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毎週　火曜・金曜日発行 ◯印は長崎県例規集に登載するもの

長 崎 県 公 報平成30年７月13日　金曜日 号　外

目　　　　　　次

条　　　　　　例

長崎県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。
平成30年７月13日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第46号

長崎県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
長崎県の事務処理の特例に関する条例（平成12年長崎県条例第45号）の一部を次のように改正する。
次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前
（市町村が処理する事務の範囲等）

第２条　次の表の中欄に掲げる事務は、それぞれ右欄に掲げ
る市町村が処理することとする。
部局 事務 市町村
略
福
祉
保
健
部
関
係

１～ 16　略
17　医療法(昭和23年法律第205号。以

下この項において「法」という。）、医
療法施行令（昭和23年政令第326号。
以下この項において「政令」という。）
及び医療法施行規則（昭和23年厚生省
令第50号。以下この項において「省令」
という。）に基づく事務のうち次に掲
げるもの
ア～コ　略
サ　法第16条ただし書及び省令第９条

の15の２の規定による病院医師の宿
直免除に関すること。

シ～ネ　略

略

（市町村が処理する事務の範囲等）
第２条　次の表の中欄に掲げる事務は、それぞれ右欄に掲げ

る市町村が処理することとする。
部局 事務 市町村
略
福
祉
保
健
部
関
係

１～ 16　略
17　医療法(昭和23年法律第205号。以

下この項において「法」という。）及び
医療法施行令（昭和23年政令第326号。
以下この項において「政令」という。）
に基づく事務のうち次に掲げるもの

ア～コ　略
サ　法第16条ただし書の規定による病

院に医師を宿直させないことの許可
に関すること。

シ～ネ　略

略

所属課（室）名
新 行 政 推 進 室
税 務 課
医 療 政 策 課
こ ど も 未 来 課
農 村 整 備 課
都 市 政 策 課
港 湾 課

◎　条　例
　◯長崎県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
　◯長崎県税条例及び長崎県税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
　◯長崎県病院及び診療所の人員、施設等の基準に関する条例の一部を改正する条例
　◯長崎県安心こども基金条例の一部を改正する条例
　◯長崎県営土地改良事業分担金徴収条例の一部を改正する条例
　◯長崎県都市計画審議会条例の一部を改正する条例
　◯長崎県港湾管理条例の一部を改正する条例
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17 の２　医療法（以下この項において「法」
という。） 、医療法施行令（以下この項に
おいて「政令」という。）及び医療法施行
規則（以下この項において「省令」とい 
う。）に基づく事務のうち次に掲げるもの
ア～コ　略
サ　法第 16 条ただし書及び省令第９

条の 15 の２の規定による病院医師の
宿直免除に係る申請書の受理及び送
付並びに承認書の交付に関すること。

シ～チ　略

略

18 ～ 37　略
略

17の２　医療法（以下この項において「法」
という。）及び医療法施行令（以下この
項において「政令」という。）に基づく事
務のうち次に掲げるもの

ア～コ　略
サ　法第16条ただし書の規定による病

院に医師を宿直させないことの許可
の申請書等の受理及び送付並びに許
可書の交付に関すること。

シ～チ　略

略

18 ～ 37　略
略

附　則
　（施行期日）

１　この条例は、公布の日（以下「施行日」という。）から施行する。
　　（経過措置）
２　この条例の施行の際改正後の長崎県の事務処理の特例に関する条例（以下「新条例」という。）第２条の表

事務の欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令、条例又は規則（以下「法令等」という。）の規定により知事が
した処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行日前に法令等の規定により知事に対し
てなされた申請その他の行為で、施行日以後において新条例第２条の表市町村の欄に掲げる市町村の長が管理
し、及び執行することとなる事務に係るものの施行日以後における法令等の適用については、当該市町村の長
のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

　長崎県税条例及び長崎県税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例をここに公布する。
平成30年７月13日

長崎県知事　中村　法道
長崎県条例第47号

長崎県税条例及び長崎県税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
　（長崎県税条例の一部改正）
第１条　長崎県税条例（昭和47年長崎県条例第７号）の一部を次のように改正する。

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前
　（県たばこ税の税率）
第32条　県たばこ税の税率は、1,000本につき930円とする。
　　　附　則
１～ 19　略
　（県たばこ税の税率の特例）
20　たばこ事業法（昭和59年法律第68号）附則第２条の規

定による廃止前の製造たばこ定価法（昭和40年法律第122
号）第１条第１項に規定する紙巻たばこ３級品の当該廃止
の時における品目と同一である喫煙用の紙巻たばこに係る
県たばこ税の税率は、次の各号に掲げる期間内に、法第74
条の２第１項に規定する売渡し又は同条第２項に規定する
売渡し若しくは消費等が行われたときに限り、第32条の
規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める税率とする。

　⑴及び⑵　略
　⑶平成30年４月１日から平成31年９月30日まで　1,000本
につき656円
21 ～ 40　略

　（県たばこ税の税率）
第32条　県たばこ税の税率は、1,000本につき860円とする。
　　　附　則
１～ 19　略
　（県たばこ税の税率の特例）
20　たばこ事業法（昭和59年法律第68号）附則第２条の規

定による廃止前の製造たばこ定価法（昭和40年法律第122
号）第１条第１項に規定する紙巻たばこ３級品の当該廃止
の時における品目と同一である喫煙用の紙巻たばこに係る
県たばこ税の税率は、次の各号に掲げる期間内に、法第74
条の２第１項に規定する売渡し又は同条第２項に規定する
売渡し若しくは消費等が行われたときに限り、第32条の
規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める税率とする。

　⑴及び⑵　略
　⑶平成30年４月１日から平成31年３月31日まで　1,000本
につき656円
21 ～ 40　略
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第２条　長崎県税条例の一部を次のように改正する。
次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前
（個人の事業税の減免）

第23条の２　知事は、次の各号の一に該当する者に対し、規
則で定めるところにより、事業税を減免することができる。
⑴略
⑵災害により自己（法第23条第１項第７号に規定する同一

生計配偶者及び同項第９号に規定する扶養親族を含む。
以下この号において同じ。）の所有に係る住宅又は家財
で、かつ、自己が居住し、又は使用するものについて損
害を受けた者

⑶及び⑷　略
（狩猟税の税率）

第92条　狩猟税の税率は、次の各号に掲げる者について、そ
れぞれ当該各号に定める額とする。
⑴略
⑵第１種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該

年度の県民税の所得割額を納付することを要しないもの
のうち、法第23条第１項第７号に規定する同一生計配偶
者又は同項第９号に規定する扶養親族に該当する者（農
業、水産業又は林業に従事している者を除く。）以外の
者　１万1,000円

⑶略
⑷網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者

で、当該年度の県民税の所得割額を納付することを要し
ないもののうち、法第23条第１項第７号に規定する同一
生計配偶者又は同項第９号に規定する扶養親族に該当す
る者（農業、水産業又は林業に従事している者を除く。）
以外の者　5,500円

⑸略
２　略

（個人の事業税の減免）
第23条の２　知事は、次の各号の一に該当する者に対し、規

則で定めるところにより、事業税を減免することができる。
⑴略
⑵災害により自己（法第23条第１項第７号に規定する控除

対象配偶者及び同項第８号に規定する扶養親族を含む。
以下この号において同じ。）の所有に係る住宅又は家財
で、かつ、自己が居住し、又は使用するものについて損
害を受けた者

⑶及び⑷　略
（狩猟税の税率）

第92条　狩猟税の税率は、次の各号に掲げる者に対し、それ
ぞれ当該各号に定める額とする。
⑴略
⑵第１種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該

年度の県民税の所得割額を納付することを要しないもの
のうち、法第23条第１項第７号に規定する控除対象配偶
者又は同項第８号に規定する扶養親族に該当する者（農
業、水産業又は林業に従事している者を除く。）以外の
者　１万1,000円

⑶略
⑷網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者

で、当該年度の県民税の所得割額を納付することを要し
ないもののうち、法第23条第１項第７号に規定する控除
対象配偶者又は同項第８号に規定する扶養親族に該当す
る者（農業、水産業又は林業に従事している者を除く。）
以外の者　5,500円

⑸略
２　略

第３条　長崎県税条例の一部を次のように改正する。
次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前
　（県たばこ税の税率）
第32条　県たばこ税の税率は、1,000本につき1,000円とする。

　（県たばこ税の税率）
第32条　県たばこ税の税率は、1,000本につき930円とする。

第４条　長崎県税条例の一部を次のように改正する。
次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前
　（県たばこ税の税率）
第32条　県たばこ税の税率は、1,000本につき1,070円とする。

　（県たばこ税の税率）
第32条　県たばこ税の税率は、1,000本につき1,000円とする。

　（長崎県税条例の一部を改正する条例の一部改正）
第５条　長崎県税条例の一部を改正する条例（平成27年長崎県条例第43号）の一部を次のように改正する。

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前
　　　附　則
１～６　略
７　平成31年10月１日前に法第74条の２第１項に規定する

売渡し又は同条第２項に規定する売渡し若しくは消費等

　　　附　則
１～６　略
７　平成31年４月１日前に法第74条の２第１項に規定する

売渡し又は同条第２項に規定する売渡し若しくは消費等
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（法第74条の６第１項第１号及び第２号に規定する売渡し
を除く。）が行われた紙巻たばこ３級品を同日に販売のた
め所持する卸売販売業者等（法第74条の２第１項に規定す
る卸売販売業者等をいう。以下同じ。）又は小売販売業者
がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則
第52条第１項に規定する製造たばこの製造者として当該
紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造
場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税
を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者
等として当該紙巻たばこ３級品を同日に小売販売業者に売
り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等で
ある場合には当該紙巻たばこ３級品の貯蔵場所、これらの
者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ３級品を
直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在地において
県たばこ税を課する。この場合において、当該県たばこ税
の税率は1,000本につき274円とする。

８～ 10　略

（法第74条の６第１項第１号及び第２号に規定する売渡し
を除く。）が行われた紙巻たばこ３級品を同日に販売のた
め所持する卸売販売業者等（法第74条の２第１項に規定す
る卸売販売業者等をいう。以下同じ。）又は小売販売業者
がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則
第52条第１項に規定する製造たばこの製造者として当該
紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造
場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税
を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者
等として当該紙巻たばこ３級品を同日に小売販売業者に売
り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等で
ある場合には当該紙巻たばこ３級品の貯蔵場所、これらの
者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ３級品を
直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在地において
県たばこ税を課する。この場合において、当該県たばこ税
の税率は1,000本につき204円とする。

８～ 10　略

附　則
（施行期日）

１　この条例は、次の各号に掲げる規定ごとに、当該各号に定める日から施行する。
　⑴第１条及び第５条の規定　平成30年10月１日
　⑵第２条の規定　平成31年１月１日
　⑶第３条の規定　平成32年10月１日
　⑷第４条の規定　平成33年10月１日
　（県たばこ税に関する経過措置）
２　前項各号（第２号を除く。）に掲げる施行の日前に課した、又は課すべきであったそれぞれ当該各号の規定

による改正前の長崎県税条例第32条に規定する県たばこ税については、なお従前の例による。
３　平成30 年10月１日前に地方税法（昭和25 年法律第226号。以下「法」という。）第74 条の２第１項に規定す

る売渡し又は同条第２項に規定する売渡し若しくは消費等（法第74 条の６第１項第１号及び第２号に規定する売渡
しを除く。以下「売渡し等」という。）が行われた製造たばこ（長崎県税条例の一部を改正する条例（平成 27年
長崎県条例第 43号）附則第３項に規定する紙巻たばこ３級品を除く。以下この項において同じ。）を同日に販売
のため所持する卸売販売業者等（法第74 条の２第１項に規定する卸売販売業者等をいう。以下同じ。）又は小売
販売業者（法第74 条第１項第４号に規定する小売販売業者をいう。以下同じ。）がある場合において、これらの
者が所得税法等の一部を改正する法律（平成30 年法律第７号。以下「所得税法等改正法」という。）附則第51
条第１項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から
移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等と
して当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場
合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する
当該小売販売業者の営業所の所在地において県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、
当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該県たばこ税の税率は、1,000 本につき70円とする。

４　平成32年10月１日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小
売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第51条第９項の規定により製造たばこ
の製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の
規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日
に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの
貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業
所の所在地において県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものと
みなされる製造たばこの本数とし、当該県たばこ税の税率は、1,000本につき70円とする。

５　平成33年10月１日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小
売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第51条第11項の規定により製造たばこ
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の製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の
規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日
に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの
貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業
所の所在地において県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものと
みなされる製造たばこの本数とし、当該県たばこ税の税率は、1,000本につき70円とする。

長崎県病院及び診療所の人員、施設等の基準に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。
平成30年７月13日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

長崎県知事　中村　法道
長崎県条例第48号
　　　長崎県病院及び診療所の人員、施設等の基準に関する条例の一部を改正する条例

長崎県病院及び診療所の人員、施設等の基準に関する条例（平成24年長崎県条例第59号）の一部を次のよう
に改正する。

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

（既存病床数及び申請病床数の補正）
第３条　法第７条の２第４項の規定により条例で定める既存の

病床数及び申請に係る病床数を算定するに当たって行わなけ
ればならない補正の基準は、次のとおりとする。

（既存の病床数の基準）
第３条　法第７条の２第５項の規定により条例で定める基準は、

同条第１項から第３項までの場合において、当該地域における
既存の病床数を算定するに当たっては、介護保険法（平成９年
法律第123号）の規定による介護老人保健施設（以下「介護老 
人保健施設」という。）の入所定員数に0.5を乗じて得た数を療
養病床又は一般病床に係る既存の病床の数とみなすものとする。

（既存病床数及び申請病床数の補正）
第４条　法第７条の２第４項の規定により条例で定める既存の

病床数及び申請に係る病床数を算定するに当たって行わなけ
ればならない補正の基準は、次のとおりとする。

⑴　国の開設する病院若しくは診療所であって、宮内庁、法
務省若しくは防衛省が所管するもの、独立行政法人労働者
健康安全機構の開設する病院若しくは診療所であって、労
働者災害補償保険の保険関係の成立している事業に使用さ
れる労働者で業務上の災害を被ったもののみの診療を行う
もの、特定の事務所若しくは事業所の従業員及びその家族
の診療のみを行う病院若しくは診療所、児童福祉法（昭和
22年法律第164号）第42条第２号に規定する医療型障害
児入所施設若しくは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（平成17年法律第123号）第５条
第６項に規定する療養介護を行う施設である病院又は独立
行政法人自動車事故対策機構法（平成14年法律第183号）
第13条第３号に規定する施設である病院若しくは診療所の
病床については、病床の種別ごとに既存の病床の数又は当
該申請に係る病床数に次の式により算定した数（次の式に
より算定した数が、0.05以下であるときは０）を乗じて得た
数を既存の病床の数及び当該申請に係る病床数として算定
すること。

当該病床の利用者のうち職員及びその家族以外の者、
隊員及びその家族以外の者、業務上の災害を被った労働
者以外の者、従業員及びその家族以外の者又は入院患者
以外の者の数／当該病床の利用者の数

⑵　放射線治療病室の病床については、既存の病床の数及
び当該申請に係る病床数に算定しないこと。

⑴　国の開設する病院若しくは診療所であって、宮内庁、総
務省、法務省、財務省、林野庁若しくは防衛省が所管する
もの、独立行政法人労働者健康福祉機構の開設する病院
若しくは診療所であって、労働者災害補償保険の保険関係
の成立している事業に使用される労働者で業務上の災害を
被ったもののみの診療を行うもの、特定の事務所若しくは
事業所の従業員及びその家族の診療のみを行う病院若しく
は診療所、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第42条
第２号に規定する医療型障害児入所施設若しくは障害者の
日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平
成17年法律第123号）第５条第６項に規定する療養介護を
行う施設である病院又は独立行政法人自動車事故対策機
構法（平成14年法律第183号）第13条第３号に規定する
施設である病院若しくは診療所の病床については、病床の
種別ごとに既存の病床の数又は当該申請に係る病床数に次
の式により算定した数（次の式により算定した数が、0.05以
下であるときは０）を乗じて得た数を既存の病床の数及び
当該申請に係る病床数として算定すること。
　当該病床の利用者のうち職員及びその家族以外の者、
隊員及びその家族以外の者、業務上の災害を被った労働
者以外の者、従業員及びその家族以外の者又は入院患者
以外の者の数／当該病床の利用者の数

⑵　放射線治療病室の病床、無菌病室の病床又は集中強化
治療室若しくは心疾患強化治療室の病床であって、当該
病室の入院患者が当該病室における治療終了後の入院の
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⑶及び⑷　略
２　前項第１号の当該病床の利用者のうち職員及びその家族以

外の者、隊員及びその家族以外の者、従業員及びその家族
以外の者、業務上の災害を被った労働者以外の者又は入院
患者以外の者の数並びに当該病床の利用者の数並びに同項
第２号の放射線治療病室の病床の数は、病院の開設の許可、
病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可若しく
は診療所の病床の設置の許可、診療所の病床数の増加若しく
は病床の種別の変更の許可の申請があった日前又は命令等を
しようとする日前の直近の９月30日における数によるものとす
る。この場合において、当該許可の申請があった日前又は当
該命令等をしようとする日前の直近の９月30日において業務
が行われなかったときは、当該病院又は診療所における実績、
当該病院又は診療所と機能及び性格を同じくする病院又は診
療所の実績等を考慮して知事が推定する数によるものとする。

３　当該申請に係る病床数についての第１項第１号の当該病床
の利用者のうち職員及びその家族以外の者、従業員及びその
家族以外の者又は入院患者以外の者の数並びに当該病床の
利用者の数並びに同項第２号の放射線治療病室の病床の数
は、前項の規定にかかわらず当該申請に係る病院の機能及び
性格、当該病院に当該申請に係る病床の種別の既存の病床が
ある場合における当該既存の病床における実績、当該病院と
機能及び性格を同じくする病院の実績等を考慮して知事が推
定する数によるものとする。

ために専ら用いる他の病床が同一病院内に確保されてい
るものについては、既存の病床の数及び当該申請に係る
病床数に算定しないこと。

⑶　介護老人保健施設の入所定員については、当該介護老
人保健施設の入所定員数に0.5を乗じて得た数を療養病床
又は一般病床に係る既存の病床の数として算定すること。

⑷及び⑸　略
２　前項第１号の当該病床の利用者のうち職員及びその家族以

外の者、隊員及びその家族以外の者、従業員及びその家族以
外の者、業務上の災害を被った労働者以外の者又は入院患者
以外の者の数並びに当該病床の利用者の数並びに同項第２号
の放射線治療病室の病床、無菌病室の病床又は集中強化治療
室若しくは心疾患強化治療室の病床であって、当該病室の入院
患者が当該病室における治療終了後の入院のために専ら用い
る他の病床が同一病院内に確保されているものの数は、病院
の開設の許可、病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変
更の許可又は診療所の病床の設置の許可、診療所の病床数の
増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請があった日前の直
近の９月30日における数によるものとする。この場合において、
当該許可の申請があった日前の直近の９月30日において業務が
行われなかったときは、当該病院又は診療所における実績、当
該病院又は診療所と機能及び性格を同じくする病院又は診療
所の実績等を考慮して知事が推定する数によるものとする。

３　当該申請に係る病床数についての第１項第１号の当該病床
の利用者のうち職員及びその家族以外の者、従業員及びその
家族以外の者又は入院患者以外の者の数並びに当該病床の
利用者の数並びに同項第２号の放射線治療病室の病床、無菌
病室の病床又は集中強化治療室若しくは心疾患強化治療室の
病床であって、当該病室の入院患者が当該病室における治療
終了後の入院のために専ら用いる他の病床が同一病院内に確
保されることが見込まれるものの数は、前項の規定にかかわら
ず当該申請に係る病院の機能及び性格、当該病院に当該申請
に係る病床の種別の既存の病床がある場合における当該既存
の病床における実績、当該病院と機能及び性格を同じくする
病院の実績等を考慮して知事が推定する数によるものとする。

第４条～第７条　略
（療養病床を有する診療所の施設等の基準）

第８条　法第21条第２項第３号の規定により条例で定める
施設及びその構造設備の基準については、第６条第２号か
ら第４号までの規定を準用する。

（委任）
第９条　略

附　則
（既存の病床数の補正等の特例）

第２条　病院の開設の許可、病院の病床数の増加若しくは病床
の種別の変更の許可若しくは診療所の病床の設置の許可、診
療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申
請がなされた場合又は法第７条の２第３項の規定による命令
若しくは法第30条の12第１項において読み替えて準用する法
第７条の２第３項の規定による要請をしようとする場合におい
て、知事が当該申請又は命令若しくは要請に係る病床の種別
に応じ医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号。以下「省
令」という。）第30条の30に規定する区域における既存の病

第５条～第８条　略
（療養病床を有する診療所の施設等の基準）

第９条　法第21条第２項第３号の規定により条例で定める
施設及びその構造設備の基準については、第７条第２号か
ら第４号までの規定を準用する。

（委任）
第10条　略

附　則
（既存の病床数の補正等の特例）

第２条　平成12年４月１日以後に介護保険法第94条の規定に
よる開設の許可又は入所定員の増加に係る変更の許可を受け
た介護老人保健施設（第３項において「平成12年４月１日以後
に開設許可等を受けた介護老人保健施設」という。）及び平成
３年６月26日以後に介護保険法施行法（平成９年法律第124
号）第24条の規定による改正前の老人保健法（昭和57年法
律第80号）第46条の６の規定による開設の許可又は入所定
員の増加に係る変更の許可を受けた老人保健施設であって介
護保険法施行法第８条第１項の規定によりその開設者が介護

長 崎 県 公 報平成30年７月13日　金曜日 号　外
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床の数及び当該申請に係る病床数を算定するに当たっては、
療養病床を有する病院又は診療所の開設者が、平成30年４
月１日以後に当該病院又は診療所の療養病床の転換(当該病
院又は診療所の療養病床の病床数を減少させるとともに、当
該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設（介護保険法

（平成９年法律第123号）の規定による介護老人保健施設を
いう。附則第４条第１項において同じ。）又は介護医療院（同
法の規定による介護医療院をいう。）の用に供することをいう。)
を行った場合における当該転換に係る入所定員数については、
平成36年３月31日までの間、療養病床に係る既存の病床の
数として算定する。

保険法第94条第１項の許可を受けたものとみなされた介護老
人保健施設（第３項において「平成３年６月26日以後に開設
許可等を受けたみなし介護老人保健施設」という。）の入所
定員（入所定員の増加に係る変更の場合は、当該増加部分に
限る。）については、当分の間、第３条及び第４条第１項第３
号の規定は適用しない。

２　前項の規定にかかわらず、介護老人保健施設の人員、施設
及び設備並びに運営に関する基準（平成11年厚生省令第40
号）附則第８条に規定する病床転換による介護老人保健施設
の入所定員（同条の転換に係る部分に限る。）については、当
分の間、第３条及び第４条第１項第３号中「入所定員数に0.5
を乗じて得た数」とあるのは、「入所定員数」とする。

３　第１項の規定は、医療法施行規則の一部を改正する省令（平
成17年厚生労働省令第119号）による改正後の医療法施行
規則（昭和23年厚生省令第50号。以下「省令」という。）第
30条の30第１号の規定により療養病床及び一般病床に係る
基準病床数を算定した長崎県における平成12年４月１日以後
に開設許可等を受けた介護老人保健施設及び平成３年６月
26日以後に開設許可等を受けたみなし介護老人保健施設以
外の介護老人保健施設の入所定員について準用する。

４　第２項の規定にかかわらず、前項に規定する長崎県にお
ける第２項に規定する入所定員については、第１項の規定
を準用する。

５　介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関
する基準附則第13条の療養病床の転換を行った介護老人保
健施設の入所定員（同条の転換に係る部分に限る。）につい
ては、当該転換を行った日から同日以後最初の省令第30条の
30第１号の規定により療養病床及び一般病床に係る基準病床
数を長崎県において算定する日までの間に限り、第１項の規
定にかかわらず、第３条及び第４条第１項第３号中「入所定員
数に0.5を乗じて得た数」とあるのは、「入所定員数」とする。

（精神病床を有する病院に係る経過措置）
第３条　精神病床を有する病院（省令第43条の２に規定するも

のを除く。）については、当分の間、第５条第２号中「歯科衛
生士と」とあるのは、「歯科衛生士と、精神病床においては
精神病床に係る病室の入院患者の数を５をもって除した数（そ
の数が１に満たないときは１とし、その数に１に満たない端数
が生じたときは１として計算する。）を精神病床に係る病室の
入院患者の数を４をもって除した数（その数が１に満たないと
きは１とし、その数に１に満たない端数が生じたときは１とし
て計算する。）から減じた数を看護補助者と」とする。

（転換病床を有する病院の従業者員数の基準に係る経過措置）
第４条　精神病床（健康保険法等の一部を改正する法律（平

成18年法律第83号）附則第130条の２第１項の規定により
なおその効力を有するものとされた介護保険法施行令（平
成10年政令第412号）第４条第２項に規定する病床に係る
ものに限る。以下この条及び次条において同じ。）又は療
養病床を有する病院の開設者が、当該病院の精神病床又は

（精神病床を有する病院に係る経過措置）
第３条　精神病床を有する病院（省令第43条の２に規定するも

のを除く。）については、当分の間、第６条第２号中「歯科
衛生士と」とあるのは、「歯科衛生士と、精神病床において
は精神病床に係る病室の入院患者の数を５をもって除した数

（その数が１に満たないときは１とし、その数に１に満たない
端数が生じたときは１として計算する。）を精神病床に係る病
室の入院患者の数を４をもって除した数（その数が１に満たな
いときは１とし、その数に１に満たない端数が生じたときは１
として計算する。）から減じた数を看護補助者と」とする。

（転換病床を有する病院の従業者員数の基準に係る経過措置）
第４条　精神病床（健康保険法等の一部を改正する法律（平

成18年法律第83号）附則第130条の２第１項の規定により
なおその効力を有するものとされた介護保険法施行令（平
成10年政令第412号）第４条第２項に規定する病床に係る
ものに限る。以下この条及び次条において同じ。）又は療
養病床を有する病院の開設者が、当該病院の精神病床又は
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療養病床の転換（当該病院の精神病床又は療養病床の病床
数を減少させるとともに、当該病院の施設を介護老人保健
施設、軽費老人ホーム（老人福祉法（昭和38年法律第133号）
第20条の６に規定する軽費老人ホームをいう。）その他の
要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるため
の施設の用に供することをいう。）を行おうとして、平成
24 年３月31日までの間にその旨を知事に届け出た場合の当
該病院に置くべき看護師及び准看護師の員数は、当該病院
の転換が完了するまでの間（平成 30 年３月31日までの間に
限る。）は、第５条第２号の規定にかかわらず、次の各号に
掲げる数を合算して得た数（その数が１に満たないときは１
とし、その数に１に満たない端数が生じたときは、その端
数は１として計算する。）に外来患者の数が 30又はその端
数を増すごとに１を加えた数とする。ただし、産婦人科又は
産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、
また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔

く う

外科にお
いてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
⑴～⑷　略

２　前項の病院に適用される看護補助者の員数は、当該病院
の転換が完了するまでの間（平成30年３月31日までの間に限
る。）は、第５条第３号の規定にかかわらず、療養病床（転
換病床を除く。）に係る病室の入院患者の数を６をもって除し
た数と転換病床（療養病床に係るものに限る。）に係る病室
の入院患者の数を９をもって除した数に２を乗じて得た数を
加えた数（その数が１に満たないときは１とし、その数に１に
満たない端数が生じたときは、その端数は１とする。）とする。

第４条の２　前条の規定の適用を受ける病院の開設者が、転
換を行おうとして、平成30年６月30日までの間に、再び
その旨を知事に届け出た場合には、同条中「平成30年３月
31日」とあるのは、「平成36年３月31日」とする。

療養病床の転換（当該病院の精神病床又は療養病床の病床
数を減少させるとともに、当該病院の施設を介護老人保健
施設、軽費老人ホーム（老人福祉法（昭和38年法律第133号）
第20条の６に規定する軽費老人ホームをいう。）その他の
要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるため
の施設の用に供することをいう。）を行おうとして、平成
24 年３月31日までの間にその旨を知事に届け出た場合の当
該病院に置くべき看護師及び准看護師の員数は、当該病院
の転換が完了するまでの間（平成 30 年３月31日までの間に
限る。）は、第６条第２号の規定にかかわらず、次の各号
に掲げる数を合算して得た数（その数が１に満たないときは
１とし、その数に１に満たない端数が生じたときは、その端
数は１として計算する。）に外来患者の数が 30又はその端
数を増すごとに１を加えた数とする。ただし、産婦人科又は
産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、
また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔

く う

外科にお
いてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
⑴～⑷　略

２　前項の病院に適用される看護補助者の員数は、当該病院
の転換が完了するまでの間（平成30年３月31日までの間に限
る。）は、第６条第３号の規定にかかわらず、療養病床（転
換病床を除く。）に係る病室の入院患者の数を６をもって除し
た数と転換病床（療養病床に係るものに限る。）に係る病室
の入院患者の数を９をもって除した数に２を乗じて得た数を
加えた数（その数が１に満たないときは１とし、その数に１に
満たない端数が生じたときは、その端数は１とする。）とする。

（療養病床を有する病院の従業者員数の基準に係る経過措置）
第５条　療養病床を有する病院であって、平成 24 年４月１日に

おいて現に、健康保険法等の一部を改正する法律第26 条
の規定による改正前の介護保険法第 48条第１項第３号の指
定を受けている同法第８条第26 項に規定する介護療養型医
療施設（附則第４条第１項に規定する病院であるものを除く。
以下「特定介護療養型医療施設」という。）又は看護師及
び准看護師並びに看護補助者の員数（以下「看護師等の員
数」という。）が第５条第２号及び第３号に掲げる数に満た
ない病院（以下「特定病院」という。）であるものの開設者
が、平成 24 年６月30日までの間に、特定介護療養型医療
施設であること又は特定病院であることを知事に届け出た場
合の看護師等の員数の基準は、この条例の施行の日（以下「施
行日」という。）から平成30 年３月31日までの間は、第５条
第２号及び第３号の規定にかかわらず、次のとおりとする。

　⑴及び⑵　略
第５条の２　前条の規定の適用を受ける病院の開設者が、平成30

年６月30日までの間に、再び特定介護療養型医療施設であるこ
と又は特定病院であることを知事に届け出た場合には、同条中

「平成30年３月31日」とあるのは、「平成36年３月31日」とする。
（療養病床を有する診療所の従業者員数の基準に係る経過措置）

第６条　療養病床を有する診療所に置くべき看護師、准看護師
及び看護補助者並びに事務員その他の従業者の員数は、当

（療養病床を有する病院の従業者員数の基準に係る経過措置）
第５条　療養病床を有する病院であって、平成 24 年４月１日に

おいて現に、健康保険法等の一部を改正する法律第26 条
の規定による改正前の介護保険法第 48条第１項第３号の指
定を受けている同法第８条第26 項に規定する介護療養型医
療施設（前条第１項に規定する病院であるものを除く。以下「特
定介護療養型医療施設」という。）又は看護師及び准看護
師並びに看護補助者の員数（以下「看護師等の員数」という。）
が第６条第２号及び第３号に掲げる数に満たない病院（以下

「特定病院」という。）であるものの開設者が、平成 24 年６
月30日までの間に、特定介護療養型医療施設であること又
は特定病院であることを知事に届け出た場合の看護師等の
員数の基準は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）
から平成30 年３月31日までの間は、第６条第２号及び第３
号の規定にかかわらず、次のとおりとする。

　⑴及び⑵　略

（療養病床を有する診療所の従業者員数の基準に係る経過措置）
第６条　療養病床を有する診療所に置くべき看護師、准看護師

及び看護補助者並びに事務員その他の従業者の員数は、当
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分の間、第７条の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとする。
⑴及び⑵　略

２　療養病床を有する診療所であって、平成24年４月１日
において現に、特定介護療養型医療施設又は看護師等の員
数が第７条第１号及び第２号に掲げる数に満たない診療
所（以下この項及び次条第１項において「特定診療所」と
いう。）であるものの開設者が、平成24年６月30日までの
間に、特定介護療養型医療施設であること又は特定診療所
であることを知事に届け出た場合の看護師等の員数の基準
は、施行日から平成30年３月31日までの間は、同条第１
号及び第２号の規定にかかわらず、次のとおりとする。

　⑴及び⑵　略
３　療養病床を有する診療所であって、平成 24 年４月１日に

おいて現に、特定介護療養型医療施設又は看護師等の員数
が第１項に掲げる数に満たない診療所（以下この項及び次
条第２項において「特定診療所」という。）であるものの開
設者が、平成 24 年６月30日までの間に、特定介護療養型
医療施設であること又は特定診療所であることを知事に届
け出た場合の看護師等の員数の基準は、施行日から平成30
年３月31日までの間は、第１項の規定にかかわらず、療養病
床に係る病室の入院患者の数が３又はその端数を増すごとに
１（そのうちの１については、看護師又は准看護師）とする。

分の間、第８条の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとする。
⑴及び⑵　略

２　療養病床を有する診療所であって、平成24年４月１日
において現に、特定介護療養型医療施設又は看護師等の員
数が第８条第１号及び第２号に掲げる数に満たない診療所

（以下この条において「特定診療所」という。）であるもの
の開設者が、平成24年６月30日までの間に、特定介護療
養型医療施設であること又は特定診療所であることを知事
に届け出た場合の看護師等の員数の基準は、施行日から平
成30年３月31日までの間は、同条第１号及び第２号の規
定にかかわらず、次のとおりとする。

　⑴及び⑵　略
３　療養病床を有する診療所であって、平成 24 年４月１日に

おいて現に、特定介護療養型医療施設又は看護師等の員数
が第１項に掲げる数に満たない診療所（以下この条において

「特定診療所」という。）であるものの開設者が、平成 24 年
６月30日までの間に、特定介護療養型医療施設であること
又は特定診療所であることを知事に届け出た場合の看護師
等の員数の基準は、施行日から平成30 年３月31日までの間
は、第１項の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の入
院患者の数が３又はその端数を増すごとに１（そのうちの１
については、看護師又は准看護師）とする。

第６条の２　前条第２項の規定の適用を受ける診療所の開設
者が、平成30年６月30日までの間に、再び特定介護療養
型医療施設であること又は特定診療所であることを知事に
届け出た場合には、同項中「平成30年３月31日」とある
のは、「平成36年３月31日」とする。

２　前条第３項の規定の適用を受ける診療所の開設者が、平
成30年６月30日までの間に、再び特定介護療養型医療施
設であること又は特定診療所であることを知事に届け出た
場合には、同項中「平成30年３月31日」とあるのは、「平
成36年３月31日」とする。

（旧療養型病床群を有する病院の施設に係る経過措置）
第７条　医療法施行規則等の一部を改正する省令（平成13年厚

生労働省令第８号。以下「平成13年改正省令」という。）の
施行の際現に医療法等の一部を改正する法律（平成12年法
律第141号）による改正前の医療法（以下「旧医療法」という。）
第７条第１項の開設の許可を受けている病院の建物（平成13
年改正省令の施行の際現に存するもの（基本的な構造設備が
完成しているものを含み、平成13年改正省令の施行後に増築
され、又は全面的に改築された部分を除く。）に限る。以下「既
存病院建物」という。）内の旧医療法第１条の５第３項に規定
する療養型病床群（以下「旧療養型病床群」という。）に係る
病床であって、同令第８条の規定による改正前の医療法施行
規則等の一部を改正する省令（平成10年厚生省令第35号。
以下「平成10年改正省令」という。）附則第８条の規定の適
用によりなお効力を有することとされている同令第３条の規定
による改正前の医療法施行規則等の一部を改正する省令（平
成５年厚生省令第３号）附則第６条の規定の適用を受けてい
るものを有する病院（平成13年改正省令の施行後に新築され、
増築され、若しくは全面的に改築された部分に療養病床を有
するものを除く。）のうち、第６条第２号から第４号までの規
定に適合しないものについては、当該規定は適用しない。

（旧療養型病床群を有する病院の施設に係る経過措置）
第７条　医療法施行規則等の一部を改正する省令（平成13年厚

生労働省令第８号。以下「平成13年改正省令」という。）の
施行の際現に医療法等の一部を改正する法律（平成12年法
律第141号）による改正前の医療法（以下「旧医療法」という。）
第７条第１項の開設の許可を受けている病院の建物（平成13
年改正省令の施行の際現に存するもの（基本的な構造設備が
完成しているものを含み、平成13年改正省令の施行後に増築
され、又は全面的に改築された部分を除く。）に限る。以下「既
存病院建物」という。）内の旧医療法第１条の５第３項に規定
する療養型病床群（以下「旧療養型病床群」という。）に係る
病床であって、同令第８条の規定による改正前の医療法施行
規則等の一部を改正する省令（平成10年厚生省令第35号。
以下「平成10年改正省令」という。）附則第８条の規定の適
用によりなお効力を有することとされている同令第３条の規定
による改正前の医療法施行規則等の一部を改正する省令（平
成５年厚生省令第３号）附則第６条の規定の適用を受けてい
るものを有する病院（平成13年改正省令の施行後に新築され、
増築され、若しくは全面的に改築された部分に療養病床を有
するものを除く。）のうち、第７条第２号から第４号までの規定
に適合しないものについては、当該規定は適用しない。
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（療養病床を有する診療所の談話室、食堂及び浴室に係る
経過措置）

第８条　平成13年改正省令の施行の際現に開設されていた
診療所の建物（同令の施行の際現に存するもの（基本的
な構造設備が完成しているものを含み、同令の施行後に
増築され、又は全面的に改築された部分を除く。）に限る。）
内の旧療養型病床群に係る病床であって、同令第８条の
規定による改正前の平成10年改正省令附則第６条の規定
の適用を受けているものを有する診療所（平成13年改正
省令の施行後に新築され、増築され、若しくは全面的に
改築された部分に療養病床を有するものを除く。）のうち
第８条の規定に適合しないものについては、当該規定は
適用しない。

（療養病床を有する診療所の談話室、食堂及び浴室に係る
経過措置）

第８条　平成13年改正省令の施行の際現に開設されていた
診療所の建物（同令の施行の際現に存するもの（基本的
な構造設備が完成しているものを含み、同令の施行後に
増築され、又は全面的に改築された部分を除く。）に限る。）
内の旧療養型病床群に係る病床であって、同令第８条の
規定による改正前の平成10年改正省令附則第６条の規定
の適用を受けているものを有する診療所（平成13年改正
省令の施行後に新築され、増築され、若しくは全面的に
改築された部分に療養病床を有するものを除く。）のうち
第９条の規定に適合しないものについては、当該規定は
適用しない。

附　則
　この条例は、公布の日から施行する。

長崎県安心こども基金条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　平成30年７月13日

長崎県知事　中村　法道
長崎県条例第49号

長崎県安心こども基金条例の一部を改正する条例
長崎県安心こども基金条例（平成21年長崎県条例第１号）の一部を次のように改正する。
次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前
　　　附　則
１　略
（この条例の失効）

２　この条例は、平成33年９月30日限り、その効力を失う。
この場合において、基金に残額があるときは、当該基金の
残額を予算に計上し、国庫に納付するものとする。

　　　附　則
１　略
（この条例の失効）

２　この条例は、平成30年９月30日限り、その効力を失う。
この場合において、基金に残額があるときは、当該基金の
残額を予算に計上し、国庫に納付するものとする。

附　則
この条例は、公布の日から施行する。

長崎県営土地改良事業分担金徴収条例の一部を改正する条例をここに公布する。
平成30年７月13日

長崎県知事　中村　法道 
長崎県条例第50号

長崎県営土地改良事業分担金徴収条例の一部を改正する条例
長崎県営土地改良事業分担金徴収条例（昭和31年長崎県条例第70号）の一部を次のように改正する。
次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前
（目的）

第１条　この条例は、土地改良法（昭和24年法律第195号。
以下「法」という。）第91条及び第91条の２の規定に基づき、
長崎県営土地改良事業費に係る分担金及び事業に要する費
用の一部並びに特別徴収金の徴収について必要な事項を定
めることを目的とする。

（徴収範囲）
第２条　略
２及び３　略

（目的）
第１条　この条例は、土地改良法（昭和24年法律第195号。

以下「法」という。）第91条の規定に基づき、長崎県営土
地改良事業費に係る分担金の徴収について必要な事項を定
めることを目的とする。

（徴収範囲）
第２条　略
２及び３　略
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４　前３項の規定によるほか、法第87条の３第１項の規定
により行う長崎県営土地改良事業については、当該事業の
施行に係る地域の全部又は一部を地区とする市町のすべて
が、その事業に要する費用の一部を負担することについて
同意した場合には、その事業に要する費用の一部をこれら
の市町に負担させることができる。

（算定基準）
第３条　分担金の算定は、別表第１に掲げる区分による。ま

た、前条第４項に規定する事業に要する費用の一部の算定
は、別表第２に掲げる区分による。

（徴収の方法）
第４条　分担金及び事業に要する費用の一部は、毎年度当該

年度分の全額を１度に徴収する。ただし、知事が必要と認
めるときは、分割して徴収することができる。

２　前項の規定により徴収した分担金及び事業に要する費用
の一部について清算の結果、過納又は不足があるときは、
これを還付し、又は追徴する。

（特別徴収金）
第６条　県は、別表第１に掲げる事業の施行に係る地域内に

ある土地につき、当該事業の工事の完了の日（当該事業の
工事の完了の公告において工事の完了の日が示されたとき
は、その示された日。次項において同じ。）の属する年度
の翌年度から起算して８年を経過しない間に、法第３条に
規定する資格を有する者が、当該土地を当該事業の計画に
おいて予定する用途以外の用途（以下「目的外用途」とい
う。）に供するため所有権の移転等をした場合又は当該土
地を自ら目的外用途に供した場合（当該土地を目的外用途
に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供し
た場合を除く。）には、その者から、当該事業に要した費
用のうち国から交付された補助金の額及び県が負担した額
の合計額を当該土地の面積に割り振って得られた額の範囲
内で特別徴収金を徴収する。

（算定基準）
第３条　分担金の算定は、別表第１に掲げる区分による。

（徴収の方法）
第４条　分担金は、毎年度当該年度分の全額を１度に徴収す

る。ただし、知事が必要と認めるときは、分割して徴収す
ることができる。

２　前項の規定により徴収した分担金について清算の結果、
過納又は不足があるときは、これを還付し、又は追徴する。

（特定事業についての分担金の特例）
第６条　県は、別表第２左欄に掲げる事業で、その受益に係

る土地の全部又は一部が、当該事業の工事の完了の公告の
日（その公告において工事完了の日が示されたときは、そ
の示された日）の属する年度の翌年度（その年度が到来す
る前の年度を知事が指定したときは、その指定した年度）
から起算して８年を経過しない間に農地以外への転用が行
われる場合又は当該事業により畑として区画形質が変更さ
れ、若しくは造成された農地についての開田が行われる場
合にあっては、当該事業に要した経費で国及び県以外の者
が負担した額を差引いた額を当該事業の地区内の土地の面
積に割り振って得られる額の範囲内で、当該転用又は開田
に係る土地の面積に応じた額（農地が農地以外に転用され
ることに伴い、遊休化する施設を目的外用途に活用するこ
とにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当
該転用に係る土地に係るものを差し引いた額）を納付せし
める旨の条件を付した分担金を徴収する。

２　県は、別表第２に掲げる事業の施行に係る地域内にある
土地につき、法第87条の３第７項において準用する法第
87条第５項の規定による当該事業の計画を定めた旨を公告
した日から、当該事業の工事の完了の日の属する年度の翌
年度から起算して８年を経過しない間に、法第91条の２第
６項各号のいずれかに掲げる者が、当該各号に定める場合
に該当するときは、その者から、当該事業に要する費用の
うち国から交付された補助金の額及び県が負担した額の合
計額を当該土地の面積に割り振って得られた額の範囲内で
特別徴収金を徴収する。

３　第２条第２項及び第３項の規定は、前２項の場合について
準用する。

４　知事は、目的外用途に係る土地の面積が別表第３右欄に
定める転用面積を超えない場合その他知事が特に納付の必
要がないものと認めるときは、第１項の特別徴収金の徴収
を免除することができる。

５　知事は、特に納付の必要がないものと認めるときは、第
２項の特別徴収金の徴収を免除することができる。

２　前項の分担金を徴収する場合にあっては、当該事業に係
る第４条の規定による徴収に係る決定通知を行う際に併せ
てその通知を受ける者に、前項の規定により徴収する分担
金の額その他当該分担金に関し必要な事項を定めてこれを
通知するものとする。

３　第１項の分担金は、転用に係る土地の面積が別表第２右欄
に定める面積を超えない場合その他知事が特に納付の必要が
ないものとして承認したときは、免除することができる。
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（支払の猶予及び減額）
第７条　災害その他やむを得ない事情により、知事が特に必

要と認めるときは、前２条の規定にかかわらず分担金又は
特別徴収金の徴収を猶予し、又はその額の全部若しくは一
部を減免することができる。

別表第２（第３条関係）
事業の種別 事業に要する費用の一部の率

農地中間管理機構関連
農地整備事業

事業費の10パーセント

別表第３（第６条関係）　略

（支払の猶予及び減額）
第７条　災害その他やむを得ない事情により、知事が特に必

要と認めるときは、前２条の規定にかかわらず分担金の徴
収を猶予し、又はその額の全部若しくは一部を減免するこ
とができる。

別表第２（第６条関係）　略

　　　附　則
　この条例は、公布の日から施行する。

長崎県都市計画審議会条例の一部を改正する条例をここに公布する。
平成30年７月13日

長崎県知事　中村　法道
長崎県条例第51号

長崎県都市計画審議会条例の一部を改正する条例
長崎県都市計画審議会条例（昭和44年長崎県条例第38号）の一部を次のように改正する。
次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前
（組織）

第２条　審議会は、次に掲げる者につき、知事が任命し、又
は委嘱する委員をもって組織する。
⑴　学識経験のある者　10人以内
⑵　関係行政機関の職員　５人以内
⑶～⑸　略

２及び３　略
（臨時委員及び専門委員）

第３条　略
２　略
３　臨時委員及び専門委員は、知事が任命し、又は委嘱する。
４　略
（庶務）

第８条　審議会及び常務委員会の庶務は、土木部において処
理する。

（組織）
第２条　審議会は、次に掲げる者につき、知事が任命又は委

嘱する委員をもって組織する。
⑴　学識経験のある者　７人以内
⑵　関係行政機関の職員　８人以内
⑶～⑸　略

２及び３　略
（臨時委員及び専門委員）

第３条　略
２　略
３　臨時委員及び専門委員は、知事が任命又は委嘱する。
４　略
（庶務）

第８条　審議会及び常務委員会の庶務は、土木部都市計画課
において処理する。

附　則
この条例は、公布の日から施行する。

長崎県港湾管理条例の一部を改正する条例をここに公布する。
平成 30 年７月 13 日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第 52号

長崎県港湾管理条例の一部を改正する条例
第１条　長崎県港湾管理条例（昭和 51 年長崎県条例第 11 号）の一部を次のように改正する。

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前
（使用料）

第13条　港湾施設を使用する者（以下「使用者」という。）は、
知事が指定する日までに別表第１に定める金額に100分の

　（使用料）
第13条　港湾施設を使用する者（以下「使用者」という。）は、

知事が指定する日までに別表第１に定める金額に100分の
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108を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるとき
は、これを切り捨てる。）の使用料を納付しなければならない。
ただし、消費税が消費税法（昭和63年法律第108号）第６
条第１項の規定により非課税とされ、若しくは同法第７条第１
項の規定により免除される使用又は30分及び1日を単位とす
る駐車場の使用に係る使用料は、同表に定める金額とする。

２　略
別表第１（第13条関係）

その１　通常使用

港湾施設 区分 単位区分
料金（単位 円）

備考
長崎港 その他

の　港
１～ 13　略

108を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるとき
は、これを切り捨てる。）の使用料を納付しなければならない。
ただし、消費税が消費税法（昭和63年法律第108号）第６
条第１項の規定により非課税とされ、若しくは同法第７条第１
項の規定により免除される使用又は30分を単位とする駐車場
の使用に係る使用料は、別表第１に定める金額とする。

２　略
別表第１（第13条関係）

その１　通常使用

港湾施設 区分 単位区分
料金（単位 円）

備考
長崎港 その他

の　港
１～ 13　略

その２　略
備考　略

その２　略
備考　略

第２条　長崎県港湾管理条例の一部を次のように改正する。
次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前
別表第１（第13条関係）

その１　通常使用

港湾施設 区分 単位区分
料金（単位 円）

備考
長崎港 その他

の　港

別表第１（第13条関係）
その１　通常使用

港湾施設 区分 単位区分
料金（単位 円）

備考
長崎港 その他

の　港

14　臨港
交通施
設

県営常
盤駐車
場使用
料

略

県営常
盤南駐
車場使
用料

自動車１台につき
１　30分につき

昼間（午前８時か 
ら午後８時まで）
夜間（午後８時か 
ら午前８時まで）

２　１月につき
バス１台につき
１　30分につき

昼間（午前８時か 
ら午後８時まで）
夜間（午後８時か 
ら午前８時まで）

２　１日につき

120

60

17,470

600

300

2,000

―

―

―

―

―

―

１ 　 3 0 分
を単位と
する駐車
場使用料
について
は、使用
時 間  24
時間まで
ごとの上
限 額 を
2 , 8 8 0 円

（ バ ス は
2,400 円）
とする。

２　１日を
単位とす
る駐車場
使用料に
つ い て
は、知事
が指定す
る用途に
供するバ
スが使用
する場合
に限る。

略
15　略

14　臨港
交通施
設

県営常
盤駐車
場使用
料

略

略
15　略
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発
行
者

長

　崎

　県

長
崎
市
尾
上
町
三
番
一
号

電
話
代
表（
八
二
四
）一
一
一
一

直
通（
八
九
五
）二
一
一
四

印
刷
所

　長
崎
市
白
鳥
町
七
番
三
十
三
号

印
刷
人

有
限
会
社

　東
洋
印
刷
所

山

　
　口

　
　善

　
　生

略
15　略

その２　略
備考　略

別表第４（第29条関係）
港湾名 港湾施設の種類 港湾施設の名称
長崎港 緑地及び駐車場 常盤・出島緑地及び県営常盤南

駐車場
略
広場 元船広場、ドラゴンプロムナード、

プラタナス広場及び三角広場
略

略

１　30分につき
昼間（午前８時か 
ら午後８時まで）
夜間（午後８時か 
ら午前８時まで）

２　１日につき

600

300

2,000

―

―

―

ごとの上
限 額 を
2 , 8 8 0 円

（ バ ス は
2,400 円）
とする。

２　１日を
単位とす
る駐車場
使用料に
つ い て
は、知事
が指定す
る用途に
供するバ
スが使用
する場合
に限る。

略
15　略

その２　略
備考　略

別表第４（第29条関係）
港湾名 港湾施設の種類 港湾施設の名称
長崎港 緑地及び駐車場 常盤・出島緑地

略
広場 元船広場

略
略

附　則
　（施行期日）
１　この条例は、平成30年９月１日から施行する。ただし、第２条及び附則第３項の規定は、公布の日から起

算して１年を越えない範囲内において規則で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。
　（準備行為）
２　第２条の規定による改正後の長崎県港湾管理条例別表第４に掲げる施設に係る同条例第31条及び第32条の

規定による指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
　（長崎港プロムナード管理条例の廃止）
３　長崎港プロムナード管理条例（平成10年長崎県条例第９号）は、廃止する。

１～ 13　略
14　臨港

交通施
設

略
県営常
盤南駐
車場使
用料

自動車１台につき
１　30分につき

昼間（午前８時か 
ら午後８時まで）
夜間（午後８時か 
ら午前８時まで）

２　１月につき
バス１台につき

120

60

17,470

―

―

―

１ 　 3 0 分
を単位と
する駐車
場使用料
について
は、使用
時 間  24
時間まで

１～ 13　略
14　臨港

交通施
設

略
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