川地方自動車整備振興会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 函館地方自動車整備振興会 自動車整備士の養成
自動車整備士技能検定規則第六
条の一八

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 函館地方自動車整備振興会 保安基準適合証の配付
保安基準適合証、保安基準適合標
章及び限定保安基準適合証の取
扱について(通達）

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 北海道トラック協会 地方貨物自動車運送適正化事業
貨物自動車運送事業法 第38条第1
項

国土交通省自動車
交通局貨物課

社 帯広地方自動車整備振興会 自動車整備士の養成
自動車整備士技能検定規則第六
条の一八

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 帯広地方自動車整備振興会 保安基準適合証の配付
保安基準適合証、保安基準適合標
章及び限定保安基準適合証の取
扱について(通達）

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 帯広地方自動車整備振興会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 旭川地方自家用自動車協会 自動車検査登録番号標交付代行者 道路運送車両法　第２５条
国土交通省自動車
交通局技術安全部
自動車情報課

社 北見地方自動車整備振興会 自動車整備士の養成
自動車整備士技能検定規則第六
条の一八

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 北見地方自動車整備振興会 保安基準適合証の配付
保安基準適合証、保安基準適合標
章及び限定保安基準適合証の取
扱について(通達）

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 釧路地方自動車整備振興会 自動車整備士の養成
自動車整備士技能検定規則第六
条の一八

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 釧路地方自動車整備振興会 保安基準適合証の配付
保安基準適合証、保安基準適合標
章及び限定保安基準適合証の取
扱について(通達）

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 室蘭地方自動車整備振興会 自動車整備士の養成
自動車整備士技能検定規則第六
条の一八

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 室蘭地方自動車整備振興会 保安基準適合証の配付
保安基準適合証、保安基準適合標
章及び限定保安基準適合証の取
扱について(通達）

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 室蘭地区自動車協会 自動車検査登録番号標交付代行者 道路運送車両法　第２５条
国土交通省自動車
交通局技術安全部
自動車情報課

社 帯広地方自家用自動車協会 自動車検査登録番号標交付代行者 道路運送車両法　第２５条
国土交通省自動車
交通局技術安全部
自動車情報課

社 札幌ハイヤー協会 運転者の登録・運転者証の交付
タクシー業務適正化特別措置法第
１９条

国土交通省自動車
交通局旅客課

社 北見地区自家用自動車協会 自動車検査登録番号標交付代行者 道路運送車両法　第２５条
国土交通省自動車
交通局技術安全部
自動車情報課

社 札幌地区自家用自動車協会 自動車検査登録番号標交付代行者 道路運送車両法　第２５条
国土交通省自動車
交通局技術安全部
自動車情報課



社・財等 法人名

権限を付与されている法人
担当課部局名根拠条文等権限付与の概要

社 函館地区自家用自動車協会 自動車検査登録番号標交付代行者 道路運送車両法　第２５条
国土交通省自動車
交通局技術安全部
自動車情報課

社 釧根自動車協会 自動車検査登録番号標交付代行者 道路運送車両法　第２５条
国土交通省自動車
交通局技術安全部
自動車情報課

社 福島県トラック協会 地方貨物自動車運送適正化事業
貨物自動車運送事業法 第38条第1
項

国土交通省自動車
交通局貨物課

社 宮城県自動車協会 自動車検査登録番号標交付代行者 道路運送車両法　第２５条
国土交通省自動車
交通局技術安全部
自動車情報課

社 宮城県自動車整備振興会 自動車整備士の養成
自動車整備士技能検定規則第六
条の一八

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 宮城県自動車整備振興会 保安基準適合証の配付
保安基準適合証、保安基準適合標
章及び限定保安基準適合証の取
扱について(通達）

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 福島県自動車整備振興会 自動車整備士の養成
自動車整備士技能検定規則第六
条の一八

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 福島県自動車整備振興会 保安基準適合証の配付
保安基準適合証、保安基準適合標
章及び限定保安基準適合証の取
扱について(通達）

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 青森県自動車整備振興会 自動車整備士の養成
自動車整備士技能検定規則第六
条の一八

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 青森県自動車整備振興会 保安基準適合証の配付
保安基準適合証、保安基準適合標
章及び限定保安基準適合証の取
扱について(通達）

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 岩手県自動車整備振興会 自動車検査登録番号標交付代行者 道路運送車両法　第２５条
国土交通省自動車
交通局技術安全部
自動車情報課

社 岩手県自動車整備振興会 自動車整備士の養成
自動車整備士技能検定規則第六
条の一八

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 岩手県自動車整備振興会 保安基準適合証の配付
保安基準適合証、保安基準適合標
章及び限定保安基準適合証の取
扱について(通達）

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 宮城県トラック協会 地方貨物自動車運送適正化事業
貨物自動車運送事業法 第38条第1
項

国土交通省自動車
交通局貨物課

社 岩手県トラック協会 地方貨物自動車運送適正化事業
貨物自動車運送事業法 第38条第1
項

国土交通省自動車
交通局貨物課

社 青森県トラック協会 地方貨物自動車運送適正化事業
貨物自動車運送事業法 第38条第1
項

国土交通省自動車
交通局貨物課

社 秋田県トラック協会 地方貨物自動車運送適正化事業
貨物自動車運送事業法 第38条第1
項

国土交通省自動車
交通局貨物課

社 新潟県自動車整備振興会 自動車整備士の養成
自動車整備士技能検定規則第六
条の一八

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 新潟県自動車整備振興会 保安基準適合証の配付
保安基準適合証、保安基準適合標
章及び限定保安基準適合証の取
扱について(通達）

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 秋田県自動車整備振興会 自動車整備士の養成
自動車整備士技能検定規則第六
条の一八

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 秋田県自動車整備振興会 保安基準適合証の配付
保安基準適合証、保安基準適合標
章及び限定保安基準適合証の取
扱について(通達）

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 長野県自動車整備振興会 自動車整備士の養成
自動車整備士技能検定規則第六
条の一八

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 長野県自動車整備振興会 保安基準適合証の配付
保安基準適合証、保安基準適合標
章及び限定保安基準適合証の取
扱について(通達）

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課



社・財等 法人名

権限を付与されている法人
担当課部局名根拠条文等権限付与の概要

社 山形県自動車整備振興会 自動車検査登録番号標交付代行者 道路運送車両法　第２５条
国土交通省自動車
交通局技術安全部
自動車情報課

社 山形県自動車整備振興会 自動車整備士の養成
自動車整備士技能検定規則第六
条の一八

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 山形県自動車整備振興会 保安基準適合証の配付
保安基準適合証、保安基準適合標
章及び限定保安基準適合証の取
扱について(通達）

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 新潟県トラック協会 地方貨物自動車運送適正化事業
貨物自動車運送事業法 第38条第1
項

国土交通省自動車
交通局貨物課

社 山形県トラック協会 地方貨物自動車運送適正化事業
貨物自動車運送事業法 第38条第1
項

国土交通省自動車
交通局貨物課

社 長野県トラック協会 地方貨物自動車運送適正化事業
貨物自動車運送事業法 第38条第1
項

国土交通省自動車
交通局貨物課

社 神奈川県自動車会議所 自動車検査登録番号標交付代行者 道路運送車両法第２５条
国土交通省自動車
交通局技術安全部
自動車情報課

社 埼玉県自動車整備振興会 自動車整備士の養成
自動車整備士技能検定規則第六
条の一八

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 埼玉県自動車整備振興会 保安基準適合証の配付
保安基準適合証、保安基準適合標
章及び限定保安基準適合証の取
扱について(通達）

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 山梨県自動車整備振興会 自動車整備士の養成
自動車整備士技能検定規則第六
条の一八

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 山梨県自動車整備振興会 保安基準適合証の配付
保安基準適合証、保安基準適合標
章及び限定保安基準適合証の取
扱について(通達）

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 東京都自動車整備振興会 自動車整備士の養成
自動車整備士技能検定規則第六
条の一八

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 東京都自動車整備振興会 保安基準適合証の配付
保安基準適合証、保安基準適合標
章及び限定保安基準適合証の取
扱について(通達）

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 東京都自動車整備振興会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 群馬県自動車整備振興会 自動車整備士の養成
自動車整備士技能検定規則第六
条の一八

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 群馬県自動車整備振興会 保安基準適合証の配付
保安基準適合証、保安基準適合標
章及び限定保安基準適合証の取
扱について(通達）

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 神奈川県自動車整備振興会 自動車整備士の養成
自動車整備士技能検定規則第六
条の一八

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 神奈川県自動車整備振興会 保安基準適合証の配付
保安基準適合証、保安基準適合標
章及び限定保安基準適合証の取
扱について(通達）

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 茨城県自動車整備振興会 自動車整備士の養成
自動車整備士技能検定規則第六
条の一八

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 茨城県自動車整備振興会 保安基準適合証の配付
保安基準適合証、保安基準適合標
章及び限定保安基準適合証の取
扱について(通達）

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 栃木県自動車整備振興会 自動車検査登録番号標交付代行者 道路運送車両法第２５条
国土交通省自動車
交通局技術安全部
自動車情報課

社 栃木県自動車整備振興会 自動車整備士の養成
自動車整備士技能検定規則第六
条の一八

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 栃木県自動車整備振興会 保安基準適合証の配付
保安基準適合証、保安基準適合標
章及び限定保安基準適合証の取
扱について(通達）

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課



社・財等 法人名

権限を付与されている法人
担当課部局名根拠条文等権限付与の概要

社 千葉県自動車整備振興会 自動車整備士の養成
自動車整備士技能検定規則第六
条の一八

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 千葉県自動車整備振興会 保安基準適合証の配付
保安基準適合証、保安基準適合標
章及び限定保安基準適合証の取
扱について(通達）

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 千葉県自動車整備振興会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 群馬県トラック協会 地方貨物自動車運送適正化事業
貨物自動車運送事業法 第38条第1
項

国土交通省自動車
交通局貨物課

社 山梨県トラック協会 地方貨物自動車運送適正化事業
貨物自動車運送事業法 第38条第1
項

国土交通省自動車
交通局貨物課

社 茨城県トラック協会 地方貨物自動車運送適正化事業
貨物自動車運送事業法 第38条第1
項

国土交通省自動車
交通局貨物課

社 東京都トラック協会 地方貨物自動車運送適正化事業
貨物自動車運送事業法 第38条第1
項

国土交通省自動車
交通局貨物課

社 千葉県トラック協会 地方貨物自動車運送適正化事業
貨物自動車運送事業法 第38条第1
項

国土交通省自動車
交通局貨物課

社 神奈川県トラック協会 地方貨物自動車運送適正化事業
貨物自動車運送事業法 第38条第1
項

国土交通省自動車
交通局貨物課

社 栃木県トラック協会 地方貨物自動車運送適正化事業
貨物自動車運送事業法 第38条第1
項

国土交通省自動車
交通局貨物課

社 埼玉県トラック協会 地方貨物自動車運送適正化事業
貨物自動車運送事業法 第38条第1
項

国土交通省自動車
交通局貨物課

社 静岡県トラック協会 地方貨物自動車運送適正化事業
貨物自動車運送事業法 第38条第1
項

国土交通省自動車
交通局貨物課

社 富山県トラック協会 地方貨物自動車運送適正化事業
貨物自動車運送事業法 第38条第1
項

国土交通省自動車
交通局貨物課

社 愛知県自動車整備振興会 自動車整備士の養成
自動車整備士技能検定規則第六
条の一八

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 愛知県自動車整備振興会 保安基準適合証の配付
保安基準適合証、保安基準適合標
章及び限定保安基準適合証の取
扱について(通達）

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 石川県自動車整備振興会 自動車検査登録番号標交付代行者 道路運送車両法　第２５条
国土交通省自動車
交通局技術安全部
自動車情報課

社 石川県自動車整備振興会 自動車整備士の養成
自動車整備士技能検定規則第六
条の一八

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 石川県自動車整備振興会 保安基準適合証の配付
保安基準適合証、保安基準適合標
章及び限定保安基準適合証の取
扱について(通達）

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 富山県自動車整備振興会 自動車検査登録番号標交付代行者 道路運送車両法　第２５条
国土交通省自動車
交通局技術安全部
自動車情報課

社 富山県自動車整備振興会 自動車整備士の養成
自動車整備士技能検定規則第六
条の一八

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 富山県自動車整備振興会 保安基準適合証の配付
保安基準適合証、保安基準適合標
章及び限定保安基準適合証の取
扱について(通達）

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 福井県自動車整備振興会 自動車検査登録番号標交付代行者 道路運送車両法　第２５条
国土交通省自動車
交通局技術安全部
自動車情報課

社 福井県自動車整備振興会 自動車整備士の養成
自動車整備士技能検定規則第六
条の一八

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課



社・財等 法人名

権限を付与されている法人
担当課部局名根拠条文等権限付与の概要

社 福井県自動車整備振興会 保安基準適合証の配付
保安基準適合証、保安基準適合標
章及び限定保安基準適合証の取
扱について(通達）

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 岐阜県自動車会議所 自動車検査登録番号標交付代行者 道路運送車両法　第２５条
国土交通省自動車
交通局技術安全部
自動車情報課

社 静岡県自動車整備振興会 自動車整備士の養成
自動車整備士技能検定規則第六
条の一八

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 静岡県自動車整備振興会 保安基準適合証の配付
保安基準適合証、保安基準適合標
章及び限定保安基準適合証の取
扱について(通達）

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 三重県自動車整備振興会 自動車検査登録番号標交付代行者 道路運送車両法　第２５条
国土交通省自動車
交通局技術安全部
自動車情報課

社 三重県自動車整備振興会 自動車整備士の養成
自動車整備士技能検定規則第六
条の一八

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 三重県自動車整備振興会 保安基準適合証の配付
保安基準適合証、保安基準適合標
章及び限定保安基準適合証の取
扱について(通達）

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 岐阜県自動車整備振興会 自動車整備士の養成
自動車整備士技能検定規則第六
条の一八

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 岐阜県自動車整備振興会 保安基準適合証の配付
保安基準適合証、保安基準適合標
章及び限定保安基準適合証の取
扱について(通達）

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 愛知県自動車会議所 自動車検査登録番号標交付代行者 道路運送車両法　第２５条
国土交通省自動車
交通局技術安全部
自動車情報課

社 岐阜県トラック協会 地方貨物自動車運送適正化事業
貨物自動車運送事業法 第38条第1
項

国土交通省自動車
交通局貨物課

社 静岡県自動車会議所 自動車検査登録番号標交付代行者 道路運送車両法　第２５条
国土交通省自動車
交通局技術安全部
自動車情報課

社 愛知県トラック協会 地方貨物自動車運送適正化事業
貨物自動車運送事業法 第38条第1
項

国土交通省自動車
交通局貨物課

社 三重県トラック協会 地方貨物自動車運送適正化事業
貨物自動車運送事業法 第38条第1
項

国土交通省自動車
交通局貨物課

社 石川県トラック協会 地方貨物自動車運送適正化事業
貨物自動車運送事業法 第38条第1
項

国土交通省自動車
交通局貨物課

社 福井県トラック協会 地方貨物自動車運送適正化事業
貨物自動車運送事業法 第38条第1
項

国土交通省自動車
交通局貨物課

社 兵庫県タクシー協会 運転者の登録・運転者証の交付
タクシー業務適正化特別措置法第
１９条

国土交通省自動車
交通局旅客課

社 和歌山県トラック協会 地方貨物自動車運送適正化事業
貨物自動車運送事業法 第38条第1
項

国土交通省自動車
交通局貨物課

社 京都府自動車整備振興会 自動車検査登録番号標交付代行者 道路運送車両法　第２５条
国土交通省自動車
交通局技術安全部
自動車情報課

社 京都府自動車整備振興会 自動車整備士の養成
自動車整備士技能検定規則第六
条の一八

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 京都府自動車整備振興会 保安基準適合証の配付
保安基準適合証、保安基準適合標
章及び限定保安基準適合証の取
扱について(通達）

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 大阪府自動車整備振興会 自動車整備士の養成
自動車整備士技能検定規則第六
条の一八

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 大阪府自動車整備振興会 保安基準適合証の配付
保安基準適合証、保安基準適合標
章及び限定保安基準適合証の取
扱について(通達）

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課



社・財等 法人名

権限を付与されている法人
担当課部局名根拠条文等権限付与の概要

社 兵庫県自動車整備振興会 自動車整備士の養成
自動車整備士技能検定規則第六
条の一八

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 兵庫県自動車整備振興会 保安基準適合証の配付
保安基準適合証、保安基準適合標
章及び限定保安基準適合証の取
扱について(通達）

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 奈良県自動車整備振興会 自動車整備士の養成
自動車整備士技能検定規則第六
条の一八

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 奈良県自動車整備振興会 保安基準適合証の配付
保安基準適合証、保安基準適合標
章及び限定保安基準適合証の取
扱について(通達）

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 和歌山県自動車整備振興会 自動車整備士の養成
自動車整備士技能検定規則第六
条の一八

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 和歌山県自動車整備振興会 保安基準適合証の配付
保安基準適合証、保安基準適合標
章及び限定保安基準適合証の取
扱について(通達）

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 滋賀県自動車整備振興会 自動車検査登録番号標交付代行者 道路運送車両法　第２５条
国土交通省自動車
交通局技術安全部
自動車情報課

社 滋賀県自動車整備振興会 自動車整備士の養成
自動車整備士技能検定規則第六
条の一八

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 滋賀県自動車整備振興会 保安基準適合証の配付
保安基準適合証、保安基準適合標
章及び限定保安基準適合証の取
扱について(通達）

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 京都府トラック協会 地方貨物自動車運送適正化事業
貨物自動車運送事業法 第38条第1
項

国土交通省自動車
交通局貨物課

社 滋賀県トラック協会 地方貨物自動車運送適正化事業
貨物自動車運送事業法 第38条第1
項

国土交通省自動車
交通局貨物課

社 兵庫県トラック協会 地方貨物自動車運送適正化事業
貨物自動車運送事業法 第38条第1
項

国土交通省自動車
交通局貨物課

社 大阪府自家用自動車連合協会 自動車検査登録番号標交付代行者 道路運送車両法　第２５条
国土交通省自動車
交通局技術安全部
自動車情報課

社 大阪府トラック協会 地方貨物自動車運送適正化事業
貨物自動車運送事業法 第38条第1
項

国土交通省自動車
交通局貨物課

社 奈良県トラック協会 地方貨物自動車運送適正化事業
貨物自動車運送事業法 第38条第1
項

国土交通省自動車
交通局貨物課

社 中国船舶職員養成協会 海技士免許取得のための免許講習
船舶職員及び小型船舶操縦者法
第4条第2項

国土交通省海事局
海技課

社 中国船舶職員養成協会 海技免状更新のための更新講習
船舶職員及び小型船舶操縦者法
第7条の2第3項第3号

国土交通省海事局
海技課

社 中国船舶職員養成協会 海技士免許取得のための船舶職員養成施設の課程
船舶職員及び小型船舶操縦者法
第13条の2

国土交通省海事局
海技課

社 中国船舶職員養成協会 小型船舶操縦士免許取得のための小型船舶教習所の課程
船舶職員及び小型船舶操縦者法
第23条の10第1項

国土交通省海事局
海技課

社 中国船舶職員養成協会 操縦免許証更新のための更新講習
船舶職員及び小型船舶操縦者法
第23条の11

国土交通省海事局
海技課

社 中国船舶職員養成協会 海技免状失効再交付講習
船舶職員及び小型船舶操縦者法
施行規則 第9条の7

国土交通省海事局
海技課

社 中国船舶職員養成協会 操縦免許証失効再交付講習
船舶職員及び小型船舶操縦者法
施行規則 第84条

国土交通省海事局
海技課

社 中国船舶職員養成協会
船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第3条の
講習（電子通信移行講習）

船舶安全法及び船舶職員法の一
部を改正する法律 附則第3条

国土交通省海事局
海技課



社・財等 法人名

権限を付与されている法人
担当課部局名根拠条文等権限付与の概要

社 鳥取県自動車整備振興会 自動車検査登録番号標交付代行者 道路運送車両法　第２５条
国土交通省自動車
交通局技術安全部
自動車情報課

社 鳥取県自動車整備振興会 自動車整備士の養成
自動車整備士技能検定規則第六
条の一八

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 鳥取県自動車整備振興会 保安基準適合証の配付
保安基準適合証、保安基準適合標
章及び限定保安基準適合証の取
扱について(通達）

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 広島県自動車整備振興会 自動車検査登録番号標交付代行者 道路運送車両法　第２５条
国土交通省自動車
交通局技術安全部
自動車情報課

社 広島県自動車整備振興会 自動車整備士の養成
自動車整備士技能検定規則第六
条の一八

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 広島県自動車整備振興会 保安基準適合証の配付
保安基準適合証、保安基準適合標
章及び限定保安基準適合証の取
扱について(通達）

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 岡山県自動車整備振興会 自動車検査登録番号標交付代行者 道路運送車両法　第２５条
国土交通省自動車
交通局技術安全部
自動車情報課

社 岡山県自動車整備振興会 自動車整備士の養成
自動車整備士技能検定規則第六
条の一八

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 岡山県自動車整備振興会 保安基準適合証の配付
保安基準適合証、保安基準適合標
章及び限定保安基準適合証の取
扱について(通達）

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 山口県自動車整備振興会 自動車整備士の養成
自動車整備士技能検定規則第六
条の一八

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 山口県自動車整備振興会 保安基準適合証の配付
保安基準適合証、保安基準適合標
章及び限定保安基準適合証の取
扱について(通達）

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 山口県トラック協会 地方貨物自動車運送適正化事業
貨物自動車運送事業法 第38条第1
項

国土交通省自動車
交通局貨物課

社 島根県トラック協会 地方貨物自動車運送適正化事業
貨物自動車運送事業法 第38条第1
項

国土交通省自動車
交通局貨物課

社 広島県タクシー協会 運転者の登録・運転者証の交付
タクシー業務適正化特別措置法第
１９条

国土交通省自動車
交通局旅客課

社 島根県自動車整備振興会 自動車検査登録番号標交付代行者 道路運送車両法　第２５条
国土交通省自動車
交通局技術安全部
自動車情報課

社 島根県自動車整備振興会 自動車整備士の養成
自動車整備士技能検定規則第六
条の一八

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 島根県自動車整備振興会 保安基準適合証の配付
保安基準適合証、保安基準適合標
章及び限定保安基準適合証の取
扱について(通達）

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 広島県トラック協会 地方貨物自動車運送適正化事業
貨物自動車運送事業法 第38条第1
項

国土交通省自動車
交通局貨物課

社 岡山県トラック協会 地方貨物自動車運送適正化事業
貨物自動車運送事業法 第38条第1
項

国土交通省自動車
交通局貨物課

社 鳥取県トラック協会 地方貨物自動車運送適正化事業
貨物自動車運送事業法 第38条第1
項

国土交通省自動車
交通局貨物課

社 香川県自動車整備振興会 自動車検査登録番号標交付代行者 道路運送車両法　第２５条
国土交通省自動車
交通局技術安全部
自動車情報課

社 香川県自動車整備振興会 自動車整備士の養成
自動車整備士技能検定規則第六
条の一八

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 香川県自動車整備振興会 保安基準適合証の配付
保安基準適合証、保安基準適合標
章及び限定保安基準適合証の取
扱について(通達）

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課



社・財等 法人名

権限を付与されている法人
担当課部局名根拠条文等権限付与の概要

社 徳島県自動車整備振興会 自動車検査登録番号標交付代行者 道路運送車両法　第２５条
国土交通省自動車
交通局技術安全部
自動車情報課

社 徳島県自動車整備振興会 自動車整備士の養成
自動車整備士技能検定規則第六
条の一八

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 徳島県自動車整備振興会 保安基準適合証の配付
保安基準適合証、保安基準適合標
章及び限定保安基準適合証の取
扱について(通達）

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 高知県自動車整備振興会 自動車検査登録番号標交付代行者 道路運送車両法　第２５条
国土交通省自動車
交通局技術安全部
自動車情報課

社 高知県自動車整備振興会 自動車整備士の養成
自動車整備士技能検定規則第六
条の一八

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 高知県自動車整備振興会 保安基準適合証の配付
保安基準適合証、保安基準適合標
章及び限定保安基準適合証の取
扱について(通達）

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 愛媛県自動車整備振興会 自動車検査登録番号標交付代行者 道路運送車両法　第２５条
国土交通省自動車
交通局技術安全部
自動車情報課

社 愛媛県自動車整備振興会 自動車整備士の養成
自動車整備士技能検定規則第六
条の一八

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 愛媛県自動車整備振興会 保安基準適合証の配付
保安基準適合証、保安基準適合標
章及び限定保安基準適合証の取
扱について(通達）

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 高知県トラック協会 地方貨物自動車運送適正化事業
貨物自動車運送事業法 第38条第1
項

国土交通省自動車
交通局貨物課

社 愛媛県トラック協会 地方貨物自動車運送適正化事業
貨物自動車運送事業法 第38条第1
項

国土交通省自動車
交通局貨物課

社 徳島県トラック協会 地方貨物自動車運送適正化事業
貨物自動車運送事業法 第38条第1
項

国土交通省自動車
交通局貨物課

社 香川県トラック協会 地方貨物自動車運送適正化事業
貨物自動車運送事業法 第38条第1
項

国土交通省自動車
交通局貨物課

社 大分県トラック協会 地方貨物自動車運送適正化事業
貨物自動車運送事業法 第38条第1
項

国土交通省自動車
交通局貨物課

社 熊本県自動車整備振興会 自動車整備士の養成
自動車整備士技能検定規則第六
条の一八

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 熊本県自動車整備振興会 保安基準適合証の配付
保安基準適合証、保安基準適合標
章及び限定保安基準適合証の取
扱について(通達）

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 長崎県自動車整備振興会 自動車整備士の養成
自動車整備士技能検定規則第六
条の一八

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 長崎県自動車整備振興会 保安基準適合証の配付
保安基準適合証、保安基準適合標
章及び限定保安基準適合証の取
扱について(通達）

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 大分県自動車整備振興会 自動車検査登録番号標交付代行者 道路運送車両法　第２５条
国土交通省自動車
交通局技術安全部
自動車情報課

社 大分県自動車整備振興会 自動車整備士の養成
自動車整備士技能検定規則第六
条の一八

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 大分県自動車整備振興会 保安基準適合証の配付
保安基準適合証、保安基準適合標
章及び限定保安基準適合証の取
扱について(通達）

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 鹿児島県自動車整備振興会 自動車整備士の養成
自動車整備士技能検定規則第六
条の一八

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 鹿児島県自動車整備振興会 保安基準適合証の配付
保安基準適合証、保安基準適合標
章及び限定保安基準適合証の取
扱について(通達）

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課



社・財等 法人名

権限を付与されている法人
担当課部局名根拠条文等権限付与の概要

社 佐賀県自動車整備振興会 自動車検査登録番号標交付代行者 道路運送車両法　第２５条
国土交通省自動車
交通局技術安全部
自動車情報課

社 佐賀県自動車整備振興会 自動車整備士の養成
自動車整備士技能検定規則第六
条の一八

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 佐賀県自動車整備振興会 保安基準適合証の配付
保安基準適合証、保安基準適合標
章及び限定保安基準適合証の取
扱について(通達）

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 福岡県自動車整備振興会 自動車整備士の養成
自動車整備士技能検定規則第六
条の一八

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 福岡県自動車整備振興会 保安基準適合証の配付
保安基準適合証、保安基準適合標
章及び限定保安基準適合証の取
扱について(通達）

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 鹿児島県トラック協会 地方貨物自動車運送適正化事業
貨物自動車運送事業法 第38条第1
項

国土交通省自動車
交通局貨物課

社 佐世保自動車協会 自動車検査登録番号標交付代行者 道路運送車両法　第２５条
国土交通省自動車
交通局技術安全部
自動車情報課

社 熊本県自動車標板協会 自動車検査登録番号標交付代行者 道路運送車両法　第２５条
国土交通省自動車
交通局技術安全部
自動車情報課

社 長崎県自動車協会 自動車検査登録番号標交付代行者 道路運送車両法　第２５条
国土交通省自動車
交通局技術安全部
自動車情報課

社 福岡市タクシー協会 運転者の登録・運転者証の交付
タクシー業務適正化特別措置法第
１９条

国土交通省自動車
交通局旅客課

社 奄美自動車連合会 自動車検査登録番号標交付代行者 道路運送車両法　第２５条
国土交通省自動車
交通局技術安全部
自動車情報課

社 佐賀県トラック協会 地方貨物自動車運送適正化事業
貨物自動車運送事業法 第38条第1
項

国土交通省自動車
交通局貨物課

社 熊本県トラック協会 地方貨物自動車運送適正化事業
貨物自動車運送事業法 第38条第1
項

国土交通省自動車
交通局貨物課

社 福岡県トラック協会 地方貨物自動車運送適正化事業
貨物自動車運送事業法 第38条第1
項

国土交通省自動車
交通局貨物課

社 長崎県トラック協会 地方貨物自動車運送適正化事業
貨物自動車運送事業法 第38条第1
項

国土交通省自動車
交通局貨物課

社 宮崎県トラック協会 地方貨物自動車運送適正化事業
貨物自動車運送事業法 第38条第1
項

国土交通省自動車
交通局貨物課

社 ツーリズムおおいた
観光圏整備事業を実施する組織として認められた協議会を代表
し、補助対象事業者として事務手続きを行う

観光圏の整備による観光旅客の来
訪及び滞在の促進に関する法律第
5条、8条及び観光圏整備事業補助
金交付実施要項

九州運輸局
企画観光部
観光地域振興課

社 沖縄県自動車整備振興会 自動車整備士の養成
自動車整備士技能検定規則第六
条の一八

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 沖縄県自動車整備振興会 保安基準適合証の配付
保安基準適合証、保安基準適合標
章及び限定保安基準適合証の取
扱について(通達）

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 沖縄県トラック協会 地方貨物自動車運送適正化事業
貨物自動車運送事業法 第38条第1
項

国土交通省自動車
交通局貨物課

社 三田労働基準協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

東京労働局

社 山形県労働基準協会連合会
登録ボイラー実技講習機関（二級ボイラー技士免許の受験資格を
取得する講習を実施する機関をいう。）

ボイラー及び圧力容器安全規則
（昭和４７年労働省令第３３号）第１
０１条第３号ニ

山形労働局
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社 山形県労働基準協会連合会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 京都上労働基準協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

京都労働局

社 京都上労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 中央労働基準協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

東京労働局

社 中央労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 青森県労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 大田労働基準協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

東京労働局

社 大田労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 香川労働基準協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

香川労働局

社 香川労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 三重労働基準協会連合会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

三重労働局

社 三重労働基準協会連合会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 熊本県労働基準協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

熊本労働局

社 熊本県労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 北海道労働基準協会連合会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

北海道労働局

社 北海道労働基準協会連合会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 名古屋南労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 山口県労働基準協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

山口労働局

社 山口県労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 鹿児島県労働基準協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

鹿児島労働局

社 鹿児島県労働基準協会
作業環境測定機関（他人の求めに応じて、作業環境測定を実施す
る機関をいう。）

作業環境測定法第３３条第１項 鹿児島労働局

社 鹿児島県労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 鹿児島県労働基準協会 教習業務 労働安全衛生法 第75条第3項 厚生労働省
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社 岐阜県労働基準協会連合会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

岐阜労働局

社 岐阜県労働基準協会連合会
作業環境測定機関（他人の求めに応じて、作業環境測定を実施す
る機関をいう。）

作業環境測定法第３３条第１項 岐阜労働局

社 岐阜県労働基準協会連合会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 群馬労働基準協会連合会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

群馬労働局

社 群馬労働基準協会連合会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 秋田県労働基準協会
登録ボイラー実技講習機関（二級ボイラー技士免許の受験資格を
取得する講習を実施する機関をいう。）

ボイラー及び圧力容器安全規則
（昭和４７年労働省令第３３号）第１
０１条第３号ニ

秋田労働局

社 秋田県労働基準協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

秋田労働局

社 秋田県労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 宮崎労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 西北労働基準協会
登録ボイラー実技講習機関（二級ボイラー技士免許の受験資格を
取得する講習を実施する機関をいう。）

ボイラー及び圧力容器安全規則
（昭和４７年労働省令第３３号）第１
０１条第３号ニ

青森労働局

社 西北労働基準協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

青森労働局

社 西北労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 東京労働基準協会連合会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

東京労働局

社 東京労働基準協会連合会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 東京ボイラー技士協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 下北地区労働基準協会
登録ボイラー実技講習機関（二級ボイラー技士免許の受験資格を
取得する講習を実施する機関をいう。）

ボイラー及び圧力容器安全規則
（昭和４７年労働省令第３３号）第１
０１条第３号ニ

青森労働局

社 下北地区労働基準協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

青森労働局

社 下北地区労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 立川労働基準協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

東京労働局

社 立川労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 小松労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 舞鶴労働基準協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

京都労働局

社 舞鶴労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省



社・財等 法人名

権限を付与されている法人
担当課部局名根拠条文等権限付与の概要

社 静岡県労働基準協会連合会 検査業者（他人の求めに応じて、特定自主検査を行う者をいう。） 労働安全衛生法第５４条の３第１項 静岡労働局

社 静岡県労働基準協会連合会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

静岡労働局

社 静岡県労働基準協会連合会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 岡山県労働基準協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

岡山労働局

社 岡山県労働基準協会
作業環境測定機関（他人の求めに応じて、作業環境測定を実施す
る機関をいう。）

作業環境測定法第３３条第１項 岡山労働局

社 岡山県労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 新潟県労働基準協会連合会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

新潟労働局

社 新潟県労働基準協会連合会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 長野県労働基準協会連合会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

長野労働局

社 長野県労働基準協会連合会
作業環境測定機関（他人の求めに応じて、作業環境測定を実施す
る機関をいう。）

作業環境測定法第３３条第１項 長野労働局

社 長野県労働基準協会連合会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 川口地区労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 七尾労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 関西労働衛生技術センター
作業環境測定機関（他人の求めに応じて、作業環境測定を実施す
る機関をいう。）

作業環境測定法第３３条第１項 大阪労働局

社 関西労働衛生技術センター 作業環境測定士試験合格者等に対する講習の業務 作業環境測定法 第5条 厚生労働省

社 静岡県産業環境センター
作業環境測定機関（他人の求めに応じて、作業環境測定を実施す
る機関をいう。）

作業環境測定法第３３条第１項 静岡労働局

社 広島県労働基準協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

広島労働局

社 広島県労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 福岡経営者労働福祉協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 沖縄県労働基準協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

沖縄労働局

社 沖縄県労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 奈良県労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 宮城労働基準協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

宮城労働局
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社 宮城労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 愛知労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 茨城労働基準協会連合会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 京都労働基準連合会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 千葉県労働基準協会連合会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

千葉労働局

社 千葉県労働基準協会連合会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 鳥取県労働基準協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

鳥取労働局

社 鳥取県労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 鳥取県労働基準協会 教習業務 労働安全衛生法 第75条第3項 厚生労働省

社 いわき労働基準協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

福島労働局

社 福島県労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 佐賀県労働基準協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

佐賀労働局

社 佐賀県労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 神奈川労務安全衛生協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

神奈川労働局

社 神奈川労務安全衛生協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 大分県労働基準協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

大分労働局

社 大分県労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 島根労働基準協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

島根労働局

社 島根労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 山梨県労働基準協会連合会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

山梨労働局

社 山梨県労働基準協会連合会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 淀川労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 大阪労働基準連合会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省
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社 兵庫労働基準連合会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

兵庫労働局

社 兵庫労働基準連合会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 愛媛労働基準協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

愛媛労働局

社 愛媛労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 長崎県労働基準協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

長崎労働局

社 長崎県労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 大阪溶接協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 大分産業機械技能教習所 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 福岡県労働基準協会連合会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

福岡労働局

社 福岡県労働基準協会連合会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 和歌山県労働基準協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

和歌山労働局

社 和歌山県労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 福井県労働基準協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

福井労働局

社 福井県労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 滋賀労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 西野田労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 徳島県労働基準協会連合会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 埼玉労働基準協会連合会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 富山県労働基準協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

富山労働局

社 富山県労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 刈谷労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 加賀労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 中部労働技能教習センター 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省
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社 中部労働技能教習センター 教習業務 労働安全衛生法 第75条第3項 厚生労働省

社 奥能登総合労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 石川県労働基準協会連合会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 上北労働基準協会
登録ボイラー実技講習機関（二級ボイラー技士免許の受験資格を
取得する講習を実施する機関をいう。）

ボイラー及び圧力容器安全規則
（昭和４７年労働省令第３３号）第１
０１条第３号ニ

青森労働局

社 上北労働基準協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

青森労働局

社 上北労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 竜ケ崎労働基準協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

茨城労働局

社 高知県労働基準協会連合会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

高知労働局

社 高知県労働基準協会連合会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 水海道労働基準協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

茨城労働局

社 栃木県労働基準協会連合会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

栃木労働局

社 栃木県労働基準協会連合会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 友和協力会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 池袋労働基準協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

東京労働局

社 水戸労働基準協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

茨城労働局

社 川越地区労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 燕西蒲労災防止協会 検査業者（他人の求めに応じて、特定自主検査を行う者をいう。） 労働安全衛生法第５４条の３第１項 新潟労働局

社 燕西蒲労災防止協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 青森地区労働基準協会
登録ボイラー実技講習機関（二級ボイラー技士免許の受験資格を
取得する講習を実施する機関をいう。）

ボイラー及び圧力容器安全規則
（昭和４７年労働省令第３３号）第１
０１条第３号ニ

青森労働局

社 青森地区労働基準協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

青森労働局

社 青森地区労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 弘前地区労働基準協会
登録ボイラー実技講習機関（二級ボイラー技士免許の受験資格を
取得する講習を実施する機関をいう。）

ボイラー及び圧力容器安全規則
（昭和４７年労働省令第３３号）第１
０１条第３号ニ

青森労働局

社 弘前地区労働基準協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

青森労働局
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社 弘前地区労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 八戸地方労働基準協会
登録ボイラー実技講習機関（二級ボイラー技士免許の受験資格を
取得する講習を実施する機関をいう。）

ボイラー及び圧力容器安全規則
（昭和４７年労働省令第３３号）第１
０１条第３号ニ

青森労働局

社 八戸地方労働基準協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

青森労働局

社 八戸地方労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 土浦労働基準協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

茨城労働局

社 黒石地区労働基準協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

青森労働局

社 黒石地区労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 喜多方労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 飛騨地区労働基準協会連合会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 相馬労働基準協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

福島労働局

社 相馬労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 会津労働基準協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

福島労働局

社 会津労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 富岡労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 太田労働基準協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

茨城労働局

社 太田労働基準協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

群馬労働局

社 筑西労働基準協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

茨城労働局

社 白河労働基準協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

福島労働局

社 白河労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 須賀川労働基準協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

福島労働局

社 須賀川労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 福島労働基準協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

福島労働局

社 福島労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省
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社 郡山労働基準協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

福島労働局

社 郡山労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 京都南労働基準協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

京都労働局

社 京都南労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 鹿島労働基準協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

茨城労働局

社 青梅労働基準協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

東京労働局

社 四日市労働基準協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

三重労働局

社 山形労働基準協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

山形労働局

社 春日部労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 三鷹労働基準協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

東京労働局

社 熊谷地区労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 太田労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 秩父地区労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 行田地区労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 品川労働基準協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

東京労働局

社 新宿労働基準協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

東京労働局

社 新宿労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 前橋労働基準協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

群馬労働局

社 前橋労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 高崎労働基準協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

群馬労働局

社 高崎労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 中部圏不動産流通機構
宅地建物取引業に係る契約の目的物である宅地又は建物の登
録、情報提供、取引の適正化及び流通の円滑化業務

宅地建物取引業法 第34条の2第5
項

国土交通省総合政
策局
不動産業課
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社 近畿圏不動産流通機構
宅地建物取引業に係る契約の目的物である宅地又は建物の登
録、情報提供、取引の適正化及び流通の円滑化業務

宅地建物取引業法 第34条の2第5
項

国土交通省総合政
策局
不動産業課

社 西日本不動産流通機構
宅地建物取引業に係る契約の目的物である宅地又は建物の登
録、情報提供、取引の適正化及び流通の円滑化業務

宅地建物取引業法 第34条の2第5
項

国土交通省総合政
策局
不動産業課

社 キャリアセンター中国

職業経験を通じて得られた知識及び技能の活用を図ることができ
る短期的な雇用による就業を希望する高年齢者に対する講習、相
談、助言、無料の職業紹介事業等

高年齢者等の雇用の安定等に関す
る法律の一部を改正する法律（平
成１６年法律第１０３号）による改正
前の高年齢者等の雇用の安定等

厚生労働省職業安
定局高齢・障害者雇
用対策部企画課

社 伊勢崎労働基準協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

群馬労働局

社 伊勢崎労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 宇部労働基準協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

山口労働局

社 宇部労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 日本免震構造協会
国土交通大臣の指定を受け、建築基準法第６８条の２６第２項に規
定する構造方法等の認定のための審査に必要な構造方法等の性
能に関する評価を行う。

建築基準法第７７条の５６
国土交通省住宅局
建築指導課

社 わたらせ技能講習センタ 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 地方税電子化協議会
個人住民税の公的年金等からの特別徴収に係る市町村と年金保
険者との間の通知

地方税施行規則 第9条の8 総務省

社 日本自動車連盟
・　外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻
訳文の作成

道路交通法施行令第39条の５第１
項第３号

警察庁交通局交通
企画課

社 化学情報協会 特許出願等の審査に必要な調査
工業所有権に関する手続等の特例
に関する法律 第36条第1項

経済産業省

社 金融財政事情研究会 労働者の有する技能検定 職業能力開発促進法 第47条第1項 厚生労働省

社 ジェイエイバンク支援協会
農協系統信用事業の効率化及び健全な運営の確保を図るための
資金貸付等の支援

農林中央金庫及び特定農水産業
協同組合等による信用事業の再編
及び強化に関する法律 第32条第1
項

・金融庁
・農林水産省

社 全国信用保証協会連合会
信用保証協会の債務保証業務に関する情報の収集、分類、整理、
保管等

信用保証協会法 第37条第1項
・金融庁
・経済産業省

社 ジェイエフマリンバンク支援協会
漁協系統信用事業の効率化及び健全な運営の確保を図るための
資金貸付等の支援

農林中央金庫及び特定農水産業
協同組合等による信用事業の再編
及び強化に関する法律 第32条第1
項

・金融庁
・農林水産省

社 地域医療振興協会 歯科医師臨床研修病院を指定するもの。 歯科医師法16条の2第1項
厚生労働省医政局
歯科保健課

社 調理技術技能センター 調理技術に関する審査 調理師法 第8条の3第2項 厚生労働省

社 調理技術技能センター 調理師試験 調理師法 第3条の2第2項 厚生労働省

社 調理技術技能センター
調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有
する者に係る講習

調理師法施行規則 第18条 厚生労働省

社 調理技術技能センター 労働者の有する技能検定 職業能力開発促進法 第47条第1項 厚生労働省

社 菓子・食品新素材技術センター 食品等の命令検査
食品衛生法 第25条第1項、第26条
第1項、第2項、第3項

厚生労働省



社・財等 法人名

権限を付与されている法人
担当課部局名根拠条文等権限付与の概要

社 日本下水道協会 JIS認証事業者に対する事務 工業標準化法 第27条 経済産業省

社 日本ホームヘルス機器協会
高度管理医療機器等の販売業又は賃貸業の営業管理者の資格
要件に係る講習会

薬事法施行規則 第162条 厚生労働省

社 日本海員掖済会 医師臨床研修病院の指定を行うもの。 医師法16条の2第1項
厚生労働省医政局
医事課

社 日本海員掖済会
看護師国家試験の受験資格を得るため、看護師として必要な知識
及び技能を修得させる養成を実施

保健師助産師看護師法第２１条
厚生労働省医政局
看護課

社 日本海員掖済会 歯科医師臨床研修病院を指定するもの。 歯科医師法16条の2第1項
厚生労働省医政局
歯科保健課

社 全国農協観光協会 旅程管理業務に関する研修 旅行業法 第12条の11
国土交通省観光庁
観光産業課

社 日本油料検定協会
作業環境測定機関（他人の求めに応じて、作業環境測定を実施す
る機関をいう。）

作業環境測定法第３３条第１項 兵庫労働局

社 日本油料検定協会 食品等の命令検査
食品衛生法 第25条第1項、第26条
第1項、第2項、第3項

厚生労働省

社 日本油料検定協会 有害液体物質の事前処理の確認
海洋汚染等及び海上災害の防止に
関する法律 第9条の2

海上保安庁警備救
難部環境防災課

社 国土緑化推進機構 緑の募金事業
緑の募金による森林整備等の推進
に関する法律 第13条

農林水産省

社 日本建設機械化協会
特定原動機が特定原動機技術基準に適合するかどうかの検査の
実施に関する事務

特定特殊自動車排出ガスの規制等
に関する法律 第19条第1項

・経済産業省
・国土交通省総合政
策局建設施工企画
課
・国土交通省自動車
交通局審査課
・環境省

社 日本建設機械化協会
特定特殊自動車が技術基準に適合するかどうかの検査の実施に
関する事務

特定特殊自動車排出ガスの規制等
に関する法律 第26条第1項

・経済産業省
・国土交通省総合政
策局建設施工企画
課

社 日本建設機械化協会 技術検定試験 建設業法 第27条の2第1項
国土交通省総合政
策局
建設業課

社 建設荷役車両安全技術協会
検査業所属検査者研修実施機関（検査業者が特定自主検査を実
施させる者の資格を得るための研修を実施する機関をいう。）

労働安全衛生法及びこれに基づく
命令に係る登録及び指定に関する
省令第十九条の二十二第一項第
一号等の規定に基づく厚生労働大

厚生労働省労働基
準局安全衛生部安
全課

社 建設荷役車両安全技術協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 日本自動車販売協会連合会

個人情報取扱事業者の個人情報の適正な取扱いの確保を目的と
して、対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情の処理、対象
事業者への情報の提供その他個人情報の適正な取扱いの確保に
関し必要な業務。

個人情報保護法第37条
経済産業省製造産
業局

社 日本自動車機械工具協会 自動車検査用機械器具の校正
指定自動車整備事業規則 第12条
第1項

国土交通省自動車
交通局技術安全部
整備課

社 日本建築板金協会 当該法人が行う講習を登録建築板金基幹技能者講習として登録 建設業法施行規則第１８条の３の２
国土交通省総合政
策局
建設業課

社 日本造園組合連合会 当該法人が行う講習を登録造園基幹技能者講習として登録 建設業法施行規則第１８条の３の２
国土交通省総合政
策局
建設業課



社・財等 法人名

権限を付与されている法人
担当課部局名根拠条文等権限付与の概要

社 新潟県労働衛生医学協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

新潟労働局

社 新潟県労働衛生医学協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

社 青森県自動車協会 自動車検査登録番号標交付代行者 道路運送車両法　第２５条
国土交通省自動車
交通局技術安全部
自動車情報課

社 私的録音補償金管理協会 私的録音補償金を受ける権利の行使 著作権法 第104条の2
文化庁長官官房著
作権課著作物流通
推進室

社 日本海事検定協会 食品等の命令検査
食品衛生法 第25条第1項、第26条
第1項、第2項、第3項

厚生労働省

社 日本海事検定協会 有害液体物質の事前処理の確認
海洋汚染等及び海上災害の防止に
関する法律 第9条の2

海上保安庁警備救
難部環境防災課

社 日本海事検定協会 船舶による危険物のコンテナ運送に関する収納検査 船舶安全法 第28条第5項
国土交通省海事局
検査測度課

社 日本海事検定協会 船舶によるばら積み固体貨物密度の測定 船舶安全法 第28条第5項
国土交通省海事局
検査測度課

社 日本海事検定協会
船舶による液状化物質の運送許容水分値の測定及び液状化物質
の水分測定

船舶安全法 第28条第5項
国土交通省海事局
検査測度課

社 日本海事検定協会 船舶による液状化物質のばら積み運送に関する積付検査 船舶安全法 第28条第5項
国土交通省海事局
検査測度課

社 日本海事検定協会 船舶による危険物の運送に関する積付検査 船舶安全法 第28条第5項
国土交通省海事局
検査測度課

社 日本海事検定協会
揮発油販売業者等に義務付けられている揮発油・軽油・灯油・重
油の受託分析業務

揮発油等の品質の確保等に関する
法律
第16条の2第1項、
第17条の3第2項、

資源エネルギー庁

社 日本商品投資販売業協会
認定金融商品取引業協会（金融商品取引業を行う会員等への調
査、指導、勧告、投資者からの苦情の解決、あっせん等を行う法
人）として、その申請により認定。

金融商品取引法第78条第1項
金融庁監督局証券
課

社 鳥取県産業環境協会
作業環境測定機関（他人の求めに応じて、作業環境測定を実施す
る機関をいう。）

作業環境測定法第３３条第１項 鳥取労働局

社 私的録画補償金管理協会 私的録画補償金を受ける権利の行使 著作権法 第104条の2
文化庁長官官房著
作権課著作物流通
推進室

社 不動産証券化協会
不動産特定共同事業の業務管理者としての能力の審査・証明事
業

不動産特定共同事業法施行規則
第１７条第１項

国土交通省総合政
策局
不動産業課

財 全国防犯協会連合会

・　風俗環境に関する苦情の処理に係る業務を担当する者等に対
する研修
・　風営法に違反する行為を防止するための啓発活動
・　少年の健全な育成に及ぼす風俗環境の影響に関する調査研究
・　都道府県風俗環境浄化協会の事業に関する連絡調整
・　附帯事業

風俗営業等の規制及び業務の適
正化等に関する法律第４０条第１項

警察庁生活安全局
保安課

財 全国防犯協会連合会

・　国民、企業等に対するパンフレットの配布、ポスターの作成、集
会の実施等の広報活動
・　都道府県暴力追放運動推進センターの暴力追放相談員等に対
する研修
・　暴力団が市民生活や企業活動に与える影響の調査研究
・　都道府県暴力追放運動推進センターの事業についての連絡調
整
・　暴力追放運動の推進に功労のあったボランティアの個人や団体
に対する表彰

暴力団員による不当な行為防止等
に関する法律第32条の３第１項

警察庁組織犯罪対
策部暴力団対策課



社・財等 法人名

権限を付与されている法人
担当課部局名根拠条文等権限付与の概要

財 全日本交通安全協会

・　交通事故に関する相談に応ずる業務を担当する者等に対する
研修の実施
・　交通事故防止等に関する広報活動、啓発活動
・　運転適性指導等に関する調査研究

道路交通法第108条の32第１項
警察庁交通局交通
企画課

財 日本交通管理技術協会 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定についての試験
道路交通法施行規則第39条の2第
４項第３号

警察庁交通局交通
企画課

財 保安電子通信技術協会 遊技機の認定又は検定に必要な試験の実施に関する事務

風俗営業等の規制及び業務の適
正化等に関する法律第20条第５項 警察庁生活安全局

保安課

財 高輝度光科学研究センター 特定放射光施設の共用促進
特定先端大型研究施設の共用の
促進に関する法律第８条第１項

文部科学省
研究振興局基礎基
盤研究課大型放射
光施設利用推進室

財 放射線影響協会
指定記録保存機関（被ばく線量の記録及び電離放射線健康診断
個人票を保存する機関をいう。）

電離放射線障害防止規則（昭和４７
年労働省令第４１号）第９条第２項
（同令第６２条において準用する場
合を含む。）、第５７条及び第６１条
の２（同令第６２条において準用す
る場合を含む。）

厚生労働省労働基
準局安全衛生部労
働衛生課

財 放射線影響協会
放射線業務従事者に係る放射線管理記録（線量記録、健康診断
記録）の管理保管

放射性同位元素等による放射線障
害の防止に関する法律施行規則
第20条第4項第7号ただし書、第22
条第2項第3号ただし書、第26条第1

文部科学省科学技
術・学術政策局原子
力安全課放射線規
制室

財 放射線影響協会 放射線業務従事者に係る放射線管理記録（線量記録）の管理保管
試験研究の用に供する原子炉等の
設置、運転等に関する規則 第６条
第５項

文部科学省科学技
術・学術政策局原子
力安全課原子力規
制室

財 放射線影響協会 放射線業務従事者に係る放射線管理記録（線量記録）の管理保管
核燃料物質の使用等に関する規則
第２条の１１第５項

文部科学省科学技
術・学術政策局原子
力安全課原子力規
制室

財 放射線影響協会 放射線業務従事者に係る放射線管理記録（線量記録）の管理保管
核原料物質の使用に関する規則
第３条第５項

文部科学省科学技
術・学術政策局原子
力安全課原子力規
制室

財 放射線影響協会
指定記録保存機関（被ばく線量の記録及び電離放射線健康診断
個人票を保存する機関をいう。）

電離放射線障害防止規則（昭和４７
年労働省令第４１号）第９条第２項
（同令第６２条において準用する場
合を含む。）、第５７条及び第６１条
の２（同令第６２条において準用す
る場合を含む ）

厚生労働省労働基
準局安全衛生部労
働衛生課

財 放射線影響協会
放射線業務従事者に係る放射線管理記録（線量記録、健康診断
記録）の管理保管

核原料物質又は核燃料物質の精
錬の事業に関する規則第６条第５
項ほか

原子力安全・保安院

財 放射線計測協会
作業環境測定機関（他人の求めに応じて、作業環境測定を実施す
る機関をいう。）

作業環境測定法第３３条第１項 茨城労働局

財 日本環境協会
都道府県地球温暖化防止活動推進センターに対する連絡調整、
研修・指導等

地球温暖化対策の推進に関する法
律 第25条第1項

環境省

財 日本環境協会 土壌汚染の除去等を行う者に対する助成、相談、普及啓発 土壌汚染対策法 第20条第1項 環境省

財 自然環境研究センター
外来生物法に基づく輸入のために必要な特定外来生物等の種類
を証する証明書の発行事務

外来生物法施行規則第31条第4号
環境省

財 自然環境研究センター 国際希少野生動植物種に係る製品の認定
絶滅のおそれのある野生動植物の
種の保存に関する法律 第33条の8
第1項

・経済産業省
・環境省

財 自然環境研究センター 国際希少野生動植物種に係る個体等の登録等
絶滅のおそれのある野生動植物の
種の保存に関する法律 第23条第1
項

環境省

財 民事法務協会
不動産登記、商業登記等の登記情報について電気通信回線によ
る閲覧をしようとする者の委託を受けて、その者に対し、電気通信
回線を使用して登記情報を送信する業務

電気通信回線による登記情報の提
供に関する法律第３条１項

法務省

財 塩事業センター

塩事業法に基づく、良質な塩の安定的供給確保を図るための生活
用塩の供給や塩の備蓄等の実施(※)
※生活用塩の供給等の業務は排他的なものではなく、他の民間法
人も参入している。

塩事業法第21条、第22条
財務省理財局たば
こ塩事業室

財 抵当証券保管機構
販売抵当証券の保管、抵当証券会社倒産時等における元利金弁
済の受領の代行、抵当証券取引の健全な発展の為の調査及び研
究

抵当証券業の規制等に関する法律
第27条第1項

金融庁
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財 積善会 歯科医師臨床研修病院を指定するもの。 歯科医師法16条の2第1項
厚生労働省医政局
歯科保健課

財 労働科学研究所
厚生労働大臣の指定を受けて作業環境測定を受託することのでき
る機関

作業環境測定法（昭和５０年法律第
２８号）第３条第２項ただし書

厚生労働省労働基
準局安全衛生部労
働衛生課環境改善
室

財 労働科学研究所 作業環境測定士試験合格者等に対する講習の業務 作業環境測定法 第5条 厚生労働省

財 電子科学研究所 放射線取扱主任者に係る定期講習
放射性同位元素等による放射線障
害の防止に関する法律 第36条の2
第1項

文部科学省科学技
術・学術政策局原子
力安全課放射線規
制室

財 電子科学研究所 放射線取扱主任者講習
放射性同位元素等による放射線障
害の防止に関する法律 第35条第2
項

文部科学省科学技
術・学術政策局原子
力安全課放射線規
制室

財 日本ボールルームダンス連盟 ・　ダンスの教授に関する技能及び知識に関する講習及び試験

風俗営業等の規制及び業務の適
正化等に関する法律第２条第１項
第４号

警察庁生活安全局
保安課

財 長寿社会開発センター 老人健康保持事業に関する啓発普及・援助等 老人福祉法 第28の2第1項 厚生労働省

財 天理よろづ相談所 医師臨床研修病院の指定を行うもの。 医師法16条の2第1項
厚生労働省医政局
医事課

財 天理よろづ相談所
看護師国家試験の受験資格を得るため、看護師として必要な知識
及び技能を修得させる養成を実施

保健師助産師看護師法第２１条
厚生労働省医政局
看護課

財 天理よろづ相談所 歯科医師臨床研修病院を指定するもの。 歯科医師法16条の2第1項
厚生労働省医政局
歯科保健課

財 総合健康推進財団
高度管理医療機器等の販売業又は賃貸業の営業管理者の資格
要件に係る講習会

薬事法施行規則 第162条 厚生労働省

財 日本救急医療財団 救急救命士名簿の登録 救急救命士法 第12条第1項 厚生労働省

財 日本救急医療財団 救急救命士試験 救急救命士法 第37条第1項 厚生労働省

財 日本医療機能評価機構 医療事故等の分析事業の実施 医療法施行規則第１２条
厚生労働省医政局
総務課医療安全推
進室

財 日本リハビリテーション振興会
理学療法士国家試験・作業療法士国家試験の受験資格を得るた
め、理学療法士、作業療法士として必要な知識及び技能を修得さ
せる養成を実施するもの。

理学療法士及び作業療法士法第１
１条、第１２条

厚生労働省医政局
医事課

財 柔道整復研修試験財団 柔道整復師の登録 柔道整復師法 第8条の2第1項 厚生労働省

財 柔道整復研修試験財団 柔道整復師国家試験 柔道整復師法 第13条の3第1項 厚生労働省

財 東洋療法研修試験財団
あん摩マッサージ指圧師国家試験・はり師国家試験・きゆう師国家
試験

あん摩マツサージ指圧師、はり師、
きゆう師等に関する法律 第3条の4
第1項

厚生労働省

財 東洋療法研修試験財団 あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゆう師の登録
あん摩マツサージ指圧師、はり師、
きゆう師等に関する法律 第3条の
23第1項

厚生労働省

財 医療研修推進財団 言語聴覚士の登録 言語聴覚士法 第12条第1項 厚生労働省

財 医療研修推進財団 言語聴覚士国家試験 言語聴覚士法 第36条第1項 厚生労働省

財 サンスター歯科保健振興財団 歯科医師臨床研修病院を指定するもの。 歯科医師法16条の2第1項
厚生労働省医政局
歯科保健課
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財 歯科医療研修振興財団 歯科衛生士の登録 歯科衛生士法 第8条の2第1項 厚生労働省

財 歯科医療研修振興財団 歯科衛生士試験 歯科衛生士法 第12条の4第1項 厚生労働省

財 博慈会 医師臨床研修病院の指定を行うもの。 医師法16条の2第1項
厚生労働省医政局
医事課

財 博慈会
看護師国家試験の受験資格を得るため、看護師として必要な知識
及び技能を修得させる養成を実施

保健師助産師看護師法第２１条
厚生労働省医政局
看護課

財 ライフ・エクステンション研究所 医師臨床研修病院の指定を行うもの。 医師法16条の2第1項
厚生労働省医政局
医事課

財 日本予防医学協会
作業環境測定機関（他人の求めに応じて、作業環境測定を実施す
る機関をいう。）

作業環境測定法第３３条第１項 東京労働局

財 ヘルス・サイエンス・センター
作業環境測定機関（他人の求めに応じて、作業環境測定を実施す
る機関をいう。）

作業環境測定法第３３条第１項 神奈川労働局

財 日産厚生会 医師臨床研修病院の指定を行うもの。 医師法16条の2第1項
厚生労働省医政局
医事課

財 復光会
看護師国家試験の受験資格を得るため、看護師として必要な知識
及び技能を修得させる養成を実施

保健師助産師看護師法第２１条
厚生労働省医政局
看護課

財 ビル管理教育センター 建築物環境衛生管理技術者試験
建築物における衛生的環境の確保
に関する法律第8条第3項

厚生労働省

財 ビル管理教育センター 簡易専用水道の管理に関する検査 水道法 第34条の2第2項 厚生労働省

財 ビル管理教育センター 建築物環境衛生管理技術者講習会
建築物における衛生的環境の確保
に関する法律 第7条第1項第1号

厚生労働省

財 ビル管理教育センター 機器の較正
建築物における衛生的環境の確保
に関する法律施行規則 第3条の3
第1項

厚生労働省

財 ビル管理教育センター 清掃作業監督者講習
建築物における衛生的環境の確保
に関する法律施行規則 第25条第2
号

厚生労働省

財 ビル管理教育センター 空気環境測定実施者講習
建築物における衛生的環境の確保
に関する法律施行規則 第26条第2
号

厚生労働省

財 ビル管理教育センター ダクト清掃作業監督者講習
建築物における衛生的環境の確保
に関する法律施行規則 第26条の3
第2号

厚生労働省

財 ビル管理教育センター 貯水槽清掃作業監督者講習
建築物における衛生的環境の確保
に関する法律施行規則 第28条第4
号

厚生労働省

財 ビル管理教育センター 排水管清掃作業監督者講習
建築物における衛生的環境の確保
に関する法律施行規則 第28条の3
第4号

厚生労働省

財 ビル管理教育センター 防除作業監督者講習
建築物における衛生的環境の確保
に関する法律施行規則 第29条第3
号

厚生労働省

財 ビル管理教育センター 統括管理者講習
建築物における衛生的環境の確保
に関する法律施行規則 第30条第2
号

厚生労働省

財 ビル管理教育センター 空調給排水管理監督者講習
建築物における衛生的環境の確保
に関する法律施行規則 第30条第5
号

厚生労働省

財 全国生活衛生営業指導センター
情報・資料の収集・提供、調査研究、連絡調整・指導、標準営業約
款の作成、担当者養成、技術の改善向上・技術的指導

生活衛生関係営業の運営の適正
化及び振興に関する法律 第57条
の10

厚生労働省

財 全国生活衛生営業指導センター クリーニング師研修 クリーニング業法 第8条の2第1項 厚生労働省
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財 全国生活衛生営業指導センター クリーニング業務従事者講習 クリーニング業法 第8条の3 厚生労働省

財 理容師美容師試験研修センター 美容師試験 美容師法 第4条の2第1項 厚生労働省

財 理容師美容師試験研修センター 美容師の登録事務 美容師法 第5条の3 厚生労働省

財 理容師美容師試験研修センター 理容師試験 理容師法 第4条の2第1項 厚生労働省

財 理容師美容師試験研修センター 理容師の登録事務 理容師法 第5条の3 厚生労働省

財 理容師美容師試験研修センター 管理理容師資格認定講習会 理容師法 第11条の4第2項 厚生労働省

財 理容師美容師試験研修センター 管理美容師資格認定講習会 美容師法 第12条の3第2項 厚生労働省

財 食品薬品安全センター 水道水質検査 水道法 第20条第3項 厚生労働省

財 食品薬品安全センター 簡易専用水道の管理に関する検査 水道法 第34条の2第2項 厚生労働省

財 マイコトキシン検査協会 食品等の命令検査
食品衛生法 第25条第1項、第26条
第1項、第2項、第3項

厚生労働省

財 日本検疫衛生協会
世界保健機関憲章に基づく国際衛生規則の規定による国際予防
接種証明書に必要な承認済の印の形式及び使用機関の指定

国際衛生規則による国際予防接種
証明書に必要な承認済の印の形式
及びその使用機関（昭和27年厚生
省告示第347号）

厚生労働省食品安
全部企画情報課検
疫所業務管理室

財 日本産業廃棄物処理振興センター
「情報処理センター」として電子マニフェスト制度に必要な電子計算
機の使用、管理、記録、報告等

産業廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律 第13条の2第1項

環境省

財 産業廃棄物処理事業振興財団

　事業者に対しての助言、指導、処理業者等に関する情報収集、
研修、啓発、広報活動、産業廃棄物が不適正に処理された場合に
支障の除去等を行う都道府県等に対して当該産業廃棄物の撤去、
資金の出えんの協力等の業務

産業廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律 第13条の12

環境省

財 産業廃棄物処理事業振興財団
「産業廃棄物処理事業振興財団」として、産業廃棄物処理施設の
整備に必要な資金の借入れに係る債務保証、技術開発等に必要
な資金の助成金交付、調査研究、研修、指導等

産業廃棄物の処理に係る特定施設
の整備の促進に関する法律 第16
条第1項

環境省

財 日本環境整備教育センター 浄化槽管理士講習 浄化槽法 第45条第1項第2号 環境省

財 日本環境整備教育センター 浄化槽管理士試験 浄化槽法 第46条第4項 環境省

財 医療機器センター 臨床工学技士国家試験 臨床工学技士法 第17条第1項 厚生労働省

財 医療機器センター 指定管理医療機器等の製造販売の認証 薬事法 第23条の2第1項 厚生労働省

財 医療機器センター 医療機器製造業の責任技術者の資格要件に係る講習会 薬事法施行規則 第91条第3項 厚生労働省

財 医療機器センター
高度管理医療機器等の販売業又は賃貸業の営業管理者の資格
要件に係る講習会

薬事法施行規則 第162条 厚生労働省

財 医療機器センター
医療機器修理業の責任技術者の資格要件に係る基礎講習会及び
専門講習会

薬事法施行規則 第188条第1項 厚生労働省

財 日本公定書協会 薄層クロマトグラフ用標準品の製造、販売
薄層クロマトグラフ用標準品を製造
する者の登録に関する省令

厚生労働省医薬食
品局
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財 日本公定書協会 日本薬局方標準品の製造、販売
日本薬局方標準品を製造する者の
登録に関する省令

厚生労働省医薬食
品局

財 日本公定書協会 食品添加物公定書標準品 の製造、販売
添加物に係る標準品を製造する者
の登録に関する規定（平成16年厚
生労働省告示第219号）

厚生労働省医薬食
品局

財 松翁会 歯科医師臨床研修病院を指定するもの。 歯科医師法16条の2第1項
厚生労働省医政局
歯科保健課

財 社会福祉振興・試験センター 社会福祉士試験
社会福祉士及び介護福祉士法 第
10条第1項

厚生労働省

財 社会福祉振興・試験センター 社会福祉士の登録
社会福祉士及び介護福祉士法 第
35条第1項

厚生労働省

財 社会福祉振興・試験センター 介護福祉士試験
社会福祉士及び介護福祉士法 第
41条第1項

厚生労働省

財 社会福祉振興・試験センター 介護福祉士の登録
社会福祉士及び介護福祉士法 第
43条第1項

厚生労働省

財 日本盲導犬協会
・　盲導犬の訓練
・　盲導犬として必要な訓練を受けていることの認定

道路交通法施行令第８条第２項
警察庁交通局交通
企画課

財 テクノエイド協会 義肢装具士国家試験 義肢装具士法 第17条第1項 厚生労働省

財 テクノエイド協会 福祉用具の研究開発等に関する助成等
福祉用具の研究開発及び普及の
促進に関する法律 第7条第1項

厚生労働省

財 厚生年金事業振興団 医師臨床研修病院の指定を行うもの。 医師法16条の2第1項
厚生労働省医政局
医事課

財 船員保険会 医師臨床研修病院の指定を行うもの。 医師法16条の2第1項
厚生労働省医政局
医事課

財 自然農法国際研究開発センター JAS規格に関する製造業者等の認定

農林物資の規格化及び品質表示
の適正化に関する法律 第14条第1
項、第2項、第3項、第15条第1項、
第15条の2第1項

農林水産省

財 都市農山漁村交流活性化機構 農林漁業体験民宿業者の登録
農山漁村滞在型余暇活動のための
基盤整備の促進に関する法律 第
18条

農林水産省

財 日本肥糧検定協会 規格検定飼料の公定規格による検定
飼料の安全性の確保及び品質の
改善に関する法律 第27条第1項

農林水産省

財 中央果実生産出荷安定基金協会 果実の生産・出荷の安定に関する措置
果樹農業振興特別措置法 第4条の
4

農林水産省

財 日本軽種馬登録協会 家畜登録機関の家畜登録規程に係る承認 家畜改良増殖法 第32条の2第1項 農林水産省

財 食品流通構造改善促進機構 認定構造改善事業に係る債務保証、事業等への参加等
食品流通構造改善促進法 第11条
第1項

農林水産省

財 日本冷凍食品検査協会 食品等の命令検査
食品衛生法 第25条第1項、第26条
第1項、第2項、第3項

厚生労働省

財 日本冷凍食品検査協会 規格検定飼料の公定規格による検定
飼料の安全性の確保及び品質の
改善に関する法律 第27条第1項

農林水産省

財 日本冷凍食品検査協会 JAS規格に関する製造業者等の認定

農林物資の規格化及び品質表示
の適正化に関する法律 第14条第1
項、第2項、第3項、第15条第1項、
第15条の2第1項

農林水産省

財 食品環境検査協会 食品等の命令検査
食品衛生法 第25条第1項、第26条
第1項、第2項、第3項

厚生労働省
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権限を付与されている法人
担当課部局名根拠条文等権限付与の概要

財 食品環境検査協会 規格検定飼料の公定規格による検定
飼料の安全性の確保及び品質の
改善に関する法律 第27条第1項

農林水産省

財 食品環境検査協会 JAS規格に関する製造業者等の認定

農林物資の規格化及び品質表示
の適正化に関する法律 第14条第1
項、第2項、第3項、第15条第1項、
第15条の2第1項

農林水産省

財 日本合板検査会 JAS規格に関する製造業者等の認定

農林物資の規格化及び品質表示
の適正化に関する法律 第14条第1
項、第2項、第3項、第15条第1項、
第15条の2第1項

農林水産省

財 日本食品分析センター 食品等の命令検査
食品衛生法 第25条第1項、第26条
第1項、第2項、第3項

厚生労働省

財 日本食品分析センター 水道水質検査 水道法 第20条第3項 厚生労働省

財 日本食品分析センター 規格検定飼料の公定規格による検定
飼料の安全性の確保及び品質の
改善に関する法律 第27条第1項

農林水産省

財 日本食品分析センター JAS規格に関する製造業者等の認定

農林物資の規格化及び品質表示
の適正化に関する法律 第14条第1
項、第2項、第3項、第15条第1項、
第15条の2第1項

農林水産省

財 日本食品油脂検査協会 JAS規格に関する製造業者等の認定

農林物資の規格化及び品質表示
の適正化に関する法律 第14条第1
項、第2項、第3項、第15条第1項、
第15条の2第1項

農林水産省

財 日本醤油技術センター JAS規格に関する製造業者等の認定

農林物資の規格化及び品質表示
の適正化に関する法律 第14条第1
項、第2項、第3項、第15条第1項、
第15条の2第1項

農林水産省

財 日本油脂検査協会 JAS規格に関する製造業者等の認定

農林物資の規格化及び品質表示
の適正化に関する法律 第14条第1
項、第2項、第3項、第15条第1項、
第15条の2第1項

農林水産省

財 全国調味料・野菜飲料検査協会 JAS規格に関する製造業者等の認定

農林物資の規格化及び品質表示
の適正化に関する法律 第14条第1
項、第2項、第3項、第15条第1項、
第15条の2第1項

農林水産省

財 日本清涼飲料検査協会 JAS規格に関する製造業者等の認定

農林物資の規格化及び品質表示
の適正化に関する法律 第14条第1
項、第2項、第3項、第15条第1項、
第15条の2第1項

農林水産省

財 全国米穀取引・価格形成センター
米穀の取引の指標とすべき価格の形成に必要なその売買取引を
行うための施設を開設すること等

主要食糧の需給及び価格の安定に
関する法律 第18条第1項

農林水産省

財 日本森林林業振興会 樹木の伐採又は売払いに必要な調査
国有林野の管理経営に関する法律
第6条の5

農林水産省

財 日本きのこ研究所 JAS規格に関する製造業者等の認定

農林物資の規格化及び品質表示
の適正化に関する法律 第14条第1
項、第2項、第3項、第15条第1項、
第15条の2第1項

農林水産省

財 日本木材総合情報センター
木材の買受に係る債務保証、木材の生産又は流通等に関する情
報の提供・相談等

木材の安定供給の確保に関する特
別措置法 第17条第1項

農林水産省

財 日本生産性本部 登録養成課程の実施
中小企業診断士の登録等及び試
験に関する規則第３５条第１項

中小企業庁

財 日本産業協会
特定商取引法における特定商取引適正化業務を適正かつ確実に
行うことができると認められる者を、申請を受けて指定することがで
きる制度

特定商取引法第６１条
経済産業省商務情
報政策局

財 日本エルピーガス機器検査協会 特定液化ガス器具等の適合性検査
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 第47条
第1項

経済産業省

財 日本エルピーガス機器検査協会 JIS認証事業者に対する事務 工業標準化法 第27条 経済産業省

財 資源環境センター 鉱害防止事業
金属鉱業等鉱害対策特別措置法
第１３条

原子力安全・保安院



社・財等 法人名

権限を付与されている法人
担当課部局名根拠条文等権限付与の概要

財 化学物質評価研究機構
作業環境測定機関（他人の求めに応じて、作業環境測定を実施す
る機関をいう。）

作業環境測定法第３３条第１項 埼玉労働局

財 化学物質評価研究機構 食品等の命令検査
食品衛生法 第25条第1項、第26条
第1項、第2項、第3項

厚生労働省

財 化学物質評価研究機構 簡易専用水道の管理に関する検査 水道法 第34条の2第2項 厚生労働省

財 化学物質評価研究機構 特定標準器による校正等 計量法 第135条第1項 経済産業省

財 化学物質評価研究機構 JIS認証事業者に対する事務 工業標準化法 第27条 経済産業省

財 化学物質評価研究機構
揮発油販売業者等に義務付けられている揮発油・軽油・灯油・重
油の受託分析業務

揮発油等の品質の確保等に関する
法律
第16条の2第1項、
第17条の3第2項、

資源エネルギー庁

財 化学技術戦略推進機構 食品等の命令検査
食品衛生法 第25条第1項、第26条
第1項、第2項、第3項

厚生労働省

財 日本塗料検査協会 JIS認証事業者に対する事務 工業標準化法 第27条 経済産業省

財 日本品質保証機構 指定管理医療機器等の製造販売の認証 薬事法 第23条の2第1項 厚生労働省

財 日本品質保証機構 特定計量器の検定 計量法 第106条 経済産業省

財 日本品質保証機構 特定標準器による校正等 計量法 第135条第1項 経済産業省

財 日本品質保証機構 特定電気用品の適合性検査 電気用品安全法 第9条第1項 経済産業省

財 日本品質保証機構 JIS認証事業者に対する事務 工業標準化法 第27条 経済産業省

財 日本品質保証機構 特別特定製品の適合性検査
消費生活用製品安全法第１２条第
１項

経済産業省商務情
報政策局

財 日本溶接技術センター 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

財 家電製品協会
家電リサイクル法に基づく特定家庭用機器廃棄物の再商品化の実
施等

特定家庭用機器再商品化法第32
条

・環境省大臣官房廃
棄物・リサイクル対
策部企画課リサイク
ル推進室
・経済産業省商務情
報政策局情報通信
機器課

財 日本自動車研究所

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示（平成14年国土交
通省告示第619号）第98条第3項第2号及び第176条第3項第2号イ
の基準に適合することを証する公的試験機関として、申請に基づき
左記法人を指定している。

「道路運送車両の保安基準の細目
を定める告示(平成14年国土交通
省告示第619号）第98号第3項第2
号及び第176条第3項第2号イに規

国土交通省自動車
交通局技術安全部
技術企画課

財 航空機国際共同開発促進基金 航空機等の国際共同開発を行う者に対する助成
航空機工業振興法 第5条第1項、
第13条第1項

経済産業省

財 日本車両検査協会 JIS認証事業者に対する事務 工業標準化法 第27条 経済産業省
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権限を付与されている法人
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財 日本繊維製品品質技術センター
防炎対象物品又はその材料が防炎性能を有していることについて
の確認

消防法施行規則 第4条の5第1項 総務省

財 日本繊維製品品質技術センター JIS認証事業者に対する事務 工業標準化法 第27条 経済産業省

財 日本紡績検査協会
作業環境測定機関（他人の求めに応じて、作業環境測定を実施す
る機関をいう。）

作業環境測定法第３３条第１項 大阪労働局

財 日本燃焼機器検査協会 特別特定製品の適合性検査
消費生活用製品安全法 第12条第1
項

経済産業省

財 日本燃焼機器検査協会 JIS認証事業者に対する事務 工業標準化法 第27条 経済産業省

財 日本ガス機器検査協会 ガス主任技術者免状交付 ガス事業法 第33条の２ 経済産業省

財 日本ガス機器検査協会 ガス主任技術者試験 ガス事業法 第34条第3項 経済産業省

財 日本ガス機器検査協会 特定計量器の検定 計量法 第106条 経済産業省

財 日本ガス機器検査協会 ガス工作物の使用前検査 ガス事業法 第36条の16 経済産業省

財 日本ガス機器検査協会 特定ガス用品の適合性検査 ガス事業法 第39条の11第1項 経済産業省

財 日本ガス機器検査協会 特定液化ガス器具等の適合性検査
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 第47条
第1項

経済産業省

財 日本ガス機器検査協会 特別特定製品の適合性検査
消費生活用製品安全法 第12条第1
項

経済産業省

財 日本ガス機器検査協会 JIS認証事業者に対する事務 工業標準化法 第27条 経済産業省

財 全国タイル検査・技術協会 JIS認証事業者に対する事務 工業標準化法 第27条 経済産業省

財 日本文化用品安全試験所
作業環境測定機関（他人の求めに応じて、作業環境測定を実施す
る機関をいう。）

作業環境測定法第３３条第１項 東京労働局

財 日本文化用品安全試験所 食品等の命令検査
食品衛生法 第25条第1項、第26条
第1項、第2項、第3項

厚生労働省

財 日本文化用品安全試験所 簡易専用水道の管理に関する検査 水道法 第34条の2第2項 厚生労働省

財 日本文化用品安全試験所 特別特定製品の適合性検査
消費生活用製品安全法 第12条第1
項

経済産業省

財 日本文化用品安全試験所 JIS認証事業者に対する事務 工業標準化法 第27条 経済産業省

財 省エネルギーセンター エネルギー管理士試験
エネルギーの使用の合理化に関す
る法律 第10条第2項

経済産業省

財 省エネルギーセンター エネルギー管理講習

エネルギーの使用の合理化に関す
る法律 第13条第1項第1号、第2項
(第18条第1項において準用する場
合を含む。)

経済産業省

財 省エネルギーセンター エネルギー管理研修
エネルギー管理士の試験及び免状
の交付に関する規則 第2条

経済産業省
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財 電気安全環境研究所 指定管理医療機器等の製造販売の認証 薬事法 第23条の2第1項 厚生労働省

財 電気安全環境研究所 JIS認証事業者に対する事務 工業標準化法 第27条 経済産業省

財 電気安全環境研究所 特定電気用品の適合性検査 電気用品安全法第９条第１項
経済産業省商務情
報政策局

財 電気安全環境研究所 特別特定製品の適合性検査
消費生活用製品安全法第１２条第
１項

経済産業省商務情
報政策局

財 中部電気保安協会 一般用電気工作物の調査 電気事業法 第57条の2第1項 経済産業省

財 関西電気保安協会 一般用電気工作物の調査 電気事業法 第57条の2第1項 経済産業省

財 中国電気保安協会 一般用電気工作物の調査 電気事業法 第57条の2第1項 経済産業省

財 四国電気保安協会 一般用電気工作物の調査 電気事業法 第57条の2第1項 経済産業省

財 九州電気保安協会 一般用電気工作物の調査 電気事業法 第57条の2第1項 経済産業省

財 東北電気保安協会 一般用電気工作物の調査 電気事業法 第57条の2第1項 経済産業省

財 関東電気保安協会 一般用電気工作物の調査 電気事業法 第57条の2第1項 経済産業省

財 北海道電気保安協会 一般用電気工作物の調査 電気事業法 第57条の2第1項 経済産業省

財 北陸電気保安協会 一般用電気工作物の調査 電気事業法 第57条の2第1項 経済産業省

財 沖縄電気保安協会 一般用電気工作物の調査 電気事業法 第57条の2第1項 経済産業省

財 電気技術者試験センター 電気工事士試験 電気工事士法 第7条第1項 経済産業省

財 電気技術者試験センター 電気主任技術者免状交付 電気事業法 第44条の2第1項 経済産業省

財 電気技術者試験センター 電気主任技術者試験 電気事業法 第45条第2項 経済産業省

財 発電設備技術検査協会 安全管理審査
電気事業法 第50条の2第3項、第
52条第3項、第55条第4項

経済産業省

財 工業所有権電子情報化センター 工業所有権の手続書面のファイル等への記録・情報の入力編集等
工業所有権に関する手続等の特例
に関する法律 第9条第項

経済産業省

財 東海技術センター
作業環境測定機関（他人の求めに応じて、作業環境測定を実施す
る機関をいう。）

作業環境測定法第３３条第１項 愛知労働局

財 東海技術センター 水道水質検査 水道法 第20条第3項 厚生労働省

財 関西環境管理技術センター
作業環境測定機関（他人の求めに応じて、作業環境測定を実施す
る機関をいう。）

作業環境測定法第３３条第１項 大阪労働局



社・財等 法人名

権限を付与されている法人
担当課部局名根拠条文等権限付与の概要

財 関西環境管理技術センター 簡易専用水道の管理に関する検査 水道法 第34条の2第2項 厚生労働省

財 九州産業技術センター
作業環境測定機関（他人の求めに応じて、作業環境測定を実施す
る機関をいう。）

作業環境測定法第３３条第１項 佐賀労働局

財 鉄道総合技術研究所 鉄道設計技士試験 鉄道事業法施行規則 第24条の4
国土交通省
鉄道局技術企画課

財 日本自動車輸送技術協会
特定原動機が特定原動機技術基準に適合するかどうかの検査の
実施に関する事務

特定特殊自動車排出ガスの規制等
に関する法律 第19条第1項

・経済産業省
・国土交通省自動車
交通局技術安全部
審査課

財 日本自動車輸送技術協会
特定特殊自動車が技術基準に適合するかどうかの検査の実施に
関する事務

特定特殊自動車排出ガスの規制等
に関する法律 第26条第1項

・経済産業省
・国土交通省自動車
交通局技術安全部
審査課

財 日本自動車輸送技術協会
外国自動車製作者による輸入自動車の新規検査の申請時の提出
書面に係る排出ガス試験

道路運送車両法施行規則 第36条
第7項第3号

国土交通省自動車
交通局技術安全部
審査課

財 自動車検査登録情報協会 登録情報処理機関 道路運送車両法  第９６条の２
国土交通省自動車
交通局技術安全部
自動車情報課

財 自動車検査登録情報協会 登録情報提供機関 道路運送車両法　第９６条の１５
国土交通省自動車
交通局技術安全部
自動車情報課

財 日本海事協会 船舶検査 船舶安全法 第8条
国土交通省海事局
検査測度課

財 日本海事協会 国際条約による貨物船安全構造証書等の証書の交付 船舶安全法 第29条ノ3第2項
国土交通省海事局
検査測度課

財 日本海事協会 海洋汚染防止設備等の検査
海洋汚染等及び海上災害の防止に
関する法律 第19条の46第1項

国土交通省海事局
検査測度課

財 日本海事協会 原動機放出量確認等事務
海洋汚染等及び海上災害の防止に
関する法律 第19条の15第1項

国土交通省海事局
検査測度課

財 日本海事協会 船舶保安規程の審査、船舶警報通報装置等の設置等の検査
国際航海船舶及び国際港湾施設
の保安の確保等に関する法律 第
20条第1項

国土交通省海事局
検査測度課

財 日本船員福利雇用促進センター 船員雇用促進等事業
船員の雇用の促進に関する特別措
置法 第7条第1項

国土交通省
海事局海事人材政
策課

財 日本船員福利雇用促進センター 海技士免許取得のための免許講習
船舶職員及び小型船舶操縦者法
第4条第2項

国土交通省
海事局海技課

財 日本船員福利雇用促進センター 船舶料理士に関する登録試験
船舶料理士に関する省令 第2条第
4号ｲ

国土交通省
海事局運航労務課

財 日本船員福利雇用促進センター 危険物等取扱責任者の講習 船員法施行規則 第9号表第1号2
国土交通省
海事局運航労務課

財 日本船員福利雇用促進センター 安全担当者（引火性液体等）の講習
船員労働安全衛生規則 第3条第2
項第1号

国土交通省
海事局運航労務課

財 日本船舶振興会 船舶等振興業務
モーターボート競走法（昭和26年法
律第242号）第44条第1項

国土交通省海事局
総務課

財 日本船舶職員養成協会 海技士免許取得のための免許講習
船舶職員及び小型船舶操縦者法
第4条第2項

国土交通省
海事局海技課

財 日本船舶職員養成協会 海技免状更新のための更新講習
船舶職員及び小型船舶操縦者法
第7条の2第3項第3号

国土交通省
海事局海技課

財 日本船舶職員養成協会 海技士免許取得のための船舶職員養成施設の課程
船舶職員及び小型船舶操縦者法
第13条の2

国土交通省
海事局海技課

財 日本船舶職員養成協会 小型船舶操縦士免許取得のための小型船舶教習所の課程
船舶職員及び小型船舶操縦者法
第23条の10第1項

国土交通省
海事局海技課
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財 日本船舶職員養成協会 操縦免許証更新のための更新講習
船舶職員及び小型船舶操縦者法
第23条の11

国土交通省
海事局海技課

財 日本船舶職員養成協会 海技免状失効再交付講習
船舶職員及び小型船舶操縦者法
施行規則 第9条の7

国土交通省
海事局海技課

財 日本船舶職員養成協会 操縦免許証失効再交付講習
船舶職員及び小型船舶操縦者法
施行規則 第84条

国土交通省
海事局海技課

財 日本舶用品検定協会 JIS認証事業者に対する事務 工業標準化法 第27条 経済産業省

財 日本舶用品検定協会 型式承認に係る船舶又は船舶用物件の検定 船舶安全法 第6条ノ4第1項
国土交通省海事局
検査測度課

財 日本舶用品検定協会 船舶による危険物の包装に関する容器及び包装検査 船舶安全法 第28条第5項
国土交通省海事局
検査測度課

財 日本舶用品検定協会 型式承認に係る海洋汚染防止設備の検定
海洋汚染等及び海上災害の防止に
関する法律 第19条の49第1項

国土交通省海事局
検査測度課

財 日本舶用品検定協会 型式承認に係る大気汚染防止検査対象設備の検定
海洋汚染等及び海上災害の防止に
関する法律 第19条の49第1項

国土交通省海事局
検査測度課

財 日本舶用品検定協会 型式承認に係る粉砕設備等の検定
海洋汚染等及び海上災害の防止に
関する法律 第43条の9第1項

国土交通省海事局
検査測度課

財 日本海洋レジャー安全・振興協会 小型船舶操縦士免許取得のための国家試験
船舶職員法及び小型船舶操縦者
法 第23条の12第1項、第2項

国土交通省
海事局海技課

財 日本海洋レジャー安全・振興協会 操縦免許証更新のための更新講習
船舶職員及び小型船舶操縦者法
第23条の11

国土交通省
海事局海技課

財 日本海洋レジャー安全・振興協会 操縦免許証失効再交付講習
船舶職員及び小型船舶操縦者法
施行規則 第84条

国土交通省
海事局海技課

財 大阪港埠頭公社 外貿埠頭の整備・貸付及び管理

海上物流の基盤強化のための港湾
法等の一部を改正する法律第２条
の規定による改正前の外貿埠頭公
団の解散及び業務の承継に関する
法律 第３条第１項第２号

国土交通省港湾局

財 神戸港埠頭公社 外貿埠頭の整備・貸付及び管理

海上物流の基盤強化のための港湾
法等の一部を改正する法律第２条
の規定による改正前の外貿埠頭公
団の解散及び業務の承継に関する
法律 第３条第１項第２号

国土交通省港湾局

財 横浜港埠頭公社 外貿埠頭の整備・貸付及び管理

海上物流の基盤強化のための港湾
法等の一部を改正する法律第２条
の規定による改正前の外貿埠頭公
団の解散及び業務の承継に関する
法律 第３条第１項第２号

国土交通省港湾局

財 沿岸技術研究センター

港湾の施設の安全性を適切に確保するため、国の登録を受けた
第三者機関（登録確認機関）として技術基準への適合性確認業務
を行っている。ただし、登録確認機関の登録は、一定の要件を満た
した法人（民間企業含む）からの申請により行われるものであり、

港湾法第５６条の２の２
港湾法第５６条の２の３

国土交通省港湾局

財 航空機安全運航支援センター 無線設備等の点検
電波法 第24条の2第1項、第24条
の13第1項

総務省

財 気象業務支援センター 気象予報士試験 気象業務法 第24条の5第1項
国土交通省気象庁
総務部民間事業振
興課

財 気象業務支援センター 気象情報提供業務等 気象業務法 第24条の28
国土交通省気象庁
総務部民間事業振
興課

財 気象業務支援センター 気象測器検定業務
気象業務法 第32条の3、第32条の
4

国土交通省気象庁
観測部計画課
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財 テレコムエンジニアリングセンター
無線設備の点検に用いる測定器、その他の設備であって、総務省
で定めるものの較正

電波法 第102条の18第1項 総務省

財 テレコムエンジニアリングセンター 特定無線設備の技術基準適合証明 電波法 第38条の2第1項 総務省

財 テレコムエンジニアリングセンター 国外適合性評価事業
特定機器に係る適合性評価手続の
結果の外国との相互承認の実施に
関する法律 第3条第1項

総務省

財 日本無線協会 主任無線従事者講習 電波法 第39条の2 総務省

財 日本無線協会 無線従事者国家試験 電波法 第46条第１項 総務省

財 日本無線協会 無線従事者養成課程 電波法 第41条第2項 総務省

財 日本無線協会 無線従事者認定講習課程 電波法 第41条第2項 総務省

財 日本無線協会 船舶局無線従事者証明のための認定訓練 電波法 第48条の2第2項 総務省

財 電気通信端末機器審査協会 電気通信端末機器の技術基準適合に関する認定 電気通信事業法 第86条第1項 総務省

財 電気通信端末機器審査協会 端末設備の接続の技術的条件の適合検査
電気通信事業法施行規則 第32条
第1項5号

総務省

財 日本アマチュア無線振興協会 無線従事者養成課程 電波法 第41条第2項 総務省

財 放送番組センター 放送番組及び放送番組に関する情報の収集保管等 放送法 第53条第1項 総務省

財 放送セキュリティセンター
放送分野における個人情報取扱事業者の個人情報の取扱いに関
する苦情の処理及び情報の提供等

個人情報保護法第37条
総務省情報流通行
政局
放送政策課

財 全日本労働福祉協会
作業環境測定機関（他人の求めに応じて、作業環境測定を実施す
る機関をいう。）

作業環境測定法第３３条第１項
・山形労働局
・愛知労働局

財 日本経営教育センター
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

東京労働局

財 産業保健協会
作業環境測定機関（他人の求めに応じて、作業環境測定を実施す
る機関をいう。）

作業環境測定法第３３条第１項 東京労働局

財 労働衛生協会
作業環境測定機関（他人の求めに応じて、作業環境測定を実施す
る機関をいう。）

作業環境測定法第３３条第１項 東京労働局

財 日本産業技能教習協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

財 安全衛生技術試験協会 免許試験の実施に関する業務の代行業務 労働安全衛生法 第75条の2第1項 厚生労働省

財 安全衛生技術試験協会
労働安全・衛生コンサルタント試験の実施に関する業務の代行の
業務

労働安全衛生法 第83条の2 厚生労働省

財 安全衛生技術試験協会 作業環境測定士試験の代行業務 作業環境測定法 第20条第1項 厚生労働省

財 労働安全衛生管理協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省
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財 東日本労働衛生センター
作業環境測定機関（他人の求めに応じて、作業環境測定を実施す
る機関をいう。）

作業環境測定法第３３条第１項 群馬労働局

財 中国労働衛生協会
作業環境測定機関（他人の求めに応じて、作業環境測定を実施す
る機関をいう。）

作業環境測定法第３３条第１項 広島労働局

財 二十一世紀職業財団
育児・介護を行う労働者の職業生活・家庭生活に関する給付金の
支給・広報・説明会の開催、情報・資料の収集・提供、調査研究

育児休業、介護休業等育児又は家
族介護を行う労働者の福祉に関す
る法律 第36条第1項

厚生労働省

財 二十一世紀職業財団 短時間労働者雇用管理改善等事業関係給付金の支給等
短時間労働者の雇用管理の改善
等に関する法律 第25条第1項

厚生労働省

財 介護労働安定センター
介護労働者に関する情報の収集・提供等、介護労働者に対する援
助等

介護労働者の雇用管理の改善等
に関する法律 第15条第1項

厚生労働省

財 武蔵野高年齢者職業経験活用センター

職業経験を通じて得られた知識及び技能の活用を図ることができ
る短期的な雇用による就業を希望する高年齢者に対する講習、相
談、助言、無料の職業紹介事業等
※平成21年度末をもって解散予定

高年齢者等の雇用の安定等に関す
る法律の一部を改正する法律（平
成１６年法律第１０３号）による改正
前の高年齢者等の雇用の安定等

厚生労働省職業安
定局高齢・障害者雇
用対策部企画課

財 建築物管理訓練センター
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

福岡労働局

財 全国建設研修センター 当該法人の行う講習を監理技術者講習として登録 建設業法26条第4項
国土交通省総合政
策局
建設業課

財 全国建設研修センター 技術検定試験 建設業法 第27条の2第1項
国土交通省総合政
策局
建設業課

財 全国建設研修センター 土地区画整理士技術検定 土地区画整理法 第117条の4第1項
国土交通省都市・地
域整備局市街地整
備課

財 全国建設研修センター 設計者の資格に関して知識及び経験を有する者を定める制度
宅地造成等規制法施行規則 第23
条第1項

国土交通省都市・地
域整備局都市・地域
安全課

財 全国建設研修センター 設計者の資格に関して知識及び経験を有する者を定める制度 都市計画法施行規則 第19条1号
国土交通省都市・地
域整備局都市計画
課

財 全国建設研修センター ダム管理主任技術者研修 河川法施行規則 第27条の2
国土交通省河川局
河川環境課

財 全国建設研修センター 測量士・測量士補の資格を得るための測量に関する専門教育
測量法 第50条第3号、第51条第3
号

国土交通省国土地
理院総務部総務課

財 建設業情報管理センター 建設業の経営状況分析 建設業法 第27条の24第1項
国土交通省総合政
策局
建設業課

財 建設業技術者センター 監理技術者資格者証の交付 建設業法 第27条の19第1項
国土交通省総合政
策局
建設業課

財 建設業振興基金 当該法人の行う講習を監理技術者講習として登録 建設業法26条第4項
国土交通省総合政
策局
建設業課

財 建設業振興基金 当該法人が行う試験を登録経理試験として登録 建設業法施行規則第１８条の４
国土交通省総合政
策局
建設業課

財 建設業振興基金 技術検定試験 建設業法 第27条の2第1項
国土交通省総合政
策局
建設業課

財 不動産流通近代化センター 宅地建物取引主任者資格試験の一部が免除される登録講習 宅地建物取引業法 第16条第3項
国土交通省総合政
策局
不動産業課

財 不動産流通近代化センター 宅地建物取引主任者資格登録に係る登録実務講習
宅地建物取引業法施行規則 第13
条の16第1項

国土交通省総合政
策局
不動産業課

財 不動産流通近代化センター
不動産特定共同事業の業務管理者としての能力の審査・証明事
業

不動産特定共同事業法施行規則
第17条第1項

国土交通省総合政
策局
不動産業課
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財 日本ビルヂング経営センター
不動産特定共同事業の業務管理者としての能力の審査・証明事
業

不動産特定共同事業法施行規則
第１７条第１項

国土交通省総合政
策局
不動産業課

財 不動産適正取引推進機構
都道府県知事の委任を受けて行う宅地建物取引主任者資格試験
の事務の実施

宅地建物取引業法第１６条の２
国土交通省総合政
策局
不動産業課

財 東日本不動産流通機構
宅地建物取引業に係る契約の目的物である宅地又は建物の登
録、情報提供、取引の適正化及び流通の円滑化業務

宅地建物取引業法 第34条の2第5
項

国土交通省総合政
策局
不動産業課

財 ダム水源地環境整備センター ダム管理技士試験 河川法施行規則 第27条の2
国土交通省河川局
河川環境課

財 マンション管理センター マンション管理士試験の実施に関する事務
マンションの管理の適正化の推進
に関する法律 第11条第1項

国土交通省住宅局
市街地建築課

財 マンション管理センター マンション管理士登録の実施に関する事務
マンションの管理の適正化の推進
に関する法律 第36条第1項

国土交通省住宅局
市街地建築課

財 マンション管理センター
マンションの管理の適正化に関する情報の提供、技術支援、講
習、指導助言、調査研究、広報活動等

マンションの管理の適正化の推進
に関する法律 第91条

国土交通省住宅局
市街地建築課

財 マンション管理センター マンション管理士の法定講習
マンションの管理の適正化の推進
に関する法律 第41条

国土交通省住宅局
市街地建築課

財 ベターリビング

国土交通大臣又は都道府県知事の指定を受け、建築物の建築等
に係る計画について建築基準法令に適合しているかの確認、工事
完了時における当該建築物が建築基準法令に適合しているかの
検査を行う。

建築基準法第７７条の１８
国土交通省住宅局
建築指導課

財 ベターリビング

国土交通大臣の指定を受け、建築物の部分が、一連の規定に適
合することの認定（型式適合認定）及び規格化された型式の建築
物の部分の製造又は新築をする者について型式部材等製造者と
しての認証を行う。

建築基準法第７７条の３６
国土交通省住宅局
建築指導課

財 ベターリビング
国土交通大臣の指定を受け、建築基準法第６８条の２６第２項に規
定する構造方法等の認定のための審査に必要な構造方法等の性
能に関する評価を行う。

建築基準法第７７条の５６
国土交通省住宅局
建築指導課

財 ベターリビング JIS認証事業者に対する事務 工業標準化法 第27条 経済産業省

財 ベターリビング 住宅性能評価
住宅の品質確保の促進等に関する
法律 第5条第1項

国土交通省住宅局
住宅生産課

財 ベターリビング 住宅型式性能認定、型式住宅部分等製造者認定
住宅の品質確保の促進等に関する
法律 第22条第1項、第25条第1項、
第39条第1項

国土交通省住宅局
住宅生産課

財 ベターリビング 特別評価方法認定に係る試験
住宅の品質確保の促進等に関する
法律 第59条

国土交通省住宅局
住宅生産課

財 建築環境・省エネルギー機構 住宅型式性能認定、型式住宅部分等製造者認定
住宅の品質確保の促進等に関する
法律 第22条第1項、第25条第1項、
第39条第1項

国土交通省住宅局
住宅生産課

財 建築環境・省エネルギー機構 特別評価方法認定に係る試験
住宅の品質確保の促進等に関する
法律 第59条

国土交通省住宅局
住宅生産課

財 建築環境・省エネルギー機構 建築物調査講習
エネルギーの使用の合理化に関す
る法律 第76条の11

国土交通省住宅局
住宅生産課

財 住宅保証機構
国土交通大臣の指定を受け、住宅瑕疵担保責任保険契約等の引
受け、瑕疵の発生の防止及び修補技術等に関する調査研究、情
報・資料の収集・提供を行う。

特定住宅瑕疵担保責任の履行の
確保等に関する法律第１７条

国土交通省住宅局
住宅生産課

財 住宅保証機構

国土交通大臣又は都道府県知事の指定を受け、建築物の建築等
に係る計画について建築基準法令に適合しているかの確認、工事
完了時における当該建築物が建築基準法令に適合しているかの
検査を行う。

建築基準法第７７条の１８
国土交通省住宅局
建築指導課
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財 住宅保証機構 住宅性能評価
住宅の品質確保の促進等に関する
法律 第5条第1項

国土交通省住宅局
住宅生産課

財 住宅リフォーム・紛争処理支援センター

国土交通大臣の指定を受け、指定住宅紛争処理機関に対する紛
争処理の実施に要する費用の助成、紛争処理に関する情報資料
の収集・整理並びに指定住宅紛争処理機関に対する提供、紛争処
理に関する調査研究、指定住宅紛争処理機関の連絡調等を行う。

住宅の品質確保の促進等に関する
法律第８２条
特定住宅瑕疵担保責任の履行の
確保等に関する法律第３４条

国土交通省住宅局
住宅生産課

財 住宅リフォーム・紛争処理支援センター 評価員講習
住宅の品質確保の促進等に関する
法律 第15条第2項

国土交通省住宅局
住宅生産課

財 日本建築センター

国土交通大臣又は都道府県知事の指定を受け、建築物の建築等
に係る計画について建築基準法令に適合しているかの確認、工事
完了時における当該建築物が建築基準法令に適合しているかの
検査を行う。

建築基準法第７７条の１８
国土交通省住宅局
建築指導課

財 日本建築センター

国土交通大臣の指定を受け、建築物の部分が、一連の規定に適
合することの認定（型式適合認定）及び規格化された型式の建築
物の部分の製造又は新築をする者について型式部材等製造者と
しての認証を行う。

建築基準法第７７条の３６
国土交通省住宅局
建築指導課

財 日本建築センター
国土交通大臣の指定を受け、建築基準法第６８条の２６第２項に規
定する構造方法等の認定のための審査に必要な構造方法等の性
能に関する評価を行う。

建築基準法第７７条の５６
国土交通省住宅局
建築指導課

財 日本建築センター 住宅性能評価
住宅の品質確保の促進等に関する
法律 第5条第1項

国土交通省住宅局
住宅生産課

財 日本建築センター 住宅型式性能認定、型式住宅部分等製造者認証
住宅の品質確保の促進等に関する
法律 第22条第1項、第25条第1項、
第39条第1項

国土交通省住宅局
住宅生産課

財 日本建築センター 特別評価方法認定に係る試験
住宅の品質確保の促進等に関する
法律 第59条

国土交通省住宅局
住宅生産課

財 日本建築設備・昇降機センター

国土交通大臣又は都道府県知事の指定を受け、建築物の建築等
に係る計画について建築基準法令に適合しているかの確認、工事
完了時における当該建築物が建築基準法令に適合しているかの
検査を行う。

建築基準法第７７条の１８
国土交通省住宅局
建築指導課

財 日本建築設備・昇降機センター

国土交通大臣の指定を受け、建築物の部分が、一連の規定に適
合することの認定（型式適合認定）及び規格化された型式の建築
物の部分の製造又は新築をする者について型式部材等製造者と
しての認証を行う。

建築基準法第７７条の３６
国土交通省住宅局
建築指導課

財 日本建築設備・昇降機センター
国土交通大臣の指定を受け、建築基準法第６８条の２６第２項に規
定する構造方法等の認定のための審査に必要な構造方法等の性
能に関する評価を行う。

建築基準法第７７条の５６
国土交通省住宅局
建築指導課

財 日本建築設備・昇降機センター 昇降機検査資格者講習
建築基準法施行規則 第4条の20第
2項第2号

国土交通省住宅局
建築指導課

財 日本建築設備・昇降機センター 建築設備検査資格者講習
建築基準法施行規則 第4条の20第
2項第2号

国土交通省住宅局
建築指導課

財 日本建築設備・昇降機センター 住宅性能評価
住宅の品質確保の促進等に関する
法律 第5条第1項

国土交通省住宅局
住宅生産課

財 日本建築防災協会
国土交通大臣の指定を受け、耐震改修に必要な資金の貸付けに
係る債務保証、建築物の耐震診断及び耐震改修に関する情報・資
料の収集、整理及び提供、調査研究等を行う。

建築物の耐震改修の促進に関する
法律第17条

国土交通省住宅局
建築指導課

財 日本建築防災協会
国土交通大臣の指定を受け、建築基準法第６８条の２６第２項に規
定する構造方法等の認定のための審査に必要な構造方法等の性
能に関する評価を行う。

建築基準法第７７条の５６
国土交通省住宅局
建築指導課

財 日本建築防災協会 特殊建築物等調査資格者講習
建築基準法施行規則 第4条の20第
1項第2号

国土交通省

財 建築技術教育普及センター
国土交通大臣の登録を受け、二級建築士及び木造建築士が３年
以上５年以内において国土交通省令で定める期間ごとに受けなけ
ればならない講習をを行う。

建築士法第２２条の３
国土交通省住宅局
建築指導課

財 建築技術教育普及センター
国土交通大臣の登録を受け、建築士事務所を管理する建築士（管
理建築士）となるために受講を義務づけられている講習を行う。

建築士法第２６条の５
国土交通省住宅局
建築指導課

財 建築技術教育普及センター
国土交通大臣の登録を受け、構造設計一級建築士又は設備設計
一級建築士となるために受講を義務づけられている講習を行う。

建築士法第１０条の２２
国土交通省住宅局
建築指導課
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財 建築技術教育普及センター 一級建築士試験 建築士法 第15条の2
国土交通省住宅局
建築指導課

財 建築技術教育普及センター 一級建築士定期講習 建築士法 第22条の2
国土交通省住宅局
建築指導課

財 建築技術教育普及センター 建築設備士試験
建築士法施行規則 第17条の18第1
項

国土交通省住宅局
建築指導課

財 都道府県会館
　被災者生活再建支援法の規定により被災者生活再建支援法人
として指定を受け、都道府県の委託を受けて被災者生活再建支援
金の支給を行う。

被災者生活再建支援法第4条1項、
第6条及び第7条

政策統括官（防災担
当）付
参事官（災害復旧・
復興担当）

財 地方自治情報センター 住民基本台帳ネットワークに係る事務 住民基本台帳法 第30条の10第1項 総務省

財 地方公務員安全衛生推進協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

東京労働局

財 日本防火協会 防火管理者講習 消防法施行令 第3条第1項 総務省

財 日本防火協会 防災管理者講習 消防法施行令 第47条第1項 総務省

財 日本防炎協会
防炎対象物品又はその材料が防炎性能を有していることについて
の確認

消防法施行規則 第4条の5第1項 総務省

財 日本消防設備安全センター 消防用設備等又はこれらの部分である機械器具についての認定 消防法施行規則 第31条の4第1項 総務省

財 日本消防設備安全センター 消防設備点検資格者講習 消防法施行規則 第31条の6第6項 総務省

財 日本消防設備安全センター 防火対象物点検資格者講習
消防法施行規則 第4条の2の4第4
項

総務省

財 日本消防設備安全センター 特殊消防用設備等の性能に関する評価 消防法 第17条の2第1項 総務省

財 日本消防設備安全センター 自衛消防業務講習 消防法施行令 第4条の2の8第3項 総務省

財 日本消防設備安全センター 防災管理点検資格者講習 消防法施行規則 第51条の12第3項 総務省

財 消防試験研究センター 予防技術検定

消防力の整備指針第３４条第３項
の規定に基づき、予防技術資格者
の資格を定める件（平成17年消防
庁告示第13号）

消防庁予防課

財 消防試験研究センター 危険物取扱者試験 消防法 第13条の5第1項 総務省

財 消防試験研究センター 消防設備士試験 消防法 第17条の9第1項 総務省

財 救急振興財団
救急救命士養成所（厚生労働大臣の指定により、救急救命士国家
試験の受験資格を得るために必要な知識及び技能の養成を実施）

救急救命士法（平成３年法律第３６
号）第３４条第４号

厚生労働省医政局
指導課

財 北海道陸運協会 自動車検査登録番号標交付代行者 道路運送車両法　第２５条
国土交通省自動車
交通局技術安全部
自動車情報課

財 福島県自動車会議所 自動車検査登録番号標交付代行者 道路運送車両法　第２５条
国土交通省自動車
交通局技術安全部
自動車情報課

財 長野県自動車標板協会 自動車検査登録番号標交付代行者 道路運送車両法　第２５条
国土交通省自動車
交通局技術安全部
自動車情報課

財 新潟県自動車標板協会 自動車検査登録番号標交付代行者 道路運送車両法　第２５条
国土交通省自動車
交通局技術安全部
自動車情報課
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財 秋田県全自動車協会 自動車検査登録番号標交付代行者 道路運送車両法　第２５条
国土交通省自動車
交通局技術安全部
自動車情報課

財 関東陸運振興財団 自動車検査登録番号標交付代行者 道路運送車両法第２５条
国土交通省自動車
交通局技術安全部
自動車情報課

財 東京タクシーセンター
指定地域におけるタクシー運転者の指導、教育、利用者のための
乗り場の設置

タクシー業務適正化特別措置法 第
34条第1項

国土交通省自動車
交通局旅客課

財 東京タクシーセンター
指定地域内において、タクシー運転者になろうとする者に対する地
理の試験

タクシー業務適正化特別措置法 第
34条第1項

国土交通省自動車
交通局旅客課

財 東京タクシーセンター 指定地域内におけるタクシー運転者の登録・運転者証の交付
タクシー業務適正化特別措置法 第
19条第1項

国土交通省自動車
交通局旅客課

財 大阪陸運協会 自動車検査登録番号標交付代行者 道路運送車両法　第２５条
国土交通省自動車
交通局技術安全部
自動車情報課

財 和歌山県自動車標板協会 自動車検査登録番号標交付代行者 道路運送車両法　第２５条
国土交通省自動車
交通局技術安全部
自動車情報課

財 大阪タクシーセンター
指定地域におけるタクシー運転者の指導、教育、利用者のための
乗り場の設置

タクシー業務適正化特別措置法 第
34条第1項

国土交通省自動車
交通局旅客課

財 大阪タクシーセンター
指定地域内において、タクシー運転者になろうとする者に対する地
理の試験

タクシー業務適正化特別措置法 第
34条第1項

国土交通省自動車
交通局旅客課

財 大阪タクシーセンター 指定地域内におけるタクシー運転者の登録・運転者証の交付
タクシー業務適正化特別措置法 第
19条第1項

国土交通省自動車
交通局旅客課

財 山口県自動車振興センター 自動車検査登録番号標交付代行者 道路運送車両法　第２５条
国土交通省自動車
交通局技術安全部
自動車情報課

財 尾道海技学院 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

財 尾道海技学院 海技士免許取得のための免許講習
船舶職員及び小型船舶操縦者法
第4条第2項

国土交通省海事局
海技課

財 尾道海技学院 海技免状更新のための更新講習
船舶職員及び小型船舶操縦者法
第7条の2第3項第3号

国土交通省海事局
海技課

財 尾道海技学院 海技士免許取得のための船舶職員養成施設の課程
船舶職員及び小型船舶操縦者法
第13条の2

国土交通省海事局
海技課

財 尾道海技学院 小型船舶操縦士免許取得のための小型船舶教習所の課程
船舶職員及び小型船舶操縦者法
第23条の10第1項

国土交通省海事局
海技課

財 尾道海技学院 操縦免許証更新のための更新講習
船舶職員及び小型船舶操縦者法
第23条の11

国土交通省海事局
海技課

財 尾道海技学院 海技免状失効再交付講習
船舶職員及び小型船舶操縦者法
施行規則 第9条の7

国土交通省海事局
海技課

財 尾道海技学院 操縦免許証失効再交付講習
船舶職員及び小型船舶操縦者法
施行規則 第84条

国土交通省海事局
海技課

財 尾道海技学院 危険物等取扱責任者の講習 船員法施行規則 第9号表第1号2
国土交通省海事局
運航労務課

財 尾道海技学院 安全担当者（引火性液体等）の講習
船員労働安全衛生規則 第3条第2
項第1号

国土交通省海事局
運航労務課

財 尾道海技学院
船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第3条の
講習（電子通信移行講習）

船舶安全法及び船舶職員法の一
部を改正する法律 附則第3条

国土交通省海事局
海技課

財 関門海技協会 海技士免許取得のための免許講習
船舶職員及び小型船舶操縦者法
第4条第2項

国土交通省
海事局海技課
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財 関門海技協会 海技免状更新のための更新講習
船舶職員及び小型船舶操縦者法
第7条の2第3項第3号

国土交通省
海事局海技課

財 関門海技協会 海技士免許取得のための船舶職員養成施設の課程
船舶職員及び小型船舶操縦者法
第13条の2

国土交通省
海事局海技課

財 関門海技協会 小型船舶操縦士免許取得のための小型船舶教習所の課程
船舶職員及び小型船舶操縦者法
第23条の10第1項

国土交通省
海事局海技課

財 関門海技協会 操縦免許証更新のための更新講習
船舶職員及び小型船舶操縦者法
第23条の11

国土交通省
海事局海技課

財 関門海技協会 海技免状失効再交付講習
船舶職員及び小型船舶操縦者法
施行規則 第9条の7

国土交通省
海事局海技課

財 関門海技協会 操縦免許証失効再交付講習
船舶職員及び小型船舶操縦者法
施行規則 第84条

国土交通省
海事局海技課

財 関門海技協会 危険物等取扱責任者の講習 船員法施行規則 第9号表第1号2
国土交通省
海事局運航労務課

財 関門海技協会 安全担当者（引火性液体等）の講習
船員労働安全衛生規則 第3条第2
項第1号

国土交通省
海事局運航労務課

財 福岡県自動車標板協会 自動車検査登録番号標交付代行者 道路運送車両法　第２５条
国土交通省自動車
交通局技術安全部
自動車情報課

財 鹿児島県自動車標板協会 自動車検査登録番号標交付代行者 道路運送車両法　第２５条
国土交通省自動車
交通局技術安全部
自動車情報課

財 沖縄県陸運協力会 自動車検査登録番号標交付代行者 道路運送車両法　第２５条
国土交通省自動車
交通局技術安全部
自動車情報課

財 岩手労働基準協会
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

岩手労働局

財 岩手労働基準協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

財 新潟県安全衛生センター
作業環境測定機関（他人の求めに応じて、作業環境測定を実施す
る機関をいう。）

作業環境測定法第３３条第１項 新潟労働局

財 東海検診センター
作業環境測定機関（他人の求めに応じて、作業環境測定を実施す
る機関をいう。）

作業環境測定法第３３条第１項 静岡労働局

財 産業教育センター 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

財 産業教育センター 教習業務 労働安全衛生法 第75条第3項 厚生労働省

財 埼玉県溶接技能協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

財 江南クレーン技能教習所 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

財 江南クレーン技能教習所 教習業務 労働安全衛生法 第75条第3項 厚生労働省

財 安全衛生普及センター
登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推進者又は衛生
推進者の選任要件となる講習を実施する機関をいう。）

労働安全衛生規則第１２条の３第１
項

東京労働局

財 安全衛生普及センター 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

財 労働安全衛生研修所 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省
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財 山梨労働衛生センター
作業環境測定機関（他人の求めに応じて、作業環境測定を実施す
る機関をいう。）

作業環境測定法第３３条第１項 山梨労働局

財 岐阜県産業保健センター
作業環境測定機関（他人の求めに応じて、作業環境測定を実施す
る機関をいう。）

作業環境測定法第３３条第１項 岐阜労働局

財 北海道労働保健管理協会
作業環境測定機関（他人の求めに応じて、作業環境測定を実施す
る機関をいう。）

作業環境測定法第３３条第１項 北海道労働局

財 北海道労働保健管理協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

財 君津健康センター
作業環境測定機関（他人の求めに応じて、作業環境測定を実施す
る機関をいう。）

作業環境測定法第３３条第１項 千葉労働局

財 深川高年齢者職業経験活用センター

職業経験を通じて得られた知識及び技能の活用を図ることができ
る短期的な雇用による就業を希望する高年齢者に対する講習、相
談、助言、無料の職業紹介事業等

高年齢者等の雇用の安定等に関す
る法律の一部を改正する法律（平
成１６年法律第１０３号）による改正
前の高年齢者等の雇用の安定等

厚生労働省職業安
定局高齢・障害者雇
用対策部企画課

財 給水工事技術振興財団 給水装置工事主任技術者試験の実施 水道法第25条の12
厚生労働省健康局
水道課

財 給水工事技術振興財団 給水工事主任技術者試験 水道法 第25条の12第1項 厚生労働省

財 行政書士試験研究センター 行政書士試験 行政書士法 第4条第1項 総務省

財 運行管理者試験センター 旅客自動車運送事業に係る運行管理者試験の実施に関する業務 道路運送法 第44条第1項
国土交通省自動車
交通局安全政策課

財 運行管理者試験センター 貨物自動車運送事業に係る運行管理者試験の実施に関する業務
貨物自動車運送事業法 第46条第1
項

国土交通省自動車
交通局安全政策課

財 ＪＫＡ 競輪振興法人 自転車競技法第23条第1項
経済産業省製造産
業局

財 ＪＫＡ 小型自動車競走振興法人 小型自動車競走法第27条第１項
経済産業省製造産
業局

財 日本自転車競技会 競技実施法人 自転車競技法第38条第1項
経済産業省製造産
業局

財 杜の都産業保健会
作業環境測定機関（他人の求めに応じて、作業環境測定を実施す
る機関をいう。）

作業環境測定法第３３条第１項 宮城労働局

財 原子力安全技術センター 放射性同位元素装備機器の設計認証
放射性同位元素等による放射線障
害の防止に関する法律 第12条の2
第1項

文部科学省科学技
術・学術政策局原子
力安全課放射線規
制室

財 原子力安全技術センター 施設検査及び定期検査
放射性同位元素等による放射線障
害の防止に関する法律 第12条の8
第1項

文部科学省科学技
術・学術政策局原子
力安全課放射線規
制室

財 原子力安全技術センター 定期確認
放射性同位元素等による放射線障
害の防止に関する法律 第12条の
10

文部科学省科学技
術・学術政策局原子
力安全課放射線規
制室

財 原子力安全技術センター 放射性同位元素等に係る運搬物確認
放射性同位元素等による放射線障
害の防止に関する法律 第18条第2
項

文部科学省科学技
術・学術政策局原子
力安全課放射線規
制室

財 原子力安全技術センター 放射線取扱主任者に係る定期講習
放射性同位元素等による放射線障
害の防止に関する法律 第36条の2
第1項

文部科学省科学技
術・学術政策局原子
力安全課放射線規
制室

財 原子力安全技術センター 放射線取扱主任者試験
放射性同位元素等による放射線障
害の防止に関する法律 第35条第2
項

文部科学省科学技
術・学術政策局原子
力安全課放射線規
制室

財 原子力安全技術センター 放射線取扱主任者講習
放射性同位元素等による放射線障
害の防止に関する法律 第35条第2
項

文部科学省科学技
術・学術政策局原子
力安全課放射線規
制室
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財 原子力安全技術センター 放射性同位元素等に係る運搬方法の確認
放射性同位元素等による放射線障
害の防止に関する法律 第１８条第
２項

国土交通省自動車
交通局技術安全部
環境課

財 原子力環境整備促進・資金管理センター
・最終処分積立金の管理、及び当該積立金が最終処分業務の実
施に必要な費用に支出されることの確認

・特定放射性廃棄物の最終処分に
関する法律　第75条1項

資源エネルギー庁

財 原子力環境整備促進・資金管理センター
・使用済燃料再処理等積立金の管理、及び当該積立金が再処理
等に要する費用に支出されることの確認

・原子力発電における使用済燃料
の再処理等のための積立金の積立
て及び管理に関する法律　第10条1
項

資源エネルギー庁

財 核物質管理センター
国際規制物資の使用の状況に関する情報の解析その他の処理業
務

核原料物質、核燃料物質及び原子
炉の規制に関する法律 第61条の
10

文部科学省研究開発
局
開発企画課核不拡散・
保障措置室

財 核物質管理センター 保障措置検査等実施に関する業務
核原料物質、核燃料物質及び原子
炉の規制に関する法律 第61条の
23の2

文部科学省研究開発
局
開発企画課核不拡散・
保障措置室

財 核物質管理センター
・国際規制物資の使用の状況に関する情報の解析その他の処理
業務

核原料物質、核燃料物質及び原子
炉の規制に関する法律　第61条の
10

資源エネルギー庁

財 核物質管理センター

・文部科学大臣の交付した実施指示書に基づいて行う保障措置検
査
・原子力施設等から収去した試料の分析
・保障措置の適切な実施のため必要な技術的検査に関する調査

核原料物質、核燃料物質及び原子
炉の規制に関する法律　第61条の
23の2

資源エネルギー庁

財 日本環境衛生センター
作業環境測定機関（他人の求めに応じて、作業環境測定を実施す
る機関をいう。）

作業環境測定法第３３条第１項
・神奈川労働局
・福岡労働局

財 日本環境衛生センター 水道水質検査 水道法 第20条第3項 厚生労働省

財 日本環境衛生センター 簡易専用水道の管理に関する検査 水道法 第34条の2第2項 厚生労働省

財 住宅金融普及協会

国土交通大臣又は都道府県知事の指定を受け、建築物の建築等
に係る計画について建築基準法令に適合しているかの確認、工事
完了時における当該建築物が建築基準法令に適合しているかの
検査を行う。

建築基準法第７７条の１８
国土交通省住宅局
建築指導課

財 住宅金融普及協会 住宅性能評価
住宅の品質確保の促進等に関する
法律 第5条第1項

国土交通省住宅局
住宅生産課

財 大日本蚕糸会 JAS規格に関する製造業者等の認定

農林物資の規格化及び品質表示
の適正化に関する法律 第14条第1
項、第2項、第3項、第15条第1項、
第15条の2第1項

農林水産省

財 ソフトウェア情報センター
プログラムの著作物の登録、騰本の交付及び登録を行った旨の公
示等

プログラムの著作物に係る登録の
特例に関する法律 第5条第1項

文化庁長官官房著
作権課著作物流通
推進室

財 ソフトウェア情報センター 半導体集積回路の回路配置利用権等の登録事務
半導体集積回路の回路配置に関す
る法律 第28条第1項

経済産業省

財 日本乳業技術協会 食品等の命令検査
食品衛生法 第25条第1項、第26条
第1項、第2項、第3項

厚生労働省

財 畜産生物科学安全研究所 食品等の命令検査
食品衛生法 第25条第1項、第26条
第1項、第2項、第3項

厚生労働省

財 浄化槽設備士センター 浄化槽設備士講習 浄化槽法 第42条第1項第2号
・国土交通省総合政
策局建設業課
・環境省

財 浄化槽設備士センター 浄化槽設備士試験 浄化槽法 第43条第4項
・国土交通省総合政
策局建設業課
・環境省

財 日本穀物検定協会 食品等の命令検査
食品衛生法 第25条第1項、第26条
第1項、第2項、第3項

厚生労働省

財 日本穀物検定協会 JAS規格に関する製造業者等の認定

農林物資の規格化及び品質表示
の適正化に関する法律 第14条第1
項、第2項、第3項、第15条第1項、
第15条の2第1項

農林水産省
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財 日本住宅・木材技術センター

国土交通大臣の指定を受け、建築物の部分が、一連の規定に適
合することの認定（型式適合認定）及び規格化された型式の建築
物の部分の製造又は新築をする者について型式部材等製造者と
しての認証を行う。

建築基準法第７７条の３６
国土交通省住宅局
建築指導課

財 日本住宅・木材技術センター
国土交通大臣の指定を受け、建築基準法第６８条の２６第２項に規
定する構造方法等の認定のための審査に必要な構造方法等の性
能に関する評価を行う。

建築基準法第７７条の５６
国土交通省住宅局
建築指導課

財 日本住宅・木材技術センター 住宅型式性能認定、型式住宅部分等製造者認定
住宅の品質確保の促進等に関する
法律 第22条第1項、第25条第1項、
第39条第1項

国土交通省住宅局
住宅生産課

財 日本住宅・木材技術センター 特別評価方法認定に係る試験
住宅の品質確保の促進等に関する
法律 第59条

国土交通省住宅局
住宅生産課

財 日本情報処理開発協会 　特定認証業務の認定に係る実地調査 電子署名法第17条第1項
総務省情報流通行
政局情報セキュリ
ティ対策室

財 日本情報処理開発協会
　プライバシーマーク付与認定事業者の個人情報の取扱いに関す
る苦情の処理及び情報の提供等

個人情報保護法第37条
総務省総合通信基
盤局
消費者行政課

財 日本情報処理開発協会 特定認証業務の認定に係る実地調査
電子署名及び認証業務に関する法
律 第17条第1項

経済産業省

財 日本情報処理開発協会

個人情報取扱事業者の個人情報の適正な取扱いの確保を目的と
して、対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情の処理、対象
事業者への情報の提供その他個人情報の適正な取扱いの確保に
関し必要な業務。

個人情報保護法第37条
経済産業省商務情
報政策局

財 日本データ通信協会
　電気通信分野における個人情報取扱事業者の個人情報の取扱
いに関する苦情の処理及び情報の提供等

個人情報保護法第37条
総務省総合通信基
盤局
消費者行政課

財 日本データ通信協会 工事担任者資格試験 電気通信事業法 第74条 総務省

財 日本データ通信協会 電気通信主任技術者資格試験 電気通信事業法 第74条 総務省

財 日本データ通信協会 特定電子メール等送信適正化業務
特定電子メールの送信の適正化等
に関する法律第14条

総務省

財 日本データ通信協会

個人情報取扱事業者の個人情報の適正な取扱いの確保を目的と
して、対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情の処理、対象
事業者への情報の提供その他個人情報の適正な取扱いの確保に
関し必要な業務。

個人情報保護法第37条
経済産業省商務情
報政策局

財 電波技術協会 特定周波数終了対策業務の実施 電波法 第71条の3の2第1項 総務省

財 日本建築総合試験所
作業環境測定機関（他人の求めに応じて、作業環境測定を実施す
る機関をいう。）

作業環境測定法第３３条第１項 大阪労働局

財 日本建築総合試験所

国土交通大臣又は都道府県知事の指定を受け、建築物の建築等
に係る計画について建築基準法令に適合しているかの確認、工事
完了時における当該建築物が建築基準法令に適合しているかの
検査を行う。

建築基準法第７７条の１８
国土交通省住宅局
建築指導課

財 日本建築総合試験所

国土交通大臣の指定を受け、建築物の部分が、一連の規定に適
合することの認定（型式適合認定）及び規格化された型式の建築
物の部分の製造又は新築をする者について型式部材等製造者と
しての認証を行う。

建築基準法第７７条の３６
国土交通省住宅局
建築指導課

財 日本建築総合試験所
国土交通大臣の指定を受け、建築基準法第６８条の２６第２項に規
定する構造方法等の認定のための審査に必要な構造方法等の性
能に関する評価を行う。

建築基準法第７７条の５６
国土交通省住宅局
建築指導課

財 日本建築総合試験所 JIS認証事業者に対する事務 工業標準化法 第27条 経済産業省

財 日本建築総合試験所 住宅性能評価
住宅の品質確保の促進等に関する
法律 第5条第1項

国土交通省住宅局
住宅生産課

財 日本建築総合試験所 住宅型式性能認定、型式住宅部分等製造者認証
住宅の品質確保の促進等に関する
法律 第22条第1項、第25条第1項、
第39条第1項

国土交通省住宅局
住宅生産課
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財 日本建築総合試験所 特別評価方法認定に係る試験
住宅の品質確保の促進等に関する
法律 第59条

国土交通省住宅局
住宅生産課

財 建材試験センター

国土交通大臣の指定を受け、建築物の部分が、一連の規定に適
合することの認定（型式適合認定）及び規格化された型式の建築
物の部分の製造又は新築をする者について型式部材等製造者と
しての認証を行う。

建築基準法第７７条の３６
国土交通省住宅局
建築指導課

財 建材試験センター
国土交通大臣の指定を受け、建築基準法第６８条の２６第２項に規
定する構造方法等の認定のための審査に必要な構造方法等の性
能に関する評価を行う。

建築基準法第７７条の５６
国土交通省住宅局
建築指導課

財 建材試験センター JIS認証事業者に対する事務 工業標準化法 第27条 経済産業省

財 建材試験センター 住宅型式性能認定、型式住宅部分等製造者認証
住宅の品質確保の促進等に関する
法律 第22条第1項、第25条第1項、
第39条第1項

国土交通省住宅局
住宅生産課

財 建材試験センター 特別評価方法認定に係る試験
住宅の品質確保の促進等に関する
法律 第59条

国土交通省住宅局
住宅生産課

財 港湾労働安定協会
港湾労働者等に関する調査研究、相談・援助、港湾労働者派遣の
あっせん唐

港湾労働法 第28条第１項、第２項 厚生労働省

財 港湾労働安定協会 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

財 民間都市開発推進機構
民間都市開発事業への参加、資金の融通、基礎的調査に対する
助成、資金の斡旋、調査研究、公共施設整備費用への無利子貸
付、民間都市開発事業の見込地の取得及び譲渡等

民間都市開発の推進に関する特別
措置法 第3条第1項

国土交通省都市・地
域整備局まちづくり
推進課、港湾局振
興課

財 西日本産業衛生会
作業環境測定機関（他人の求めに応じて、作業環境測定を実施す
る機関をいう。）

作業環境測定法第３３条第１項 福岡労働局

財 近畿健康管理センター
作業環境測定機関（他人の求めに応じて、作業環境測定を実施す
る機関をいう。）

作業環境測定法第３３条第１項 滋賀労働局

財 京都工場保健会
作業環境測定機関（他人の求めに応じて、作業環境測定を実施す
る機関をいう。）

作業環境測定法第３３条第１項 京都労働局

財 九州産業衛生協会
作業環境測定機関（他人の求めに応じて、作業環境測定を実施す
る機関をいう。）

作業環境測定法第３３条第１項 福岡労働局

財 福岡労働衛生研究所
作業環境測定機関（他人の求めに応じて、作業環境測定を実施す
る機関をいう。）

作業環境測定法第３３条第１項 福岡労働局

財 佐賀県産業医学協会
作業環境測定機関（他人の求めに応じて、作業環境測定を実施す
る機関をいう。）

作業環境測定法第３３条第１項 佐賀労働局

財 滋賀保健研究センター
作業環境測定機関（他人の求めに応じて、作業環境測定を実施す
る機関をいう。）

作業環境測定法第３３条第１項 滋賀労働局

財 愛知健康増進財団
作業環境測定機関（他人の求めに応じて、作業環境測定を実施す
る機関をいう。）

作業環境測定法第３３条第１項 愛知労働局

財 自治体衛星通信機構 認証業務の実施に関する事務
電子署名に係る地方公共団体の認
証業務に関する法律 第34条第1項

総務省

財 交通事故総合分析センター

・　交通事故に関係する事項についての調査
・　交通事故に係る情報又は資料の分析
・　交通事故一般に関する情報・資料の収集、分析、調査研究
・　調査研究の成果の提供

道路交通法第108条の13 交通局交通企画課

財 山口県予防保健協会
作業環境測定機関（他人の求めに応じて、作業環境測定を実施す
る機関をいう。）

作業環境測定法第３３条第１項 山口労働局

財 山口県予防保健協会 食品等の命令検査
食品衛生法 第25条第1項、第26条
第1項、第2項、第3項

厚生労働省

財 山口県予防保健協会 水道水質検査 水道法 第20条第3項 厚生労働省
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財 山口県予防保健協会 簡易専用水道の管理に関する検査 水道法 第34条の2第2項 厚生労働省

財 大阪労働衛生センター第一病院
作業環境測定機関（他人の求めに応じて、作業環境測定を実施す
る機関をいう。）

作業環境測定法第３３条第１項 大阪労働局

財 高齢者住宅財団

国土交通大臣の指定を受け、家賃債務保証、死亡時一括償還方
法による住宅改良資金貸付けに係る債務保証、高齢者の居住の
安定確保に関する情報及び資料の収集、整理及び提供並びに調
査及び研究等を行う。

高齢者の居住の安定確保に関する
法律第78条

国土交通省住宅局
住宅総合整備課

財 地域伝統芸能活用センター
活用行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する
催しの実施、調査研究及び広報等

地域伝統芸能等を活用した行事の
実施による観光及び特定地域商工
業の振興に関する法律 第8条

・文化庁文化財部伝
統文化課
・農林水産省
・経済産業省

財 新日本検定協会 食品等の命令検査
食品衛生法 第25条第1項、第26条
第1項、第2項、第3項

厚生労働省

財 新日本検定協会 有害液体物質の事前処理の確認
海洋汚染等及び海上災害の防止に
関する法律 第9条の2

海上保安庁警備救
難部環境防災課

財 新日本検定協会 船舶による危険物の運送に関する積付検査 船舶安全法 第28条第5項
国土交通省海事局
検査測度課

財 新日本検定協会 船舶による危険物のコンテナ運送に関する収納検査 船舶安全法 第28条第5項
国土交通省海事局
検査測度課

財 新日本検定協会
揮発油販売業者等に義務付けられている揮発油・軽油・灯油・重
油の受託分析業務

揮発油等の品質の確保等に関する
法律
第16条の2第1項、
第17条の3第2項、
第17条の4第3項、

資源エネルギー庁

財 日本適合性認定協会 適合性評価機関の認定に関する調査
特定機器に係る適合性評価手続の
結果の外国との相互承認の実施に
関する法律第14条第1項

経済産業省産業技
術環境局

財 日本容器包装リサイクル協会
容器包装リサイクル法に基づく特定事業者からの受託による分別
基準適合物の再商品化の実施

容器包装リサイクル法第21条第1項

・経済産業省産業技
術環境局リサイクル
推進課
・農林水産省総合食

財 埼玉県健康づくり事業団
作業環境測定機関（他人の求めに応じて、作業環境測定を実施す
る機関をいう。）

作業環境測定法第３３条第１項 埼玉労働局

財 埼玉県健康づくり事業団 技能講習
労働安全衛生法 第14条、第61条
第1項

厚生労働省

財 自動車リサイクル促進センター 自動車リサイクル法に基づく資金管理業務 自動車リサイクル法第92条

環境省大臣官房廃
棄物・リサイクル対
策部企画課リサイク
ル推進室

財 自動車リサイクル促進センター 自動車リサイクル法に基づく再資源化等業務 自動車リサイクル法第105条

環境省大臣官房廃
棄物・リサイクル対
策部企画課リサイク
ル推進室

財 自動車リサイクル促進センター 自動車リサイクル法に基づく情報管理業務 自動車リサイクル法第114条

環境省大臣官房廃
棄物・リサイクル対
策部企画課リサイク
ル推進室

財 自賠責保険・共済紛争処理機構
保険金等又は共済金等の支払いに関する紛争の当事者である保
険会社、組合、被保険者、被共済者又は被害者からの申請による
当該紛争の調停

自動車損害賠償保障法 第23条の
5、第23条の6

・金融庁
・国土交通省自動車
交通局保障課



社・財等 法人名

権限を付与されている法人
担当課部局名根拠条文等権限付与の概要

財 ちば県民保健予防財団
作業環境測定機関（他人の求めに応じて、作業環境測定を実施す
る機関をいう。）

作業環境測定法第３３条第１項 千葉労働局

財 東日本小型自動車競走会 競走実施法人 小型自動車競走法第42条第１項
経済産業省製造産
業局

財 西日本小型自動車競走会 競走実施法人 小型自動車競走法第42条第１項
経済産業省製造産
業局

財 日本モーターボート競走会 競走実施業務
モーターボート競走法（昭和26年法
律第242号）第32条第1項

国土交通省海事局
総務課

財 九州陸運協会 自動車検査登録番号標交付代行者 道路運送車両法　第２５条
国土交通省自動車
交通局技術安全部
自動車情報課
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