
【旭川市条例等】法令別　審査基準・処分基準の設定担当課一覧

法令の名称
※頭の「旭川市」を除いた順番で並べています（一部例外あり
（「市営・市民・市立」は「旭川」のみ除いた順））。

処分の分類
担当課
　処分の基準（審査基準

　又は処分基準）の設定

基準　収納ファイル
　総合庁舎１階

　市政情報コーナー

２ 旭川市２１世紀の森施設条例 申請に対する処分 農政部 農林整備課 ファイル②

７ 旭川市７条駐車場条例 申請に対する処分 総務部 管財課 ファイル①

ア 旭川市愛育センター条例 不利益処分 子育て支援部 愛育センター ファイル①

旭川市旭川大雪アリーナ条例 申請に対する処分 観光スポーツ交流部 スポーツ課 ファイル②

旭川市旭山動物園条例 申請に対する処分 経済部 旭山動物園 ファイル②

不利益処分 経済部 旭山動物園 ファイル②

旭川市旭山動物園規則 申請に対する処分 経済部 旭山動物園 ファイル②

旭川市嵐山レクリエーション施設条例 申請に対する処分 観光スポーツ交流部 スポーツ課 ファイル②

イ 旭川市医療法施行条例 不利益処分 保健所 医務薬務課 ファイル②

オ 旭川市屋外広告物条例 申請に対する処分 建築部 建築総務課 ファイル③

不利益処分 建築部 建築総務課 ファイル③

旭川市温泉法施行条例 不利益処分 保健所 衛生検査課 ファイル②

カ 旭川市介護保険条例 申請に対する処分 福祉保険部 介護保険課 ファイル①

不利益処分 福祉保険部 介護保険課 ファイル①

旭川市介護保険に関する規則 不利益処分 福祉保険部 介護保険課 ファイル①

旭川市科学館条例 申請に対する処分 社会教育部 科学館 ファイル③

不利益処分 社会教育部 科学館 ファイル③

旭川市火災予防条例 申請に対する処分 消防本部 予防指導課 ファイル③

不利益処分 消防本部 予防指導課 ファイル③

旭川市春日青少年の家条例 申請に対する処分 子育て支援部 子育て支援課 ファイル①

不利益処分 子育て支援部 子育て支援課 ファイル①

旭川市化製場等に関する法律施行条例 不利益処分 保健所 衛生検査課 ファイル②

旭川市火葬場条例 申請に対する処分 市民生活部 市民生活課 ファイル①

不利益処分 市民生活部 市民生活課 ファイル①

旭川市学校施設スポーツ開放事業使用料条例 申請に対する処分 観光スポーツ交流部 スポーツ課 ファイル②

不利益処分 観光スポーツ交流部 スポーツ課 ファイル②

キ 申請に対する処分 総務部 職員厚生課 ファイル①

不利益処分 総務部 職員厚生課 ファイル①

旭川市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償
等に関する条例施行規則

申請に対する処分 総務部 職員厚生課 ファイル①

旭川市危険物の規制に関する規則 申請に対する処分 消防本部 予防指導課 ファイル③

旭川市給水工事指定店規程 申請に対する処分 上下水道部 管路管理課 ファイル③

不利益処分 上下水道部 管路管理課 ファイル③

旭川市行政財産の目的外使用に関する使用料徴収条例 申請に対する処分 総務部 公共施設マネジメント課 ファイル①

学校教育部 学校施設課 ファイル③

不利益処分 総務部 公共施設マネジメント課 ファイル①

学校教育部 学校施設課 ファイル③

ク 旭川市空港管理条例 申請に対する処分 地域振興部 空港政策課 ファイル①

不利益処分 地域振興部 空港政策課 ファイル①

旭川市クリーニング業法施行条例 不利益処分 保健所 衛生検査課 ファイル②

ケ 旭川市景観条例 申請に対する処分 地域振興部 都市計画課 ファイル①

不利益処分 地域振興部 都市計画課 ファイル①

旭川市下水道事業受益者負担に関する条例 申請に対する処分 上下水道部 料金課 ファイル③

不利益処分 上下水道部 料金課 ファイル③

旭川市下水道事業受益者分担金に関する条例 申請に対する処分 上下水道部 料金課 ファイル③

不利益処分 上下水道部 料金課 ファイル③

旭川市下水道条例 申請に対する処分 上下水道部 料金課 ファイル③

上下水道部 管路管理課 ファイル③

上下水道部 下水道施設課 ファイル③
上下水道部 下水処理センター ファイル③

不利益処分 上下水道部 料金課 ファイル③

上下水道部 管路管理課 ファイル③

上下水道部 下水道施設課 ファイル③
上下水道部 下水処理センター ファイル③

旭川市建築基準法施行条例 申請に対する処分 建築部 建築指導課 ファイル③

不利益処分 建築部 建築指導課 ファイル③

旭川市建築物における駐車施設の附置等に関する条例 申請に対する処分 地域振興部 都市計画課 ファイル①

不利益処分 地域振興部 都市計画課 ファイル①

コ 旭川市公害防止条例 申請に対する処分 環境部 環境指導課 ファイル②

不利益処分 環境部 環境指導課 ファイル②

旭川市後期高齢者医療に関する条例 不利益処分 福祉保険部 国民健康保険課 ファイル①

旭川市工業技術センター条例 申請に対する処分 経済部 産業振興課 ファイル②

不利益処分 経済部 産業振興課 ファイル②

旭川市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償
等に関する条例
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旭川市興行場法施行条例 不利益処分 保健所 衛生検査課 ファイル②

旭川市工芸センター条例 申請に対する処分 経済部 工芸センター ファイル②

不利益処分 経済部 工芸センター ファイル②

旭川市工芸センター条例施行規則 申請に対する処分 経済部 工芸センター ファイル②

旭川市公衆浴場法施行条例 不利益処分 保健所 衛生検査課 ファイル②

旭川市公法上の収入徴収に関する条例 不利益処分 各所管部局 各所管課 ファイル③

旭川市公民館条例 申請に対する処分 社会教育部 公民館事業課 ファイル③

不利益処分 社会教育部 公民館事業課 ファイル③

旭川市高齢者バス料金助成乗車証条例 申請に対する処分 福祉保険部 長寿社会課 ファイル①

不利益処分 福祉保険部 長寿社会課 ファイル①

旭川市国営土地改良事業負担金等徴収条例 不利益処分 農政部 農林整備課 ファイル②

旭川市国民健康保険条例 申請に対する処分 福祉保険部 国民健康保険課 ファイル①

不利益処分 福祉保険部 国民健康保険課 ファイル①

旭川市国民健康保険条例施行規則 申請に対する処分 福祉保険部 国民健康保険課 ファイル①

不利益処分 福祉保険部 国民健康保険課 ファイル①

旭川市個人情報保護条例 申請に対する処分 市民生活部 市民活動課 ファイル①

不利益処分 市民生活部 市民活動課 ファイル①

旭川市子ども医療費助成条例 申請に対する処分 子育て支援部 子育て助成課 ファイル①

不利益処分 子育て支援部 子育て助成課 ファイル①

旭川市子ども医療費助成条例施行規則 申請に対する処分 子育て支援部 子育て助成課 ファイル①

旭川市子ども総合相談センター条例 申請に対する処分 子育て支援部 子ども総合相談センター ファイル①

不利益処分 子育て支援部 子ども総合相談センター ファイル①

旭川市こども通園センター条例 不利益処分 子育て支援部 愛育センター ファイル①

サ 旭川市災害遺児手当支給条例 申請に対する処分 子育て支援部 子育て助成課 ファイル①

不利益処分 子育て支援部 子育て助成課 ファイル①

旭川市災害遺児手当支給条例施行規則 不利益処分 子育て支援部 子育て助成課 ファイル①

シ 旭川市営住宅条例 申請に対する処分 建築部 市営住宅課 ファイル③

市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例 不利益処分 農政部 農林整備課 ファイル②

旭川市営牧場条例 申請に対する処分 農政部 農業振興課 ファイル②

不利益処分 農政部 農業振興課 ファイル②

旭川市死体解剖保存法施行条例 不利益処分 保健所 医務薬務課 ファイル②

旭川市視聴覚ライブラリー規則 申請に対する処分 社会教育部 中央図書館 ファイル③

旭川市自転車の放置の防止に関する条例 不利益処分 土木部 土木管理課 ファイル③

旭川市児童館条例 申請に対する処分 子育て支援部 子育て支援課 ファイル①

旭川市児童福祉法施行細則 申請に対する処分 子育て支援部 こども育成課 ファイル①

不利益処分 福祉保険部 障害福祉課 ファイル①

旭川市民文化会館条例 申請に対する処分 社会教育部 文化振興課 ファイル③

不利益処分 社会教育部 文化振興課 ファイル③

旭川市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成
条例

申請に対する処分 福祉保険部 国民健康保険課 ファイル①

子育て支援部 子育て助成課 ファイル①

不利益処分 福祉保険部 国民健康保険課 ファイル①

子育て支援部 子育て助成課 ファイル①

申請に対する処分 福祉保険部 国民健康保険課 ファイル①

子育て支援部 子育て助成課 ファイル①

旭川市住民基本台帳ネットワークに係る個人情報の保
護に関する条例

不利益処分 市民生活部 市民課 ファイル①

旭川市準用河川流水占用料等徴収条例 申請に対する処分 土木部 土木管理課 ファイル③

不利益処分 土木部 土木管理課 ファイル③

旭川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
するための法律施行細則

不利益処分 福祉保険部 障害福祉課 ファイル①

旭川市浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例 申請に対する処分 環境部 廃棄物処理課 ファイル②

不利益処分 環境部 廃棄物処理課 ファイル②

旭川市情報公開条例 申請に対する処分 市民生活部 市民活動課 ファイル①

旭川市消防手数料条例 申請に対する処分 消防本部 予防指導課 ファイル③

不利益処分 消防本部 予防指導課 ファイル③

不利益処分 保健所 衛生検査課 ファイル②

保健所 食肉衛生検査所 ファイル②

旭川市食品衛生法施行条例 申請に対する処分 保健所 衛生検査課 ファイル②

不利益処分 保健所 衛生検査課 ファイル②

申請に対する処分 市立旭川病院事務局 経営管理課 ファイル③

不利益処分 市立旭川病院事務局 経営管理課 ファイル③

市立旭川病院施設管理規程 申請に対する処分 市立旭川病院事務局 経営管理課 ファイル③

不利益処分 市立旭川病院事務局 経営管理課 ファイル③

旭川市立小・中学校の施設の開放に関する規則 申請に対する処分 社会教育部 社会教育課 ファイル③

不利益処分 社会教育部 社会教育課 ファイル③

旭川市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成
条例施行規則

旭川市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法
律施行条例

市立旭川病院行政財産の目的外使用に関する使用料規
程

2 / 4



法令の名称
※頭の「旭川市」を除いた順番で並べています（一部例外あり
（「市営・市民・市立」は「旭川」のみ除いた順））。

処分の分類
担当課
　処分の基準（審査基準

　又は処分基準）の設定

基準　収納ファイル
　総合庁舎１階

　市政情報コーナー

旭川市立富沢小学校富沢ふれあいの家管理規則 申請に対する処分 学校教育部 学務課 ファイル③

不利益処分 学校教育部 学務課 ファイル③

旭川市身体障害者自動車運転免許取得補助規則 申請に対する処分 福祉保険部 障害福祉課 ファイル①

ス 申請に対する処分 上下水道部 経営企画課 ファイル③

不利益処分 上下水道部 経営企画課 ファイル③

旭川市水道局庁舎管理規程 申請に対する処分 上下水道部 総務課 ファイル③

不利益処分 上下水道部 総務課 ファイル③

旭川市水道事業等給水条例 申請に対する処分 上下水道部 料金課 ファイル③

上下水道部 管路管理課 ファイル③

不利益処分 上下水道部 料金課 ファイル③

上下水道部 管路管理課 ファイル③

上下水道部 浄水課 ファイル③

旭川市スケートリンク条例 申請に対する処分 観光スポーツ交流部 スポーツ課 ファイル②

セ 旭川市生活館条例 申請に対する処分 福祉保険部 福祉保険課 ファイル①

不利益処分 福祉保険部 福祉保険課 ファイル①

政治倫理の確立のための旭川市長の資産等の公開に関
する条例施行規則

不利益処分 市民生活部 市民活動課 ファイル①

旭川市精神障害者医療費助成条例 申請に対する処分 保健所 健康推進課 ファイル②

不利益処分 保健所 健康推進課 ファイル②

ソ 旭川市総合体育館条例 申請に対する処分 観光スポーツ交流部 スポーツ課 ファイル②

申請に対する処分 消防本部 指令課・北消防署 ファイル③

不利益処分 消防本部 指令課・北消防署 ファイル③

タ 旭川市大雪クリスタルホール条例 申請に対する処分 社会教育部 文化振興課 ファイル③

社会教育部 博物館 ファイル③

不利益処分 社会教育部 文化振興課 ファイル③

社会教育部 博物館 ファイル③

旭川市大雪クリスタルホール条例施行規則 申請に対する処分 社会教育部 博物館 ファイル③

チ 旭川市地価公示台帳閲覧規則 申請に対する処分 地域振興部 都市計画課 ファイル①

旭川市近文清掃工場規則 不利益処分 環境部 廃棄物処理課 ファイル②

旭川市地区会館条例 申請に対する処分 市民生活部 市民活動課 ファイル①

不利益処分 市民生活部 市民活動課 ファイル①

旭川市地区計画等区域内建築物の制限に関する条例 申請に対する処分 建築部 建築指導課 ファイル③

旭川市畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則 申請に対する処分 保健所 衛生検査課 ファイル②

旭川市畜犬取締及び野犬掃とう条例 不利益処分 保健所 衛生検査課 ファイル②

旭川市駐輪場条例 不利益処分 土木部 土木管理課 ファイル③

旭川市駐輪場の設置等に関する条例 申請に対する処分 地域振興部 都市計画課 ファイル①

不利益処分 地域振興部 都市計画課 ファイル①

旭川市彫刻美術館条例 申請に対する処分 社会教育部 文化振興課 ファイル③

不利益処分 社会教育部 文化振興課 ファイル③

旭川市庁舎管理規則 申請に対する処分 総務部 管財課 ファイル①

不利益処分 総務部 管財課 ファイル①

テ 旭川市手数料条例 申請に対する処分 保健所 衛生検査課 ファイル②

不利益処分 地域振興部 都市計画課 ファイル①

税務部 税制課 ファイル①

市民生活部 市民生活課 ファイル①

市民生活部 市民課 ファイル①

福祉保険部 指導監査課 ファイル①

福祉保険部 国民健康保険課 ファイル①

福祉保険部 介護保険課 ファイル①

子育て支援部 母子保健課 ファイル①

保健所 医務薬務課 ファイル②

保健所 衛生検査課 ファイル②

環境部 環境総務課 ファイル②

環境部 環境指導課 ファイル②

建築部 建築総務課 ファイル③

建築部 市営住宅課 ファイル③

建築部 建築指導課 ファイル③

土木部 土木管理課 ファイル③

旭川市テニスコート条例 申請に対する処分 観光スポーツ交流部 スポーツ課 ファイル②

ト 旭川市動物愛護センター条例 申請に対する処分 保健所 衛生検査課 ファイル②

不利益処分 保健所 衛生検査課 ファイル②

旭川市道路占用料条例 申請に対する処分 土木部 土木管理課 ファイル③

不利益処分 土木部 土木管理課 ファイル③

旭川市毒物及び劇物取締法施行条例 不利益処分 保健所 医務薬務課 ファイル②

旭川市特別用途地区内建築物の制限に関する条例 申請に対する処分 建築部 建築指導課 ファイル③

旭川市総合防災センターコミュニティホール等の使用
に関する条例

旭川市水道局行政財産の目的外使用に関する使用料規
程
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法令の名称
※頭の「旭川市」を除いた順番で並べています（一部例外あり
（「市営・市民・市立」は「旭川」のみ除いた順））。

処分の分類
担当課
　処分の基準（審査基準

　又は処分基準）の設定

基準　収納ファイル
　総合庁舎１階

　市政情報コーナー

旭川市都市公園条例 申請に対する処分 土木部 公園みどり課 ファイル③

不利益処分 土木部 公園みどり課 ファイル③

旭川市図書館条例施行規則 申請に対する処分 社会教育部 中央図書館 ファイル③

不利益処分 社会教育部 中央図書館 ファイル③

旭川市と畜場法施行条例 不利益処分 保健所 食肉衛生検査所 ファイル②

ノ 旭川市農業委員会事務処理手数料条例 不利益処分 農業委員会事務局 ファイル③

旭川市農業センター条例 申請に対する処分 農政部 農業センター ファイル②

不利益処分 農政部 農業センター ファイル②

旭川市農業センター条例施行規則 申請に対する処分 農政部 農業センター ファイル②

旭川市農村公園条例 申請に対する処分 農政部 農林整備課 ファイル②

不利益処分 農政部 農林整備課 ファイル②

旭川市農村地域センター条例 申請に対する処分 市民生活部 市民活動課 ファイル①

不利益処分 市民生活部 市民活動課 ファイル①

ハ 旭川市廃棄物最終処分場規則 申請に対する処分 環境部 廃棄物処理課 ファイル②

不利益処分 環境部 廃棄物処理課 ファイル②

旭川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 申請に対する処分 環境部 廃棄物処理課 ファイル②

不利益処分 環境部 廃棄物処理課 ファイル②

環境部 環境指導課 ファイル②

旭川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則 申請に対する処分 環境部 環境指導課 ファイル②

不利益処分 環境部 廃棄物処理課 ファイル②

旭川市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則 申請に対する処分 環境部 環境指導課 ファイル②

旭川市排水工事指定店条例 申請に対する処分 上下水道部 管路管理課 ファイル③

不利益処分 上下水道部 管路管理課 ファイル③

ヒ 旭川市火入れに関する条例 不利益処分 農政部 農林整備課 ファイル②

旭川市美容師法施行条例 不利益処分 保健所 衛生検査課 ファイル②

フ 旭川市普通河川管理条例 申請に対する処分 土木部 土木管理課 ファイル③

不利益処分 土木部 土木管理課 ファイル③

旭川市文化財保護条例 申請に対する処分 社会教育部 文化振興課 ファイル③

不利益処分 社会教育部 文化振興課 ファイル③

旭川市文化財保護条例施行規則 申請に対する処分 社会教育部 文化振興課 ファイル③

ホ 旭川市保育所条例 不利益処分 子育て支援部 こども育成課 ファイル①

旭川市保健所条例 申請に対する処分 保健所 保健総務課 ファイル②

不利益処分 保健所 保健総務課 ファイル②

旭川市墓地及び共同墓条例 申請に対する処分 市民生活部 市民生活課 ファイル①

不利益処分 市民生活部 市民生活課 ファイル①

旭川市墓地及び共同墓条例施行規則 申請に対する処分 市民生活部 市民生活課 ファイル①

旭川市北海道営土地改良事業負担金等徴収条例 不利益処分 農政部 農林整備課 ファイル②

リ 旭川市理容師法施行条例 不利益処分 保健所 衛生検査課 ファイル②

旭川市旅館業法施行条例 不利益処分 保健所 衛生検査課 ファイル②

旭川市臨床検査技師等に関する法律施行条例 不利益処分 保健所 医務薬務課 ファイル②

ル 旭川市留守家庭児童会運営負担金徴収条例 申請に対する処分 子育て支援部 こども育成課 ファイル①

不利益処分 子育て支援部 こども育成課 ファイル①

ワ 旭川市若者の郷条例 申請に対する処分 農政部 農政課 ファイル②
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