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毎週　火曜・金曜日発行 ◯印は長崎県例規集に登載するもの
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条　　　　　例

　成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関
係条例の整理に関する条例をここに公布する。
　　令和元年10月11日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第18号

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴
う関係条例の整理に関する条例

　　（職員の退職手当に関する条例の一部改正）
第１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

（懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限） （懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限）
第12条　退職をした者が次の各号のいずれかに該当するとき
は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした
者（当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る
一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者）
に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、
当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行っ
た非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違
後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂
行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼
に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又
は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

第12条　退職をした者が次の各号のいずれかに該当するとき
は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした
者（当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る
一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者）
に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、
当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行っ
た非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違
後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂
行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼
に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又
は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

⑴　略 ⑴　略
⑵　地方公務員法第28条第４項の規定による失職又はこれ ⑵　地方公務員法第28条第４項の規定による失職（同法第
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に準ずる退職をした者 16条第１号に該当する場合を除く。）又はこれに準ずる
退職をした者

２及び３　略 ２及び３　略

　　（職員の旅費に関する条例の一部改正）
第２条　職員の旅費に関する条例（昭和29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。

　　（職員の給与に関する条例の一部改正）
第３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。

改正後 改正前

（旅費の支給） （旅費の支給）
第３条　略 第３条　略
２　略 ２　略
３　職員が前項第１号又は第４号の規定に該当する場合にお
いて、地方公務員法第28条第４項若しくは第29条の規定又
はこれらに準ずる事由により退職等となったときは、前項
の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

３　職員が前項第１号又は第４号の規定に該当する場合にお
いて、地方公務員法第28条第４項、若しくは第29条の規定
又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、
前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給
しない。

４　略 ４　略
５　第１項、第２項及び前項の規定により旅費の支給を受け
ることができる者（その者の扶養親族の旅行について旅費
の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含
む。）が、その出発前に旅行命令を変更（取消しを含む。
以下同じ。）され又は死亡した場合において、当該旅行の
ため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその
者の損失となった金額で人事委員会が定めるものを旅費と
して支給することができる。

５　第１項、第２項及び前項の規定により旅費の支給を受け
ることができる者（その者の扶養親族の旅行について旅費
の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含
む。以下本条において同じ。）が、その出発前に旅行命令
を変更（取消を含む。以下同じ。）され又は死亡した場合
において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、
当該金額のうちその者の損失となった金額で人事委員会が
定めるものを旅費として支給することができる。

６　第１項、第２項及び第４項の規定により旅費の支給を受
けることができる者（その者の扶養親族の旅行について旅
費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を
含む。）が、旅行中交通機関等の事故又は天災その他人事
委員会が定める事情により、概算払を受けた旅費額（概算
払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた
旅費額に相当する金額）の全部又は一部を喪失した場合に
は、その喪失した旅費額の範囲内で人事委員会が定める金
額を旅費として支給することができる。

６　第１項、第２項及び第４項の規定により旅費の支給を受
けることができる者が、旅行中交通機関等の事故又は天災
その他人事委員会が定める事情により、概算払を受けた旅
費額（概算払を受けなかった場合には、概算払を受けるこ
とができた旅費額に相当する金額）の全部又は一部を喪失
した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で人事委員会
が定める金額を旅費として支給することができる。

（在勤地内旅行の旅費） （在勤地内旅行の旅費）
第27条　略 第27条　略
２　前項の規定の適用がある場合を除くほか、職員が在勤地
に赴任を命ぜられた場合で、任命権者が通勤が不能又は著
しく困難等の理由により住所又は居所を移転することを必
要と認めたときは、移転料として、次条第３号に規定する
移転料の額の範囲内で移転に要した実費額を支給する。

２　前項の規定の適用がある場合を除くほか、職員が在勤地
に赴任を命ぜられた場合で、任命権者が通勤が不能又は著
しく困難等の理由により住所又は居所を移転することを必
要と認めたときは、移転料として、第28条第２号に規定す
る移転料の額の範囲内で移転に要した実費額を支給する。

改正後 改正前

（期末手当） （期末手当）
第20条　期末手当は、６月１日及び12月１日（以下この条か
ら第20条の３までにおいてこれらの日を「基準日」という。）
にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属す
る月の人事委員会規則で定める日（次条及び第20条の３に
おいてこれらの日を「支給日」という。）に支給する。こ
れらの基準日前１箇月以内に退職し、又は死亡した職員（第
23条第６項の規定の適用を受ける職員及び人事委員会規則
で定める職員を除く。）についても、同様とする。

第20条　期末手当は、６月１日及び12月１日（以下この条か
ら第20条の３までにおいてこれらの日を「基準日」という。）
にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属す
る月の人事委員会規則で定める日（次条及び第20条の３に
おいてこれらの日を「支給日」という。）に支給する。こ
れらの基準日前１箇月以内に退職し、若しくは法第16条第
１号に該当して法第28条第４項の規定により失職し、又は
死亡した職員（第23条第６項の規定の適用を受ける職員及
び人事委員会規則で定める職員を除く。）についても、同
様とする。
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２及び３　略 ２及び３　略
４　第２項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在（退
職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、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する。

４　第２項の期末手当基礎額は、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する。

５及び６　略 ５及び６　略
第20条の２　次の各号のいずれかに該当する者には、前条第
１項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手
当（第４号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止
めた期末手当）は、支給しない。

第20条の２　次の各号のいずれかに該当する者には、前条第
１項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手
当（第４号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止
めた期末手当）は、支給しない。

⑴　略 ⑴　略
⑵　基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの
間に法第28条第４項の規定により失職した職員

⑵　基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの
間に法第28条第４項の規定により失職した職員（法第16
条第１号に該当して失職した職員を除く。）

⑶　基準日前１箇月以内又は基準日から当該基準日に対応
する支給日の前日までの間に離職した職員（前２号に掲
げる者を除く。）で、その離職した日から当該支給日の
前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

⑶　基準日前１箇月以内又は基準日から当該基準日に対応
する支給日の前日までの間に離職した職員（前２号に掲
げる者を除く。）で、その離職した日から当該支給日の
前日までの間に禁

    こ
錮以上の刑に処せられたもの

⑷　次条第１項の規定により期末手当の支給を一時差し止
める処分を受けた者（当該処分を取り消された者を除
く。）で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に
関し禁錮以上の刑に処せられたもの

⑷　次条第１項の規定により期末手当の支給を一時差し止
める処分を受けた者（当該処分を取り消された者を除
く。）で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に
関し禁

    こ
錮以上の刑に処せられたもの

第20条の３　任命権者は、支給日に期末手当を支給すること
とされていた職員で当該支給日の前日までに離職したもの
が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の
支給を一時差し止めることができる。

第20条の３　任命権者は、支給日に期末手当を支給すること
とされていた職員で当該支給日の前日までに離職したもの
が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の
支給を一時差し止めることができる。

⑴　離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者
の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が
起訴（当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定め
られているものに限り、刑事訴訟法（昭和23年法律第
131号）第６編に規定する略式手続によるものを除く。
第３項において同じ。）をされ、その判決が確定してい
ない場合

⑴　離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者
の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が
起訴（当該起訴に係る犯罪について禁

    こ
錮以上の刑が定め

られているものに限り、刑事訴訟法（昭和23年法律第
131号）第６編に規定する略式手続によるものを除く。
第３項において同じ。）をされ、その判決が確定してい
ない場合

⑵　略 ⑵　略
２　略 ２　略
３　任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれ
かに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処
分を取り消さなければならない。ただし、第３号に該当す
る場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職
期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されていると
きその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明ら
かに反すると認めるときは、この限りでない。

３　任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれ
かに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処
分を取り消さなければならない。ただし、第３号に該当す
る場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職
期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されていると
きその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明ら
かに反すると認めるときは、この限りでない。

⑴　一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由と
なった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せら
れなかった場合

⑴　一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由と
なった行為に係る刑事事件に関し禁

  こ
錮以上の刑に処せら

れなかった場合
⑵及び⑶　略 ⑵及び⑶　略

４～６　略 ４～６　略
（勤勉手当） （勤勉手当）

第21条　勤勉手当は、６月１日及び12月１日（以下この条に
おいてこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職
する職員に対し、基準日以前６箇月以内の期間におけるそ
の者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の人
事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前１
箇月以内に退職し、又は死亡した職員（人事委員会規則で
定める職員を除く。）についても、同様とする。

第21条　勤勉手当は、６月１日及び12月１日（以下この条に
おいてこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職
する職員に対し、基準日以前６箇月以内の期間におけるそ
の者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の人
事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前１
箇月以内に退職し、若しくは法第16条第１号に該当して法
第28条第４項の規定により失職し、又は死亡した職員（人
事委員会規則で定める職員を除く。）についても、同様と
する。

２　勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委
員会の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とす

２　勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委
員会の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とす
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る。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額
の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの
総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

る。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額
の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの
総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

⑴　前項の職員のうち再任用職員以外の職員　当該職員の
勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在
（退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は
死亡した日現在。次項において同じ。）において受ける
べき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の
合計額を加算した額に100分の92.5（特定幹部職員にあっ
ては100分の112.5）を乗じて得た額の総額

⑴　前項の職員のうち再任用職員以外の職員　当該職員の
勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在（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。次項に
おいて同じ。）において受けるべき扶養手当の月額及び
これに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に
100分の92.5（特定幹部職員にあっては100分の112.5）を
乗じて得た額の総額

⑵　略 ⑵　略
３～５　略 ３～５　略
（休職者の給与） （休職者の給与）

第23条　略 第23条　略
２～４　略 ２～４　略
５　職員が法第27条第２項の条例で定める事由の一に該当し
て休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、
扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ
100分の70以内を支給することができる。

５　職員が法第27条第２項に基づく条例で定める事由の一に
該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに
給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれ
ぞれ100分の70以内を支給することができる。

６　第２項、第３項又は前項に規定する職員が、これらの規
定に規定する期間内で第20条第１項に規定する基準日前１
箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定によ
り人事委員会規則で定める日に、それぞれ第２項、第３項
又は前項の規定の例による額の期末手当を支給することが
できる。ただし、人事委員会規則で定める職員については、
この限りでない。

６　第２項、第３項又は前項に規定する職員が、当該各項に
規定する期間内で第20条第１項に規定する基準日前１箇月
以内に退職し、若しくは法第16条第１号に該当して法第28
条第４項の規定により失職し、又は死亡したときは、同項
の規定により人事委員会規則で定める日に、当該各項の例
による額の期末手当を支給することができる。ただし、人
事委員会規則で定める職員については、この限りでない。

７　略 ７　略

　　（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４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。

改正後 改正前

（期末手当） （期末手当）
第16条　期末手当は、６月１日及び12月１日（以下この条か
ら第16条の３までにおいてこれらの日を「基準日」という。）
にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属す
る月の人事委員会規則で定める日（次条及び第16条の３に
おいてこれらの日を「支給日」という。）に支給する。こ
れらの基準日前１箇月以内に退職し、又は死亡した職員（第
19条第６項の規定の適用を受ける職員及び人事委員会規則
で定める職員を除く。）についても、同様とする。

第16条　期末手当は、６月１日及び12月１日（以下この条か
ら第16条の３までにおいてこれらの日を「基準日」という。）
にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属す
る月の人事委員会規則で定める日（次条及び第16条の３に
おいてこれらの日を「支給日」という。）に支給する。こ
れらの基準日前１箇月以内に退職し、若しくは法第16条第
１号に該当して法第28条第４項の規定により失職し、又は
死亡した職員（第19条第６項の規定の適用を受ける職員及
び人事委員会規則で定める職員を除く。）についても、同
様とする。

２及び３　略 ２及び３　略
４　第２項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在（退
職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、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する。

４　第２項の期末手当基礎額は、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する。

５及び６　略 ５及び６　略
第16条の２　次の各号のいずれかに該当する者には、前条第
１項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手
当（第４号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止
めた期末手当）は、支給しない。

第16条の２　次の各号のいずれかに該当する者には、前条第
１項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手
当（第４号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止
めた期末手当）は、支給しない。

⑴　略 ⑴　略
⑵　基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの ⑵　基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの
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間に法第28条第４項の規定により失職した職員 間に法第28条第４項の規定により失職した職員（法第16
条第１号に該当して失職した職員を除く。）　

⑶　基準日前１箇月以内又は基準日から当該基準日に対応
する支給日の前日までの間に離職した職員（前２号に掲
げる者を除く。）で、その離職した日から当該支給日の
前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

⑶　基準日前１箇月以内又は基準日から当該基準日に対応
する支給日の前日までの間に離職した職員（前２号に掲
げる者を除く。）で、その離職した日から当該支給日の
前日までの間に禁

  こ
錮以上の刑に処せられたもの

⑷　次条第１項の規定により期末手当の支給を一時差し止
める処分を受けた者（当該処分を取り消された者を除
く。）で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に
関し禁錮以上の刑に処せられたもの

⑷　次条第１項の規定により期末手当の支給を一時差し止
める処分を受けた者（当該処分を取り消された者を除
く。）で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に
関し禁

  こ
錮以上の刑に処せられたもの

第16条の３　県教育委員会は、支給日に期末手当を支給する
こととされていた職員で当該支給日の前日までに離職した
ものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手
当の支給を一時差し止めることができる。

第16条の３　県教育委員会は、支給日に期末手当を支給する
こととされていた職員で当該支給日の前日までに離職した
ものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手
当の支給を一時差し止めることができる。

⑴　離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者
の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が
起訴（当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定め
られているものに限り、刑事訴訟法（昭和23年法律第
131号）第６編に規定する略式手続によるものを除く。
第３項において同じ。）をされ、その判決が確定してい
ない場合

⑴　離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者
の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が
起訴（当該起訴に係る犯罪について禁

　 こ
錮以上の刑が定め

られているものに限り、刑事訴訟法（昭和23年法律第
131号）第６編に規定する略式手続によるものを除く。
第３項において同じ。）をされ、その判決が確定してい
ない場合

⑵　略　 ⑵　略
２　略 ２　略
３　県教育委員会は、一時差止処分について、次の各号のい
ずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差
止処分を取り消さなければならない。ただし、第３号に該
当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の
在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されてい
るときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に
明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

３　県教育委員会は、一時差止処分について、次の各号のい
ずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差
止処分を取り消さなければならない。ただし、第３号に該
当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の
在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されてい
るときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に
明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

⑴　一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由と
なった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せら
れなかった場合

⑴　一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由と
なった行為に係る刑事事件に関し禁

  こ
錮以上の刑に処せら

れなかった場合
⑵及び⑶　略 ⑵及び⑶　略

４～６　略 ４～６　略
（勤勉手当） （勤勉手当）

第17条　勤勉手当は、６月１日及び12月１日（以下この条に
おいてこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職
する職員に対し、基準日以前６箇月以内の期間におけるそ
の者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の人
事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前１
箇月以内に退職し、又は死亡した職員（人事委員会規則で
定める職員を除く。）についても、同様とする。

第17条　勤勉手当は、６月１日及び12月１日（以下この条に
おいてこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職
する職員に対し、基準日以前６箇月以内の期間におけるそ
の者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の人
事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前１
箇月以内に退職し、若しくは法第16条第１号に該当して法
第28条第４項の規定により失職し、又は死亡した職員（人
事委員会規則で定める職員を除く。）についても、同様と
する。

２　勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、県教育委員会が人
事委員会の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額
とする。この場合において、県教育委員会が支給する勤勉
手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区
分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えては
ならない。

２　勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、県教育委員会が人
事委員会の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額
とする。この場合において、県教育委員会が支給する勤勉
手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区
分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えては
ならない。

⑴　前項の職員のうち再任用職員以外の職員　当該職員の
勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在
（退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は
死亡した日現在。次項において同じ。）において受ける
べき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の
合計額を加算した額に100分の92.5を乗じて得た額の総
額

⑴　前項の職員のうち再任用職員以外の職員　当該職員の
勤勉手当基礎額に当該職員が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。次
項において同じ。）において受けるべき扶養手当の月額
及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額
に100分の92.5を乗じて得た額の総額

⑵　略　 ⑵　略　
３～５　略 ３～５　略
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（休職者の給与） （休職者の給与）
第19条　略 第19条　略
２～４　略 ２～４　略
５　職員が法第27条第２項の条例で定める事由の一に該当し
て休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、
扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ
100分の70以内を支給することができる。

５　職員が法第27条第２項に基づく条例で定める事由の一に
該当して休職とされたときは、その休職の期間中、これに
給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれ
ぞれ100分の70以内を支給することができる。

６　第２項、第３項又は前項に規定する職員が、これらの規
定に規定する期間内で第16条第１項に規定する基準日前１
箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定によ
り人事委員会規則で定める日に、それぞれ第２項、第３項
又は前項の規定の例による額の期末手当を支給することが
できる。ただし、人事委員会規則で定める職員については、
この限りでない。

６　第２項、第３項又は前項に規定する職員が、当該各項に
規定する期間内で第16条第１項に規定する基準日前１箇月
以内に退職し、若しくは法第16条第１号に該当して法第28
条第４項の規定により失職し、又は死亡したときは、同項
の規定により人事委員会規則で定める日に、当該各号の例
による額の期末手当を支給することができる。ただし、人
事委員会規則で定める職員については、この限りでない。

７　略 ７　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５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。

改正後 改正前

（期末手当） （期末手当）
第９条　期末手当は、６月１日及び12月１日（以下この条
においてこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在
職する現業職員（規則で定める現業職員を除く。）に対し
て、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給
する。これらの基準日前１箇月以内に退職し、又は死亡
した現業職員（規則で定める現業職員を除く。）について
も、同様とする。

第９条　期末手当は、６月１日及び12月１日（以下この条
においてこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在
職する現業職員（規則で定める現業職員を除く。）に対し
て、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給
する。これらの基準日前１箇月以内に退職し、若しくは
地方公務員法（昭和25年法律第261号）第16条第１号に該
当して同法第28条第４項の規定により失職し、又は死亡
した現業職員（規則で定める現業職員を除く。）について
も、同様とする。

（勤勉手当） （勤勉手当）
第10条　勤勉手当は、６月１日及び12月１日（以下この条
においてこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在
職する現業職員（規則で定める現業職員を除く。）に対し、
基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の勤務成績
に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日
に支給する。これらの基準日前１箇月以内に退職し、又
は死亡した現業職員（規則で定める現業職員を除く。）に
ついても、同様とする。

第10条　勤勉手当は、６月１日及び12月１日（以下この条
においてこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在
職する現業職員（規則で定める現業職員を除く。）に対し、
基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の勤務成績
に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日
に支給する。これらの基準日前１箇月以内に退職し、若
しくは地方公務員法第16条第１号に該当して同法第28条
第４項の規定により失職し、又は死亡した現業職員（規
則で定める現業職員を除く。）についても、同様とする。

　　（会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部改正）
第６条　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）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

（パートタイム会計年度任用職員の期末手当） （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、又は死亡した職員にあっては、退職し、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、又は死

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



― 7 ―

令和元年10月11日　金曜日 長 崎 県 公 報 号　外

亡した職員にあっては、退職し、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。

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。

　　　附　則
　この条例は、令和元年12月14日から施行する。

　長崎県特別会計条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　令和元年10月11日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第19号
　　　長崎県特別会計条例の一部を改正する条例
　長崎県特別会計条例（昭和41年長崎県条例第２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

地方自治法（昭和22年法律第67号）第209条第２項の規定
により、次の表の左欄に掲げる特別会計を、同表右欄に掲げ
る事業を実施するために設置する。

地方自治法（昭和22年法律第67号）第209条第２項の規定
により、次の表の左欄に掲げる特別会計を、同表右欄に掲げ
る事業を実施するために設置する。

特別会計 事業 特別会計 事業

略 略

長崎県流域下水道特別会計 流域下水道事業

略 略

　　　附　則
　この条例は、令和２年４月１日から施行し、改正後の長崎県特別会計条例の規定は、令和２年度の予算から適
用する。

　長崎県流域下水道事業の設置等に関する条例をここに公布する。
　　令和元年10月11日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第20号
　　　長崎県流域下水道事業の設置等に関する条例
　　（設置）
第１条　県民の公衆衛生の向上及び都市の健全な発達に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資するため、
長崎県流域下水道事業（以下「流域下水道事業」という。）を設置する。
　　（定義）
第２条　この条例において流域下水道事業とは、流域下水道（下水道法（昭和33年法律第79号）第２条第４号に
規定する流域下水道をいう。以下同じ。）の設置、改築、修繕、維持その他の管理に係る事業をいう。
　　（地方公営企業法の適用範囲）
第３条　地方公営企業法（昭和27年法律第292号。以下「法」という。）第２条第３項の規定に基づき、流域下水
道事業に同条第２項に規定する財務規定等を適用する。
　　（経営の基本）
第４条　流域下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなけ
ればならない。
２　流域下水道の処理する区域の存する市は、諫早市及び大村市とする。
　　（重要な資産の取得及び処分）
第５条　法第33条第２項の規定により、予算で定めなければならない流域下水道事業の用に供する資産の取得及
び処分は、予定価格（適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格）
が7,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡（不動産の信託の場合を除き、土地については、
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１件２万平方メートル以上のものに係るものに限る。）又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
　　（議会の同意を要する賠償責任の免除）
第６条　法第34条において準用する地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２の２第８項の規定により、
流域下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当
該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。
　　（業務状況説明書類の作成）
第７条　知事は、流域下水道事業に関し、法第40条の２第１項の規定により、毎事業年度４月１日から９月30日
までの業務の状況を説明する書類を11月15日までに、10月１日から３月31日までの業務の状況を説明する書類
を５月15日までに作成しなければならない。
２　前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月15日までに作成する書類
においては前事業年度の決算の状況を、５月15日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算
の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
⑴　事業の概況
⑵　経理の状況
⑶　前２号に掲げるもののほか、流域下水道事業の経営状況を明らかにするため知事が必要と認める事項
３　天災その他やむを得ない事故により、第１項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成す
ることができなかった場合においては、知事は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。
　　　附　則
　この条例は、令和２年４月１日から施行する。

　長崎県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　令和元年10月11日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第21号
　　　長崎県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例
　長崎県心身障害者扶養共済制度条例（昭和45年長崎県条例第２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

（年金管理者） （年金管理者）
第８条　略 第８条　略
２　前項の規定により年金管理者が指定されている場合にお
いては、年金給付の支払は、当該年金管理者に対して行う
ものとする。

２　前項の規定により年金管理者が指定されている場合にお
いては、年金給付の支払は、当該年金管理者に対して行な
うものとする。

３　次の各号のいずれかに該当する者は、年金管理者となる
ことができない。

３　次の各号のいずれかに該当する者は、年金管理者となる
ことができない。

⑴　精神の機能の障害により年金の受領及び管理を適正に
行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に
行うことができない者 

⑴　成年被後見人又は被保佐人

⑵　破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 ⑵　破産者であって復権を得ない者
４～７　略
（届出義務等）
第17条　略
２～４　略
５　加入者、加入者の扶養する心身障害者、年金受給権者及
び年金管理者は、この制度の適正な運営を図るため、知事
の行う調査に協力しなければならない。

４～７　略
（届出義務等）
第17条　略
２～４　略
５　加入者、加入者の扶養する心身障害者、年金受給権者及
び年金管理者は、この制度の適正な運営を図るため、知事
の行なう調査に協力しなければならない。

　　　附　則
　この条例は、令和元年12月14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10月11日

長崎県知事　中村　法道　
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改正後 改正前

（煙突のライニング） （煙突のライニング）
第６条　地盤面からの高さが16メートルを超える煙突には、
火格子面から煙突の先端までの長さの３分の１以上にわ
たりライニング等をしなければならない。ただし、周囲
の状況、煙突の構造又は燃料の種類等により安全上支障
がないときは、この限りでない。

第６条　地盤面からの高さが16メートルを超える煙突には、
火格面子から煙突の先端までの長さの３分の１以上にわ
たりライニング等をしなければならない。ただし、周囲
の状況、煙突の構造又は燃料の種類等により安全上支障
がないときは、この限りでない。

（ボイラー室の構造） （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18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13項に規定する特定防火設
備で区画すること。

（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17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及び⑶　略 ⑵及び⑶　略
（階避難安全性能を有する建築物の階等に対する適用の
除外）

（階避難安全性能を有する建築物の階等に対する適用の
除外）

第26条の４　政令第129条第２項に規定する階避難安全性能
を有する建築物の階については、第５条、第11条第２項、
第12条第２号、第13条、第15条及び第16条の４第４項第
１号（通過人数から算定される前室又はバルコニーの面
積に係る部分に限る。）の規定は、適用しない。

第26条の４　政令第129条の２第２項に規定する階避難安全
性能を有する建築物の階については、第５条、第11条第
２項、第12条第２号、第13条、第15条及び第16条の４第
４項第１号（通過人数から算定される前室又はバルコニー
の面積に係る部分に限る。）の規定は、適用しない。

２　政令第129条の２第３項に規定する全館避難安全性能を
有する建築物については、第５条、第11条第１項第２号
及び第３号並びに第２項、第12条、第13条、第15条、第
16条、第16条の２第１項、第16条の３第２号並びに第16
条の４（第２項を除く。）の規定は、適用しない。

２　政令第129条の２の２第２項に規定する全館避難安全性
能を有する建築物については、第５条、第11条第１項第
２号及び第３号並びに第２項、第12条、第13条、第15条、
第16条、第16条の２第１項、第16条の３第２号及び第16
条の４（第２項を除く。）の規定は、適用しない。

　　　附　則
　この条例は、公布の日から施行する。

　長崎県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10月11日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第23号
　　　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。

長崎県条例第22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

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）
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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

１～73　略 １～73　略

74 建築物のエ
ネルギー消
費性能の向
上に関する
法律（以下
この項にお
いて「法」
という。）
第29条第１
項の規定に
基づく建築
物エネルギ
ー消費性能
向上計画の
認定の申請
（当該申請
に併せて、
法第30条第
２項の規定
に基づく審
査の申出を
行う場合を
除く。）に
対する審査

建築物エネ
ルギー消費
性能向上計
画認定申請
手数料

⑴　一戸建て住宅
で評価手法が性
能基準の場合
ア　住宅の品質
確保の促進等
に関する法律
第５条第１項
に規定する登
録住宅性能評
価機関又は法
第15条第１項
に規定する登
録建築物エネ
ルギー消費性
能判定機関に
おいて当該建
築物エネルギ
ー消費性能向
上計画が法第
30条第１項各
号に掲げる基
準に適合して
いることを証
する書類（以
下この項から
76の項までに
おいて「適合
証」という。）
又は住宅の品
質確保の促進
等に関する法
律第６条第１
項に規定する
設計住宅性能
評価書（以下
この項及び75
の項において
「評価書」と
いう。）の写
しの添付があ
るもの

　　ア及びイ　略
　イ　略

略 74 建築物のエ
ネルギー消
費性能の向
上に関する
法律（以下
この項にお
いて「法」
という。）
第29条第１
項の規定に
基づく建築
物エネルギ
ー消費性能
向上計画の
認定の申請
（当該申請
に併せて、
法第30条第
２項の規定
に基づく審
査の申出を
行う場合を
除く。）に
対する審査

建築物エネ
ルギー消費
性能向上計
画認定申請
手数料

⑴　一戸建て住宅
で評価手法が性
能基準の場合
ア　住宅の品質
確保の促進等
に関する法律
第５条第１項
に規定する登
録住宅性能評
価機関又は法
第15条第１項
に規定する登
録建築物エネ
ルギー消費性
能判定機関に
おいて当該建
築物エネルギ
ー消費性能向
上計画が法第
30条第１項各
号に掲げる基
準に適合して
いることを証
する書類（以
下この項から
76の項までに
おいて「適合
証」という。）
又は住宅の品
質確保の促進
等に関する法
律第６条第１
項に規定する
設計住宅性能
評価書（以下
この項及び次
項において
「評価書」と
いう。）の写
しの添付があ
るもの

　　ア及びイ　略
　イ　略

略

⑵～⑸　略 ⑵～⑸　略

74の２ 建築物のエ
ネルギー消
費性能の向
上に関する
法律第29条
第３項の規
定に基づく
複数の建築
物の連携に
よる建築物
エネルギー
消費性能向
上計画の認
定の申請

複数の建築
物の連携に
よる建築物
エネルギー
消費性能向
上計画認定
申請手数料

１件 計画に係る
一の建築物
ごとの前項
の⑴から⑸
までに掲げ
る区分に応
じた額を合
算した額

75 建築物のエ
ネルギー消
費性能の向
上に関する
法律（以下
この項にお
いて「法」
という。）

建築物エネ
ルギー消費
性能向上計
画変更認定
申請手数料

⑴～⑸　略 75 建築物のエ
ネルギー消
費性能の向
上に関する
法律（以下
この項にお
いて「法」
という。）

建築物エネ
ルギー消費
性能向上計
画変更認定
申請手数料

⑴～⑸　略
⑹　前項に規定す
る複数の建築物
の連携による建
築物エネルギー
消費性能向上計
画の認定の場合

１件 変更計画に
係る一の建
築物（変更
のあるもの
に限る。）
ごとの⑴か
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　　　附　則
　この条例は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律（令和元年法律第４号）
の公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

　長崎県営交通事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　令和元年10月11日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第24号
　　　長崎県営交通事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例
　長崎県営交通事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和41年長崎県条例第52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

（給与の種類） （給与の種類）
第２条　企業職員で常時勤務を要するもの、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
勤務の職を占めるもの及び同法第22条の２第１項に規定す
るもの（以下「職員」という。）の給与の種類は、給料及
び手当とする。

第２条　企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法
（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（以下「職員」という。）の給与
の種類は、給料及び手当とする。

２及び３　略 ２及び３　略
（退職手当） （退職手当）

第15条　略 第15条　略
２　退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者には支給
しない。

２　退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者には支給
しない。

⑴　略 ⑴　略
⑵　地方公務員法第28条第４項の規定による失職をした者 ⑵　地方公務員法第28条第４項の規定による失職（同法第

16条第１号に該当する場合を除く。）をした者
⑶　略 ⑶　略

３～６　略 ３～６　略
（会計年度任用職員の手当） （非常勤職員の給与）

第18条　第２条第３項の規定にかかわらず、フルタイム会計
年度任用職員（地方公務員法第22条の２第１項第２号に掲

第18条　企業職員で職員以外のものについては、職員の給与
との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

げる職員をいう。次項において同じ。）の手当の種類は、
初任給調整手当、通勤手当、特殊勤務手当、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
及び退職手当とする。
２　フルタイム会計年度任用職員には、第４条、第６条、第
６条の３、第８条の２、第８条の３、第12条の２、第14条
及び第14条の２の規定は、適用しない。

第31条第１
項の規定に
基づく建築
物エネルギ
ー消費性能
向上計画の
変更の認定
の申請（当
該申請に併
せて、法第
30条第２項
の規定に基
づく審査の
申出を行う
場 合 を 除
く。）に対
する審査

ら⑸までに
掲げる区分
に応じた額
を合算した
額

第31条第１
項の規定に
基づく建築
物エネルギ
ー消費性能
向上計画の
変更の認定
の申請（当
該申請に併
せて、法第
30条第２項
の規定に基
づく審査の
申出を行う
場 合 を 除
く。）に対
する審査

76　略 76　略

備考　略 備考　略
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第19条　第２条第３項の規定にかかわらず、パートタイム会
計年度任用職員（地方公務員法第22条の２第１項第１号に
掲げる職員をいう。次項において同じ。）の手当の種類は、
通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、
夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当とする。
２　パートタイム会計年度任用職員には、第４条から第６条
まで、第６条の３、第８条の２、第８条の３、第12条の２
及び第14条から第15条までの規定は、適用しない。
第20条～第22条　略 第19条～第21条　略

　　　附　則
　この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、第15条第２項第２号の改正規定は、令和元年12月14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10月11日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第25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９　道路交通法関係手数料表（第２条関係） 別表第９　道路交通法関係手数料表（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

１～６　略 １～６　略

７ 法第89条第１
項の規定に基
づく運転免許
試験の実施

運転免許
試験手数
料

⑴　大型自動車免許、
中型自動車免許又は
準中型自動車免許に
係る試験
ア　略
イ　法第97条の２第
１項第３号又は第
５号に該当して同
項の規定の適用を
受ける場合（ウに
掲げる場合を除
く。）
ウ　法第97条の２第
１項第３号の規定
の適用を受ける場
合（公安委員会が
やむを得ないと認
める事情により運
転免許の更新を受
けることができな
かった場合に限
る。）
エ　略

略
略

同

略

略
略

800円

略

７ 法第89条第１
項の規定に基
づく運転免許
試験の実施

運転免許
試験手数
料

⑴　大型自動車免許、
中型自動車免許又は
準中型自動車免許に
係る試験
ア　略
イ　法第97条の２第
１項第３号又は第
５号に該当して同
項の規定の適用を
受ける場合

ウ　略

略
略

略

略
略

略

⑵　普通自動車免許に
係る試験
ア　略
イ　法第97条の２第
１項第３号又は第
５号に該当して同
項の規定の適用を
受ける場合（ウに
掲げる場合を除
く。）
ウ　法第97条の２第
１項第３号の規定
の適用を受ける場

略
略

同

略
略

800円

⑵　普通自動車免許に
係る試験
ア　略
イ　法第97条の２第
１項第３号又は第
５号に該当して同
項の規定の適用を
受ける場合

略
略

略
略
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合（公安委員会が
やむを得ないと認
める事情により運
転免許の更新を受
けることができな
かった場合に限
る。）
エ　略 略 略 ウ　略 略 略

⑶　特定第１種運転免
許（大型特殊自動車
免許、大型自動二輪
車免許、普通自動二
輪車免許又は牽

けん

引免
許をいう。以下同
じ。）又は大型特殊
自動車第２種免許若
しくは牽

けん

引第２種免
許に係る試験
ア　略
イ　法第97条の２第
１項第３号又は第
５号に該当して同
項の規定の適用を
受ける場合（ウに
掲げる場合を除
く。）
ウ　法第97条の２第
１項第３号の規定
の適用を受ける場
合（公安委員会が
やむを得ないと認
める事情により運
転免許の更新を受
けることができな
かった場合に限
る。）
エ　略

略
略

同

略

略
略

800円

略

⑶　特定第１種運転免
許（大型特殊自動車
免許、大型自動二輪
車免許、普通自動二
輪車免許又は牽

けん

引免
許をいう。以下同
じ。）又は大型特殊
自動車第２種免許若
しくは牽

けん

引第２種免
許に係る試験
ア　略
イ　法第97条の２第
１項第３号又は第
５号に該当して同
項の規定の適用を
受ける場合

ウ　略

略
略

略

略
略

略

⑷　小型特殊自動車免
許又は原動機付自転
車免許に係る試験
ア　法第97条の２第
１項の規定の適用
を受ける場合（イ
に掲げる場合を除
く。）
イ　法第97条の２第
１項第３号の規定
の適用を受ける場
合（公安委員会が
やむを得ないと認
める事情により運
転免許の更新を受
けることができな
かった場合に限
る。）
ウ　略

略

同

略

略

800円

略

⑷　小型特殊自動車免
許又は原動機付自転
車免許に係る試験
ア　法第97条の２第
１項の規定の適用
を受ける場合

イ　略

略

略

略

略

⑸　大型自動車第２種
免許、中型自動車第
２種免許又は普通自
動車第２種免許に係
る試験
ア　略
イ　法第97条の２第
１項第３号又は第
５号に該当して同
項の規定の適用を
受ける場合（ウに
掲げる場合を除
く。）
ウ　法第97条の２第
１項第３号の規定

略
略

同

略
略

800円

⑸　大型自動車第２種
免許、中型自動車第
２種免許又は普通自
動車第２種免許に係
る試験
ア　略
イ　法第97条の２第
１項第３号又は第
５号に該当して同
項の規定の適用を
受ける場合

略
略

略
略
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　　　附　則
　　（施行期日）
１　この条例は、令和元年12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。

の適用を受ける場
合（公安委員会が
やむを得ないと認
める事情により運
転免許の更新を受
けることができな
かった場合に限
る。）
エ　略 略 略 ウ　略 略 略

⑹　略 ⑹　略

８及び９　略 ８及び９　略

10 法第92条第１
項の規定に基
づく運転免許
証の交付

運転免許
証交付手
数料

⑴　第１種運転免許又
は第２種運転免許に
係る免許証（⑵に掲
げる場合を除く。）

略 10 法第92条第１
項の規定に基
づく運転免許
証の交付

運転免許
証交付手
数料

⑴　第１種運転免許又
は第２種運転免許に
係る免許証

略

⑵　第１種運転免許又
は第２種運転免許に
係る免許証（法第97
条の２第１項第３号
の規定の適用を受け
る場合（公安委員会
がやむを得ないと認
める事情により運転
免許の更新を受ける
ことができなかった
場合に限る。））

１件 1,700円（法
第92条第１
項後段の規
定により、
１の種類の
免許に係る
免許証に他
の種類の免
許に係る事
項を記載し
てその種類
の免許に係
る免許証の
交付に代え
る 場 合 に
あっては、
1,700円に、
当該他の種
類の免許に
係る事項を
記載するご
とに200円
を加えた額）

⑶　略 ⑵　略

11 法第94条第２
項の規定に基
づく運転免許
証の再交付

運転免許
証再交付
手数料

⑴　第１種運転免許又
は第２種運転免許に
係る免許証

１件 2,250円 11 法第94条第２
項の規定に基
づく運転免許
証の再交付

運転免許
証再交付
手数料

⑴　第１種運転免許又
は第２種運転免許に
係る免許証

１件 3,500円

⑵　略 ⑵　略

12～25　略 12～25　略

備考　略 備考　略
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