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令和元年７月16日　火曜日 長 崎 県 公 報 号　外

毎週　火曜・金曜日発行 ◯印は長崎県例規集に登載するもの
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○長崎県危険物等に係る事務手数料条例の一部を改正する条例  消 防 保 安 室
○地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備  人 事 課
　等に関する条例
○会計年度任用職員の報酬等に関する条例  〃
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○長崎県犯罪被害者等支援条例  交通・地域安全課
○長崎県薬務関係手数料条例の一部を改正する条例  薬 務 行 政 室
○長崎県職業能力開発関係手数料条例の一部を改正する条例  雇用労働政策課
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○長崎県森林環境譲与税基金条例  林 政 課
○長崎県屋外広告物条例及び長崎県美しい景観形成推進条例の一部を改正する条例  都 市 政 策 課
○長崎県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例  道 路 維 持 課
○長崎県建築基準条例の一部を改正する条例  建 築 課
○長崎県建築関係手数料条例の一部を改正する条例  〃
○長崎県営バス運賃等条例の一部を改正する条例  交 通 局
○長崎県警察関係手数料条例の一部を改正する条例  警 務 部 警 務 課

　長崎県危険物等に係る事務手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　令和元年７月16日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第１号
　　　長崎県危険物等に係る事務手数料条例の一部を改正する条例
　長崎県危険物等に係る事務手数料条例（平成12年長崎県条例第15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。

条　　　　　例

改正後 改正前

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）
番
号 事務の名称 手数料の

名　　称 区分 単位 金額 番
号 事務の名称 手数料の

名　　称 区分 単位 金額

１～３　略 １～３　略

４ 法第13条の
３第３項の
規定に基づ
く危険物取
扱者試験の
実施

危険物取扱
者試験手数
料

⑴　甲種危
険物取扱
者試験

１件 6,600円 ４ 法第13条の
３第３項の
規定に基づ
く危険物取
扱者試験の
実施

危険物取扱
者試験手数
料

⑴　甲種危
険物取扱
者試験

１件 6,500円

⑵　乙種危
険物取扱
者試験

１件 4,600円 ⑵　乙種危
険物取扱
者試験

１件 4,500円
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⑶　丙種危
険物取扱
者試験

１件 3,700円 ⑶　丙種危
険物取扱
者試験

１件 3,600円

５～10　略 ５～10　略

別表第２（第２条関係） 別表第２（第２条関係）
番
号 事務の名称 手数料の

名　　称 区分 単位 金額 番
号 事務の名称 手数料の

名　　称 区分 単位 金額

１～10　略 １～10　略

11 法第31条第
３項の規定
に基づく丙
種火薬類製
造保安責任
者免状又は
火薬類取扱
保安責任者
免状に係る
試験の実施

丙種火薬類
製造保安責
任者試験又
は火薬類取
扱保安責任
者試験手数
料

１件 18,000円 11 法第31条第
３項の規定
に基づく丙
種火薬類製
造保安責任
者免状又は
火薬類取扱
保安責任者
免状に係る
試験の実施

丙種火薬類
製造保安責
任者試験又
は火薬類取
扱保安責任
者試験手数
料

１件 17,000円

12及び13　略 12及び13　略

別表第３（第２条関係） 別表第３（第２条関係）
番
号 事務の名称 手数料の

名　　称 区分 単位 金額 番
号 事務の名称 手数料の

名　　称 区分 単位 金額

１～13　略 １～13　略

14 政令第18条
第２項第１
号の規定に
基づく法第
31条第２項
に規定する
製造保安責
任者試験の
実施

製造保安責
任者試験手
数料

⑴　乙種化
学責任者
免状に係
る製造保
安責任者
試験

１件 9,300円
　（行政手続等における
情報通信の技術の利用
に関する法律（平成14
年法律第151号）第３条
第１項の規定により同
項に規定する電子情報
処理組織を使用して受
験願書を提出する場合
（以下「電子情報処理組
織により受験願書を提
出する場合」という。）
にあっては、8,800円）

14 政令第18条
第２項第１
号の規定に
基づく法第
31条第２項
に規定する
製造保安責
任者試験の
実施

製造保安責
任者試験手
数料

⑴　乙種化
学責任者
免状に係
る製造保
安責任者
試験

１件 9,000円
　（行政手続等における
情報通信の技術の利用
に関する法律（平成14
年法律第151号）第３条
第１項の規定により同
項に規定する電子情報
処理組織を使用して受
験願書を提出する場合
（以下「電子情報処理組
織により受験願書を提
出する場合」という。）
にあっては、8,500円）

⑵　丙種化
学責任者
免状に係
る製造保
安責任者
試験

１件 8,700円
　（電子情報処理組織に
より受験願書を提出す
る場合にあっては、　
8,200円）

⑵　丙種化
学責任者
免状に係
る製造保
安責任者
試験

１件 8,400円
　（電子情報処理組織に
より受験願書を提出す
る場合にあっては、　
7,900円）

⑶　乙種機
械責任者
免状に係
る製造保
安責任者
試験

１件 9,300円
　（電子情報処理組織に
より受験願書を提出す
る場合にあっては、　
8,800円）

⑶　乙種機
械責任者
免状に係
る製造保
安責任者
試験

１件 9,000円
　（電子情報処理組織に
より受験願書を提出す
る場合にあっては、　
8,500円）

⑷　第２種
冷凍機械
責任者免
状に係る
製造保安
責任者試
験

１件 9,300円
　（電子情報処理組織に
より受験願書を提出す
る場合にあっては、　
8,800円）

⑷　第２種
冷凍機械
責任者免
状に係る
製造保安
責任者試
験

１件 9,000円
　（電子情報処理組織に
より受験願書を提出す
る場合にあっては、　
8,500円）

⑸　第３種
冷凍機械
責任者免
状に係る
製造保安
責任者試
験

１件 8,700円
　（電子情報処理組織に
より受験願書を提出す
る場合にあっては、　
8,200円）

⑸　第３種
冷凍機械
責任者免
状に係る
製造保安
責任者試
験

１件 8,400円
　（電子情報処理組織に
より受験願書を提出す
る場合にあっては、　
7,900円）
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15 法第31条第
２項の規定
に基づく販
売主任者試
験の実施

販売主任者
試験手数料

⑴　第１種
販売主任
者免状に
係る販売
主任者試
験

１件 7,900円
　（電子情報処理組織に
より受験願書を提出す
る場合にあっては、　
7,400円）

15 法第31条第
２項の規定
に基づく販
売主任者試
験の実施

販売主任者
試験手数料

⑴　第１種
販売主任
者免状に
係る販売
主任者試
験

１件 7,600円
　（電子情報処理組織に
より受験願書を提出す
る場合にあっては、　
7,100円）

⑵　第２種
販売主任
者免状に
係る販売
主任者試
験

１件 6,200円
　（電子情報処理組織に
より受験願書を提出す
る場合にあっては、　
5,700円）

⑵　第２種
販売主任
者免状に
係る販売
主任者試
験

１件 6,000円
　（電子情報処理組織に
より受験願書を提出す
る場合にあっては、　
5,500円）

16～20　略 16～20　略

別表第５（第２条関係） 別表第５（第２条関係）
番
号 事務の名称 手数料の

名　　称 区分 単位 金額 番
号 事務の名称 手数料の

名　　称 区分 単位 金額

１～19　略 １～19　略

20 法第38条の
５第２項の
規定に基づ
く液化石油
ガス設備士
試験の実施

液化石油ガ
ス設備士試
験手数料

１件 21,400円
　（電子情報処理組織に
より受験願書を提出す
る場合にあっては、　
20,900円）

20 法第38条の
５第２項の
規定に基づ
く液化石油
ガス設備士
試験の実施

液化石油ガ
ス設備士試
験手数料

１件 20,700円
　（電子情報処理組織に
より受験願書を提出す
る場合にあっては、　
20,200円）

　　　附　則
　この条例は、令和元年10月１日から施行する。

　地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例をここに公布
する。
　　令和元年７月16日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第２号
　　　地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例
　　（職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正）
第１条　職員の分限に関する手続及び効果に関する条例（昭和26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。

　　（職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正）
第２条　職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（昭和26年長崎県条例第44号）の一部を次のように改正する。

改正後 改正前

（休職の効果） （休職の効果）
第３条　法第28条第２項第１号の規定に該当する場合におけ
る休職の期間は、法令に特別の定めがある場合のほか３年
を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々
の場合について、任命権者が定める。

第３条　法第28条第２項第１号の規定に該当する場合におけ
る休職の期間は、法令に特別の定めがある場合のほか３年
をこえない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々
の場合について、任命権者が定める。

２　警察職員の休職の基準に関する条例（昭和30年長崎県条
例第８号）第２条第１項又は学校教員の休職の基準に関す
る条例（平成16年長崎県条例第32号）第３条の規定に該当
する場合における休職の期間は、３年を超えない範囲内に
おいて任命権者が定める。

２　警察職員の休職の基準に関する条例（昭和30年長崎県条
例第８号）第２条第１項又は学校教員の休職の基準に関す
る条例（平成16年長崎県条例第32号）第３条の規定に該当
する場合における休職の期間は、３年をこえない範囲内に
おいて任命権者が定める。

３～５　略 ３～５　略
６　法第22条の２第１項に規定する会計年度任用職員に対す
る第１項及び第２項の規定の適用については、第１項及び
第２項中「３年」とあるのは「法第22条の２第２項の規定
に基づき任命権者が定める任期」とする。　
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　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

　　（職員の退職手当に関する条例の一部改正）
第３条　職員の退職手当に関する条例（昭和29年長崎県条例第８条）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。

　　（市町村立学校県費負担教職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正）
第４条　市町村立学校県費負担教職員の分限に関する手続及び効果に関する条例（昭和31年長崎県条例第68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。

　　（市町村立学校県費負担教職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正）
第５条　市町村立学校県費負担教職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（昭和31年長崎県条例第69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

（減給の効果） （減給の効果）
第４条　減給は、１日以上６月以下の期間、給料の月額（地
方公務員法第22条の２第１項第１号に掲げる職員について
は、会計年度任用職員の報酬等に関する条例（令和元年長
崎県条例第３号）第３条又は第７条に規定する報酬の額）
の10分の１以下に相当する額を、給与（同号の職員につい
ては、報酬）から減ずるものとする。

第４条　減給は、１日以上６月以下の期間、給料の月額の10
分の１以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。

改正後 改正前

（退職手当の支給） （退職手当の支給）
第２条　略 第２条　略
２　職員以外の者のうち、職員について定められている勤務
時間以上勤務した日（法令又は条例若しくはこれに基づく
人事委員会規則により、勤務を要しないこととされ、又は
休暇を与えられた日を含む。）が18日以上ある月が引き続
いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日
以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされてい
るものは、職員とみなして、この条例（第４条中11年以上
25年未満の期間勤続した者の通勤による負傷又は病気（以
下「傷病」という。）による退職及び死亡による退職に係
る部分以外の部分並びに第５条中公務上の傷病又は死亡に
よる退職に係る部分並びに25年以上勤務した者の通勤によ
る傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部
分を除く。）の規定を適用する。ただし、地方公務員法第
22条の２第１項第１号に掲げる職員については、この限り
でない。　

２　職員以外の者のうち、職員について定められている勤務
時間以上勤務した日（法令又は条例若しくはこれに基づく
人事委員会規則により、勤務を要しないこととされ、又は
休暇を与えられた日を含む。）が18日以上ある月が引き続
いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日
以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされてい
るものは、職員とみなして、この条例（第４条中11年以上
25年未満の期間勤続した者の通勤による負傷又は病気（以
下「傷病」という。）による退職及び死亡による退職に係
る部分以外の部分並びに第５条中公務上の傷病又は死亡に
よる退職に係る部分並びに25年以上勤務した者の通勤によ
る傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部
分を除く。）の規定を適用する。

３及び４　略 ３及び４　略

改正後 改正前

（休職の効果） （休職の効果）
第３条　法第28条第２項第１号の規定に該当する場合におけ
る休職の期間は、法令に特別の定めがある場合のほか３年
を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々
の場合について、教育委員会が定める。

第３条　法第28条第２項第１号の規定に該当する場合におけ
る休職の期間は、法令に特別の定がある場合のほか、３年
をこえない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々
の場合について教育委員会が定める。

２～４　略 ２～４　略
５　法第22条の２第１項に規定する会計年度任用職員に対す
る第１項及び第２項の規定の適用については、第１項及び
第２項中「３年」とあるのは「法第22条の２第２項の規定
に基づき教育委員会が定める任期」とする。　

改正後 改正前

（減給の効果） （減給の効果）
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　　（職員の給与に関する条例の一部改正）
第６条　職員の給与に関する条例（昭和32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。

　　（市町村立学校県費負担教職員の給与等に関する条例の一部改正）
第７条　市町村立学校県費負担教職員の給与等に関する条例（昭和32年長崎県条例第46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。

第４条　減給は、１日以上６月以下の期間、給料の月額（地
方公務員法第22条の２第１項第１号に掲げる職員について
は、会計年度任用職員の報酬等に関する条例（令和元年長
崎県条例第３号）第３条又は第７条に規定する報酬の額）
の10分の１以下に相当する額を、給与（同号の職員につい
ては、報酬）から減ずるものとする。

第４条　減給は、１日以上６月以下の期間、給料の月額の10
分の１以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。

改正後 改正前

（給料表） （給料表）
第５条　略 第５条　略
２　前項の給料表（以下「給料表」という。）は、現業職員
の給与の種類及び基準に関する条例（昭和32年長崎県条例
第47号）に規定する現業職員以外のすべての職員に適用す
るものとする。
３及び４　略

２　前項の給料表（以下「給料表」という。）は、第26条に
規定する職員及び現業職員の給与の種類及び基準に関する
条例（昭和32年長崎県条例第47号）に規定する現業職員以
外のすべての職員に適用するものとする。
３及び４　略

（臨時的に任用された職員の給与） （臨時職員の給与）
第26条　法第22条の３第１項、法第26条の６第７項、地方公
務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第110号）
第６条第１項及び女子教職員の出産に際しての補助教職員
の確保に関する法律（昭和30年法律第125号）第３条第１
項の規定により臨時的に任用された職員の給与について
は、任命権者が別に定める。　

第26条　臨時職員の給与は、予算の範囲内で、任命権者が別
に定める。　

（会計年度任用職員の給与）
第27条　法第22条の２第１項に規定する会計年度任用職員の
給与については、別に条例で定める。　
（施行に関し必要な事項） （施行に関し必要な事項）
第28条　略 第27条　略

改正後 改正前

（目的） （目的）
第１条　この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する
法律（昭和31年法律第162号）第42条の規定に基づき、市
町村立学校県費負担教職員（地方公務員法（昭和25年法律
第261号。以下「法」という。）第22条の２第１項に規定す
る会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。）の給
与に関する事項を定めることを目的とする。

第１条　この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する
法律（昭和31年法律第162号）第42条及び第47条の３の規
定に基き、市町村立学校県費負担教職員（第23条に規定す
る非常勤講師を除く。以下「職員」という。）の給与並び
に第23条に規定する非常勤講師の報酬及び職務を行うため
に要する費用の弁償の額並びにその支給方法に関する事項
を定めることを目的とする。

（給料表） （給料表）
第４条　略 第４条　略
２　前項の給料表（以下「給料表」という。）は、この条例
の適用を受けるすべての職員に適用する。

２　前項の給料表（以下「給料表」という。）は、第22条に
規定する職員以外のすべての職員に適用する。

３及び４　略 ３及び４　略
（初任給、昇格及び昇給等の基準） （初任給、昇格及び昇給等の基準）

第５条　略 第５条　略
２～10　略 ２～10　略
11　法第28条の４第１項、第28条の５第１項又は第28条の６
第１項若しくは第２項の規定により採用された職員（以下
「再任用職員」という。）の給料月額は、その者に適用され
る給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その
者の属する職務の級に応じた額とする。

11　地方公務員法（昭和25年法律第261号。以下「法」という。）
第28条の４第１項、第28条の５第１項又は第28条の６第１
項若しくは第２項の規定により採用された職員（以下「再
任用職員」という。）の給料月額は、その者に適用される
給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者
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　の属する職務の級に応じた額とする。
（臨時的に任用された職員の給与） （臨時職員の給与）
第22条　法第22条の３第１項、法第26条の６第７項、地方公
務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第110号）
第６条第１項及び女子教職員の出産に際しての補助教職員
の確保に関する法律（昭和30年法律第125号）第３条第１
項の規定により臨時的に任用された職員の給与について
は、県教育委員会が別に定める。　

第22条　臨時職員の給与は、予算の範囲内で県教育委員会が
別に定める。　

（報酬）
第23条　市町村立学校職員給与負担法（昭和23年法律第135
号）第１条及び第２条に規定する職員のうち公立義務教育
諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律（昭
和33年法律第116号）第17条第２項並びに公立高等学校の
適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律（昭和36年
法律第188号）第23条第２項に規定する非常勤の講師（以
下「非常勤講師」という。）には、予算の範囲内において、
第４条第１項第１号及び第２号に規定する給料表の適用を
受ける職員との権衡を考慮して、長崎県教育委員会（以下
「教育委員会」という。）が別に定めるところにより、報酬
を支給する。　
（費用弁償）
第24条　非常勤講師が職務を行うために要する費用の弁償の
額については、予算の範囲内において、教育委員会が別に
定める。
（非常勤講師の報酬等の支給方法）
第25条　第23条及び前条に規定する非常勤講師の報酬及び費
用の弁償の支給方法については、教育委員会が別に定める。

（施行に関し必要な事項） （施行に関し必要な事項）
第23条　略 第26条　略

　　（現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正）
第８条　現業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和32年長崎県条例第47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。

　　（執行機関及び附属機関としての各種委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）
第９条　執行機関及び附属機関としての各種委員等の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和47年長崎県条例第48
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。

　　（外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正）

改正後 改正前

（会計年度任用職員の給与）
第14条　地方公務員法第22条の２第１項に規定する会計年度
任用職員の給与については、別に条例で定める。　
（施行に関し必要な事項） （施行に関し必要な事項）
第15条　略 第14条　略

改正後 改正前

（目的） （目的）
第１条　この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第
203条の２第５項の規定に基づき、執行機関の委員（常勤
の監査委員を除く。）、附属機関の委員その他の構成員及び
その他の非常勤の職員（地方公務員法（昭和25年法律第
261号）第28条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占
める職員を除く。以下同じ。）（以下「各種委員等」という。）
の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定め
ることを目的とする。

第１条　この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第
203条の２第４項の規定に基づき、執行機関の委員（常勤
の監査委員を除く。）、附属機関の委員その他の構成員及び
その他の非常勤の職員（地方公務員法（昭和25年法律第
261号）第28条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占
める職員を除く。以下同じ。）（以下「各種委員等」という。）
の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定め
ることを目的とする。
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第10条　外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例（昭和63年長崎県条例第17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。

　　（職員の育児休業等に関する条例の一部改正）
第11条　職員の育児休業等に関する条例（平成４年長崎県条例第３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

（職員の派遣） （職員の派遣）
第２条　略 第２条　略
２　法第２条第１項に規定する条例で定める職員は、次に掲
げる職員とする。

２　法第２条第１項に規定する条例で定める職員は、次に掲
げる職員とする。

　⑴及び⑵　略 　⑴及び⑵　略
　⑶　地方公務員法第22条に規定する条件付採用になってい
る職員（人事委員会規則で定める職員を除く。）

　⑶　地方公務員法第22条第１項に規定する条件附採用に
なっている職員（人事委員会規則で定める職員を除く。）

　⑷及び⑸　略 　⑷及び⑸　略

改正後 改正前

（育児休業をすることができない職員） （育児休業をすることができない職員）
第２条　育児休業法第２条第１項の条例で定める職員は、次
に掲げる職員とする。

第２条　育児休業法第２条第１項の条例で定める職員は、次
に掲げる職員とする。

⑴及び⑵　略 ⑴及び⑵　略
⑶　次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員
　ア　次のいずれにも該当する非常勤職員
ア　任命権者を同じくする職（以下「特定職」という。）
に引き続き在職した期間が１年以上である非常勤職
員
イ　その養育する子（育児休業法第２条第１項に規定
する子をいう。以下同じ。）が１歳６か月に達する
日（以下「１歳６か月到達日」という。）（第２条の
４の規定に該当する場合にあっては、２歳に達する
日）までに、その任期（任期が更新される場合にあっ
ては、更新後のもの）が満了すること及び特定職に
引き続き採用されないことが明らかでない非常勤職
員
ウ　勤務日の日数を考慮して人事委員会規則で定める
非常勤職員

イ　第２条の３第３号に掲げる場合に該当する非常勤職
員（その養育する子が１歳に達する日（以下この号及
び同条において「１歳到達日」という。）（当該子につ
いて当該非常勤職員がする育児休業の期間の末日とさ
れた日が当該子の１歳到達日後である場合にあって
は、当該末日とされた日）において育児休業をしてい
る非常勤職員に限る。）　
ウ　その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児
休業をしている非常勤職員であって、当該育児休業に
係る子について、当該任期が更新され、又は当該任期
の満了後に特定職に引き続き採用されることに伴い、
当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日
を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとす
るもの

（育児休業法第２条第１項の条例で定める者） （育児休業法第２条第１項の条例で定める者）
第２条の２　育児休業法第２条第１項の条例で定める者は、
児童福祉法（昭和22年法律第164号）第６条の４第１号に
規定する養育里親である職員（児童の親その他の同法第27
条第４項に規定する者の意に反するため、同項の規定によ
り、同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親として
当該児童を委託することができない職員に限る。）に同法

第２条の２　育児休業法第２条第１項の条例で定める者は、
児童福祉法（昭和22年法律第164号）第６条の４第１号に
規定する養育里親である職員（児童の親その他の同法第27
条第４項に規定する者の意に反するため、同項の規定によ
り、同法第６条の４に規定する里親であって養子縁組に
よって養親となることを希望している者として当該児童を
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第27条第１項第３号の規定により委託されている当該児童
とする。

委託することができない職員に限る。）に同法第27条第１
項第３号の規定により委託されている当該児童とする。

（育児休業法第２条第１項の条例で定める日）
第２条の３　育児休業法第２条第１項の条例で定める日は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日
とする。　
⑴　次号及び第３号に掲げる場合以外の場合　非常勤職員
の養育する子の１歳到達日
⑵　非常勤職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係
と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）が当該非常
勤職員の養育する子の１歳到達日以前のいずれかの日に
おいて当該子を養育するために育児休業法その他の法律
の規定による育児休業（以下この条及び次条において
「地方等育児休業」という。）をしている場合において当
該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする
場合（当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の
１歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業
の期間の初日前である場合を除く。）　当該子が１歳２か
月に達する日（当該日が当該育児休業の期間の初日とさ
れた日から起算して育児休業等可能日数（当該子の出生
の日から当該子の１歳到達日までの日数をいう。）から
育児休業等取得日数（当該子の出生の日以後当該非常勤
職員が労働基準法（昭和22年法律第49号）第65条第１項
又は第２項の規定により勤務しなかった日数と当該子に
ついて育児休業をした日数を合算した日数をいう。）を
差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、
当該経過する日）　

⑶　１歳から１歳６か月に達するまでの子を養育するた
め、非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該子を養育す
る非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休
業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若し
くはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業
の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である
場合にあっては、当該末日とされた日（当該育児休業の
期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末
日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日））の
翌日（当該子の１歳到達日後の期間においてこの号に掲
げる場合に該当してその任期の末日を育児休業の期間の
末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当
該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引
き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌
日又は当該引き続き採用される日）を育児休業の期間の
初日とする育児休業をしようとする場合であって、次に
掲げる場合のいずれにも該当するとき　当該子の１歳６
か月到達日
ア　当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到
達日（当該非常勤職員がする育児休業の期間の末日と
された日が当該子の１歳到達日後である場合にあって
は、当該末日とされた日）において育児休業をしてい
る場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の１歳到
達日（当該配偶者がする地方等育児休業の期間の末日
とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっ
ては、当該末日とされた日）において地方等育児休業
をしている場合
イ　当該子の１歳到達日後の期間について育児休業をす
ることが継続的な勤務のために特に必要と認められる
場合として人事委員会規則で定める場合に該当する場
合

（育児休業法第２条第１項の条例で定める場合）
第２条の４　育児休業法第２条第１項の条例で定める場合
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は、１歳６か月から２歳に達するまでの子を養育するため、
非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日の翌日（当該子の
１歳６か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当し
てその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業
をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、又
は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されるものに
あっては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用さ
れる日）を育児休業の期間の初日とする育児休業をしよう
とする場合であって、次の各号のいずれにも該当するとき
とする。　
⑴　当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳６か
月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常
勤職員の配偶者が当該子の１歳６か月到達日において地
方等育児休業をしている場合
⑵　当該子の１歳６か月到達日後の期間について育児休業
をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められ
る場合として人事委員会規則で定める場合に該当する場
合
（育児休業法第２条第１項ただし書の人事院規則で定める
期間を基準として条例で定める期間）

（育児休業法第２条第１項ただし書の人事院規則で定める
期間を基準として条例で定める期間）

第２条の５　略 第２条の３　略
（育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特別の
事情）

（育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特別の
事情）

第３条　育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特
別の事情は、次に掲げる事情とする。

第３条　育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特
別の事情は、次に掲げる事情とする。

　⑴～⑸　略 　⑴～⑸　略
⑹　配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と
別居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第
39条第１項に規定する保育所、就学前の子どもに関する
教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成
18年法律第77号）第２条第６項に規定する認定こども園
又は児童福祉法第24条第２項に規定する家庭的保育事業
等（以下「保育所等」という。）における保育の利用を
希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われ
ないことその他の育児休業の終了時に予測することがで
きなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る
子について育児休業をしなければその養育に著しい支障
が生じることとなったこと。

⑹　配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と
別居したことその他の育児休業の終了時に予測すること
ができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に
係る子について育児休業をしなければその養育に著しい
支障が生じることとなったこと。

⑺　第２条の３第３号に掲げる場合に該当すること又は第
２条の４の規定に該当すること。　
⑻　その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休
業をしている非常勤職員が、当該育児休業に係る子につ
いて、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特
定職に引き続き採用されることに伴い、当該任期の末日
の翌日又は当該引き続き採用される日を育児休業の期間
の初日とする育児休業をしようとすること。　
（育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情） （育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情）
第４条　育児休業法第３条第２項の条例で定める特別の事情
は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と
別居したこと、育児休業に係る子について保育所等におけ
る保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その
実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請
求時に予測することができなかった事実が生じたことによ
り当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の
延長をしなければその養育に著しい支障が生じることと
なったこととする。

第４条　育児休業法第３条第２項の条例で定める特別の事情
は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と
別居したことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予
測することができなかった事実が生じたことにより当該育
児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をし
なければその養育に著しい支障が生じることとなったこと
とする。

（育児休業をしている職員の期末手当等の支給） （育児休業をしている職員の期末手当等の支給）
第７条　略 第７条　略
２　職員給与条例第21条第１項、市町村立学校職員給与条例
第17条第１項又は現業職員給与条例第10条に規定するそれ

２　職員給与条例第21条第１項、市町村立学校職員給与条例
第17条第１項又は現業職員給与条例第10条に規定するそれ
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ぞれの基準日に育児休業をしている職員（地方公務員法第
22条の２第１項に規定する会計年度任用職員を除く。）の
うち、基準日以前６箇月以内の期間において勤務した期間
があるものには、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

ぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以
前６箇月以内の期間において勤務した期間があるものに
は、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

（育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整） （育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整）
第８条　育児休業をした職員（地方公務員法第22条の２第１
項に規定する会計年度任用職員を除く。）が職務に復帰し
た場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると
認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下
の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したもの
とみなして、その職務に復帰した日及びその日後における
最初の職員の昇給を行う日として人事委員会規則で定める
日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の
号給を調整することができる。

第８条　育児休業をした職員が職務に復帰した場合におい
て、部内の他の職員との均衡上必要があると認められると
きは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率によ
り換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、
その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の
昇給を行う日として人事委員会規則で定める日又はそのい
ずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整す
ることができる。

（育児短時間勤務の終了の翌日から起算して１年を経過し
ない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事
情）

（育児短時間勤務の終了の翌日から起算して１年を経過し
ない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事
情）

第11条　育児休業法第10条第１項ただし書の条例で定める特
別の事情は、次に掲げる事情とする。

第11条　育児休業法第10条第１項ただし書の条例で定める特
別の事情は、次に掲げる事情とする。

⑴～⑹　略 ⑴～⑹　略
⑺　配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と
別居したこと、育児短時間勤務に係る子について保育所
等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、
当面その実施が行われないことその他の育児短時間勤務
の終了時に予測することができなかった事実が生じたこ
とにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時
間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じること
となったこと。

⑺　配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と
別居したことその他の育児短時間勤務の終了時に予測す
ることができなかった事実が生じたことにより当該育児
短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなけれ
ばその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

（部分休業をすることができない職員） （部分休業をすることができない職員）
第22条　育児休業法第19条第１項の条例で定める職員は、次
に掲げる職員とする。

第22条　育児休業法第19条第１項の条例で定める職員は、育
児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤
務をしている職員とする。

⑴　育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短
時間勤務をしている職員

⑵　次のいずれにも該当する非常勤職員以外の非常勤職員
（地方公務員法第28条の５第１項に規定する短時間勤務
の職を占める職員（以下「再任用短時間勤務職員等」と
いう。）を除く。）　
ア　特定職に引き続き在職した期間が１年以上である非
常勤職員
イ　勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して
人事委員会規則で定める非常勤職員

（部分休業の承認） （部分休業の承認）
第23条　部分休業（育児休業法第19条第１項に規定する部分
休業をいう。以下同じ。）の承認は、正規の勤務時間（非
常勤職員（再任用短時間勤務職員等を除く。以下この条に
おいて同じ。）にあっては、当該非常勤職員について定め
られた勤務時間）の始め又は終わりにおいて、30分を単位
として行うものとする。

第23条　部分休業（育児休業法第19条第１項に規定する部分
休業をいう。以下同じ。）の承認は、正規の勤務時間の始
め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。

２　職員勤務時間条例第16条の規定に基づく特別休暇のうち
人事委員会規則で定めるものを与えられている職員又は職
員勤務時間条例第19条の規定による介護時間の承認を受け
て勤務しない職員（非常勤職員を除く。）に対する部分休
業の承認については、１日につき２時間から当該特別休暇
又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた
時間を超えない範囲内で行うものとする。

２　職員勤務時間条例第16条の規定に基づく特別休暇のうち
人事委員会規則で定めるものを与えられている職員又は職
員勤務時間条例第19条の規定による介護時間の承認を受け
て勤務しない職員に対する部分休業の承認については、１
日につき２時間から当該特別休暇又は当該介護時間の承認
を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で
行うものとする。

３　非常勤職員に対する部分休業の承認については、１日に
つき、当該非常勤職員について１日につき定められた勤務
時間から５時間45分を減じた時間を超えない範囲内で（当
該非常勤職員が育児時間又は育児休業、介護休業等育児又
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は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法
律第76号）第61条第32項において読み替えて準用する同条
第29項の規定による介護をするための時間（以下「介護を
するための時間」という。）の承認を受けて勤務しない場
合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、２時
間から当該育児時間又は当該介護をするための時間の承認
を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内）
で行うものとする。　
　（部分休業をしている職員の給与の取扱い） 　（部分休業をしている職員の給与の取扱い）
第24条　職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合に
は、職員給与条例第13条、市町村立学校職員給与条例第11
条又は会計年度任用職員の報酬等に関する条例（令和元年
長崎県条例第３号）第14条の規定にかかわらず、その勤務
しない１時間につき、職員給与条例第17条、市町村立学校
職員給与条例第14条又は会計年度任用職員の報酬等に関す
る条例第15条に規定する勤務１時間当たりの給与額を減額
して給与を支給する。

第24条　職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合に
は、職員給与条例第13条又は市町村立学校職員給与条例第
11条の規定にかかわらず、その勤務しない１時間につき、
職員給与条例第17条又は市町村立学校職員給与条例第14条
に規定する勤務１時間当たりの給与額を減額して給与を支
給する。

　　（職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正）
第12条　職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年長崎県条例第６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。

　　（市町村立学校県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正）
第13条　市町村立学校県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年長崎県条例第28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。

　　（長崎県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正）
第14条　長崎県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成17年長崎県条例第９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

（臨時職員等の勤務時間等） （臨時職員の勤務時間等）
第20条　略 第20条　略
２　地方公務員法第22条の２第１項に規定する会計年度任用
職員の勤務時間、休暇等については、第２条から前条まで
の規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、人事
委員会規則の定める基準に従い、任命権者が定める。　

改正後 改正前

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律
第162号）第42条の規定に基づく市町村立学校職員給与負担
法（昭和23年法律第135号）第１条及び第２条に規定する職
員の勤務時間、休日及び休暇に関しては、長崎県職員の例に
よる。この場合において、職員の勤務時間、休暇等に関する
条例（平成７年長崎県条例第６号）第７条の２、第７条の３
第１項、第７条の４第１項、第７条の５第１項、第７条の６
第１項から第３項まで、第９条第１項、第11条第３項及び第
19条中「任命権者」とあるのは「市町村教育委員会」とする。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律
第162号）第42条の規定に基づく市町村立学校職員給与負担
法（昭和23年法律第135号）第１条及び第２条に規定する職
員（公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に
関する法律（昭和33年法律第116号）第17条第２項並びに公
立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律
（昭和36年法律第188号）第23条第２項に規定する非常勤の講
師を除く。）の勤務時間、休日及び休暇に関しては、長崎県
職員の例による。この場合において、職員の勤務時間、休暇
等に関する条例（平成７年長崎県条例第６号）第７条の２、
第７条の３第１項、第７条の４第１項、第７条の５第１項、
第７条の６第１項から第３項まで、第９条第１項、第11条第
３項及び第19条中「任命権者」とあるのは「市町村教育委員
会」とする。

改正後 改正前

（任命権者の報告事項） （任命権者の報告事項）
第３条　任命権者が前条の規定により報告しなければならな 第３条　任命権者が前条の規定により報告しなければならな



― 12 ―

令和元年７月16日　火曜日 長 崎 県 公 報 号　外

い事項は、職員（臨時的に任用された職員及び非常勤職員
（地方公務員法第28条の５第１項に規定する短時間勤務の
職を占める職員及び同法第22条の２第１項第２号に掲げる
職員を除く。）を除く。以下同じ。）に係る次に掲げる事項
とする。

い事項は、職員（臨時的に任用された職員及び非常勤職員
（地方公務員法第28条の５第１項に規定する短時間勤務の
職を占める職員を除く。）を除く。以下同じ。）に係る次に
掲げる事項とする。

　　（職員の自己啓発等休業に関する条例の一部改正）
第15条　職員の自己啓発等休業に関する条例（平成20年長崎県条例第４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。

　　　附　則
　この条例は、令和２年４月１日から施行する。

　会計年度任用職員の報酬等に関する条例をここに公布する。
　　令和元年７月16日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第３号
　　　会計年度任用職員の報酬等に関する条例
　　（趣旨）
第１条　この条例は、地方公務員法（昭和25年法律第261号。以下「法」という。）第24条第５項、地方公営企業
等の労働関係に関する法律（昭和27年法律第289号）附則第５項の規定により準用される地方公営企業法（昭
和27年法律第292号）第38条第４項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第42
条、警察法（昭和29年法律第162号）第56条第２項並びに地方自治法（昭和22年法律第67号）第203条の２第５
項及び第204条第３項の規定に基づき、法第22条の２第１項に規定する職員（以下「会計年度任用職員」という。）
の報酬、費用弁償、給料及び手当（以下「報酬等」という。）について定めるものとする。
　　（会計年度任用職員の報酬等）
第２条　会計年度任用職員に支給する報酬等は、法第22条の２第１項第１号に掲げる職員（以下「パートタイム
会計年度任用職員」という。）にあっては報酬及び期末手当とし、同項第２号に掲げる職員（以下「フルタイ
ム会計年度任用職員」という。）にあっては給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特地勤務手当（職
員の給与に関する条例（昭和32年長崎県条例第45号。以下「職員給与条例」という。）第12条の６に規定する
手当を含む。第13条第２項及び第17条において同じ。）、へき地手当（市町村立学校県費負担教職員の給与等に
関する条例（昭和32年長崎県条例第46号。以下「市町村立学校職員給与条例」という。）第10条の６に規定す
る手当を含む。第13条第２項において同じ。）、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、
期末手当及び特殊勤務手当とする。
２　会計年度任用職員に支給する報酬等は、職員給与条例又は市町村立学校職員給与条例の適用を受ける職員と
の権衡、その職務の特殊性等を考慮して定めなければならない。
３　報酬は月額、日額又は時間額とし、給料は月額とする。
　　（パートタイム会計年度任用職員の報酬）
第３条　月額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、勤務１月につき、別表に掲げる職
種又は職名の区分に応じ、同表に定める月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた１週
間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額を超えない範囲内において人事委員会規則で定め
るところにより決定する。

改正後 改正前

（大学等課程の履修） （大学等課程の履修）
第３条　法第26条の５第１項の条例で定める教育施設の課程
の履修とは、次に掲げるものとする。

第３条　法第26条の５第１項の条例で定める教育施設の課程
の履修とは、次に掲げるものとする。

⑴　略 ⑴　略
⑵　学校教育法第１条に規定する学校以外の教育施設で学
校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うに
つき他の法律に特別の規定があるものに置かれる課程
で、同法第104条第７項第２号の規定により前号の課程
に相当する教育を行うものとして認められたものの履修

⑵　学校教育法第１条に規定する学校以外の教育施設で学
校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うに
つき他の法律に特別の規定があるものに置かれる課程
で、同法第104条第４項第２号の規定により前号の課程
に相当する教育を行うものとして認められたものの履修

⑶及び⑷　略 ⑶及び⑷　略
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２　日額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、勤務１日につき、別表に掲げる職種又
は職名の区分に応じ、同表に定める月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について
定められた１日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額を超えない範囲内において人事委員会
規則で定めるところにより決定する。
３　時間額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、勤務１時間につき、別表に掲げる職
種又は職名の区分に応じ、同表に定める月額を162.75で除して得た額を超えない範囲内において人事委員会規
則で定めるところにより決定する。
　　（パートタイム会計年度任用職員の初任給調整手当に相当する報酬）
第４条　職員給与条例第10条の２第１項各号又は市町村立学校職員給与条例第８条の３に掲げる職に採用された
パートタイム会計年度任用職員には、当該各号又は同条に規定する初任給調整手当の支給を受ける職員の例に
より、その者の勤務形態、職務の内容及び責任を考慮して、前条の規定による報酬のほか、初任給調整手当に
相当する報酬を同条に規定する計算方法により支給する。
　　（パートタイム会計年度任用職員の地域手当に相当する報酬）
第５条　職員給与条例第12条の２第１項又は市町村立学校職員給与条例第10条の２に規定する地域に在勤する
パートタイム会計年度任用職員には、第３条の規定による報酬のほか、当該報酬の額に、職員給与条例第12条
の２第２項各号又は市町村立学校職員給与条例第10条の２第２項各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じ
て、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額の地域手当に相当する報酬を支給する。
２　医師又は歯科医師の職に採用されたパートタイム会計年度任用職員には、第３条の規定による報酬のほか、
当該報酬の額に、職員給与条例第12条の２第３項に規定する地域手当の支給割合を乗じて得た額の地域手当に
相当する報酬を支給する。
　　（パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当に相当する報酬）
第６条　医師又は歯科医師の職に採用されたパートタイム会計年度任用職員には、一般職員の特殊勤務手当に関
する条例（昭和31年長崎県条例第83号）第８条に規定する特殊勤務手当の支給を受ける職員の例により、その
者の勤務形態、職務の内容及び責任を考慮して、第３条の規定による報酬のほか、特殊勤務手当に相当する報
酬を同条に規定する計算方法により支給する。
　　（報酬の特例）
第７条　特別の事情により第３条から第６条までの規定による報酬の額により難いときは、これらの規定にかか
わらず、当該会計年度任用職員の報酬を日額として算定した場合の額が39,500円を超えない範囲内において任
命権者が人事委員会と協議して定める報酬の額とする。
　　（パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等に相当する報酬）
第８条　正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、第15条に規定する
勤務１時間当たりの報酬額を基礎として、職員給与条例第14条又は市町村立学校職員給与条例第12条に規定す
る時間外勤務手当の支給を受ける職員の例により、時間外勤務手当に相当する報酬を支給する。ただし、正規
の勤務時間が割り振られた日又は週において、正規の勤務時間以外の時間にした勤務（以下「時間外勤務」と
いう。）のうち、その日の時間外勤務の時間とその日における正規の勤務時間との合計が７時間45分に達する
までの間又はその週の時間外勤務の時間とその週における正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまで
の間の時間外勤務にあっては、第15条に規定する勤務１時間当たりの報酬額に、100分の100（その時間外勤務
が午後10時から翌日の午前５時までの間である場合は100分の125）を乗じて得た額とする。
２　人事委員会規則において、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務するこ
とを要しない日を定められたパートタイム会計年度任用職員が、当該日において、正規の勤務時間中に勤務す
ることを命ぜられた場合には、第15条に規定する勤務１時間当たりの報酬額を基礎として、職員給与条例第15
条又は市町村立学校職員給与条例第13条に規定する休日勤務手当の支給を受ける職員の例により、休日勤務手
当に相当する報酬を支給する。
３　正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前５時までの間に勤務するパートタイム会計年度任用職員に
は、第15条に規定する勤務１時間当たりの報酬額を基礎として、職員給与条例第16条に規定する夜間勤務手当
の支給を受ける職員の例により、夜間勤務手当に相当する報酬を支給する。
４　宿日直勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、職員給与条例第18条又は市町村立学校職員給
与条例第15条に規定する宿日直手当の支給を受ける職員の例により、宿日直手当に相当する報酬を支給する。
　　（パートタイム会計年度任用職員の期末手当）
第９条　任期が６月以上のパートタイム会計年度任用職員（人事委員会規則で定めるパートタイム会計年度任用
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職員を除く。）には、職員給与条例第20条から第20条の３まで又は市町村立学校職員給与条例第16条から第16
条の３までの規定を準用し、期末手当を支給する。この場合において、職員給与条例第20条第４項及び市町村
立学校職員給与条例第16条第４項中「それぞれその基準日現在（退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員
にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在）において職員が受けるべき給料及び扶養手当の
月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日現在（退職し、若し
くは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在）において職員が
受けるべき報酬の月額として人事委員会規則で定める額」と読み替えるものとする。
　　（パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理）
第10条　第３条から第６条までに規定する報酬の算定において生じる端数及びその処理方法については、人事委
員会規則で定める。
　（パートタイム会計年度任用職員の費用弁償）
第11条　パートタイム会計年度任用職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署との間を往復するとき及び職務
のため旅行したときは、それらの費用を弁償する。
２　費用弁償の額は、職員給与条例又は市町村立学校職員給与条例の適用を受ける職員に支給される通勤手当及
び旅費の額との権衡を考慮して定める。
　　（フルタイム会計年度任用職員の給料）
第12条　フルタイム会計年度任用職員に支給する給料の額は、勤務１月につき、別表に掲げる職種又は職名の区
分に応じ、同表に定める月額を超えない範囲内において人事委員会規則で定めるところにより決定する。
　　（フルタイム会計年度任用職員の手当の支給額等）
第13条　フルタイム会計年度任用職員に支給する第２条の手当のうち、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、
時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当は、職員給与条例又は市町村立学校
職員給与条例の適用を受ける職員の例により支給する。ただし、任期が６月未満の者にあっては、期末手当は
支給しない。
２　フルタイム会計年度任用職員に支給する第２条の手当のうち、特地勤務手当、へき地手当及び特殊勤務手当
は、フルタイム会計年度任用職員の勤務形態並びに職務の内容、責任及び特殊性等を考慮して、職員給与条例
又は市町村立学校職員給与条例の適用を受ける職員の例により支給することができる。
　　（会計年度任用職員の報酬等の減額）
第14条　会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、人事委員会規則で勤務することを要しない
こととされている場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき承認のあった場合を除き、そ
の勤務しない１時間につき、次条に規定する勤務１時間当たりの報酬額（フルタイム会計年度任用職員にあっ
ては、勤務１時間当たりの給与額。次条において同じ。）を減額する。
　　（会計年度任用職員の勤務１時間当たりの報酬額）
第15条　第８条第１項から第３項まで及び前条に規定する勤務１時間当たりの報酬額は、人事委員会規則で定め
る。
　　（休職者の身分及び報酬等）
第16条　休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
２　休職者は、休職の期間中、いかなる報酬等も支給されない。
　　（現業職員の給与の種類及び基準）
第17条　地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第５項の規定により同法の規定を準用する会計年度任用職
員の給与の種類は、給料、地域手当、通勤手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手
当、宿日直手当、期末手当、特殊勤務手当及び退職手当とし、その給与の基準は、規則で定める。
　　（会計年度任用職員の報酬等の支給方法）
第18条　フルタイム会計年度任用職員の給料及びパートタイム会計年度任用職員の月額支給の報酬の支給方法に
ついては、前各条に規定するもののほか、職員給与条例又は市町村立学校職員給与条例の適用を受ける職員の
例による。
２　パートタイム会計年度任用職員の報酬（月額支給の報酬を除く。）の支給方法は、人事委員会規則で定める。
　　（人事委員会規則への委任）
第19条　この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
　　　附　則
　　（施行期日）
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１　この条例は、令和２年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。
　　（経過措置）
２　施行日の前日（以下「基準日」という。）において法第３条第３項第３号に規定する特別職として報酬を月
額で支給され、かつ、施行日において基準日と同一の職にパートタイム会計年度任用職員として新たに採用さ
れた職員で、施行日以降におけるその者の受ける報酬月額（第５条に規定する地域手当に相当する報酬を含む。
以下「新報酬月額」という。）により算出される年収額が基準日における報酬月額により算出される年収額（以
下「旧年収額」という。）に達しないこととなる職員には、施行日から令和７年３月31日までの間、新報酬月
額のほか、旧年収額と新報酬月額により算出される年収額との差額を14.6（施行日から令和３年３月31日まで
の間は13.69）で除して得た額を報酬として支給する。
　　（この附則により難い場合の措置）
３　この附則により難い事情があるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て別段の取扱いをすることができ
る。

別表（第３条、第12条関係）
　ア　一般、県立学校及び警察

職種又は職名 月額

高等学校及び特別支援学校の
講師その他人事委員会規則で
定める職

職員給与条例別表第４イ教育職給料表（二）に定める１級における最
高の号級の給料月額

中学校の講師その他人事委員
会規則で定める職

職員給与条例別表第４ウ教育職給料表（三）に定める１級における最
高の号級の給料月額

医師及び歯科医師 職員給与条例別表第６ア医療職給料表（一）に定める１級における最
高の号給の給料月額

薬剤師、獣医師、栄養士その
他人事委員会規則で定める職

職員給与条例別表第６イ医療職給料表（二）に定める３級における最
高の号給の給料月額

保健師 職員給与条例別表第６ウ医療職給料表（三）に定める３級における最
高の号給の給料月額

看護師 職員給与条例別表第６ウ医療職給料表（三）に定める２級における最
高の号給の給料月額

上記以外の職 職員給与条例別表第１行政職給料表に定める２級における最高の号給
の給料月額

　イ　市町村立学校

職種又は職名 月額

小学校、中学校及び義務教育
学校の講師その他人事委員会
規則で定める職

市町村立学校職員給与条例別表第１小学校中学校教育職給料表に定め
る１級における最高の号級の給料月額

小学校、中学校及び義務教育
学校の学校栄養職員その他人
事委員会規則で定める職

市町村立学校職員給与条例別表第４学校栄養職給料表に定める３級に
おける最高の号給の給料月額

上記以外の職 市町村立学校職員給与条例別表第３行政職給料表に定める２級におけ
る最高の号給の給料月額

　長崎県手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　令和元年７月16日



― 16 ―

令和元年７月16日　火曜日 長 崎 県 公 報 号　外

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第４号
　　　長崎県手数料条例の一部を改正する条例
第１条　長崎県手数料条例（昭和24年長崎県条例第47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。

第２条　長崎県手数料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２条関係） 別表第１（第２条関係）
総務部 総務部
番
号 事務の名称 手数料の名称 区分 単位 金額 番

号 事務の名称 手数料の名称 区分 単位 金額

１及び２　略 １及び２　略

３ 公文書の写しの交
付（他に定めのあ
るものを除く。）

公文書の写し
の交付手数料

文書又は図画
（フィルムを
除く。）を単
色で日本産業
規格Ａ列３番
以下の大きさ
の用紙に複写
したもの

略 ３ 公文書の写しの交
付（他に定めのあ
るものを除く。）

公文書の写し
の交付手数料

文書又は図画
（フィルムを
除く。）を単
色で日本工業
規格Ａ列３番
以下の大きさ
の用紙に複写
したもの

略

略 略

４ 行政不服審査法
（平成26年法律第
68号）第38条（同
法第66条及び他の
法律の規定により
同法第38条の規定
を準用する場合を
含む。）又は同法
第78条の規定に基
づく提出書類等の
写しの交付

提出書類等の
写しの交付手
数料

文書又は図画
を単色で日本
産業規格Ａ列
３番以下の大
きさの用紙に
複写したもの

略 ４ 行政不服審査法
（平成26年法律第
68号）第38条（同
法第66条及び他の
法律の規定により
同法第38条の規定
を準用する場合を
含む。）又は同法
第78条の規定に基
づく提出書類等の
写しの交付

提出書類等の
写しの交付手
数料

文書又は図画
を単色で日本
工業規格Ａ列
３番以下の大
きさの用紙に
複写したもの

略

文書又は図画
を多色刷りで
日本産業規格
Ａ列３番以下
の大きさの用
紙に複写した
もの

文書又は図画
を多色刷りで
日本工業規格
Ａ列３番以下
の大きさの用
紙に複写した
もの

５～８　略 ５～８　略

改正後 改正前

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）
産業労働部 産業労働部
番
号 事務の名称 手数料の名称 区分 単位 金額 番

号 事務の名称 手数料の名称 区分 単位 金額

１～11　略 １～11　略

12 電気工事士法（昭
和35年法律第139
号）第４条第２項
の規定に基づく電
気工事士免状の交
付

電気工事士免
許交付手数料

第１種電気工
事士免状

１件 6,000円 12 電気工事士法（昭
和35年法律第139
号）第４条第２項
の規定に基づく電
気工事士免状の交
付

電気工事士免
許交付手数料

第１種電気工
事士免状

１件 5,900円

第２種電気工
事士免状

１件 5,300円 第２種電気工
事士免状

１件 5,200円

13 電気工事士法施行
令（昭和35年政令
第260号）第４条
第１項の規定に基
づく電気工事士免
状の再交付

電気工事士免
状再交付手数
料

１件 2,700円 13 電気工事士法施行
令（昭和35年政令　
第260号）第４条
第１項の規定に基
づく電気工事士免
状の再交付

電気工事士免
状再交付手数
料

１件 2,600円

14 電気工事士法施行
令第５条の規定に
基づく電気工事士
免状の書換え

電気工事士免
状書換え手数
料

１件 2,100円 14 電気工事士法施行
令第５条の規定に
基づく電気工事士
免状の書換え

電気工事士免
状書換え手数
料

１件 2,000円
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　　　附　則
　　（施行期日等）
１　この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和元年10月１日から施行する。
２　第１条の規定による改正後の長崎県手数料条例の規定は、令和元年７月１日から適用する。

　長崎県税条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　令和元年７月16日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第５号
　　　長崎県税条例の一部を改正する条例
　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。

15～20　略 15～20　略

土木部 土木部
番
号 事務の名称 手数料の名称 区分 単位 金額 番

号 事務の名称 手数料の名称 区分 単位 金額

１及び２　略 １及び２　略

３ 採石法第32条の13
第１項の規定に基
づく業務管理者試
験の実施

採石業務管理
者試験受験手
数料

１件 8,100円 ３ 採石法第32条の13
第１項の規定に基
づく業務管理者試
験の実施

採石業務管理
者試験受験手
数料

１件 8,000円

４～７　略 ４～７　略

８ 砂利採取法第15条
第１項の規定に基
づく業務主任者試
験の実施

砂利採取業務
主任者試験受
験手数料

１件 8,100円 ８ 砂利採取法第15条
第１項の規定に基
づく業務主任者試
験の実施

砂利採取業務
主任者受験手
数料

１件 8,000円

９～33　略 ９～33　略

改正後 改正前

目次 目次
第１章　略 第１章　略
第２章　普通税 第２章　普通税
第１節～第６節　略 第１節～第６節　略

第７節　自動車取得税（第49条―第52条）
第７節　軽油引取税（第49条―第58条） 第７節の２　軽油引取税（第53条―第60条の３）
第８節　自動車税（第59条―第66条の２） 第８節　自動車税（第61条―第66条の２）
第９節～第11節　略 第９節～第11節　略

第３章～第５章　略 第３章～第５章　略
附則 附則
（税目） （税目）

第２条　県税のうち、普通税の税目は、次に掲げるものとす
る。

第２条　県税のうち、普通税の税目は、次に掲げるものとす
る。

⑴～⑹　略 ⑴～⑹　略
⑺　自動車取得税

⑺～⑽　略 ⑻～⑾　略
２　略 ２　略
（知事の権限の委任） （知事の権限の委任）

第３条　略 第３条　略
２　知事は、法第３条の２の規定により、次の表の左欄に掲
げる事務を、同表の右欄に掲げる振興局の長に委任する。
ただし、前項各号に掲げる事項については、この限りでな
い。

２　知事は、法第３条の２の規定により、次の表の左欄に掲
げる事務を、同表の右欄に掲げる振興局の長に委任する。
ただし、前項各号に掲げる事項については、この限りでな
い。

事務 振興局 事務 振興局

県民税配当割、県民税株式等譲渡所得割、法人
の県民税及び法人の事業税（課税地を所管する

略 県民税配当割、県民税株式等譲渡所得割、法人
の県民税及び法人の事業税（課税地を所管する

略
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振興局が県央振興局又は県北振興局であるもの
に限る。）、県たばこ税、鉱区税、法第144条の
２第１項及び第２項の規定の適用に係るもので
県外に主たる事務所又は事業所を有し、県内に
事務所又は事業所が所在しない特別徴収義務者
から納入がある場合の軽油引取税並びに自動車
税（規則で定める事務に限る。）の徴収金に係
る賦課徴収に関する事務並びに鉱区税に係る過
料処分に関する事務

振興局が県央振興局又は県北振興局であるもの
に限る。）、県たばこ税、鉱区税、法第144条の
２第１項及び第２項の規定の適用に係るもので
県外に主たる事務所又は事業所を有し、県内に
事務所又は事業所が所在しない特別徴収義務者
から納入がある場合の軽油引取税、自動車税（規
則で定める事務に限る。）並びに自動車取得税
（規則で定める事務を除く。）の徴収金に係る賦
課徴収に関する事務並びに鉱区税に係る過料処
分に関する事務

略 略

３～７　略 ３～７　略
（課税地） （課税地）

第４条　略 第４条　略
２　前項の課税地は、次の表の左欄に掲げる税目ごとに、同
表の右欄に掲げるとおりとする。

２　前項の課税地は、次の表の左欄に掲げる税目ごとに、同
表の右欄に掲げるとおりとする。

税目 課税地 税目 課税地

略 略

自動車取得税（規則で
定める事務に限る。）　

納税者の住所又は事務所若しくは事業
所の所在地（納税者の住所又は事務所
若しくは事業所が県外にある場合は、
自動車の主たる定置場の所在地）　

略 略

３　略
（納税管理人）
第７条　県税（個人の県民税、県民税利子割、県民税配当割、
県民税株式等譲渡所得割、地方消費税、県たばこ税、軽油
引取税及び狩猟税を除く。次項及び第98条において同じ。）
の納税義務者又は特別徴収義務者は、県内に住所、居所、
事務所又は事業所（法人の県民税にあっては、寮等を含む。）
を有しない場合又は有しなくなった場合においては、納税
に関する一切の事項を処理させるため、課税地を所管する
振興局の所管区域内に住所、居所、事務所若しくは事業所
を有する者のうちから法第29条第１項、法第72条の９第１
項、法第73条の10第１項、法第79条第１項、法第157条第
１項、法第190条第１項及び法第745条第１項において準用
する法第355条第１項の規定による納税管理人を定めてこ
れを定める必要が生じた日から10日以内に知事に申告し、
又は当該区域外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有
する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納
税管理人として定めることについて知事に申請してその承
認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変
更しようとする場合その他申告した事項又は承認を受けた
事項に異動を生じた場合においても、また、同様とする。

２　略

３　略
（納税管理人）
第７条　県税（個人の県民税、県民税利子割、県民税配当割、
県民税株式等譲渡所得割、地方消費税、県たばこ税、自動
車取得税、軽油引取税及び狩猟税を除く。次項及び第98条
において同じ。）の納税義務者又は特別徴収義務者は、県
内に住所、居所、事務所又は事業所（法人の県民税にあっ
ては、寮等を含む。）を有しない場合又は有しなくなった
場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるた
め、課税地を所管する振興局の所管区域内に住所、居所、
事務所若しくは事業所を有する者のうちから法第29条第１
項、法第72条の９第１項、法第73条の10第１項、法第79条
第１項、法第157条第１項、法第190条第１項及び法第745
条第１項において準用する法第355条第１項の規定による
納税管理人を定めてこれを定める必要が生じた日から10日
以内に知事に申告し、又は当該区域外に住所、居所、事務
所若しくは事業所を有する者のうち当該事項の処理につき
便宜を有するものを納税管理人として定めることについて
知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管
理人を変更し、又は変更しようとする場合その他申告した
事項又は承認を受けた事項に異動を生じた場合において
も、また、同様とする。
２　略

（法人税割の税率） （法人税割の税率）
第14条　法人及び法第24条第１項第４号の２に掲げる者の県
民税の法人税割の税率は、100分の１とする。

第14条　法人及び法第24条第１項第４号の２に掲げる者の県
民税の法人税割の税率は、100分の3.2とする。

　（法人の事業税の税率） 　（法人の事業税の税率）
第20条　法人の行う事業（電気供給業、ガス供給業及び保険
業を除く。）に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法
人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

第20条　法人の行う事業（電気供給業、ガス供給業及び保険
業を除く。）に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法
人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

⑴　法第72条の２第１項第１号イに掲げる法人　次に掲げ
る金額の合計額

⑴　法第72条の２第１項第１号イに掲げる法人　次に掲げ
る金額の合計額

ア及びイ　略 ア及びイ　略
ウ　次の表の左欄に掲げる金額の区分により各事業年度
の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の右欄に掲げ

ウ　次の表の左欄に掲げる金額の区分によって各事業年
度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の右欄に掲
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る率を乗じて計算した金額を合計した金額 げる率を乗じて計算した金額を合計した金額

各事業年度の所得のうち年400万円以下
の金額

100分の0.4 各事業年度の所得のうち年400万円以下
の金額

100分の1.9

各事業年度の所得のうち年400万円を超
え年800万円以下の金額

100分の0.7 各事業年度の所得のうち年400万円を超
え年800万円以下の金額

100分の2.7

各事業年度の所得のうち年800万円を超
える金額

100分の１ 各事業年度の所得のうち年800万円を超
える金額

100分の3.6

⑵　特別法人　次の表の左欄に掲げる金額の区分により各
事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の右欄
に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額

⑵　特別法人　次の表の左欄に掲げる金額の区分によって
各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の右
欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額

各事業年度の所得のうち年400万円以下
の金額

100分の3.5 各事業年度の所得のうち年400万円以下
の金額

100分の５

各事業年度の所得のうち年400万円を超
える金額

100分の4.9 各事業年度の所得のうち年400万円を超
える金額

100分の6.6

⑶　その他の法人　次の表の左欄に掲げる金額の区分によ
り各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の
右欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額

⑶　その他の法人　次の表の左欄に掲げる金額の区分に
よって各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同
表の右欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額

各事業年度の所得のうち年400万円以下
の金額

100分の3.5 各事業年度の所得のうち年400万円以下
の金額

100分の５

各事業年度の所得のうち年400万円を超
え年800万円以下の金額

100分の5.3 各事業年度の所得のうち年400万円を超
え年800万円以下の金額

100分の7.3

各事業年度の所得のうち年800万円を超
える金額

100分の７ 各事業年度の所得のうち年800万円を超
える金額

100分の9.6

２　電気供給業、ガス供給業及び保険業に対する事業税の額
は、各事業年度の収入金額に100分の１を乗じて得た金額
とする。

２　電気供給業、ガス供給業及び保険業に対する事業税の額
は、各事業年度の収入金額に100分の1.3を乗じて得た金額
とする。

３　２以上の都道府県において事務所又は事業所を設けて事
業を行う法人の第１項　の各事業年度の所得は、法第72条
の48の規定により関係都道府県に分割される前の各事業年
度の所得によるものとし、３以上の都道府県において事務
所又は事業所を設けて事業を行う法人で資本金の額又は出
資金の額が1,000万円以上のものが行う事業に対する事業
税の額は、第１項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる
法人の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

３　２以上の都道府県において事務所又は事業所を設けて事
業を行う法人の第１項の各事業年度の所得は、法第72条の
48の規定により関係都道府県に分割される前の各事業年度
の所得によるものとし、３以上の都道府県において事務所
又は事業所を設けて事業を行う法人で資本金の額又は出資
金の額が1,000万円以上のものが行う事業に対する事業税
の額は、第１項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法
人の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

⑴　法第72条の２第１項第１号イに掲げる法人　次に掲げ
る金額の合計額

⑴　法第72条の２第１項第１号イに掲げる法人　次に掲げ
る金額の合計額

ア及びイ　略 ア及びイ　略
ウ　各事業年度の所得に100分の１を乗じて得た金額 ウ　各事業年度の所得に100分の3.6を乗じて得た金額
⑵　特別法人　各事業年度の所得に100分の4.9を乗じて得
た金額

⑵　特別法人　各事業年度の所得に100分の6.6を乗じて得
た金額

⑶　その他の法人　各事業年度の所得に100分の７を乗じ
て得た金額

⑶　その他の法人　各事業年度の所得に100分の9.6を乗じ
て得た金額

４　略 ４　略
（不動産取得税の賦課徴収・課税標準の特例措置等に関す
る申告義務）
第28条　略

（不動産取得税の賦課徴収・課税標準の特例措置等に関す
る申告義務）
第28条　略

２　法第73条の24第１項から第３項までの規定の適用を受け
ようとする者は、当該不動産の取得に対して課する不動産
取得税の納期限から60日以内に、規則で定める申告書を知
事に提出しなければならない。

２　法第73条の24第１項又は第２項の規定の適用を受けよう
とする者は、当該不動産の取得に対して課する不動産取得
税の納期限から60日以内に、規則で定める申告書を知事に
提出しなければならない。

　（不動産取得税の徴収猶予の申請） 　（不動産取得税の徴収猶予の申請）
第30条　法第73条の25第１項（法附則第11条の４第２項、第
５項又は第７項において準用する場合を含む。）、法第73条
の27の２第２項、法第73条の27の３第２項、法第73条の27
の４第２項（法第73条の27の５第２項及び法第73条の27の
７第２項において準用する場合を含む。）、法第73条の27の

第30条　法第73条の25第１項、法第73条の27の２第２項、法
第73条の27の３第２項（法第73条の27の４第２項及び法第
73条の27の６第２項において準用する場合を含む。）、法第
73条の27の５第２項及び法附則第12条第１項の規定により
徴収猶予を受けようとする者は、第28条第１項の規定によ
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６第２項及び法附則第12条第１項の規定により徴収猶予を
受けようとする者は、第28条第１項の規定により不動産取
得税に係る申告書を提出する際に、当該徴収猶予を受けよ
うとする事由を証明するに足りる書類を添えて知事に申請
しなければならない。

り不動産取得税に係る申告書を提出する際に、当該徴収猶
予を受けようとする事由を証明するに足りる書類を添えて
知事に申請しなければならない。

　　　　第７節　自動車取得税
（自動車取得税の税率）
第49条　自動車取得税の税率は、100分の３とする。　
（法附則第12条の２第１項に規定する路線）
第49条の２　法附則第12条の２第１項に規定する地域住民の
生活に必要な路線で輸送人員の減少等により運行の維持が
困難になっているものとして条例で定めるものは、平均乗
車密度に１日当たりの運行回数を乗じて得た数値が15以上
150以下であり、かつ、別に定めるところにより知事が認
めたバス路線とする。　
（自動車取得税に関する報告書の提出義務）
第50条　自動車の取得者は、その取得価格が15万円以下であ
る場合においては、法第122条第１項各号に掲げる自動車
の取得の区分に応じ、当該各号に掲げる時又は日までに、
地方税法施行規則（昭和29年総理府令第23号。以下「省令」
という。）で定める報告書を知事に提出しなければならな
い。　
（自動車取得税の納付の方法）
第51条　自動車取得税の納税義務者は、法第124条の規定に
より、自動車取得税額を納付する場合（当該自動車取得税
額に係る延滞金額を納付する場合を含む。）には、省令で
定める申告書又は規則で定める修正申告書に県が発行する
証紙をはることに代えて証紙代金収納計器（以下「収納計
器」という。）による納税証紙印の押印を受けなければな
らない。ただし、知事が必要と認めるときは、証紙の額面
金額に相当する現金を納付することができる。この場合に
おいては、知事は、当該申告書又は修正申告書に納税済印
を押印しなければならない。　
２　前項の納税証紙印の押印は、知事の指定する自動車取得
税及び自動車税証紙売りさばき人（以下この条において
「売りさばき人」という。）において行うものとする。この
場合において、売りさばき人が収納計器により申告書に納
税証紙印の押印を行ったときは、県が発行する証紙を売り
さばいたものとみなす。　
３　長崎県証紙条例（昭和41年長崎県条例第33号）第４条及
び同条例第５条第３項の規定は、収納計器による自動車取
得税の徴収及び売りさばき人の指定等について準用する。　
４　自動車取得税の納税義務者は、第１項ただし書の場合の
ほか、規則で定めるところにより、証紙の額面金額に相当
する現金を納付することができる。　
（自動車取得税の減免）
第52条　知事は、次の各号の一に該当する自動車の取得者に
対し規則の定めるところにより、自動車取得税を減免する
ことができる。　
⑴　災害により滅失又は損かいした自動車に代わるものと
して知事が認める自動車
⑵　日本赤十字社の救急自動車又は血液事業の用に供する
自動車
⑶　身体に障害を有し歩行が困難な者（以下「身体障害
者」という。）、精神に障害を有し歩行が困難な者（以下
「精神障害者」という。）又は身体障害者若しくは精神障
害者（以下「身体障害者等」という。）のために当該身
体障害者等と生計を一にする者が運転する自動車又は身
体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等のため
に当該身体障害者等を常時介護する者が運転する自動車
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で、知事が必要と認めるもの
⑷　構造上身体障害者等の利用に専ら供するためのものと
認められる自動車
⑸　構造上身体障害者等の利用に供するためのものと認め
られる自動車又は専ら身体障害者等が運転するための構
造変更がなされる自動車
⑹　身体障害者等の利用に供する超低床型バス
⑺　公益その他特別の事情により知事が必要と認める自動
車

第７節　略 第７節の２　略
第49条～第58条　略 第53条～第60条の３　略
　　　　第８節　自動車税 　　　　第８節　自動車税
　（環境性能割の税率）
第59条　次に掲げる自動車に対して課する環境性能割の税率
は、100分の１とする。　
⑴　次に掲げるガソリン自動車（ガソリンを内燃機関の燃
料として用いる自動車をいい、充電機能付電力併用自動
車（電力併用自動車（内燃機関を有する自動車で併せて
電気その他の地方税法施行規則（昭和29年総理府令第23
号。以下「省令」という。）で定めるものを動力源とし
て用いるものであって、廃エネルギーを回収する機能を
備えていることにより大気汚染防止法（昭和43年法律第
97号）第２条第16項に規定する自動車排出ガスの排出の
抑制に資するもので省令で定めるものをいう。以下同
じ。）のうち、動力源として用いる電気を外部から充電
する機能を備えているもので省令で定めるものをいう。）
を除く。以下同じ。）　
ア　営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するも
ので省令で定めるもの
ア　次のいずれかに該当すること。　
ａ　道路運送車両法第41条の規定により平成30年10
月１日以降に適用されるべきものとして定められ
た自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その
他の環境保全上の技術基準（以下「排出ガス保安
基準」という。）で省令で定めるもの（以下「平
成30年ガソリン軽中量車基準」という。）に適合
し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリ
ン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の２分の
１を超えないこと。　
ｂ　道路運送車両法第41条の規定により平成17年10
月１日以降に適用されるべきものとして定められ
た排出ガス保安基準で省令で定めるもの（以下
「平成17年ガソリン軽中量車基準」という。）に適
合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソ
リン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の４分
の１を超えないこと。　

イ　エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和
54年法律第49号）第147条第１号イに規定するエネ
ルギー消費効率（以下「エネルギー消費効率」とい
う。）が同法第145条第１項の規定により定められる
エネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準と
なるべき事項を勘案して省令で定めるエネルギー消
費効率（以下「基準エネルギー消費効率」という。）
であって令和２年度以降の各年度において適用され
るべきものとして定められたもの（以下「平成32年
度基準エネルギー消費効率」という。）以上である
こと。　

イ　自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するも
ので省令で定めるもの
ア　次のいずれかに該当すること。
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ａ　平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、
窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車
基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えな
いこと。　

ｂ　平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、
窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車
基準に定める窒素酸化物の値の４分の１を超えな
いこと。　

イ　エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー
消費効率に100分の110を乗じて得た数値以上である
こと。　

ウ　車両総重量（道路運送車両法第40条第３号に規定す
る車両総重量をいう。以下同じ。）が2.5トン以下のバ
ス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもの
で省令で定めるもの
ア　次のいずれかに該当すること。
ａ　平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、
窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車
基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えな
いこと。　

ｂ　平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、
窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車
基準に定める窒素酸化物の値の４分の１を超えな
いこと。　

イ　エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率で
あって平成27年度以降の各年度において適用される
べきものとして定められたもの（以下この条におい
て「平成27年度基準エネルギー消費効率」という。）
に100分の115を乗じて得た数値以上であること。　

エ　車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバス又は
トラックのうち、次のいずれにも該当するもので省令
で定めるもの
ア　次のいずれかに該当すること。　
ａ　平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、
窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車
基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えな
いこと。　

ｂ　平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、
窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車
基準に定める窒素酸化物の値の４分の１を超えな
いこと。　

イ　エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー
消費効率に100分の105を乗じて得た数値以上である
こと。　

オ　車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバス又は
トラックのうち、次のいずれにも該当するもので省令
で定めるもの
ア　次のいずれかに該当すること。　
ａ　平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、
窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車
基準に定める窒素酸化物の値の４分の３を超えな
いこと。　

ｂ　平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、
窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車
基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えな
いこと。　

イ　エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー
消費効率に100分の110を乗じて得た数値以上である
こと。　

⑵　次に掲げる石油ガス自動車（液化石油ガスを内燃機関
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の燃料として用いる自動車をいい、充電機能付電力併用
自動車を除く。以下同じ。）　
ア　営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するも
ので省令で定めるもの
ア　次のいずれかに該当すること。　
ａ　道路運送車両法第41条の規定により平成30年10
月１日以降に適用されるべきものとして定められ
た排出ガス保安基準で省令で定めるもの（以下
「平成30年石油ガス軽中量車基準」という。）に適
合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年石油
ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の２分
の１を超えないこと。　
ｂ　道路運送車両法第41条の規定により平成17年10
月１日以降に適用されるべきものとして定められ
た排出ガス保安基準で省令で定めるもの（以下
「平成17年石油ガス軽中量車基準」という。）に適
合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年石油
ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の４分
の１を超えないこと。　

イ　エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー
消費効率以上であること。　

イ　自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するも
ので省令で定めるもの
ア　次のいずれかに該当すること。
ａ　平成30年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、
窒素酸化物の排出量が平成30年石油ガス軽中量車
基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えな
いこと。　

ｂ　平成17年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、
窒素酸化物の排出量が平成17年石油ガス軽中量車
基準に定める窒素酸化物の値の４分の１を超えな
いこと。　

イ　エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー
消費効率に100分の110を乗じて得た数値以上である
こと。　

⑶　次に掲げる軽油自動車（軽油を内燃機関の燃料として
用いる自動車をいい、充電機能付電力併用自動車を除く。
以下同じ。）　
ア　車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバス又は
トラックのうち、次のいずれにも該当するもので省令
で定めるもの
ア　次のいずれかに該当すること。
ａ　道路運送車両法第41条の規定により平成30年10
月１日以降に適用されるべきものとして定められ
た排出ガス保安基準で省令で定めるもの（以下
「平成30年軽油軽中量車基準」という。）に適合す
ること。　
ｂ　道路運送車両法第41条の規定により平成21年10
月１日以降に適用されるべきものとして定められ
た排出ガス保安基準で省令で定めるもの（以下
「平成21年軽油軽中量車基準」という。）に適合し、
かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成
21年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒
子状物質の値の10分の９を超えないこと。　

イ　エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー
消費効率に100分の105を乗じて得た数値以上である
こと。　

イ　車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバス又は
トラックのうち、次のいずれにも該当するもので省令
で定めるもの



― 24 ―

令和元年７月16日　火曜日 長 崎 県 公 報 号　外

ア　平成21年軽油軽中量車基準に適合すること。　
イ　エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー
消費効率に100分の110を乗じて得た数値以上である
こと。　

ウ　車両総重量が3.5トンを超えるバス又はトラックの
うち、次のいずれにも該当するもので省令で定めるも
の
ア　次のいずれかに該当すること。
ａ　道路運送車両法第41条の規定により平成28年10
月１日（車両総重量が3.5トンを超え7.5トン以下
のものにあっては平成30年10月１日）以降に適用
されるべきものとして定められた排出ガス保安基
準で省令で定めるもの（以下「平成28年軽油重量
車基準」という。）に適合すること。　
ｂ　道路運送車両法第41条の規定により平成21年10
月１日（車両総重量が3.5トンを超え7.5トン以下
のものにあっては平成22年10月１日）以降に適用
されるべきものとして定められた排出ガス保安基
準で省令で定めるもの（以下「平成21年軽油重量
車基準」という。）に適合し、かつ、窒素酸化物
及び粒子状物質の排出量が平成21年軽油重量車基
準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10分
の９を超えないこと。　

イ　エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー
消費効率に100分の105を乗じて得た数値以上である
こと。　

エ　車両総重量が3.5トンを超えるバス又はトラックの
うち、次のいずれにも該当するもので省令で定めるも
の
ア　平成21年軽油重量車基準に適合すること。　
イ　エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー
消費効率に100分の110を乗じて得た数値以上である
こと。　

２　次に掲げる自動車（前項の規定の適用を受ける自動車を
除く。）に対して課する環境性能割の税率は、100分の２と
する。　
　⑴　次に掲げるガソリン自動車

ア　営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するも
ので省令で定めるもの
ア　次のいずれかに該当すること。
ａ　平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、
窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車
基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えな
いこと。　

ｂ　平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、
窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車
基準に定める窒素酸化物の値の４分の１を超えな
いこと。　

イ　エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー
消費効率に100分の110を乗じて得た数値以上である
こと。　

イ　自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するも
ので省令で定めるもの
ア　次のいずれかに該当すること。
ａ　平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、
窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車
基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えな
いこと。　

ｂ　平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、
窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車
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基準に定める窒素酸化物の値の４分の１を超えな
いこと。　

イ　エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー
消費効率以上であること。　

ウ　車両総重量が2.5トン以下のバス又はトラックのう
ち、次のいずれにも該当するもので省令で定めるもの
ア　次のいずれかに該当すること。
ａ　平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、
窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車
基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えな
いこと。　

ｂ　平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、
窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車
基準に定める窒素酸化物の値の４分の１を超えな
いこと。　

イ　エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー
消費効率に100分の110を乗じて得た数値以上である
こと。　

エ　車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバス又は
トラックのうち、次のいずれにも該当するもので省令
で定めるもの
ア　次のいずれかに該当すること。
ａ　平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、
窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車
基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えな
いこと。　

ｂ　平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、
窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車
基準に定める窒素酸化物の値の４分の１を超えな
いこと。　

イ　エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー
消費効率以上であること。

オ　車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバス又は
トラックのうち、次のいずれにも該当するもので省令
で定めるもの
ア　次のいずれかに該当すること。
ａ　平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、
窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車
基準に定める窒素酸化物の値の４分の３を超えな
いこと。　

ｂ　平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、
窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車
基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えな
いこと。　

イ　エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー
消費効率に100分の105を乗じて得た数値以上である
こと。　

　⑵　次に掲げる石油ガス自動車
ア　営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するも
ので省令で定めるもの
ア　次のいずれかに該当すること。
ａ　平成30年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、
窒素酸化物の排出量が平成30年石油ガス軽中量車
基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えな
いこと。　

ｂ　平成17年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、
窒素酸化物の排出量が平成17年石油ガス軽中量車
基準に定める窒素酸化物の値の４分の１を超えな
いこと。　

イ　エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー
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消費効率に100分の110を乗じて得た数値以上である
こと。　

イ　自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するも
ので省令で定めるもの
ア　次のいずれかに該当すること。
ａ　平成30年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、
窒素酸化物の排出量が平成30年石油ガス軽中量車
基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えな
いこと。　

ｂ　平成17年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、
窒素酸化物の排出量が平成17年石油ガス軽中量車
基準に定める窒素酸化物の値の４分の１を超えな
いこと。　

イ　エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー
消費効率以上であること。

　⑶　次に掲げる軽油自動車
ア　車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバス又は
トラックのうち、次のいずれにも該当するもので省令
で定めるもの
ア　次のいずれかに該当すること。
ａ　平成30年軽油軽中量車基準に適合すること。
ｂ　平成21年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒
素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成21年軽油
軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質
の値の10分の９を超えないこと。

イ　エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー
消費効率以上であること。

イ　車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバス又は
トラックのうち、次のいずれにも該当するもので省令
で定めるもの
ア　平成21年軽油軽中量車基準に適合すること。
イ　エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー
消費効率に100分の105を乗じて得た数値以上である
こと。

ウ　車両総重量が3.5トンを超えるバス又はトラックの
うち、次のいずれにも該当するもので省令で定めるも
の
ア　次のいずれかに該当すること。
ａ　平成28年軽油重量車基準に適合すること。
ｂ　平成21年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素
酸化物及び粒子状物質の排出量が平成21年軽油重
量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値
の10分の９を超えないこと。

イ　エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー
消費効率以上であること。

エ　車両総重量が3.5トンを超えるバス又はトラックの
うち、次のいずれにも該当するもので省令で定めるも
の
ア　平成21年軽油重量車基準に適合すること。
イ　エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー
消費効率に100分の105を乗じて得た数値以上である
こと。

３　前２項の規定の適用を受ける自動車以外の自動車に対し
て課する環境性能割の税率は、100分の３とする。
　（環境性能割の納付の方法）
第60条　環境性能割の納税義務者は、環境性能割を納付する
場合（当該環境性能割額に係る延滞金額を納付する場合を
含む。）には、省令で定める申告書又は規則で定める修正
申告書に県が発行する証紙を貼ることに代えて証紙代金収
納計器（以下「収納計器」という。）による納税証紙印の
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表示を受けなければならない。ただし、知事が必要と認め
るときは、証紙に代えて、納付すべき環境性能割額に相当
する現金を納付することができる。
　（環境性能割に関する報告書の提出義務）
第60条の２　自動車の取得者は、その取得価格が50万円以下
である場合には、前条に規定する申告書又は修正申告書に
代えて、省令で定める報告書を知事に提出しなければなら
ない。
　（環境性能割が非課税となる路線）
第60条の３　法附則第12条の２の10第１項に規定する地域住
民の生活に必要な路線で輸送人員の減少等により運行の維
持が困難になっているものとして条例で定めるものは、平
均乗車密度に１日当たりの運行回数を乗じて得た数値が15
以上150以下であり、かつ、別に定めるところにより知事
が認めたバス路線とする。
　（種別割の課税免除） 　（自動車税の課税免除）
第61条　次の各号の一に該当する自動車に対しては、種別割
を課さない。

第61条　次の各号の一に該当する自動車に対しては、自動車
税を課さない。

　⑴及び⑵　略 　⑴及び⑵　略
２　日本赤十字社が所有する自動車のうち、直接その本来の
事業の用に供するもので次の各号の一に該当するものに対
しては、種別割を課さない。

２　日本赤十字社が所有する自動車のうち、直接その本来の
事業の用に供するもので次の各号の一に該当するものに対
しては、自動車税を課さない。

　⑴～⑸　略 　⑴～⑸　略
３　次の各号に掲げる者が所有する自動車のうち、専ら学生、
生徒、会員又は組合員等の教育練習の用に供するものに対
しては、種別割を課さない。

３　次の各号に掲げる者が所有する自動車のうち、専ら学生、
生徒、会員又は組合員等の教育練習の用に供するものに対
しては、自動車税を課さない。

　⑴～⑶　略 　⑴～⑶　略
　（種別割の税率） 　（自動車税の税率）
第62条　種別割の税率は、別表第２に定める額とする。 第62条　自動車税の税率は、別表第２に定める額とする。
２　前項の規定にかかわらず、トラックのうち最大乗車定員
が４人以上であるものの種別割の税率は、別表第２（その
１）トラックの項に定める額に別表第３に定める額を加算
した額とする。

２　前項の規定にかかわらず、トラックのうち最大乗車定員
が４人以上であるものの自動車税の税率は、別表第２（そ
の１）トラックの項に定める額に別表第３に定める額を加
算した額とする。

３～５　略 ３～５　略
　（種別割の納期） 　（自動車税の納期）
第63条　法第177条の９の規定による種別割の納期は、５月
15日から同月31日までとする。

第63条　法第149条の規定による自動車税の納期は、５月15
日から同月31日までとする。

２　略 ２　略
３　賦課期日後に納税義務が発生した種別割で普通徴収の方
法により徴収するものの納期は、納税通知書に定めるとこ
ろによる。

３　賦課期日後に納税義務が発生した自動車税で普通徴収の
方法により徴収するものの納期は、納税通知書に定めると
ころによる。

　（種別割の賦課徴収に関する申告又は報告の義務）
第64条　種別割の納税義務者は、次の各号の一に該当すると
きは、法第177条の13第１項の規定により、その該当する
事実が発生した日の翌日から起算して７日以内（道路運送
車両法第７条、同法第12条（自動車の使用の本拠の位置が
他の都道府県から県内に変更された場合に限る。）又は同
法第13条の規定による登録の申請をするときは、その申請
をした時）にその旨を知事に申告しなければならない。届
出をした事項に異動を生じた場合も、同様とする。　
⑴　自動車（商品であって使用しないものを除く。）を取
得したとき。　
⑵　自動車が第61条の規定の適用を受けなくなったとき。
⑶　自動車を運行の用に供することをやめたとき。
⑷　自動車を滅失し、解体し（整備又は改造のため解体し
た場合を除く。）、又は自動車としての用途をやめたとき。
⑸　法第146条第３項に規定する使用者となったとき、又
は使用者でなくなったとき。
⑹　自動車の定置場が県内に所在することとなったとき、
又は所在しないこととなったとき。
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２　法第147条第１項に規定する自動車の売主は、法第177条
の13第２項の規定により、知事から当該自動車の買主の住
所又は居所が不明であることを理由として請求があった場
合には、当該請求のあった日から20日以内に、知事に対し、
当該自動車の買主の住所又は居所その他当該自動車に対し
て課する自動車税の賦課徴収に関し必要な事項を報告しな
ければならない。　
（自動車税の申告納付又は証紙徴収の方法） （自動車税の証紙徴収の方法）
第65条　知事は、法第159条の規定により環境性能割を申告
納付の方法によって、又は法第177条の11第３項の規定に
より種別割を証紙徴収の方法によって徴収しようとする場
合には、納税義務者から提出された第60条に規定する申告
書若しくは修正申告書又は前条第１項に規定する申告をす
る書面（以下この条及び次条において「申告書等」という。）
に県が発行する証紙を貼ることに代えて収納計器により納
税証紙印を表示しなければならない。ただし、知事が必要
と認めるときは、徴収すべき環境性能割又は種別割の税額
に相当する現金の納付を受けた後、当該申告書等に納税済
印を表示するものとする。　

第64条　知事は、法第151条第３項の規定によって自動車税
を証紙徴収の方法によって徴収しようとする場合において
は、第65条の規定によって提出すべき申告書に県が発行す
る証紙をはることに代えて収納計器により納税証紙印を押
印しなければならない。ただし、知事が必要と認めるとき
は、証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後、当
該申告書に納税済印を押印することができる。　

２　前項の納税証紙印の表示は、知事の指定する自動車税証
紙売りさばき人（以下この条において「売りさばき人」と
いう。）が行うものとする。この場合において、売りさば
き人が収納計器により申告書等に納税証紙印の表示を行っ
たときは、県が発行する証紙を売りさばいたものとみなす。

２　第51条第２項及び第３項の規定は、自動車税に係る納税
証紙印の押印等について準用する。この場合において、同
条第３項中「自動車取得税」とあるのは「自動車税」と読
み替えるものとする。　

３　長崎県証紙条例（昭和41年長崎県条例第33号）第４条及
び同条例第５条第３項の規定は、収納計器による自動車税
の徴収及び売りさばき人の指定等について準用する。　
　（自動車税の申告納付又は証紙徴収の方法の特例） 　（自動車税の徴収の方法の特例）
第65条の２　知事は、自動車税の納税義務者が行政手続等に
おける情報通信の技術の利用に関する法律（平成14年法律
第151号）第３条第１項の規定により同項に規定する電子
情報処理組織を使用して道路運送車両法第７条、第12条又
は第13条の規定による登録の申請を行い、併せて長崎県行
政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例第３
条第１項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を
使用して申告書等を提出する場合には、前条の規定にかか
わらず、当該納税義務者が当該登録の申請をした際に、当
該登録の申請に係る自動車に課する自動車税を知事から得
た納付情報により納付する方法により徴収する。

第64条の２　知事は、自動車税の納税義務者が行政手続等に
おける情報通信の技術の利用に関する法律（平成14年法律
第151号）第３条第１項の規定により同項に規定する電子
情報処理組織を使用して道路運送車両法第７条の規定によ
る登録の申請を行い、併せて長崎県行政手続等における情
報通信の技術の利用に関する条例第３条第１項の規定によ
り同項に規定する電子情報処理組織を使用して次条第１項
の規定による申告を行う場合には、前条の規定にかかわら
ず、当該納税義務者が当該登録の申請をした際に、当該登
録の申請に係る自動車に課する自動車税を知事から得た納
付情報により納付する方法により徴収する。
　（自動車税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務）
第65条　自動車税の納税義務者は、次の各号の一に該当する
ときは、法第152条第１項の規定により、その該当する事
実が発生した日の翌日から起算して７日以内（道路運送車
両法第７条、同法第12条（自動車の使用の本拠の位置が他
の都道府県から県内に変更された場合に限る。）又は同法
第13条の規定による登録の申請をするときは、その申請を
した際）にその旨を知事に申告しなければならない。届出
をした事項に異動を生じた場合も、同様とする。　
⑴　自動車（商品であって使用しないものを除く。）を取
得したとき。　
⑵　自動車が第61条の規定の適用を受けなくなったとき。
⑶　自動車を運行の用に供することをやめたとき。
⑷　自動車を滅失し、解体し（整備又は改造のため解体し
た場合を除く。）、又は自動車としての用途をやめたとき。
⑸　法第145条第３項に規定する使用者となったとき、又
は使用者でなくなったとき。
⑹　自動車の定置場が県内に所在することとなったとき、
又は所在しないこととなったとき。

２　法第145条第２項に規定する自動車の売主は、法第152条
第２項の規定により、知事から当該自動車の買主の住所又
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は居所が不明であることを理由として請求があった場合に
は、当該請求のあった日から20日以内に、知事に対し、当
該自動車の買主の住所又は居所その他当該自動車に対して
課する自動車税の賦課徴収に関し必要な事項を報告しなけ
ればならない。

　（自動車税の減免） 　（自動車税の減免）
第66条　知事は、次の各号の一に該当する自動車の取得者に
対し規則の定めるところにより、環境性能割を減免するこ
とができる。

第66条　

⑴　災害により滅失又は損壊した自動車（三輪以上の軽自
動車を含む。）に代わるものとして知事が認める自動車
⑵　日本赤十字社が所有する自動車で血液事業の用に供す
るもの
⑶　身体に障害を有し歩行が困難な者（以下「身体障害
者」という。）、精神に障害を有し歩行が困難な者（以下
「精神障害者」という。）又は身体障害者若しくは精神障
害者（以下「身体障害者等」という。）のために当該身
体障害者等と生計を一にする者が運転する自動車又は身
体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等のため
に当該身体障害者等を常時介護する者が運転する自動車
で、知事が必要と認めるもの
⑷　構造上身体障害者等の利用に専ら供するためのものと
認められる自動車
⑸　構造上身体障害者等の利用に供するためのものと認め
られる自動車又は専ら身体障害者等が運転するための構
造変更がなされる自動車
⑹　身体障害者等の利用に供される超低床バス
⑺　公益その他特別の事情により知事が必要と認める自動
車

２　知事は、次の各号の一に該当する自動車の所有者又は使
用者に対し規則の定めるところにより、種別割を減免する
ことができる。

　　知事は、次の各号の一に該当する自動車の所有者又は使
用者に対し規則の定めるところにより、自動車税を減免す
ることができる。

⑴　略 ⑴　略
⑵　身体障害者等若しくは身体障害者等と生計を一にする
者が所有する自動車で、当該身体障害者等若しくは当該
身体障害者等のために当該身体障害者等と生計を一にす
る者が運転するもの又は身体障害者等のみで構成される
世帯の身体障害者等が所有する自動車で、当該身体障害
者等のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転
するもののうち、知事が必要と認めるもの
⑶　構造上身体障害者等の利用に専ら供するためのものと
認められる自動車

⑵及び⑶　略 ⑷及び⑸　略
⑷　前項第３号、第４号及び第７号に規定する自動車 ⑹　公益その他特別の事情により知事が必要と認める自動

車
　（自動車税に係る督促） 　（自動車税に係る督促）
第66条の２　納税者が納期限までに自動車税に係る徴収金を
完納しない場合は、法第173条第１項及び法第177条の19第
１項の規定にかかわらず、当該納期限後40日以内に督促状
を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合に
おいては、この限りでない。

第66条の２　納税者が納期限までに自動車税に係る徴収金を
完納しない場合は、法第165条第１項の規定にかかわらず、
当該納期限後40日以内に督促状を発しなければならない。
ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。

附　則 附　則
１～５　略 １～５　略
（県民税の法人税割の税率の特例） （県民税の法人税割の税率の特例）
６　平成30年１月１日から令和４年12月31日までの間に終了
する各事業年度分又は　各連結事業年度分の法人税割の税
率は、第14条の規定にかかわらず、同条に規定する税率に
100分の0.8（次項において「加算率」という。）を加算し
た率（次項において「特例税率」という。）とする。

６　平成30年１月１日から平成34年12月31日までの間に終了
する各事業年度分又は各連結事業年度分の法人税割の税率
は、第14条の規定にかかわらず、同条に規定する税率に
100分の0.8（次項において「加算率」という。）を加算し
た率（次項において「特例税率」という。）とする。

７～12　略 ７～12　略
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　（法人の事業税の税率の特例） 　（法人の事業税の税率の特例）
13　租税特別措置法第68条第１項の規定に該当する法人の同
項の規定に該当する各事業年度に係る所得割については、
第20条第１項第２号中

13　租税特別措置法第68条第１項の規定に該当する法人の同
項の規定に該当する各事業年度に係る所得割については、
第20条第１項第２号中

　とあるのは 　とあるのは

　と、同条第３項第２号中「100分の4.9」とあるのは「100
分の4.9（各事業年度の所得のうち年10億円を超える金額
については、100分の5.7）」とする。

　と、同条第３項第２号中「100分の6.6」とあるのは「100
分の6.6（各事業年度の所得のうち年10億円を超える金額
については、100分の7.9）」とする。
（地方法人特別税等に関する法人の事業税の税率の特例）
14　平成28年４月１日以後に開始する各事業年度に係る法人
の事業税についての第20条及び前項の規定の適用について
は、第20条第１項第１号ウの表中「100分の1.9」とあるの
は「100分の0.3」と、「100分の2.7」とあるのは「100分の
0.5」と、「100分の3.6」とあるのは「100分の0.7」と、同
項第２号の表中「100分の５」とあるのは「100分の3.4」と、
「100分の6.6」とあるのは「100分の4.6」と、同項第３号の
表中「100分の５」とあるのは「100分の3.4」と、「100分
の7.3」とあるのは「100分の5.1」と、「100分の9.6」とあ
るのは「100分の6.7」と、同条第２項中「100分の1.3」と
あるのは「100分の0.9」と、同条第３項第１号ウ中「100
分の3.6」とあるのは「100分の0.7」と、同項第２号中「100
分の6.6」とあるのは「100分の4.6」と、同項第３号中「100
分の9.6」とあるのは「100分の6.7」と、前項中「第20条第
１項第２号」とあるのは「附則第14項の規定により読み替
えられた第20条第１項第２号」と、「100分の6.6」とある
のは「100分の4.6」と、「100分の7.9」とあるのは「100分
の5.5」とする。　

14～19　略 15～20　略
（自動車取得税の税率の特例）
21　営業用の自動車（軽自動車（道路運送車両法第３条にい
う軽自動車をいう。以下この項において同じ。）を除く。）
及び軽自動車の取得に対して課する自動車取得税の税率
は、第49条の規定にかかわらず、当分の間、100分の２と
する。　
22　ガソリンを内燃機関の燃料として用いる自動車（以下
「ガソリン自動車」という。）で車両総重量（道路運送車両
法第40条第３号に規定する車両総重量をいう。以下同じ。）
が2.5トン以下のバス又はトラックであって、次のいずれ
にも該当するもので省令で定めるもののうち初めて新規登
録等（道路運送車両法第７条第１項に規定する新規登録又
は同法第60条第１項後段の規定による車両番号の指定（同
項に規定する検査対象軽自動車に係るものに限る。）をい
う。以下同じ。）を受けるものの取得（法附則第12条の２
の４第６項から第12項までの規定の適用を受ける自動車の
取得を除く。）に対して課する自動車取得税の税率は、当
該取得が平成31年９月30日までに行われたときに限り、第
49条及び前項の規定にかかわらず、当該取得についてこの
項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同
条又は前項に定める率に100分の20を乗じて得た率とする。
⑴　次のいずれかに該当すること。　
ア　道路運送車両法第41条の規定により平成30年10月１
日以降に適用されるべきものとして定められた自動車

「

」

「

」

各事業年度の所得のうち年400万円
を超える金額

100分の4.9 各事業年度の所得のうち年400万円
を超える金額

100分の6.6

「

」

「

」

各事業年度の所得のうち年400万円
を超え年10億円以下の金額

100分の4.9 各事業年度の所得のうち年400万円
を超え年10億円以下の金額

100分の6.6

各事業年度の所得のうち年10億円を
超える金額

100分の5.7 各事業年度の所得のうち年10億円を
超える金額

100分の7.9
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排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全
上の技術基準（この項、次項及び附則第25項において
「排出ガス保安基準」という。）で省令で定めるもの（こ
の項から附則第28項までにおいて「平成30年ガソリン
軽中量車基準」という。）に適合し、かつ、窒素酸化
物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める
窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。　
イ　道路運送車両法第41条の規定により平成17年10月１
日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガ
ス保安基準で省令で定めるもの（この項から附則第28
項までにおいて「平成17年ガソリン軽中量車基準」と
いう。）に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成
30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の
４分の１を超えないこと。　

⑵　エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和54年
法律第49号）第147条第１号イに規定するエネルギー消
費効率（以下「エネルギー消費効率」という。）が同法
第145条第１項の規定により定められるエネルギー消費
機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案
して省令で定めるエネルギー消費効率（この項及び附則
第25項において「基準エネルギー消費効率」という。）
であって平成27年度以降の各年度において適用されるべ
きものとして定められたもの（この項から附則第28項ま
でにおいて「平成27年度基準エネルギー消費効率」とい
う。）に100分の120を乗じて得た数値以上であること。　

23　次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取
得（前項又は法附則第12条の２の４第６項から第12項まで
の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。）に対し
て課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成31年９月
30日までに行われたときに限り、第49条及び附則第21項の
規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用
がないものとした場合に適用されるべき同条又は同項に定
める率に100分の25を乗じて得た率とする。　
⑴　次に掲げるガソリン自動車
ア　車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバス又は
トラックのうち、次のいずれにも該当するもので省令
で定めるもの
ア　次のいずれかに該当すること。
あ　平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、
窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車
基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えな
いこと。　

い　平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、
窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車
基準に定める窒素酸化物の値の４分の１を超えな
いこと。　

イ　エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー
消費効率に100分の110を乗じて得た数値以上である
こと。

イ　車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバス又は
トラックのうち、次のいずれにも該当するもので省令
で定めるもの
ア　次のいずれかに該当すること。
あ　平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、
窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車
基準に定める窒素酸化物の値の４分の３を超えな
いこと。　

い　平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、
窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車
基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えな
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いこと。　
イ　エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー
消費効率に100分の115を乗じて得た数値以上である
こと。

⑵　次に掲げる軽油自動車（軽油を内燃機関の燃料として
用いる自動車をいう。以下同じ。）　
ア　車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバス又は
トラックのうち、次のいずれにも該当するもので省令
で定めるもの
ア　次のいずれかに該当すること。
あ　道路運送車両法第41条の規定により平成30年10
月１日以降に適用されるべきものとして定められ
た排出ガス保安基準で省令で定めるもの（この項
から附則第27項までにおいて「平成30年軽油軽中
量車基準」という。）に適合すること。　
い　道路運送車両法第41条の規定により平成21年10
月１日以降に適用されるべきものとして定められ
た排出ガス保安基準で省令で定めるもの（この項
から附則第27項までにおいて「平成21年軽油軽中
量車基準」という。）に適合し、かつ、窒素酸化
物及び粒子状物質の排出量が平成21年軽油軽中量
車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の
10分の９を超えないこと。　

イ　エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー
消費効率に100分の110を乗じて得た数値以上である
こと。

イ　車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバス又は
トラックのうち、次のいずれにも該当するもので省令
で定めるもの
ア　平成21年軽油軽中量車基準に適合すること。
イ　エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー
消費効率に100分の115を乗じて得た数値以上である
こと。

ウ　車両総重量が3.5トンを超えるバス又はトラックの
うち、次のいずれにも該当するもので省令で定めるも
の
ア　次のいずれかに該当すること。
あ　道路運送車両法第41条の規定により平成28年10
月１日以降に適用されるべきものとして定められ
た排出ガス保安基準で省令で定めるもの（この項
から附則第27項までにおいて「平成28年軽油重量
車基準」という。）に適合すること。　
い　道路運送車両法第41条の規定により平成21年10
月１日（車両総重量が12トン以下のものにあって
は、平成22年10月１日）以降に適用されるべきも
のとして定められた排出ガス保安基準で省令で定
めるもの（この項から附則第27項までにおいて「平
成21年軽油重量車基準」という。）に適合し、かつ、
窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成21年軽
油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質
の値の10分の９を超えないこと。　

イ　エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー
消費効率に100分の110を乗じて得た数値以上である
こと。

24　ガソリン自動車（車両総重量が2.5トン以下のバス又は
トラックであって、次のいずれにも該当するもので省令で
定めるものに限る。）で初めて新規登録等を受けるものの
取得（前２項又は法附則第12条の２の４第６項から第12項
までの規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。）に
対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成31年
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９月30日までに行われたときに限り、第49条及び附則第21
項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の
適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は附則
第21項に定める率に100分の40を乗じて得た率とする。
⑴　次のいずれかに該当すること。
ア　平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒
素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に
定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。
イ　平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒
素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に
定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

⑵　エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費
効率に100分の115を乗じて得た数値以上であること。

25　次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取
得（前３項又は法附則第12条の２の４第６項から第12項ま
での規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。）に対
して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成31年９
月30日までに行われたときに限り、第49条及び附則第21項
の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適
用がないものとした場合に適用されるべき同条又は附則第
21項に定める率に100分の50を乗じて得た率とする。　
⑴　次に掲げるガソリン自動車
ア　乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので省令
で定めるもの
ア　次のいずれかに該当すること。
あ　平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、
窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車
基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えな
いこと。　

い　平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、
窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車
基準に定める窒素酸化物の値の４分の１を超えな
いこと。　

イ　エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率で
あって平成32年度以降の各年度において適用される
べきものとして定められたもの（この項から附則第
28項までにおいて「平成32年度基準エネルギー消費
効率」という。）に100分の120を乗じて得た数値以
上であること。　

イ　車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバス又は
トラックのうち、次のいずれにも該当するもので省令
で定めるもの
ア　次のいずれかに該当すること。
あ　平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、
窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車
基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えな
いこと。　

い　平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、
窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車
基準に定める窒素酸化物の値の４分の１を超えな
いこと。　

イ　エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー
消費効率に100分の105を乗じて得た数値以上である
こと。

ウ　車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバス又は
トラックのうち、次のいずれにも該当するもので省令
で定めるもの
ア　次のいずれかに該当すること。
あ　平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、
窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車
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基準に定める窒素酸化物の値の４分の３を超えな
いこと。

い　平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、
窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車
基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えな
いこと。　

イ　エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー
消費効率に100分の110を乗じて得た数値以上である
こと。

⑵　石油ガス自動車（液化石油ガスを内燃機関の燃料とし
て用いる自動車をいい、法附則第12条の２第２項第３号
に該当するものを除く。以下同じ。）のうち、次のいず
れにも該当する乗用車で省令で定めるもの
ア　次のいずれかに該当すること。
ア　道路運送車両法第41条の規定により平成30年10月
１日以降に適用されるべきものとして定められた排
出ガス保安基準で省令で定めるもの（この項から附
則第28項までにおいて「平成30年石油ガス軽中量車
基準」という。）に適合し、かつ、窒素酸化物の排
出量が平成30年石油ガス軽中量車基準に定める窒素
酸化物の値の２分の１を超えないこと。　
イ　道路運送車両法第41条の規定により平成17年10月
１日以降に適用されるべきものとして定められた排
出ガス保安基準で省令で定めるもの（この項から附
則第28項までにおいて「平成17年石油ガス軽中量車
基準」という。）に適合し、かつ、窒素酸化物の排
出量が平成17年石油ガス軽中量車基準に定める窒素
酸化物の値の４分の１を超えないこと。　

イ　エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー消
費効率に100分の120を乗じて得た数値以上であるこ
と。

⑶　次に掲げる軽油自動車
ア　車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバス又は
トラックのうち、次のいずれにも該当するもので省令
で定めるもの
ア　次のいずれかに該当すること。
あ　平成30年軽油軽中量車基準に適合すること。
い　平成21年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒
素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成21年軽油
軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質
の値の10分の９を超えないこと。

イ　エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー
消費効率に100分の105を乗じて得た数値以上である
こと。

イ　車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバス又は
トラックのうち、次のいずれにも該当するもので省令
で定めるもの
ア　平成21年軽油軽中量車基準に適合すること。
イ　エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー
消費効率に100分の110を乗じて得た数値以上である
こと。

ウ　車両総重量が3.5トンを超えるバス又はトラックの
うち、次のいずれにも該当するもので省令で定めるも
の
ア　次のいずれかに該当すること。
あ　平成28年軽油重量車基準に適合すること。
い　平成21年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素
酸化物及び粒子状物質の排出量が平成21年軽油重
量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値
の10分の９を超えないこと。
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イ　エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー
消費効率に100分の105を乗じて得た数値以上である
こと。

26　ガソリン自動車（車両総重量が2.5トン以下のバス又は
トラックであって、次のいずれにも該当するもので省令で
定めるものに限る。）で初めて新規登録等を受けるものの
取得（附則第22項から前項まで又は法附則第12条の２の４
第６項から第12項までの規定の適用がある場合の自動車の
取得を除く。）に対して課する自動車取得税の税率は、当
該取得が平成31年９月30日までに行われたときに限り、第
49条及び附則第21項の規定にかかわらず、当該取得につい
てこの項の規定の適用がないものとした場合に適用される
べき同条又は附則第21項に定める率に100分の60を乗じて
得た率とする。　
⑴　次のいずれかに該当すること。
ア　平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒
素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に
定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。
イ　平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒
素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に
定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

⑵　エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費
効率に100分の110を乗じて得た数値以上であること。

27　次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取
得（附則第22項から前項まで又は法附則第12条の２の４第
６項から第12項までの規定の適用がある場合の自動車の取
得を除く。）に対して課する自動車取得税の税率は、当該
取得が平成31年９月30日までに行われたときに限り、第49
条及び附則第21項の規定にかかわらず、当該取得について
この項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべ
き同条又は附則第21項に定める率に100分の75を乗じて得
た率とする。　
⑴　ガソリン自動車のうち、次のいずれにも該当する乗用
車で省令で定めるもの
ア　次のいずれかに該当すること。
ア　平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、
窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基
準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないこ
と。
イ　平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、
窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基
準に定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないこ
と。

イ　エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー消
費効率に100分の110を乗じて得た数値以上であるこ
と。

⑵　石油ガス自動車のうち、次のいずれにも該当する乗用
車で省令で定めるもの
ア　次のいずれかに該当すること。
ア　平成30年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、
窒素酸化物の排出量が平成30年石油ガス軽中量車基
準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないこ
と。
イ　平成17年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、
窒素酸化物の排出量が平成17年石油ガス軽中量車基
準に定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないこ
と。

イ　エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー消
費効率に100分の110を乗じて得た数値以上であるこ
と。
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28　次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取
得（附則第22項から前項まで又は法附則第12条の２の４第
６項から第12項までの規定の適用がある場合の自動車の取
得を除く。）に対して課する自動車取得税の税率は、当該
取得が平成31年９月30日までに行われたときに限り、第49
条及び附則第21項の規定にかかわらず、当該取得について
この項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべ
き同条又は附則第21項に定める率に100分の80を乗じて得
た率とする。　
⑴　次に掲げるガソリン自動車
ア　乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので省令
で定めるもの
ア　次のいずれかに該当すること。
あ　平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、
窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車
基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えな
いこと。　

い　平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、
窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車
基準に定める窒素酸化物の値の４分の１を超えな
いこと。　

イ　エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー
消費効率以上であること。

イ　車両総重量が2.5トン以下のバス又はトラックのう
ち、次のいずれにも該当するもので省令で定めるもの
ア　次のいずれかに該当すること。
あ　平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、
窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車
基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えな
いこと。　

い　平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、
窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車
基準に定める窒素酸化物の値の４分の１を超えな
いこと。　

イ　エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー
消費効率に100分の105を乗じて得た数値以上である
こと。

⑵　石油ガス自動車のうち、次のいずれにも該当する乗用
車で省令で定めるもの
ア　次のいずれかに該当すること。
ア　平成30年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、
窒素酸化物の排出量が平成30年石油ガス軽中量車基
準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないこ
と。
イ　平成17年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、
窒素酸化物の排出量が平成17年石油ガス軽中量車基
準に定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないこ
と。

イ　エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー消
費効率以上であること。

（自動車取得税に関する報告書の提出義務の特例）
29　自動車の取得が平成31年９月30日までに行われた場合に
おける第50条の規定の適用については、同条中「15万円」
とあるのは、「50万円」とする。　

（軽油引取税の税率の特例） （軽油引取税の税率の特例）
20　軽油引取税の税率は、第49条の規定にかかわらず、当分
の間、１キロリットルにつき、３万2,100円とする。

30　軽油引取税の税率は、第53条の規定にかかわらず、当分
の間、１キロリットルにつき、３万2,100円とする。

21　略 31　略
22　前項の規定により附則第20項の規定の適用が停止されて 32　前項の規定により附則第27項の規定の適用が停止されて
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いる場合において、租税特別措置法第89条第２項の規定に
よる告示の日の属する月の翌月の初日以後に法第144条の
２第１項若しくは第２項に規定する軽油の引取り、同条第
３項の燃料炭化水素油の販売、同条第４項の軽油若しくは
燃料炭化水素油の販売、同条第５項の炭化水素油の消費
若しくは法第144条の３第１項各号の軽油の消費、譲渡若
しくは輸入が行われた場合又は同日以後に軽油引取税の特
別徴収義務者が法第144条の２第６項の規定に該当するに
至った場合における軽油引取税については、前項の規定に
かかわらず、附則第20項の規定を適用する。

いる場合において、租税特別措置法第89条第２項の規定に
よる告示の日の属する月の翌月の初日以後に法第144条の
２第１項若しくは第２項に規定する軽油の引取り、同条第
３項の燃料炭化水素油の販売、同条第４項の軽油若しくは
燃料炭化水素油の販売、同条第５項の炭化水素油の消費
若しくは法第144条の３第１項各号の軽油の消費、譲渡若
しくは輸入が行われた場合又は同日以後に軽油引取税の特
別徴収義務者が法第144条の２第６項の規定に該当するに
至った場合における軽油引取税については、前項の規定に
かかわらず、附則第27項の規定を適用する。

23　略 33　略
　（自動車税の環境性能割の税率の特例）
24　営業用の自動車に対する第59条の規定の適用について
は、当分の間、同条第１項中「100分の１」とあるのは「100
分の0.5」と、同条第２項中「100分の２」とあるのは「100
分の１」と、同条第３項中「100分の３」とあるのは「100
分の２」とする。　
25　自家用の乗用車に対する第59条第２項及び第３項の規定
の適用については、当該自家用の乗用車の取得が令和元年
10月１日から令和２年９月30日までの間に行われたときに
限り、同条第２項中「100分の２」とあるのは「100分の１」
と、同条第３項中「100分の３」とあるのは「100分の２」
とする。　
（自動車税の種別割の税率の特例） （自動車税の税率の特例）
26　次の各号に掲げる自動車（電気自動車（法第149条第１
項第１号に規定する電気自動車をいう。以下同じ。）、天然
ガス自動車（同項第２号に規定する天然ガス自動車をい
う。以下同じ。）、メタノール自動車（専らメタノールを内
燃機関の燃料として用いる自動車で省令で定めるものをい
う。以下同じ。）、混合メタノール自動車（メタノールとメ
タノール以外のものとの混合物で省令で定めるものを内燃
機関の燃料として用いる自動車で省令で定めるものをい
う。以下同じ。）及びガソリンを内燃機関の燃料として用
いる電力併用自動車並びに法第177条の７第１項第３号イ
⑴に規定する一般乗合用バス及び被けん引自動車を除く。）
に対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税の
種別割に係る第62条の規定の適用については、別表第５中
別表第２（その１）に掲げる税率の項、別表第２（その２）
に掲げる税率の項、別表第２（その３）に掲げる税率の項、
別表第２（その４）に掲げる税率の項及び別表第３に掲げ
る税率の項における同表本則税率欄に掲げる字句は、同表
附則第26項に規定する税率欄に掲げる字句にそれぞれ読み
替えるものとする。　

34　次の各号に掲げる自動車（電気自動車（電気を動力源と
する自動車で内燃機関を有しないものをいう。以下同じ。）、
天然ガス自動車（専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料と
して用いる自動車で省令で定めるものをいう。以下同じ。）、
メタノール自動車（専らメタノールを内燃機関の燃料とし
て用いる自動車で省令で定めるものをいう。）、混合メタ
ノール自動車（メタノールとメタノール以外のものとの混
合物で省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる自
動車で省令で定めるものをいう。）及びガソリンを内燃機
関の燃料として用いる電力併用自動車（内燃機関を有する
自動車で併せて電気その他の省令で定めるものを動力源と
して用いるものであって、廃エネルギーを回収する機能を
備えていることにより大気汚染防止法（昭和43年法律第97
号）第２条第16項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制
に資するもので省令で定めるものをいう。以下同じ。）並
びにバス（一般乗合用のものに限る。）及び被けん引自動
車を除く。）に対する平成31年度分の自動車税に係る第62
条の規定の適用については、別表第５中別表第２（その１）
に掲げる税率の項、別表第２（その２）に掲げる税率の項、
別表第２（その３）に掲げる税率の項、別表第２（その４）
に掲げる税率の項及び別表第３に掲げる税率の項における
同表本則税率欄に掲げる字句は、同表附則第34項に規定す
る税率欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。　

⑴　ガソリン自動車又は石油ガス自動車で平成20年３月31
日までに最初の法第147条第３項に規定する新規登録（以
下「初回新規登録」という。）を受けたもの　初回新規
登録を受けた日から起算して14年を経過した日の属する
年度
⑵　軽油自動車その他の前号に掲げる自動車以外の自動車
で平成22年３月31日までに初回新規登録を受けたもの　
初回新規登録を受けた日から起算して12年を経過した日
の属する年度

⑴　ガソリン又は液化石油ガスを内燃機関の燃料として用
いる自動車で平成18年３月31日までに最初の道路運送車
両法第７条第１項に規定する新規登録（以下「新車新規
登録」という。）を受けたもの

⑵　軽油を内燃機関の燃料として用いる自動車その他の前
号に掲げる自動車以外の自動車で平成20年３月31日まで
に新車新規登録を受けたもの

27　次に掲げる自動車に対する第62条の規定の適用について
は、当該自動車が平成31年４月１日（自家用の乗用車（三
輪の小型自動車であるものを除く。以下同じ。）にあって

35　次に掲げる自動車に対する第62条の規定の適用について
は、当該自動車が平成29年４月１日から平成30年３月31日
までの間に新車新規登録を受けた場合には、平成30年度分
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は令和元年10月１日）から令和２年３月31日までの間に初
回新規登録を受けた場合には令和２年度分の自動車税の種
別割に限り、当該自動車が令和２年４月１日から令和３年
３月31日までの間に初回新規登録を受けた場合には令和３
年度分の自動車税の種別割に限り、別表第５中別表第２
（その１）に掲げる税率の項、別表第２（その２）に掲げ
る税率の項、別表第２（その３）に掲げる税率の項、別表
第２（その４）に掲げる税率の項及び別表第３に掲げる税
率の項における同表本則税率欄に掲げる字句は、同表附則
第27項に規定する税率欄に掲げる字句にそれぞれ読み替え
るものとする。　

の自動車税に限り、当該自動車が平成30年４月１日から平
成31年３月31日までの間に新車新規登録を受けた場合に
は、平成31年度分の自動車税に限り、別表第５中別表第２
（その１）に掲げる税率の項、別表第２（その２）に掲げ
る税率の項、別表第２（その３）に掲げる税率の項、別表
第２（その４）に掲げる税率の項及び別表第３に掲げる税
率の項における同表本則税率欄に掲げる字句は、同表附則
第35項に規定する税率欄に掲げる字句にそれぞれ読み替え
るものとする。　

⑴　電気自動車 ⑴　電気自動車
⑵　天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第41条の規定
により平成30年10月１日以降に適用されるべきものとし
て定められた排出ガス保安基準で省令で定めるものに適
合するもの又は法第149条第１項第２号ロに規定する平
成21年天然ガス車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排
出量が平成21年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値
の10分の９を超えないもので省令で定めるもの

⑵　天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第41条の規定
により平成30年10月１日以降に適用されるべきものとし
て定められた排出ガス保安基準で省令で定めるものに適
合するもの又は平成21年天然ガス車基準に適合し、かつ、
窒素酸化物の排出量が平成21年天然ガス車基準に定める
窒素酸化物の値の10分の９を超えないもので省令で定め
るもの

⑶　充電機能付電力併用自動車 ⑶　充電機能付電力併用自動車
⑷　ガソリン自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成30
年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の２分
の１を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成17年
ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の４分の
１を超えないものであって、エネルギー消費効率が平成
32年度基準エネルギー消費効率に100分の130を乗じて得
た数値以上であるもので省令で定めるもの

⑷　エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー消費
効率に100分の130を乗じて得た数値以上の自動車のう
ち、窒素酸化物の排出量が道路運送車両法第41条の規定
により平成30年10月１日以降に適用されるべきものとし
て定められた排出ガス保安基準に定める窒素酸化物の値
で省令で定めるもの（以下「平成30年窒素酸化物排出許
容限度」という。）の２分の１を超えないもので省令で
定めるもの又は平成17年窒素酸化物排出許容限度の４分
の１を超えないもので省令で定めるもの

⑸　石油ガス自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成30
年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の２分
の１を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成17年
石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の４分の
１を超えないものであって、エネルギー消費効率が平成
32年度基準エネルギー消費効率に100分の130を乗じて得
た数値以上であるもので省令で定めるもの

⑸　軽油を内燃機関の燃料として用いる乗用車（第３号に
掲げる自動車に該当するものを除く。）のうち、道路運
送車両法第41条の規定により平成30年10月１日以降に適
用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で
省令で定めるものに適合するもの又は平成21年軽油軽中
量車基準に適合するもの

⑹　軽油自動車のうち、平成30年軽油軽中量車基準又は平
成21年軽油軽中量車基準に適合する乗用車

28　次に掲げる自動車に対する第62条の規定の適用について
は、当該自動車が平成31年４月１日（自家用の乗用車にあっ
ては令和元年10月１日）から令和２年３月31日までの間に
初回新規登録を受けた場合には令和２年度分の自動車税の
種別割に限り、当該自動車が令和２年４月１日から令和３
年３月31日までの間に初回新規登録を受けた場合には令和
３年度分の自動車税の種別割に限り、別表第５中別表第２
（その１）に掲げる税率の項、別表第２（その２）に掲げ
る税率の項、別表第２（その３）に掲げる税率の項、別表
第２（その４）に掲げる税率の項及び別表第３に掲げる税
率の項における同表本則税率欄に掲げる字句は、同表附則
第28項に規定する税率欄に掲げる字句にそれぞれ読み替え
るものとする。　

36　エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー消費効
率に100分の110を乗じて得た数値以上の自動車のうち、窒
素酸化物の排出量が平成30年窒素酸化物排出許容限度の２
分の１を超えないもので省令で定めるもの又は窒素酸化物
の排出量が平成17年窒素酸化物排出許容限度の４分の１を
超えないもので省令で定めるもの（前項の規定の適用を受
ける自動車を除く。）に対する第62条の規定の適用につい
ては、当該自動車が平成29年４月１日から平成30年３月31
日までの間に新車新規登録を受けた場合には、平成30年度
分の自動車税に限り、当該自動車が平成30年４月１日から
平成31年３月31日までの間に新車新規登録を受けた場合に
は、平成31年度分の自動車税に限り、別表第５中別表第２
（その１）に掲げる税率の項、別表第２（その２）に掲げ
る税率の項、別表第２（その３）に掲げる税率の項、別表
第２（その４）に掲げる税率の項及び別表第３に掲げる税
率の項における同表本則税率欄に掲げる字句は、同表附則
第36項に規定する税率欄に掲げる字句にそれぞれ読み替え
るものとする。　

⑴　ガソリン自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成30
年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の２分
の１を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成17年
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ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の４分の
１を超えないものであって、エネルギー消費効率が平成
32年度基準エネルギー消費効率に100分の110を乗じて得
た数値以上であるもので省令で定めるもの
⑵　石油ガス自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成30
年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の２分
の１を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成17年
石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の４分の
１を超えないものであって、エネルギー消費効率が平成
32年度基準エネルギー消費効率に100分の110を乗じて得
た数値以上であるもので省令で定めるもの

29　令和元年９月30日までに初回新規登録を受けた自家用の
乗用車又は同日までに法の施行地外において法第146条第
２項に規定する運行に相当するものとして省令で定めるも
のの用に供されたことがある自家用の乗用車であって、同
日後に初回新規登録を受けたものに対して課する自動車税
の種別割の標準税率は、第62条の規定にかかわらず、別表
第６に定める額とする。
30　前項の規定は、第62条第３項及び第５項に掲げる自動車
のうち、自家用の乗用車について準用する。
31　附則第29項の適用を受ける自動車（電気自動車、天然ガ
ス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車及び
ガソリンを内燃機関の燃料とする電力併用自動車を除く。）
のうち、附則第26項各号に掲げるものに対する当該各号に
掲げる年度以後の年度分の自動車税の種別割に係る附則第
29項の適用については、別表第６中別表第２（その１）に
掲げる税率の項及び別表第２（その３）に掲げる税率の項
における同表標準税率欄に掲げる字句は、同表附則第26項
に規定する税率欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるもの
とする。　
32　附則第29項の適用を受ける自動車のうち、附則第27項各
号に掲げるものに対する附則第29項の適用については、当
該自動車が平成30年４月１日から平成31年３月31日までの
間に初回新規登録を受けた場合には令和元年度分の自動車
税の種別割（法第177条の10第１項又は第２項の規定によ
り当該自動車の所有者に対して月割をもって課されるもの
に限る。）に限り、当該自動車が平成31年４月１日から令
和元年９月30日までの間に初回新規登録を受けた場合には
令和２年度分の自動車税の種別割に限り、別表第６中別表
第２（その１）に掲げる税率の項及び別表第２（その３）
に掲げる税率の項における同表標準税率欄に掲げる字句
は、同表附則第27項に規定する税率欄に掲げる字句にそれ
ぞれ読み替えるものとする。　
33　附則第29項の適用を受ける自動車のうち、附則第28項各
号に掲げるものに対する附則第29項の適用については、当
該自動車が平成30年４月１日から平成31年３月31日までの
間に初回新規登録を受けた場合には令和元年度分の自動車
税の種別割（法第177条の10第１項又は第２項の規定によ
り当該自動車の所有者に対して月割をもって課されるもの
に限る。）に限り、当該自動車が平成31年４月１日から令
和元年９月30日までの間に初回新規登録を受けた場合には
令和２年度分の自動車税の種別割に限り、別表第６中別表
第２（その１）に掲げる税率の項及び別表第２（その３）
に掲げる税率の項における同表標準税率欄に掲げる字句
は、同表附則第28項に規定する税率欄に掲げる字句にそれ
ぞれ読み替えるものとする。　
34及び35　略 37及び38　略
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別表第２（その１）乗用車、トラック及び三輪車に係る種別
割の税率表（第62条関係）

別表第２（その１）乗用車、トラック及び三輪車に係る自動
車税の税率表（第62条関係）

　　（注）　略

別表第２（その３）キャンピング車等に係る種別割の税率表
（第62条関係）

　　（注）　略

別表第２（その３）キャンピング車等に係る自動車税の税率
表（第62条関係）

（注）　略 （注）　略

区分
税率

区分
税率

営業用 自家用 営業用 自家用

円 円 円 円

乗用車

総排気量が１リットル以下のも
の

7,500 25,000

乗用車

総排気量が１リットル以下のも
の

7,500 29,500

総排気量が１リットルを超え、
1.5リットル以下のもの

8,500 30,500 総排気量が１リットルを超え、
1.5リットル以下のもの

8,500 34,500

総排気量が1.5リットルを超え、
２リットル以下のもの

9,500 36,000 総排気量が1.5リットルを超え、
２リットル以下のもの

9,500 39,500

総排気量が２リットルを超え、
2.5リットル以下のもの

13,800 43,500 総排気量が２リットルを超え、
2.5リットル以下のもの

13,800 45,000

総排気量が2.5リットルを超え、
３リットル以下のもの

15,700 50,000 総排気量が2.5リットルを超え、
３リットル以下のもの

15,700 51,000

総排気量が３リットルを超え、
3.5リットル以下のもの

17,900 57,000 総排気量が３リットルを超え、
3.5リットル以下のもの

17,900 58,000

総排気量が3.5リットルを超え、
４リットル以下のもの

20,500 65,500 総排気量が3.5リットルを超え、
４リットル以下のもの

20,500 66,500

総排気量が４リットルを超え、
4.5リットル下のもの

23,600 75,500 総排気量が４リットルを超え、
4.5リットル下のもの

23,600 76,500

総排気量が4.5リットルを超え、
６リットル以下のもの

27,200 87,000 総排気量が4.5リットルを超え、
６リットル以下のもの

27,200 88,000

総排気量が６リットルを超える
もの

40,700 110,000 総排気量が６リットルを超える
もの

40,700 111,000

略 略

区分 税率 区分 税率

円 円
総排気量が１リットル以下のもの 20,000 総排気量が１リットル以下のもの 23,600

総排気量が１リットルを超え、1.5リットル以下
のもの

24,400 総排気量が１リットルを超え、1.5リットル以下
のもの

27,600

総排気量が1.5リットルを超え、２リットル以下
のもの

28,800 総排気量が1.5リットルを超え、２リットル以下
のもの

31,600

総排気量が２リットルを超え、2.5リットル以下
のもの

34,800 総排気量が２リットルを超え、2.5リットル以下
のもの

36,000

総排気量が2.5リットルを超え、３リットル以下
のもの

40,000 総排気量が2.5リットルを超え、３リットル以下
のもの

40,800

総排気量が３リットルを超え、3.5リットル以下
のもの

45,600 総排気量が３リットルを超え、3.5リットル以下
のもの

46,400

総排気量が3.5リットルを超え、４リットル以下
のもの

52,400 総排気量が3.5リットルを超え、４リットル以下
のもの

53,200

総排気量が４リットルを超え、4.5リットル以下
のもの

60,400 総排気量が４リットルを超え、4.5リットル以下
のもの

61,200

総排気量が4.5リットルを超え、６リットル以下
のもの

69,600 総排気量が4.5リットルを超え、６リットル以下
のもの

70,400

総排気量が６リットルを超えるもの 88,000 総排気量が６リットルを超えるもの 88,800
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別表第５（附則第26項―附則第28項関係） 別表第５（附則第34項―附則第36項関係）

別表第６（附則第29項－附則第33項関係）

区分 本則税率
附則第26
項に規定
する税率

附則第27
項に規定
する税率

附則第28
項に規定
する税率 区分 本則税率

附則第34
項に規定
する税率

附則第35
項に規定
する税率

附則第36
項に規定
する税率

（円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円）

別表第
２（そ
の１）
に掲げ
る税率

乗用車 略 別表第
２（そ
の１）
に掲げ
る税率

乗用車 略

自家用 25,000 33,900 6,500 12,500 自家用 29,500 33,900 7,500 15,000

30,500 39,600 8,000 15,500 34,500 39,600 9,000 17,500

36,000 45,400 9,000 18,000 39,500 45,400 10,000 20,000

43,500 51,700 11,000 22,000 45,000 51,700 11,500 22,500

50,000 58,600 12,500 25,000 51,000 58,600 13,000 25,500

57,000 66,700 14,500 28,500 58,000 66,700 14,500 29,000

65,500 76,400 16,500 33,000 66,500 76,400 17,000 33,500

75,500 87,900 19,000 38,000 76,500 87,900 19,500 38,500

87,000 101,200 22,000 43,500 88,000 101,200 22,000 44,000

110,000 127,600 27,500 55,000 111,000 127,600 28,000 55,500

略 略

別表第
２（そ
の２）
に掲げ
る税率

略 別表第
２（そ
の２）
に掲げ
る税率

略

自家用 スクー
ルバス

略 自家用 スクー
ルバス

略

25,500 28,000 略 25,500 28,800 略

略 略

略 略

別表第２（その３）に
掲げる税率

20,000 27,100 5,000 10,000 別表第２（その３）に
掲げる税率

23,600 27,100 6,000 12,000

24,400 31,700 6,500 12,500 27,600 31,700 7,000 14,000

28,800 36,300 7,500 14,500 31,600 36,300 8,000 16,000

34,800 41,400 9,000 17,500 36,000 41,400 9,000 18,000

40,000 46,900 10,000 20,000 40,800 46,900 10,500 20,500

45,600 53,300 11,500 23,000 46,400 53,300 12,000 23,500

52,400 61,100 13,500 26,500 53,200 61,100 13,500 27,000

60,400 70,300 15,500 30,500 61,200 70,300 15,500 31,000

69,600 80,900 17,500 35,000 70,400 80,900 18,000 35,500

88,000 102,100 22,000 44,000 88,800 102,100 22,500 44,500

区分 標準税率

（円）

附則第26
項に規定
する税率
（円）

附則第27
項に規定
する税率
（円）

附則第28
項に規定
する税率
（円）

別表第
２（そ
の１）
に掲げ
る税率

総排気量が１
リットル以下
のもの

29,500 33,900 7,500 15,000

総排気量が１
リットルを超
え、1.5リット
ル以下のもの

34,500 39,600 9,000 17,500

総排気量が1.5
リットルを超
え、２リット
ル以下のもの

39,500 45,400 10,000 20,000

総排気量が２
リットルを超

45,000 51,700 11,500 22,500
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え、2.5リット
ル以下のもの

総排気量が2.5
リットルを超
え、３リット
ル以下のもの

51,000 58,600 13,000 25,500

総排気量が３
リットルを超
え、3.5リット
ル以下のもの

58,000 66,700 14,500 29,000

総排気量が3.5
リットルを超
え、４リット
ル以下のもの

66,500 76,400 17,000 33,500

総排気量が４
リットルを超
え、4.5リット
ル以下のもの

76,500 87,900 19,500 38,500

総排気量が4.5
リットルを超
え、６リット
ル以下のもの

88,000 101,200 22,000 44,000

総排気量が６
リットルを超
えるもの

111,000 127,600 28,000 55,500

別表第
２（そ
の３）
に掲げ
る税率

総排気量が１
リットル以下
のもの

23,600 27,100 6,000 12,000

総排気量が１
リットルを超
え、1.5リット
ル以下のもの

27,600 31,700 7,000 14,000

総排気量が1.5
リットルを超
え、２リット
ル以下のもの

31,600 36,300 8,000 16,000

総排気量が２
リットルを超
え、2.5リット
ル以下のもの

36,000 41,400 9,000 18,000

総排気量が2.5
リットルを超
え、３リット
ル以下のもの

40,800 46,900 10,500 20,500

総排気量が３
リットルを超
え、3.5リット
ル以下のもの

46,400 53,300 12,000 23,500

総排気量が3.5
リットルを超
え４リットル
以下のもの

53,200 61,100 13,500 27,000

総排気量が４
リットルを超
え、4.5リット
ル以下のもの

61,200 70,300 15,500 31,000

総排気量が4.5
リットルを超
え、６リット
ル以下のもの

70,400 80,900 18,000 35,500

総排気量が６
リットルを超
えるもの

88,800 102,100 22,500 44,500
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　　　附　則
　　（施行期日）
１　この条例は、令和元年10月１日（以下「施行日」という。）から施行する。
（合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関
する条例の一部改正）
２　合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関
する条例（昭和27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。

（長崎県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及
び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正）
３　長崎県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及
び特定個人情報の提供に関する条例（平成27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。

　　（長崎県住民基本台帳法施行条例の一部改正）
４　長崎県住民基本台帳法施行条例（平成14年長崎県条例第８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

（合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の
所有する自動車に対する種別割の税率）

（合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の
所有する自動車に対する自動車税の税率）

第１条の２　合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売
機関等（特例法第２条第４項から第６項までに規定するも
のをいう。）の所有する自動車に対する種別割の税率は、
次に掲げる税率により課する。

第１条の２　合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売
機関等（特例法第２条第４項から第６項までに規定するも
のをいう。）の所有する自動車に対する自動車税は、次に
掲げる税率により課する。

⑴～⑸　略 ⑴～⑸　略
（種別割の徴収の方法） （自動車税の徴収の方法）
第２条　前条の種別割は、証紙徴収の方法によって徴収する。第２条　前条の自動車税は、証紙徴収の方法によって徴収す

る。
（種別割の証紙徴収の手続） （自動車税の証紙徴収の手続）
第３条　第１条の２に掲げる自動車に対する種別割の納税義
務者は、毎年５月末日（賦課期日後に自動車税の納税義務
が発生した者にあっては、当該自動車税の納税義務の発生
した月の翌月の末日）までに、県の発行する証紙を知事か
ら購入して、当該種別割を払い込まねばならない。

第３条　第１条の２に掲げる自動車に対する自動車税の納税
義務者は、毎年５月末日（賦課期日後に自動車税の納税義
務が発生した者にあっては、当該自動車税の納税義務の発
生した月の翌月の末日）までに、県の発行する証紙を知事
から購入して、当該自動車税を払い込まねばならない。

２　前項の場合において、種別割の納税義務は、購入した証
紙に検印を受けたときに完了するものとする。

２　前項の場合において、自動車税の納税義務は、購入した
証紙に検印を受けたときに完了するものとする。

改正後 改正前

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係）

機関 事務 機関 事務

１　知事 長崎県税条例（昭和47年長崎県条例第７号）による
自動車税環境性能割又は自動車税種別割の減免に関
する事務であって規則で定めるもの

１　知事 長崎県税条例（昭和47年長崎県条例第７号）による
自動車取得税又は自動車税の減免に関する事務で
あって規則で定めるもの

２～７　略 ２～７　略

別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係）

機関 事務 特定個人情報 機関 事務 特定個人情報

１　知事 長崎県税条例による自動
車税環境性能割又は自動
車税種別割の減免に関す
る事務であって規則で定
めるもの

略 １　知事 長崎県税条例による自動
車取得税又は自動車税の
減免に関する事務であっ
て規則で定めるもの

略

２～13　略 ２～13　略
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改正後 改正前

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係）

１　略
２　長崎県税条例（昭和47年長崎県条例第７号。以下本項にお
いて「条例」という。）の規定による減免等に関する事務で
あって、次に掲げるもの
⑴　略
⑵　条例第66条第１項第３号の規定による身体障害者等に係
る自動車税環境性能割の減免の申請に係る事実についての
審査又はその申請に対する応答（法別表第５第４号の２の
総務省例で定める事務を除き、次号アに係る住所の確認が
必要とされる場合に限る。ただし、納税義務者、身体障害
者等又は運転者のいずれかに変更がある場合を除く。）
⑶　条例第66条第２項第４号の規定による身体障害者等に係
る自動車税種別割の減免の申請に係る事実についての審査
又はその申請に対する応答（法別表第５第４号の２の総務
省例で定める事務を除き、次のいずれかに該当する場合に
おいて住所の確認が必要なときに限る。ただし、納税義務
者、身体障害者等又は運転者のいずれかに変更がある場合
を除く。）

　　ア～ウ　略
３～14　略

１　略
２　長崎県税条例（昭和47年長崎県条例第７号。以下本項にお
いて「条例」という。）の規定による減免等に関する事務で
あって、次に掲げるもの
⑴　略
⑵　条例第52条第３号の規定による身体障害者等に係る自動
車取得税の減免の申請に係る事実についての審査又はその
申請に対する応答（法別表第５第４号の２の総務省例で定
める事務を除き、次号アに係る住所の確認が必要とされる
場合に限る。ただし、納税義務者、身体障害者等又は運転
者のいずれかに変更がある場合を除く。）
⑶　条例第66条第２号の規定による身体障害者等に係る自動
車税の減免の申請に係る事実についての審査又はその申請
に対する応答（法別表第５第４号の２の総務省例で定める
事務を除き、次のいずれかに該当する場合において住所の
確認が必要なときに限る。ただし、納税義務者、身体障害
者等又は運転者のいずれかに変更がある場合を除く。）

　　ア～ウ　略
３～14　略

　　（法人の県民税に関する経過措置）
５　この条例による改正後の長崎県税条例（以下「新条例」という。）の規定中法人の県民税に関する部分は、
施行日以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税につ
いて適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の県民
税については、なお従前の例による。
　　（法人の事業税に関する経過措置）
６　新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適
用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
　　（自動車取得税に関する経過措置）
７　新条例の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車
税の環境性能割について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前
の例による。

　長崎県犯罪被害者等支援条例をここに公布する。
　　令和元年７月16日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第６号
　　　長崎県犯罪被害者等支援条例
目次
　第１章　総則（第１条－第12条）
　第２章　基本的施策（第13条－第22条）
　附則
　　　第１章　総則
　　（目的）
第１条　この条例は、犯罪被害者等支援に関し、基本理念を定め、並びに県、市町、県民、事業者及び民間支援
団体の責務等を明らかにするとともに、県が実施する犯罪被害者等支援の基本となる事項を定めることにより、
犯罪被害者等支援を総合的かつ計画的に推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復及び軽減並び
に犯罪被害者等の生活の再建を図るとともに、誰もが犯罪被害者等になり得るとの認識を県民が共有し、犯罪
被害者等に対する問題を社会全体で考え、共に支え合い、誰もが安心して暮らすことができる社会の実現に寄
与することを目的とする。
　　（定義）
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第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴　犯罪等　犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
⑵　犯罪被害者等　犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。
⑶　犯罪被害者等支援　犯罪被害者等が、その受けた被害を回復し、又は軽減して、再び平穏な生活を営むこ
とができるようにするための取組をいう。
⑷　事業者　県内で事業を営む個人又は法人その他の団体をいう。
⑸　二次被害　犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の偏見や無理解による心ない言動、インターネッ
トを通じて行われる誹

ひぼ う
謗中傷、報道機関による過剰な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、

身体の不調、名誉の毀
きそん
損、私生活の平穏の侵害、プライバシーの侵害、経済的な損失等の被害をいう。

⑹　民間支援団体　犯罪被害者等早期援助団体（犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関
する法律（昭和55年法律第36号）第23条第１項に規定する団体をいう。）その他の犯罪被害者等支援を行う
民間の団体をいう。

　　（基本理念）
第３条　犯罪被害者等支援は、全ての犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処
遇を保障される権利が尊重されることを旨として推進されなければならない。
２　犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害又は二次被害の状況及び原因並びに犯罪被害
者等が置かれている状況その他の事情に応じ、適切に行われなければならない。
３　犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになる
までの間、必要な支援が途切れることなく提供されることを旨として行われなければならない。
４　犯罪被害者等支援は、国、県、市町、民間支援団体その他の犯罪被害者等支援に関係するものによる相互の
連携及び協力の下で推進されなければならない。
　　（県の責務）
第４条　県は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、国、市町及び民間支援団体と
の適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等支援に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
　　（県民の責務）
第５条　県民は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性につい
て理解を深め、二次被害が生じることのないよう十分に配慮するとともに、県が実施する犯罪被害者等支援に
関する施策に協力するよう努めなければならない。
　　（事業者の責務）
第６条　事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性につ
いて理解を深め、その事業活動を行うに当たっては、二次被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、
県が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。
２　事業者は、犯罪被害者等である従業員の就労に十分配慮するよう努めるものとする。
　　（市町の責務等）
第７条　市町は、基本理念にのっとり、地域の状況に応じた犯罪被害者等支援に関する施策を策定し、及び実施
するとともに、県が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。
２　県は、市町が犯罪被害者等支援を行うために必要な情報の提供、助言その他の協力を行うものとする。
　　（民間支援団体の責務）
第８条　民間支援団体は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等支援に関する専門的な知識又は経験を活用し、犯
罪被害者等を支援するとともに、県が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めるものとす
る。
　　（総合的支援体制の整備）
第９条　県は、犯罪被害者等支援を総合的に実施するための窓口を設置し、犯罪被害者等支援に関係する部局等
が連携し、相互に協力して適切な支援を実施するものとする。
２　県は、国、市町、民間支援団体その他の犯罪被害者等支援に関係するものと連携し、相互に協力して犯罪被
害者等支援を推進するための体制を整備するものとする。
３　県は、県内において、犯罪等により死傷者が多数に上る事案その他の重大な事案が発生した場合において、
当該事案の犯罪被害者等に対し直ちに支援を行う必要があると認めるときは、市町、民間支援団体その他の犯
罪被害者等支援に関係する機関及び団体と協力して、当該事案に対応するための支援の態勢を整え、必要な緊
急の支援を実施するものとする。
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　　（犯罪被害者等の支援に関する計画）
第10条　県は、犯罪被害者等の支援を総合的かつ計画的に推進するため、犯罪被害者等支援に関する計画（以下
この条において「支援計画」という。）を定めるものとする。
２　支援計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
⑴　犯罪被害者等支援に関する基本方針
⑵　犯罪被害者等支援に関する具体的施策
⑶　前２号に掲げるもののほか、犯罪被害者等支援を推進するために必要な事項
３　県は、支援計画を定めるに当たっては、あらかじめ、県民の意見を反映するために必要な措置を講ずるもの
とする。
４　県は、支援計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
５　前２項の規定は、支援計画の変更について準用する。
　　（財政上の措置）
第11条　県は、犯罪被害者等支援に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものと
する。
　　（施策の実施状況の公表）
第12条　県は、毎年度、犯罪被害者等支援に関する施策の実施状況を公表するものとする。
　　　第２章　基本的施策
　　（相談及び情報の提供等）
第13条　県は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等
が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供、助言、犯罪被害者等支援に精通している
者の紹介その他の必要な施策を講ずるものとする。
　　（経済的負担の軽減）
第14条　県は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、経済的な助成に関する情報の提
供、助言その他の必要な施策を講ずるものとする。
　　（心身に受けた影響からの回復）
第15条　県は、犯罪被害者等が犯罪等による心理的外傷その他心身に受けた影響から早期に回復できるようにす
るため、その心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう必要な施策を
講ずるものとする。
　　（安全の確保）
第16条　県は、犯罪被害者等が更なる犯罪等により被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、一時
保護、施設への入所による保護、防犯に係る指導、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保その他
の必要な施策を講ずるものとする。
　　（居住の安定）
第17条　県は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、
県営住宅（長崎県営住宅条例（平成９年長崎県条例第31号）第２条第５号に規定する県営住宅をいう。）への
入居における特別の配慮、一時的な利用のための住居の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。
　　（雇用の安定等）
第18条　県は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るとともに、職場における二次被害を防止するため、事業者が犯
罪被害者等の置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、犯罪被害者等を支える
ための職場環境の整備改善その他の犯罪被害者等支援を推進できるよう、情報の提供、啓発活動その他の必要
な施策を講ずるものとする。
　　（県民の理解の増進）
第19条　県は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等支援の必要性及び二次被害の防止の重要性等に
ついて県民の理解を深めるため、広報、啓発、教育の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。
　　（学校における教育と支援）
第20条　県は、学校において、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等支援の必要性及び二次被害の防
止の重要性等について理解を深めることに資する教育が行われるよう、講師の派遣その他の必要な施策を講ず
るものとする。
２　県は、犯罪被害者等が児童又は生徒であるときは、当該犯罪被害者等の状況に応じた十分な配慮を行うよう
努めるものとする。
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　　（人材の育成）
第21条　県は、相談、助言、日常生活の支援その他の犯罪被害者等支援の充実を図るため、県及び市町の職員、
民間支援団体その他の犯罪被害者等支援に従事する者に対し、研修の実施その他の必要な施策を講じ、犯罪被
害者等支援を担う人材の育成に努めるものとする。
　　（民間支援団体に対する支援）
第22条　県は、民間支援団体その他の関係する者が適切かつ効果的に犯罪被害者等支援を推進することができる
よう、情報の提供、助言その他の必要な施策を講ずるものとする。
　　　附　則
　この条例は、公布の日から施行する。

　長崎県薬務関係手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　令和元年７月16日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第７号
　　　長崎県薬務関係手数料条例の一部を改正する条例
　長崎県薬務関係手数料条例（平成12年長崎県条例第17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。

　　　附　則
　この条例は、令和元年10月１日から施行する。

　長崎県職業能力開発関係手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　令和元年７月16日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第８号
　　　長崎県職業能力開発関係手数料条例の一部を改正する条例
　長崎県職業能力開発関係手数料条例（平成12年長崎県条例第35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

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）
番
号 事務の名称 手数料の名称 区分 単位 金額 番

号 事務の名称 手数料の名称 区分 単位 金額

１～11　略 １～11　略

12 毒物及び劇物取締
法第４条第２項の
規定に基づく毒物
又は劇物の製造業
又は輸入業の登録
の申請に係る経由

毒物劇物製造業
又は輸入業登録
申請手数料

１件 20,700円 12 毒物及び劇物取締
法第４条第２項の
規定に基づく毒物
又は劇物の製造業
又は輸入業の登録
の申請に係る経由

毒物劇物製造業
又は輸入業登録
申請手数料

１件 20,600円

13～76　略 13～76　略

改正後 改正前

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）
番
号 事務の名称 手数料の

名　　称 区分 単位 金額 番
号 事務の名称 手数料の

名　　称 区分 単位 金額

１～３　略 １～３　略

４ 職業能力開発
促進法施行令
（昭和44年政
令第258号。
以下「政令」
という。）第
２条第１号の
規定に基づく
技能検定試験

技能検定試
験手数料

⑴　実技試験 ４ 職業能力開発
促進法施行令
（昭和44年政
令第258号。
以下「政令」
という。）第
２条第１号の
規定に基づく
技能検定試験

技能検定試
験手数料

⑴　実技試験
ア　イからエまで
に掲げる者以外
の者が受検する
場合

１職種 18,200円 ア　イからエまで
に掲げる者以外
の者が受検する
場合

１職種 17,900円

イ　35歳未満の者
（出入国管理及
び難民認定法
（昭和26年政令

同 9,200円 イ　35歳未満の者
（出入国管理及
び難民認定法
（昭和26年政令

同 8,900円
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の実施 第319号）別表
第１の上欄の在
留資格をもって
在留する者を除
く。）が２級又
は３級を受検す
る場合（３級に
あってはエに掲
げる場合を除
く。）

の実施 第319号）別表
第１の上欄の在
留資格をもって
在留する者を除
く。）が２級又
は３級を受検す
る場合（３級に
あってはエに掲
げる場合を除
く。）

ウ　在校生（法第
15条の７第３項
に規定する公共
職業能力開発施
設において職業
訓練（職業能力
開発促進法施行
規則（昭和44年
労働省令第24
号）第９条に規
定する短期間の
訓練課程の職業
訓練（以下「短
期訓練課程」と
いう。）を除く。）
を受けている
者、法第25条の
規定により設置
される職業訓練
施設において法
第24条第３項に
規定する認定職
業訓練（短期訓
練課程を除く。）
を受けている
者（現に雇用さ
れている者を除
く。）若しくは
法第27条第１項
に規定する職業
能力開発総合大
学校に在学する
者又は学校教育
法（昭和22年法
律第26号）第１
条に規定する高
等学校、中等教
育学校（同法第
66条に規定する
後期課程に限
る。）、特別支援
学校（同法第76
条第２項に規定
する高等部に限
る。）、大学、高
等専門学校若し
くは同法第124
条に規定する専
修学校若しくは
同法第134条第
１項に規定する
各種学校に在学
する者をいい、
夜間部に在学す
る者を含む。エ
において同じ。）
である者が３級
を受検する場合　
（エに掲げる場

同 12,100円 ウ　在校生（法第
15条の７第３項
に規定する公共
職業能力開発施
設において職業
訓練（職業能力
開発促進法施行
規則（昭和44年
労働省令第24
号）第９条に規
定する短期間の
訓練課程の職業
訓練（以下「短
期訓練課程」と
いう。）を除く。）
を受けている
者、法第25条の
規定により設置
される職業訓練
施設において法
第24条第３項に
規定する認定職
業訓練（短期訓
練課程を除く。）
を受けている
者（現に雇用さ
れている者を除
く。）若しくは
法第27条第１項
に規定する職業
能力開発総合大
学校に在学する
者又は学校教育
法（昭和22年法
律第26号）第１
条に規定する高
等学校、中等教
育学校（同法第
66条に規定する
後期課程に限
る。）、特別支援
学校（同法第76
条第２項に規定
する高等部に限
る。）、大学、高
等専門学校若し
くは同法第124
条に規定する専
修学校若しくは
同法第134条第
１項に規定する
各種学校に在学
する者をいい、
夜間部に在学す
る者を含む。エ
において同じ。）
である者が３級
を受検する場合
（エに掲げる場

同 11,900円
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合を除く。） 合を除く。）
エ　35歳未満の在
校生である者
（出入国管理及
び難民認定法別
表第１の上欄の
在留資格をもっ
て在留する者を
除く。）が３級
を受検する場合

同 3,100円 エ　35歳未満の在
校生である者
（出入国管理及
び難民認定法別
表第１の上欄の
在留資格をもっ
て在留する者を
除く。）が３級
を受検する場合

同 2,900円

⑵　略 ⑵　略

５　略 ５　略

　　　附　則
　この条例は、令和元年10月１日から施行する。

　長崎県畜産関係手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　令和元年７月16日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第９号
　　　長崎県畜産関係手数料条例の一部を改正する条例
　長崎県畜産関係手数料条例（平成12年長崎県条例第49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

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

番
号
事務の
名　称

手数料
の名称 区分　 単位 金額 番

号
事務の
名　称

手数料
の名称 区分 単位 金額

1～23　略 1～23　略

24 県が所
有する
家畜の
精液の
利用の
申請に
対する
精液の
選定

家畜精
液取扱
手数料

⑴　申請者が長崎
県内に住所を有
する場合
ア　和牛種雄牛
産肉能力検定
法（間接法）、
現場後代検定
法のいずれも
が未終了のも
の
イ　和牛種雄牛
産肉能力検定
法（間接法）
又は現場後代
検定法が終了
済みのもの
ア　検定成績
が特に優秀
なもの
イ　ア以外の
もの

１本

同

同

600円

1,400円

910円

24 県が所
有する
家畜の
精液の
利用の
申請に
対する
精液の
選定

家畜精
液取扱
手数料

⑴　申請者が長崎
県内に住所を有
する場合
ア　和牛種雄牛
産肉能力検定
法（間接法）、
現場後代検定
法のいずれも
が未終了のも
の
イ　和牛種雄牛
産肉能力検定
法（間接法）
又は現場後代
検定法が終了
済みのもの
ア　検定成績
が特に優秀
なもの
イ　ア以外の
もの

１本

同

同

520円

1,250円

830円

⑵　申請者が長崎
県外に住所を有
する場合
ア　和牛種雄牛
産肉能力検定
法（間接法）、
現場後代検定

１本 600円

⑵　申請者が長崎
県外に住所を有
する場合
ア　和牛種雄牛
産肉能力検定
法（間接法）、
現場後代検定

１本 520円
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法のいずれも
が未終了のも
の
イ　和牛種雄牛
産肉能力検定
法（間接法）
又は現場後代
検定法が終了
済みのもの
ア　検定成績
が極めて優
秀なもので
かつ、全国
的に需要が
見込まれる
もの
イ　検定成績
が特に優秀
なものでか
つ、全国的
に需要が見
込まれるも
の
ウ　検定成績
が特に優秀
なもの
エ　アイウ以
外のもの

同

同

同

同

10,000円

6,000円

4,000円

2,700円

法のいずれも
が未終了のも
の
イ　和牛種雄牛
産肉能力検定
法（間接法）
又は現場後代
検定法が終了
済みのもの
ア　検定成績
が極めて優
秀なもので
かつ、全国
的に需要が
見込まれる
もの
イ　検定成績
が特に優秀
なものでか
つ、全国的
に需要が見
込まれるも
の
ウ　検定成績
が特に優秀
なもの
エ　アイウ以
外のもの

同

同

同

同

7,840円

4,700円

3,130円

2,080円

25～27　略 25～27　略

　　　附　則
　この条例は、令和元年10月１日から施行する。

　長崎県森林環境譲与税基金条例をここに公布する。
　　令和元年７月16日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第10号
　　　長崎県森林環境譲与税基金条例
　　（基金の設置）
第１条　森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律（平成31年法律第３号）第34条第２項に規定する県の区域
内の市町が実施する森林の整備及びその促進に関する施策の支援等に要する経費の財源に充てるため、地方自
治法（昭和22年法律第67号）第241条第１項の規定に基づき、長崎県森林環境譲与税基金（以下「基金」とい
う。）を設置する。
　　（基金の積立て）
第２条　基金の原資は、森林環境譲与税をもって充てる。
２　基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算（以下「予算」という。）で定める。
　　（基金の管理）
第３条　基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金又は国債証券、地方債証券、政府保証債券（その
元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。）その他の証券の買入れ等の最も確実かつ有
利な方法により保管しなければならない。
　　（繰替運用）
第４条　知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法等を定めて、基金に属する現金を歳入
歳出現金に繰り替えて運用することができる。
　　（運用益金の処理）
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第５条　基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
　　（基金の処分）
第６条　知事は、第１条に規定する基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、こ
れを処分することができる。
　　（委任）
第７条　この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
　　　附　則
　この条例は、公布の日から施行する。

　長崎県屋外広告物条例及び長崎県美しい景観形成推進条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　令和元年７月16日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第11号
　　　長崎県屋外広告物条例及び長崎県美しい景観形成推進条例の一部を改正する条例
　　（長崎県屋外広告物条例の一部改正）
第１条　長崎県屋外広告物条例（昭和39年長崎県条例第60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。

　　（長崎県美しい景観形成推進条例の一部改正）
第２条　長崎県美しい景観形成推進条例（平成23年長崎県条例第18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。

　　　附　則
　　（施行期日）
１　この条例は、令和元年８月１日から施行する。
　　（附属機関の設置に関する条例の一部改正）
２　附属機関の設置に関する条例（昭和29年長崎県条例第13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

（審議会の意見の聴取） （審議会の意見の聴取）
第21条　知事は、次に掲げる場合は、長崎県美しい景観形成
推進条例（平成23年長崎県条例第18号）第26条第１項の長
崎県美しい景観形成審議会（以下「審議会」という。）の
意見を聴かなければならない。

第21条　知事は、次に掲げる場合は、長崎県屋外広告物審議
会（以下「審議会」という。）の意見を聴かなければなら　
ない。

⑴　略 ⑴　略
⑵　第６条第１項第３号、同条第２項第１号から第４号ま
で、同条第４項第２号若しくは第４号、同条第５項又は
第10条の基準を定め、又はその基準を変更しようとする
とき。

⑵　第６条第１項第３号、同条第２項第１号から第４号ま
で、同条第４項第２号若しくは第４号、同条第５項又は
第10条に規定する基準を定め、又はその基準を変更しよ
うとするとき。

⑶及び⑷　略 ⑶及び⑷　略
２　略 ２　略

３　審議会の組織及び運営等に関し必要な事項については、
規則で定める。　

改正後 改正前

（設置等） （設置等）
第26条　この条例及び長崎県屋外広告物条例（昭和39年長崎
県条例第60号）第21条の規定により定められた事項を審議
するほか、知事の諮問に応じ、美しい景観形成に関する事
項を調査審議するため、長崎県美しい景観形成審議会（以
下「審議会」という。）を置く。

第26条　この条例の規定により定められた事項を審議するほ
か、知事の諮問に応じ、美しい景観形成に関する事項を調
査審議するため、長崎県美しい景観形成審議会（以下「審
議会」という。）を置く。

２　略 ２　略
第27条　審議会は、委員20人以内で組織する。 第27条　審議会は、委員15人以内で組織する。
２～８　略 ２～８　略
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改正後 改正前

別表（第１条関係） 別表（第１条関係）

附属機関の属
する執行機関 附属機関 担任する事務 附属機関の属

する執行機関 附属機関 担任する事務

知事 略 知事 略

長崎県屋外広告
物審議会

長崎県屋外広告物条例の規定に
よる広告物の規制に関する重要
事項についての意見の答申に関
する事務

略 略

　長崎県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　令和元年７月16日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第12号
　　　長崎県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例
　長崎県道路占用料徴収条例（昭和43年長崎県条例第18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。

　　　附　則
　この条例は、令和元年10月１日から施行する。

　長崎県建築基準条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　令和元年７月16日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第13号
　　　長崎県建築基準条例の一部を改正する条例
　長崎県建築基準条例（昭和46年長崎県条例第57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

（占用料の額） （占用料の額）
第２条　略 第２条　略
２　前項の規定にかかわらず、消費税法（昭和63年法律第
108号）第６条の規定により非課税とされるものを除くも
のについての占用料の額は、前項本文の規定により算定し
た額（その額が100円未満であるときは、かっこ書により
100円とする前の額、その額に100円未満の端数があるとき
は、かっこ書によりその端数を100円として計算する前の
額）に100分の110を乗じて得た額（その額が100円未満で
あるときは100円、その額に100円未満の端数があるときは
その端数を100円として計算した額）とする。ただし、前
項ただし書により算定することとなる場合にあっては、各
年度の占用料の額に100分の110を乗じて得た額（その額が
100円未満であるときは100円、その額に100円未満の端数
があるときはその端数を100円として計算した額）の合計
額とする。

２　前項の規定にかかわらず、消費税法（昭和63年法律第
108号）第６条の規定により非課税とされるものを除くも
のについての占用料の額は、前項本文の規定により算定し
た額（その額が100円未満であるときは、かっこ書により
100円とする前の額、その額に100円未満の端数があるとき
は、かっこ書によりその端数を100円として計算する前の
額）に100分の108を乗じて得た額（その額が100円未満で
あるときは100円、その額に100円未満の端数があるときは
その端数を100円として計算した額）とする。ただし、前
項ただし書により算定することとなる場合にあっては、各
年度の占用料の額に100分の108を乗じて得た額（その額が
100円未満であるときは100円、その額に100円未満の端数
があるときはその端数を100円として計算した額）の合計
額とする。

改正後 改正前

目次
　第１章及び第２章　略
　第３章　特殊建築物及び長屋
　　第１節～第４節　略
　　第５節　自動車修理工場（第18条・第19条）

目次
　第１章及び第２章　略
　第３章　特殊建築物及び長屋
　　第１節～第４節　略
　　第５節　自動車車庫及び自動車修理工場（第18条・第19

条）
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　第４章～第６章　略
　附則
　　（ボイラー室の構造）

　第４章～第６章　略
　附則
　　（ボイラー室の構造）

第10条　法別表第１（い）欄に掲げる用途に供する特殊建築
物で、ボイラーを使用する室（発熱量の合計が70キロワッ
ト以上の火気を使用する設備を設けたものに限る。以下こ
の条において「ボイラー室」という。）の構造は、次に定
めるところによらなければならない。

第10条　法別表第１（い）欄に掲げる用途に供する特殊建築
物で、ボイラーを使用する室（発熱量の合計が70キロワッ
ト以上の火気を使用する設備を設けたものに限る。以下こ
の条において「ボイラー室」という。）の構造は、次に定
めるところによらなければならない。

⑴及び⑵　略 ⑴及び⑵　略
⑶　ボイラー室とその他の部分とを耐火構造とした床若し
くは壁又は政令第112条第13項に規定する特定防火設備
で区画すること。

⑶　ボイラー室とその他の部分とを耐火構造とした床若し
くは壁又は政令第112条第14項に規定する特定防火設備
で区画すること。

（出入口等） （出入口等）
第11条　劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂及び集会場
（公会堂及び集会場にあっては、客席に固定式の椅子席を
有するもの又は一の集会室の集会の用に供する部分の床面
積が200平方メートル以上のものをいう。以下この章及び
次章において「興行場等」という。）の屋外の出入口（日
常的に使用する出入口のほか、非常時に使用できる出入口
を含む。以下この節において同じ。）は、次に定めるとこ
ろにより設けなければならない。

第11条　劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂及び集会場
（公会堂及び集会場にあっては、客席に固定式のいす席を
有するもの又は一の集会室の集会の用に供する部分の床面
積が200平方メートル以上のものをいう。以下「興行場等」
という。）の屋外の出入口（日常的に使用する出入口のほ
か、非常時に使用できる出入口を含む。以下この節におい
て同じ。）は、次に定めるところにより設けなければなら
ない。

　⑴～⑶　略
２　略
３　前項第１号の表の客席部の定員は、次に定める算定方法
により得られた数の合計とする。
⑴　個人別に客席が区画された固定式の椅子席を設ける部
分については、当該部分にある椅子席の数に対応する数
⑵　客席が連続した長椅子式の椅子席を設ける部分につい
ては、当該部分にある椅子席の正面幅を40センチメート
ルで除して得た数（１未満の端数を生じたときは、これ
を切り捨てた数。以下この項において同じ。）
⑶　略
⑷　椅子席の配列形態が特定できない場合は、当該部分の
床面積を0.5平方メートルで除して得た数

　⑴～⑶　略
２　略
３　前項第１号の表の客席部の定員は、次に定める算定方法
により得られた数の合計とする。
⑴　個人別に客席が区画された固定式のいす席を設ける部
分については、当該部分にあるいす席の数に対応する数
⑵　客席が連続した長いす式のいす席を設ける部分につい
ては、当該部分にあるいす席の正面幅を40センチメート
ルで除して得た数（１未満の端数を生じたときは、これ
を切り捨てた数。以下この項において同じ。）
⑶　略
⑷　いす席の配列形態が特定できない場合は、当該部分の
床面積を0.5平方メートルで除して得た数

第５節　自動車修理工場 第５節　自動車車庫及び自動車修理工場
（自動車修理工場の構造） （自動車車庫等の構造）
第18条　次の各号のいずれかに該当する建築物の一部を自動
車修理工場（その用途に供する部分の床面積の合計が50平
方メートル以下のものを除く。以下次条において同じ。）
の用途に供する場合においては、その用途に供する部分の
主要構造部を準耐火構造又は政令第109条の３第２号に規
定する構造としなければならない。

第18条　次の各号のいずれかに該当する建築物の一部を自動
車車庫又は自動車修理工場（これらの用途に供する部分の
床面積の合計が50平方メートル以下のものを除く。以下次
条において同じ。）の用途に供する場合においては、これ
らの用途に供する部分の主要構造部を準耐火構造又は政令
第109条の３第２号に規定する構造としなければならない。

　⑴及び⑵　略 　⑴及び⑵　略
（他の用途部分との区画） （他の用途部分との区画）

第19条　建築物の一部を自動車修理工場の用途に供する場合
において、その用途に供する建築物の部分（以下本条にお
いて「当該部分」という。）は、次に定めるところによら
なければならない。

第19条　建築物の一部を自動車車庫又は自動車修理工場の用
途に供する場合において、その用途に供する建築物の部分
（以下本条において「当該部分」という。）は、次に定める
ところによらなければならない。

⑴　政令第112条第12項で規定する場合を除き、当該部分
とその他の部分とを準耐火構造とした壁又は法第２条第
９号の２ロに規定する防火設備で区画すること。

⑴　政令第112条第12項及び第13項で規定する場合を除き、
当該部分とその他の部分とを準耐火構造とした壁又は法
第２条第９号の２ロに規定する防火設備で区画するこ
と。

⑵　当該部分の床及び天井には、その他の部分に通ずる開
口部は設けないこと。

⑵　当該部分の床及び天井には、その他の部分に通ずる開
口部は設けないこと（消防用自動車車庫を除く。）。

⑶　略 ⑶　略
（仮設興行場等に対する特例） （仮設興行場等に対する特例）
第28条　法第85条第５項及び第６項の仮設興行場等、法第87
条の３第５項の興行場等及び同条第６項の特別興行場等に
ついて、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がな
いと認めるものについては、第２章及び第３章の規定は適
用しない。

第28条　法第85条第５項及び第６項の仮設興行場等につい
て、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと
認めるものについては、第２章及び第３章の規定は適用し
ない。
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　　　附　則
　この条例は、公布の日から施行する。

　長崎県建築関係手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　令和元年７月16日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第14号
　　　長崎県建築関係手数料条例の一部を改正する条例
第１条　長崎県建築関係手数料条例（平成12年長崎県条例第16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

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）
番号 事務の名称 手数料の名称 区分 単位 金額 番号 事務の名称 手数料の名称 区分 単位 金額

１～13　略 １～13　略

13の２ 建築基準法第
48条第16項第
１号の規定に
基づく意見の
聴取及び同意
の取得を要し
ない許可の申
請に対する審
査

用途地域にお
ける建築等許
可申請手数料
　（意見の聴取
及び同意の取
得を要しない
ものに限る。）

１件 120,000円

13の３ 建築基準法第
48条第16項第
２号の規定に
基づく同意の
取得を要しな
い許可の申請
に対する審査

用途地域にお
ける建築等許
可申請手数料
　（同意の取得
を要しないも
のに限る。）　

１件 140,000円

14～15の２　略 14～15の２　略

15の３ 建築基準法第
53条第５項の
規定に基づく
建築物の建蔽
率に関する制
限の適用除外
に係る許可の
申請に対する
審査

建築物の建蔽
率に関する特
例許可申請手
数料

１件 33,000円  

16 建築基準法第
53条第６項第
３号の規定に
基づく建築物
の建蔽率に関
する制限の適
用除外に係る
許可の申請に
対する審査

略 16 建築基準法第
53条第５項第
３号の規定に
基づく建築物
の建蔽率に関
する制限の適
用除外に係る
許可の申請に
対する審査

略

17～37の２　略 17～37の２　略

37の３ 建築基準法第
86条の８第３
項（同法第87
条の２第２項
において準用
する場合を含
む。）の規定
に基づく既存
の一の建築物
について２以

略 37の３ 建築基準法第
86条の８第３
項の規定に基
づく既存の一
の建築物につ
いて２以上の
工事に分けて
工事を行う場
合の認定を受
けた全体計画

略
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上の工事に分
けて工事を行
う場合の認定
を受けた全体
計画の変更に
係る認定の申
請に対する審
査

の変更に係る
認定の申請に
対する審査

37の４ 建築基準法第
87条の２第１
項の規定に基
づく既存の一
の建築物につ
いて２以上の
工事に分けて
用途の変更を
行う場合の当
該２以上の工
事の全体計画
に関する認定
の申請に対す
る審査

既存の一の建
築物について
２以上の工事
に分けて用途
の変更を行う
場合の当該２
以上の工事の
全体計画に関
する認定申請
手数料

１件 27,000円

37の５ 建築基準法第
87条の３第５
項の規定に基
づく興行場等
への用途の変
更の許可の申
請に対する審
査

興行場等用途
変更許可申請
手数料

１件 120,000円

37の６ 建築基準法第
87条の３第６
項の規定に基
づく１年を超
えて使用する
興行場等への
用途の変更の
許可の申請に
対する審査

１年を超えて
使用する興行
場等用途変更
許可申請手数
料

１件 160,000円

38～49　略 38～49　略

49の２ 建築士法第５
条第１項の規
定に基づく２
級建築士名簿
又は木造建築
士名簿への登
録の事実の証
明

建築士名簿へ
の登録の事実
の証明手数料

１件 400円 49の２ 建築士法第５
条第１項の規
定に基づく２
級建築士名簿
又は木造建築
士名簿への登
録の事実の証
明

建築士名簿へ
の登録の事実
の証明手数料

１件 350円

50及び51　略 50及び51　略

51の２ 建築士法第23
条の３第１項
の規定に基づ
く２級建築士
事務所登録簿
又は木造建築
士事務所登録
簿への登録の
事実の証明

建築士事務所
登録簿への登
録の事実の証
明手数料

１件 400円 51の２ 建築士法第23
条の３第１項
の規定に基づ
く２級建築士
事務所登録簿
又は木造建築
士事務所登録
簿への登録の
事実の証明

建築士事務所
登録簿への登
録の事実の証
明手数料

１件 350円

52～76　略 52～76　略

　備考　略 　備考　略

第２条　長崎県建築関係手数料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。
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改正後 改正前

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）
番号 事務の名称 手数料の名称 区分 単位 金額 番号 事務の名称 手数料の名称 区分 単位 金額

１～47　略 １～47　略

48 建築士法（昭
和25年法律第
202号）第４条
第２項又は第
３項の規定に
基づく２級建
築士又は木造
建築士の免許
の申請に対す
る審査

建築士の免許
証の交付申請
手数料

１件 19,300円 48 建築士法（昭
和25年法律第
202号）第４条
第２項又は第
３項の規定に
基づく２級建
築士又は木造
建築士の免許
の申請に対す
る審査

建築士の免許
証の交付申請
手数料

１件 19,200円

49及び49の２　略 49及び49の２　略

50 建築士法第13
条の規定に基
づく２級建築
士試験又は木
造建築士試験
の実施

建築士試験手
数料

１件 17,900円 50 建築士法第13
条の規定に基
づく２級建築
士試験又は木
造建築士試験
の実施

建築士試験手
数料

１件 17,700円

51～76　略 51～76　略

　備考　略 　備考　略

　　　附　則
　この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和元年10月１日から施行する。

　長崎県営バス運賃等条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　令和元年７月16日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第15号
　　　長崎県営バス運賃等条例の一部を改正する条例
　長崎県営バス運賃等条例（昭和48年長崎県条例第30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。

　　　附　則
　この条例は、令和元年10月１日から施行する。

　長崎県警察関係手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　令和元年７月16日

改正後 改正前

　　（乗合旅客運賃の基準額）
第３条　乗合旅客運賃の基準額は、１キロメートル当たり33
円00銭の範囲内（次に掲げる場合を除く。）において規則
で定める。
　⑴～⑶　略
２及び３　略
　　（貸切運賃及び貸切料金の額）
第９条　貸切運賃の額は、別表第１に定める車種に応じて算
定するキロ制運賃と時間制運賃とを合算した額の範囲内で
得られる額に1.10を乗じて得た額とする。
２　貸切料金の額は、別表第２に定めるところにより得られ
る額に1.10を乗じて得た額とする。
３及び４　略
　　（定期観光運賃、特定輸送運賃及び小荷物運賃）
第９条の２　略

　　（乗合旅客運賃の基準額）
第３条　乗合旅客運賃の基準額は、１キロメートル当たり32
円40銭の範囲内（次に掲げる場合を除く。）において規則
で定める。
　⑴～⑶　略
２及び３　略
　　（貸切運賃及び貸切料金の額）
第９条　貸切運賃の額は、別表第１に定める車種に応じて算
定するキロ制運賃と時間制運賃とを合算した額の範囲内で
得られる額に1.08を乗じて得た額とする。
２　貸切料金の額は、別表第２に定めるところにより得られ
る額に1.08を乗じて得た額とする。
３及び４　略
　　（定期観光運賃、特定輸送運賃及び小荷物運賃）
第９条の３　略
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長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第16号
　　　長崎県警察関係手数料条例の一部を改正する条例
　長崎県警察関係手数料条例（平成12年長崎県条例第31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

別表第１　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法
律関係手数料表（第２条関係）

別表第１　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法
律関係手数料表（第２条関係）

番
号 事務の名称 手数料の名称 区分 単位 金額 番

号 事務の名称 手数料の名称 区分 単位 金額

１～25　略 １～25　略

26 法第31条の23にお
いて準用する法第
７条第１項の規定
に基づく特定遊興
飲食店営業の相続
に係る承認の申請
に対する審査

特定遊興飲食
店営業の相続
承認申請手数
料

１件 8,700円（当該申
請を行う者が本
県において同時
に他の法第31条
の23において準
用する法第７条
第１項の規定に
基づく承認の申
請を行う場合に
おける当該他の
同項の規定に基
づく承認の申請
に係る審査に
あっては、3,800
円）

26 法第31条の23にお
いて準用する法第
７条第１項の規定
に基づく特定遊興
飲食店営業の相続
に係る承認の申請
に対する審査

特定遊興飲食
店営業の相続
承認申請手数
料

１件 8,600円（当該申
請を行う者が本
県において同時
に他の法第31条
の23において準
用する法第７条
第１項の規定に
基づく承認の申
請を行う場合に
おける当該他の
同項の規定に基
づく承認の申請
に係る審査に
あっては、3,800
円）

27 法第31条の23にお
いて準用する法第
７条の２第１項の
規定に基づく特定
遊興飲食店営業者
たる法人の合併に
係る承認の申請に
対する審査

特定遊興飲食
店営業の法人
合併承認申請
手数料

１件 12,000円（当該
申請を行う者が
本県において同
時に他の法第31
条の23において
準用する法第７
条の２第１項の
規定に基づく承
認の申請を行う
場合における当
該他の同項の規
定に基づく承認
の申請に係る審
査にあっては、
3,300円）

27 法第31条の23にお
いて準用する法第
７条の２第１項の
規定に基づく特定
遊興飲食店営業者
たる法人の合併に
係る承認の申請に
対する審査

特定遊興飲食
店営業の法人
合併承認申請
手数料

１件 11,000円（当該
申請を行う者が
本県において同
時に他の法第31
条の23において
準用する法第７
条の２第１項の
規定に基づく承
認の申請を行う
場合における当
該他の同項の規
定に基づく承認
の申請に係る審
査にあっては、
3,300円）

28 法第31条の23にお
いて準用する法第
７条の３第１項の
規定に基づく特定
遊興飲食店営業者
たる法人の分割に
係る承認の申請に
対する審査

特定遊興飲食
店営業の法人
分割承認申請
手数料

１件 12,000円（当該
申請を行う者が
本県において同
時に他の法第31
条の23において
準用する法第７
条の３第１項の
規定に基づく承
認の申請を行う
場合における当
該他の同項の規
定に基づく承認
の申請に係る審
査にあっては、
3,300円）

28 法第31条の23にお
いて準用する法第
７条の３第１項の
規定に基づく特定
遊興飲食店営業者
たる法人の分割に
係る承認の申請に
対する審査

特定遊興飲食
店営業の法人
分割承認申請
手数料

１件 11,000円（当該
申請を行う者が
本県において同
時に他の法第31
条の23において
準用する法第７
条の３第１項の
規定に基づく承
認の申請を行う
場合における当
該他の同項の規
定に基づく承認
の申請に係る審
査にあっては、
3,300円）

29～33　略 29～33　略

備考　略 備考　略

別表第４　警備業法関係手数料表（第２条関係） 別表第４　警備業法関係手数料表（第２条関係）
番
号 事務の名称 手数料の名称 区分 単位 金額 番

号 事務の名称 手数料の名称 区分 単位 金額

１～14　略 １～14　略

15 法第42条第２項第
１号の規定に基づ
く機械警備業務管
理者講習の実施

機械警備業務
管理者講習手
数料

１人 39,000円 15 法第42条第２項第
１号の規定に基づ
く機械警備業務管
理者講習の実施

機械警備業務
管理者講習手
数料

１人 38,000円

16～18　略 16～18　略
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別表第７　銃砲刀剣類所持等取締法関係手数料表（第２条関
係）

別表第７　銃砲刀剣類所持等取締法関係手数料表（第２条関
係）

番
号 事務の名称 手数料の名称 区分 単位 金額 番

号 事務の名称 手数料の名称 区分 単位 金額

１及び２　略 １及び２　略

３ 法第５条の３第１
項の規定に基づく
猟銃及び空気銃の
取扱いに関する講
習会の開催

猟銃等講習会
手数料

⑴　略 ３ 法第５条の３第１
項の規定に基づく
猟銃及び空気銃の
取扱いに関する講
習会の開催

猟銃等講習会
手数料

⑴　略

⑵　その他の
者に対する
講習会

１人 6,900円 ⑵　その他の
者に対する
講習会

１人 6,800円

４　略 ４　略

５ 法第５条の５第１
項の規定に基づく
猟銃の操作及び射
撃の技能に関する
講習の実施

技能講習手数
料

１人 12,700円 ５ 法第５条の５第１
項の規定に基づく
猟銃の操作及び射
撃の技能に関する
講習の実施

技能講習手数
料

１人 12,300円

６～14　略 ６～14　略

15 法第９条の14第１
項の規定に基づく
年少射撃資格の認
定のための講習会
の開催

年少射撃資格
認定のための
講習会手数料

１人 9,800円 15 法第９条の14第１
項の規定に基づく
年少射撃資格の認
定のための講習会
の開催

年少射撃資格
認定のための
講習会手数料

１人 9,700円

　　　附　則
　　（施行期日）
１　この条例は、令和元年10月１日（以下「施行日」という。）から施行する。
　　（経過措置）
２　この条例による改正後の長崎県警察関係手数料条例の規定は、施行日以後にされる申請等に係る手数料から
適用し、施行日前にされた申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
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