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令和２年３月31日　火曜日 長 崎 県 公 報 号　外（11）

毎週　火曜・金曜日発行 ◯印は長崎県例規集に登載するもの

目　　　　　次

◎　規　則	 　所管課（室）名
　○長崎県組織規則の一部を改正する規則  新行政推進室
　○振興局長委任規則の一部を改正する規則  〃

　長崎県組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　令和２年３月31日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県規則第32号
　　　長崎県組織規則の一部を改正する規則
　長崎県組織規則（昭和46年長崎県規則第23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。

規　　　　　則

改正後 改正前

目次
　第１章及び第２章　略
　第３章
　　第１節～第２節　略
　　第２節の２　地域振興部関係地方機関
　　第３節　県民生活環境部関係地方機関

　　第４節～第11節　略
　第４章及び第５章　略
　附則

目次
　第１章及び第２章　略
　第３章
　　第１節～第２節　略
　　第２節の２　企画振興部関係地方機関
　　第３節　県民生活部関係地方機関
　　第３節の２　環境部関係地方機関

第１款　内部組織（第32条の２）
第２款　分掌事務（第32条の３）

　　第４節～第11節　略
　第４章及び第５章　略
　附則

（内部組織に置く課室等） （内部組織に置く課室等）
第７条　次の表の左欄に掲げる内部組織にそれぞれ同表中欄
に掲げる課、室及びセンター（以下「課室等」という。）
を置き、当該課室等にそれぞれ同表右欄に掲げる係及び班
を置く。

第７条　次の表の左欄に掲げる内部組織にそれぞれ同表中欄
に掲げる課、室及びセンター（以下「課室等」という。）
を置き、当該課室等にそれぞれ同表右欄に掲げる係及び班
を置く。

内部組織 課室等 係及び班 内部組織 課室等 係及び班

企画部 政策調整課 総務・予算班　政策調整班

政策企画課 未来戦略企画班　地方創生推進班　連携推
進班　総合計画班　調査分析班

ＩＲ推進課 環境整備班　企画推進班

次世代情報
化推進室

総務部 略 総務部 略

債権管理室

情報システ 電子県庁推進班　情報基盤班　給与業務班 情報政策課 地域情報化推進班　電子県庁推進班　情報
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ム課 基盤班　給与業務班

略 略

企画振興部 政策企画課 総務・予算班　企画班　政策調整班　地方
創生・連携推進班　総合計画班

ＩＲ推進課

地域づくり
推進課

移住推進班　半島・過疎対策班　離島振興
班

スポーツ振
興課

市町村課 行政班　財政班　選挙班

土地対策室

新幹線・総
合交通対策
課

地域航空・空港活性化班　新幹線・鉄道交
通班　地域交通班

県庁舎跡地
活用室

地域振興部 地域づくり
推進課

総務・予算班　移住推進班　半島・過疎対
策班　離島振興班

市町村課 行政班　財政班　選挙班

土地対策室

交通政策課 地域航空・空港活性化班　地域交通班

新幹線対策
課

新幹線事業班　開業準備班

県庁舎跡地
活用室

文化観光国際部 略 文化観光国際部 略

観光振興課 企画マーケティング班　観光まちづくり班　
観光産業振興班　国内振興班

観光振興課 企画マーケティング班　観光まちづくり班　
国内振興班

国際観光振
興室

インバウンド・クルーズ班　国際航空班 国際観光振
興室

略 略

国際課 国際交流・政策班　平和推進・国際協力班 国際課 国際企画班　国際交流班　平和推進・国際
協力班スポーツ振

興課

県民生活環境部 県民生活環
境課

総務・予算班　企画班　県民協働推進班 県民生活部 県民協働課 総務企画班　県民協働推進班

略 略

食品安全消
費生活課

略 食品安全消
費生活課

略

地域環境課 地域環境班　温暖化対策班　環境監視班

水環境対策
課

流域下水道班　生活排水班　水資源班

資源循環推
進課

循環型社会推進班　適正処理指導班

自然環境課 生物多様性保全班　自然資源活用班

環境部 環境政策課 総務・予算班　企画班　未来環境班

地域環境課 地域環境班　環境監視班

水環境対策
課

流域下水道班　生活排水班　水資源班

廃棄物対策
課

循環型社会推進班　適正処理指導班

自然環境課 生物多様性保全班　自然資源活用班

福祉保健部 略 福祉保健部 略

国保・健康
増進課

医療保険班　保健指導班　健康づくり班　
疾病対策班

国保・健康
増進課

国保指導班　医療指導班　健康づくり班　
疾病対策班

略 略

産業労働部 略 産業労働部 略

経営支援課 経営支援班　サービス産業振興班 経営支援課 商務金融班　経営支援班　サービス産業振
興班
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２及び３　略 ２及び３　略
（出納局） （出納局）

第８条　略 第８条　略
２　出納局に次の表の左欄に掲げる課及び室を置き、当該課
及び室に同表右欄に掲げる班を置く。

２　出納局に次の表の左欄に掲げる課及び室を置き、当該課
及び室に同表右欄に掲げる班を置く。

（企画部各課室等）
第９条　企画部各課室等の分掌事務は、次のとおりとする。 第９条　削除
　　政策調整課
⑴　知事が指定した施策の総合調整に関すること。
⑵　九州地方行政連絡会議、知事会等に関すること。
⑶　部の人事及び組織に関すること。
⑷　知事の直近下位の職に関する庶務及び予算の事務に関
すること（他課（室）の所管に属するものを除く。）。
⑸　部内各課（室）の予算の事務に関すること。
⑹　部内各課（室）の連絡調整に関すること。
⑺　部内他課（室）の所管に属しないこと。
　　政策企画課
⑴　重要施策の企画及び総合調整に関すること。
⑵　広域的な政策連携に関すること。
ＩＲ推進課
特定複合観光施設（ＩＲ）に関すること。
次世代情報化推進室
次世代情報化に係る総合的な企画、調整及び推進に関す
ること。
（総務部各課室等） （総務部各課室等）

第10条　総務部各課室等の分掌事務は、次のとおりとする。 第10条　総務部各課室等の分掌事務は、次のとおりとする。
略 略
秘書課 秘書課

⑴～⑸　略 ⑴～⑸　略
⑹　知事の直近下位の職に関する庶務及び予算の事務に関
すること（他課（室）の所管に属するものを除く。）。

略 略
債権管理室
⑴　庁内の債権に関する管理、回収、滞納整理及び不納欠
損等に関すること（他課（室）の所管に属するものを除
く。）。
⑵　庁内の債権管理・滞納整理等に関する企画・指導に関
すること。
情報システム課 情報政策課

⑴　行政情報化に係る総合的な企画、調整及び推進に関す
ること。

⑴　地域情報化及び行政情報化に係る総合的な企画、調整
及び推進に関すること。

⑵～⑷　略 ⑵～⑷　略

若者定着課 高校生定着班　大学生定着班 若者定着課 県内定着促進班　産業人材育成班

雇用労働政
策課

労政福祉班　職業能力開発班　産業人材対
策班

雇用労働政
策課

就業支援班　労政福祉班　職業能力開発班

水産部 略 水産部 略

漁港漁場課 調整・管理班　漁港計画班　漁港漁村防災
班　漁場整備班　漁場環境班

漁港漁場課 調整班　管理班　漁港計画班　漁港漁村防
災班　漁場整備班　漁場環境班

略 略

その他知事の直近
下位の組織

危機管理課 基地対策・企画班　防災対策・施設班　原
子力・特殊災害対策班

その他知事の直近
下位の組織

危機管理課 基地対策・企画班　防災班　無線班　原子
力対策班

略 略

課及び室 班 課及び室 班

会計課 総務調整班　指導班　財務システム班　審査・国費班　
出納決算班

会計課 総務調整班　指導班　財務システム班

略 略

出納室 審査・国費班　出納決算班
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略 略
（地域振興部各課室） （企画振興部各課室）
第10条の２　地域振興部各課（室）の分掌事務は、次のとお
りとする。

第10条の２　企画振興部各課（室）の分掌事務は、次のとお
りとする。
政策企画課
⑴　重要施策の企画及び総合調整に関すること。
⑵　知事が指定した施策の総合調整に関すること。
⑶　九州地方行政連絡会議、知事会等に関すること。
⑷　広域的な政策連携に関すること。
⑸　振興局に関すること（他課（室）の所管に属するもの
を除く。）。
⑹　部の人事及び組織に関すること。
⑺　部内各課（室）の予算の事務に関すること。
⑻　部内各課（室）の連絡調整に関すること。
⑼　部内他課（室）の所管に属しないこと。
ＩＲ推進課
特定複合観光施設（ＩＲ）に関すること。

地域づくり推進課 地域づくり推進課
⑴～⑸　略 ⑴～⑸　略
⑹　振興局に関すること（他課（室）の所管に属するもの
を除く。）。

⑹　振興局における地域振興に関すること。

⑺　部の人事及び組織に関すること。
⑻　部内各課（室）の予算の事務に関すること。
⑼　部内各課（室）の連絡調整に関すること。
⑽　部内他課（室）の所管に属しないこと。

スポーツ振興課
⑴　県民スポーツの振興に関すること。
⑵　スポーツツーリズムの振興に関すること。

略 略
交通政策課 新幹線・総合交通対策課

⑴～⑶　略 ⑴～⑶　略
⑷　新幹線の建設推進に関すること。
⑸　新幹線を活用した地域活性化策の調整に関すること。
⑹　県内鉄道網に関すること。

⑷　略 ⑺　略
新幹線対策課

⑴　新幹線の建設推進に関すること。
⑵　新幹線を活用した地域活性化策の調整に関すること。
⑶　新幹線開業準備に関すること。
略 略

（文化観光国際部各課） （文化観光国際部各課）
第10条の３　文化観光国際部各課の分掌事務は、次のとおり
とする。

第10条の３　文化観光国際部各課の分掌事務は、次のとおり
とする。

略 略
スポーツ振興課

（1）　県民スポーツの振興に関すること。
（2）　スポーツツーリズムの振興に関すること。
（県民生活環境部各課室） （県民生活部各課室）
第11条　県民生活環境部各課（室）の分掌事務は、次のとお
りとする。

第11条　県民生活部各課（室）の分掌事務は、次のとおりと
する。

県民生活環境課 県民協働課
⑴　県民生活及び環境に関する施策の企画及び総合調整に
関すること。

⑴　県民生活に関する施策の企画、立案及び総合調整に関
すること。

⑵～⑷　略 ⑵～⑷　略
⑸　環境審議会に関すること。
⑹　地球環境の保全に関すること（他課（室）の所管に属
するものを除く。）。

⑺　長崎県未来につながる環境を守り育てる条例（平成20
年長崎県条例第15号）に関すること（他課（室）の所管
に属するものを除く。）。
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⑻　環境教育に関すること。
⑼　環境保全に係る調査研究に関すること。
⑽　公害紛争処理法（昭和45年法律第108号）に関すること。
⑾　環境保健研究センターに関すること（他課（室）の所
管に属するものを除く。）。
⑿　部の所管事項における保健所の業務に関すること（他
課（室）の所管に属するものを除く。）。
⒀　略 ⑸　略
⒁　部の人事及び組織に関すること。 ⑹　県民生活部の人事及び組織に関すること。
⒂及び⒃　略 ⑺及び⑻　略
略 略
地域環境課
⑴　地域環境の保全並びに計画の策定及び推進に関するこ
と。
⑵　環境影響評価の審査に関すること。
⑶　地球温暖化対策に関すること。
⑷　長崎県未来につながる環境を守り育てる条例のうち生
活環境の保全等及び特定事業者等による地球温暖化対策
に関すること。
⑸　地球環境の保全に係る調査等に関すること。
⑹　公害の規制及び指導に関すること。
⑺　環境の監視及び測定に関すること。
⑻　公害防止管理者、公害防止主任管理者及び公害防止統
括者に関すること。
⑼　公害に係る苦情に関すること（他課（室）の所管に属
するものを除く。）。
水環境対策課
⑴　水資源の調査研究及び需給計画の総合調整に関するこ
と（他課（室）の所管に属するものを除く。）。
⑵　長崎県南部広域水道事業に関すること。
⑶　渇水対策に関すること。
⑷　水道事業の普及促進に関すること。
⑸　水道施設の水質管理に関すること。
⑹　浄化槽に関すること。
⑺　コミュニティ・プラントに関すること。
⑻　農業集落排水に関すること。
⑼　流域下水道に関すること（他課（室）の所管に属する
ものを除く。）。
⑽　公共下水道に関すること（他課（室）の所管に属する
ものを除く。）。
⑾　都市下水路に関すること（他課（室）の所管に属する
ものを除く。）。
資源循環推進課
⑴　産業廃棄物の適正処理に関すること。
⑵　一般廃棄物の適正処理に関すること。
⑶　資源循環型社会の推進に関すること。
⑷　快適な生活環境の創造と美しいふるさとづくりの推進
に関すること。
⑸　産業廃棄物税に関すること（他課（室）の所管に属す
るものを除く。）。
⑹　ポリ塩化ビフェニル廃棄物に関すること。
⑺　し尿処理施設及びゴミ処理施設に関すること（コミュ
ニティ・プラントに係るものを除く。）。
⑻　廃棄物の再商品化及び再資源化に関すること。
⑼　不法投棄等の防止対策に関すること。
⑽　漂流・漂着ごみ対策に関すること。
自然環境課
⑴　自然環境の保全に関する企画及び総合調整に関するこ
と。
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⑵　長崎県未来につながる環境を守り育てる条例のうち自
然環境の保全及び緑化の推進に関すること。

⑶　自然公園及び温泉の保護及び整備並びにこれらに関す
る事業の振興に関すること。

⑷　自然環境が優れた状態を維持している地域における当
該自然環境の保全に関すること。

⑸　野生動植物の種の保存、野生鳥獣の保護、狩猟の適正
化その他生物の多様性の確保に関すること（他課（室）
の所管に属するものを除く。）。

⑹　自然環境の健全な利用のための活動の増進に関するこ
と。

⑺　緑化事業の推進に関すること（他課（室）の所管に属
するものを除く。）。

⑻　前各号に掲げるもののほか、専ら自然環境の保全を目
的とする事務及び事業に関すること。

（環境部各課）
第11条の２　環境部各課の分掌事務は、次のとおりとする。
環境政策課
⑴　環境行政に関する企画及び総合調整に関すること。
⑵　環境審議会に関すること。
⑶　地球温暖化対策に関すること。
⑷　地球環境の保全に関すること（他課（室）の所管に属
するものを除く。）。
⑸　長崎県未来につながる環境を守り育てる条例（平成20
年長崎県条例第15号）に関すること（他課（室）の所管
に属するものを除く。）。
⑹　環境教育に関すること。
⑺　環境保全に係る調査研究に関すること。
⑻　公害紛争処理法（昭和45年法律第108号）に関すること。
⑼　環境保健研究センターに関すること（他課（室）の所
管に属するものを除く。）。
⑽　環境部の所管事項における保健所の業務に関すること
（他課の所管に属するものを除く。）。
⑾　環境部の人事及び組織に関すること。
⑿　部内各課の予算の事務に関すること。
⒀　部内各課の連絡調整に関すること。
⒁　部内他課の所管に属しないこと。
地域環境課
⑴　地域環境の保全並びに計画の策定及び推進に関するこ
と。
⑵　環境影響評価の審査に関すること。
⑶　長崎県未来につながる環境を守り育てる条例のうち生
活環境の保全等に関すること。
⑷　地球環境の保全に係る調査等に関すること。
⑸　公害の規制及び指導に関すること。
⑹　環境の監視及び測定に関すること。
⑺　公害防止管理者、公害防止主任管理者及び公害防止統
括者に関すること。
⑻　公害に係る苦情に関すること（他課（室）の所管に属
するものを除く。）。
水環境対策課
⑴　水資源の調査研究及び需給計画の総合調整に関するこ
と（他課（室）の所管に属するものを除く。）。
⑵　長崎県南部広域水道事業に関すること。
⑶　渇水対策に関すること。
⑷　水道事業の普及促進に関すること。
⑸　水道施設の水質管理に関すること。
⑹　浄化槽に関すること。
⑺　コミュニティ・プラントに関すること。
⑻　農業集落排水に関すること。
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⑼　流域下水道に関すること（他課（室）の所管に属する
ものを除く。）。
⑽　公共下水道に関すること（他課（室）の所管に属する
ものを除く。）。
⑾　都市下水路に関すること（他課（室）の所管に属する
ものを除く。）。
廃棄物対策課
⑴　産業廃棄物の適正処理に関すること。
⑵　一般廃棄物の適正処理に関すること。
⑶　資源循環型社会の推進に関すること。
⑷　快適な生活環境の創造と美しいふるさとづくりの推進
に関すること。
⑸　産業廃棄物税に関すること（他課（室）の所管に属す
るものを除く。）。
⑹　ポリ塩化ビフェニル廃棄物に関すること。
⑺　し尿処理施設及びゴミ処理施設に関すること（コミュ
ニティ・プラントに係るものを除く。）。
⑻　廃棄物の再商品化及び再資源化に関すること。
⑼　不法投棄等の防止対策に関すること。
⑽　漂流・漂着ごみ対策に関すること。
自然環境課
⑴　自然環境の保全に関する企画及び総合調整に関するこ
と。
⑵　長崎県未来につながる環境を守り育てる条例のうち自
然環境の保全及び緑化の推進に関すること。
⑶　自然公園及び温泉の保護及び整備並びにこれらに関す
る事業の振興に関すること。
⑷　自然環境が優れた状態を維持している地域における当
該自然環境の保全に関すること。
⑸　野生動植物の種の保存、野生鳥獣の保護、狩猟の適正
化その他生物の多様性の確保に関すること（他課（室）
の所管に属するものを除く。）。
⑹　自然環境の健全な利用のための活動の増進に関するこ
と。
⑺　緑化事業の推進に関すること（他課（室）の所管に属
するものを除く。）。
⑻　前各号に掲げるもののほか、専ら自然環境の保全を目
的とする事務及び事業に関すること。

（産業労働部各課） （産業労働部各課）
第14条　産業労働部各課の分掌事務は、次のとおりとする。 第14条　産業労働部各課の分掌事務は、次のとおりとする。

略 略
企業振興課 企業振興課

⑴～⑺　略 ⑴～⑺　略
⑻　農村地域産業導入促進に関すること（他課（室）の所
管に属するものを除く。）。

⑻　農村地域工業導入促進に関すること（他課（室）の所
管に属するものを除く。）。

⑼　略 ⑼　略
⑽　地域産品の振興に関すること。 ⑽　ふるさと産業の振興に関すること。
⑾　略 ⑾　略
略 略
若者定着課 若者定着課
⑴　県内高校生の県内就職促進に関すること（他課（室）
の所管に属するものを除く。）。

⑴　若年者の就業支援に関すること（他課（室）の所管に
属するものを除く。）。

⑵　県内大学生等の県内就職促進に関すること（他課（室）
の所管に属するものを除く。）。

⑵　産業関連の人材育成に関すること（他課（室）の所管
に属するものを除く。）。

⑶　県外大学生等のＵＩターン就職促進に関すること（他
課（室）の所管に属するものを除く。）。

⑶　外国人材の就労の支援に関すること（他課（室）の所
管に属するものを除く。）。

雇用労働政策課 雇用労働政策課
⑴　略 ⑴　略
⑵　就業対策に関すること（他課（室）の所管に属するも
のを除く。）。

⑵　中高年者の就業支援に関すること。
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⑶　高年齢者の就業対策の普及に関すること。
⑷　障害者の就業対策の企画及び推進に関すること。

⑶～⑸　略 ⑸～⑺　略
⑻　労働問題の啓発に関すること。
⑼　労働条件の向上に関すること。

⑹　略 ⑽　略
⑺　勤労者の福祉に関すること。 ⑾　勤労者福祉共済制度の普及に関すること。

⑿　勤労福祉団体が行う福祉事業の育成に関すること。
⒀　中小企業労務改善事業の促進に関すること。
⒁　勤労青少年及び働く女性の福祉の向上に関すること。
⒂　その他勤労者の福祉に関すること。

⑻　略 ⒃　略
⒄　長崎労働相談情報センターに関すること。

⑼　職業訓練及び職業能力の開発に関すること。 ⒅　公共職業訓練に関すること。
⑽　県立高等技術専門校に関すること。 ⒆　認定職業訓練に関すること。

⒇　職業訓練指導員に関すること。
⑾　略 �　略
⑿　外国人材の就労の支援に関すること（他課（室）の所
管に属するものを除く。）。

�　職業能力開発審議会に関すること。

�　県立高等技術専門校に関すること。
（水産部各課室） （水産部各課室）

第16条　水産部各課（室）の分掌業務は、次のとおりとする。第16条　水産部各課（室）の分掌業務は、次のとおりとする。
漁政課 漁政課

⑴～⑶　略 ⑴～⑶　略
⑷　長崎国際マリン都市に関すること（他課（室）の所管
に属するものを除く。）。

⑷～⑼　略 ⑸～⑽　略
　略 　略
（土木部各課室） （土木部各課室）

第18条　土木部各課（室）の分掌事務は、次のとおりとする。第18条　土木部各課（室）の分掌事務は、次のとおりとする。
略 略
都市政策課 都市政策課

⑴～⑷　略 ⑴～⑷　略
⑸　都市計画審議会、開発審査会及び美しい景観形成審議
会に関すること。

⑸　都市計画審議会、開発審査会、屋外広告物審議会及び
美しい景観形成審議会に関すること。

⑹～⒄　略 ⑹～⒄　略
　略 　略
（出納局各課室） （出納局各課室）

第19条　出納局各課（室）の分掌事務は、次のとおりとする。第19条　出納局各課（室）の分掌事務は、次のとおりとする。
会計課 会計課
⑴～⑼　略 ⑴～⑼　略
⑽　物品管理室の庶務及び予算の事務に関すること。 ⑽　物品管理室及び出納室の庶務及び予算の事務に関する

こと。
⑾　支出負担行為に関する確認を行うこと。
⑿　歳入の調定通知の受理に関すること。
⒀　決算の調製に関すること。
⒁　歳計現金の出納保管に関すること。
⒂　歳入歳出外現金、財産に属する現金及び有価証券の出
納保管に関すること。

⒃　財産の記録管理に関すること。
⒄　源泉徴収義務者及び特別徴収義務者に関すること（他
課（室）の所管に属するものを除く。）。

⒅　国費に係る出納及び決算に関すること。
⒆　国の債権の管理に関すること。
⒇　会計検査院が行う会計実地検査の連絡調整に関するこ
と。

�　略 ⑾　略
物品管理室 物品管理室
略 略

出納室
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⑴　支出負担行為に関する確認を行うこと。
⑵　歳入の調定通知の受理に関すること。
⑶　決算の調製に関すること。
⑷　歳計現金の出納保管に関すること。
⑸　歳入歳出外現金、財産に属する現金及び有価証券の出
納保管に関すること。
⑹　財産の記録管理に関すること。
⑺　源泉徴収義務者及び特別徴収義務者に関すること（他
課（室）の所管に属するものを除く。）。
⑻　国費に係る出納及び決算に関すること。
⑼　国の債権の管理に関すること。
⑽　会計検査院が行う会計実地検査の連絡調整に関するこ
と。

（名称、位置、所管区域等） （名称、位置、所管区域等）
第26条　法令、条例又は前条の規定により設置された地方機
関等の名称、位置及び所管区域等は、次の表に掲げるとお
りとする。

第26条　法令、条例又は前条の規定により設置された地方機
関等の名称、位置及び所管区域等は、次の表に掲げるとお
りとする。

第２節の２　地域振興部関係地方機関 第２節の２　企画振興部関係地方機関
　第１款　内部組織 　第１款　内部組織

（内部組織） （内部組織）
第28条　振興局に置く内部組織の名称は、次の表に掲げると
おりとする。

第28条　振興局に置く内部組織の名称は、次の表に掲げると
おりとする。

地方機関 部 課及び室 係、班等 地方機関 部 課及び室 係、班等

長崎振興局 略 長崎振興局 略

税務部 納税課 略 税務部 納税課 略

法人課税課 調査班　第一班　第二班

課税第一課 第一班　第二班 課税第一課 法人広域調査班　第一班　第二班　
第三班

略 略

略 略

県央振興局 管理部 総務課 総務班　経理班 県央振興局 管理部 総務課 総務班　経理班　出納係

略 略

略 略

関係部局 名称 位置 所管区域 根拠法令等 機関の
種　別 関係部局 名称 位置 所管区域 根拠法令等 機関の

種　別

略 略

地域振興
部関係 略 企画振興

部関係 略

県民生活
環境部関
係

環境保健研
究センター 大村市

長崎県環境保
健研究センタ
ー条例（平成
18年長崎県条
例第65号）

公の施設

諫早食肉衛
生検査所 諫早市 長崎県食肉衛

生検査所設置
条例（平成元
年長崎県条例
第11号）

行政機関
川棚食肉衛
生検査所

東彼杵郡
川棚町

計量検定所 長崎市 内部組織

県民生活
部関係

諫早食肉衛
生検査所 諫早市 長崎県食肉衛

生検査所設置
条例（平成元
年長崎県条例
第11号）

行政機関
川棚食肉衛
生検査所

東彼杵郡
川棚町

計量検定所 長崎市 内部組織

環境部関
係

環境保健研
究センター 大村市

長崎県環境保
健研究センタ
ー条例（平成
18年長崎県条
例第65号）

公の施設

略 略
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２～７　略 ２～７　略
（分掌事務） （分掌事務）

第29条　振興局の内部組織の分掌事務は、次の表に掲げると
おりとする。

第29条　振興局の内部組織の分掌事務は、次の表に掲げると
おりとする。

地方機関 部及び所 課、室等 分掌事務 地方機関 部及び所 課、室等 分掌事務

長崎振興局 略 長崎振興局 略

建設部 略 建設部 略

都市計画
課

１及び２　略

３～７　略

都市計画
課

１及び２　略
３　風致地区に関すること。
４～８　略

略 略

長崎港湾
漁港事務
所

略 長崎港湾
漁港事務
所

略

港営課 １～５　略
６　工事に係る土地、建物、物件等の取
得、補償、登記等に関すること。

港営課 １～５　略

略 略

県央振興局 略 県央振興局 略

建設部 略 建設部 略

道路第二
課

１～３　略

４～７　略

道路第二
課

１～３　略
４　風致地区に関すること。
５～８　略

略 略

島原振興局 略 島原振興局 略

建設部 略 建設部 略

道路第一
課

１～８　略

９～11　略

道路第一
課

１～８　略
９　風致地区に関すること。
10～12　略

略 略

県北振興局 管理部 総務課 １～14　略

15～20　略

県北振興局 管理部 総務課 １～14　略
15　特定非営利活動促進法に関すること。
16～21　略

企画振興
課

１～８　略
９　特定非営利活動促進法に関すること。

企画振興
課

１～８　略

略 略

略 略

建設部 略 建設部 略

道路建設
第二課

１～６　略

７～10　略

道路建設
第二課

１～６　略
７　風致地区に関すること。
８～11　略

略 略

建築課 １～14　略

15～17　略

建築課 １～14　略
15　風致地区に関すること（都市計画課
の所管に属するものを除く。）。
16～18　略

略 略

五島振興局 略 五島振興局 略

島原振興局 略 島原振興局 略

建設部 略 建設部 略

用地課 用地第一班　用地第二班 用地課 用地班

略 略

県北振興局 管理部 略 県北振興局 管理部 略

会計課 経理第一班　経理第二班 会計課 経理第一班　経理第二班　出納班

略 略

略 略

壱岐振興局 管理部 略 壱岐振興局 管理部 略

税務課 税務班 税務課 税務第一班　税務第二班

略 略

略 略
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第３節　県民生活環境部関係地方機関 第３節　県民生活部関係地方機関
　第１款　内部組織 　第１款　内部組織

（内部組織） （内部組織）
第31条　環境保健研究センター等に置く内部組織の名称は、
次の表に掲げるとおりとする。

第31条　諫早食肉衛生検査所等に置く内部組織の名称は、次
の表に掲げるとおりとする。

２　略 ２　略
（分掌事務） （分掌事務）
第32条　環境保健研究センター等の内部組織の分掌事務は、
次の表に掲げるとおりとする。

第32条　諫早食肉衛生検査所等の内部組織の分掌事務は、次
の表に掲げるとおりとする。

建設部 管理・用
地課

１～３　略

４～22　略

建設部 管理・用
地課

１～３　略
４　風致地区に関すること。
５～23　略

略 略

上五島支
所

総務課 １～５　略
６　上五島福祉事務所の庁舎管理、消耗
品等の単価契約に係る契約事務に関す
ること。
７　略

上五島支
所

総務課 １～５　略

６　略

略 略

上五島支
所建設部

管理・用
地課

１～３　略

４～21　略

上五島支
所建設部

管理・用
地課

１～３　略
４　風致地区に関すること。
５～22　略

略 略

壱岐振興局 略 壱岐振興局 略

建設部 管理・用
地課

１～３　略

４～21　略

建設部 管理・用
地課

１～３　略
４　風致地区に関すること。
５～22　略

略 略

対馬振興局 略 対馬振興局 略

建設部 管理課 １～３　略

４～21　略

建設部 管理課 １～３　略
４　風致地区に関すること。
５～22　略

略 略

地方機関 課 班、係等 地方機関 課 班

環境保健研究センタ
ー

総務課 総務係

企画環境研
究部

企画・環境科　地域環境科

保健衛生研
究部

保健科　生活化学科

諫早食肉衛生検査所
川棚食肉衛生検査所

略 諫早食肉衛生検査所
川棚食肉衛生検査所

略

略 略

地方機関 課 分掌事務 地方機関 課 分掌事務

環境保健研究センタ
ー

総務課 １　庶務に関すること。
２　環境保健研究センターの業務運営の
連絡調整に関すること。
３　設備機械類の使用許可等に関するこ
と。
４　他部の所管に属しないこと。

企画環境研 １　部の研究方針に関すること。
２　研究等の総合調整、教育研修及び情
報発信に関すること。
３　水・大気環境、循環型社会、自然共
生等、環境に係る調査研究及び試験検
査に関すること。
４　保健所等における環境関係の試験検
査の指導に関すること。

究部

保健衛生研
究部

１　部の研究方針に関すること。
２　感染症、食品、医薬品等、保健衛生
に係る調査研究及び試験検査に関する
こと。
３　保健所等における保健衛生関係の試
験検査の指導に関すること。
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第３節の２　環境部関係地方機関
　第１款　内部組織

（内部組織）
第32条の２　環境保健研究センターに置く内部組織の名称
は、次の表に掲げるとおりとする。

第２款　分掌事務
（分掌事務）
第32条の３　環境保健研究センターの内部組織の分掌事務
は、次の表に掲げるとおりとする。

（内部組織） （内部組織）
第33条　福祉事務所等に置く内部組織の名称は、次の表に掲
げるとおりとする。

第33条　福祉事務所等に置く内部組織の名称は、次の表に掲
げるとおりとする。

第50条　略 第50条　略
２　前項に定める職のほか、次の表に掲げる組織上の職を置
き、その職にある者は、上司の命を受け、それぞれ同表右
欄に掲げる職務を行うものとする。

２　前項に定める職のほか、次の表に掲げる組織上の職を置
き、その職にある者は、上司の命を受け、それぞれ同表右
欄に掲げる職務を行うものとする。

地方機関 部及び課 科及び係

環境保健研究センタ
ー

総務課 総務係

企画環境研
究部

企画・環境科　地域環境科

保健衛生研
究部

保健科　生活化学科

地方機関 部及び課 分掌事務

環境保健研究センタ
ー

総務課 １　庶務に関すること。
２　環境保健研究センターの業務運営の
連絡調整に関すること。
３　設備機械類の使用許可等に関するこ
と。
４　他部の所管に属しないこと。

企画環境研
究部

１　部の研究方針に関すること。
２　研究等の総合調整、教育研修及び情
報発信に関すること。
３　水・大気環境、循環型社会、自然共
生等、環境に係る調査研究及び試験検
査に関すること。
４　保健所等における環境関係の試験検
査の指導に関すること。

保健衛生研
究部

１　部の研究方針に関すること。
２　感染症、食品、医薬品等、保健衛生
に係る調査研究及び試験検査に関する
こと。
３　保健所等における保健衛生関係の試
験検査の指導に関すること。

諫早食肉衛生検査所
川棚食肉衛生検査所 略 諫早食肉衛生検査所

川棚食肉衛生検査所 略

略 略

地方機関 部及び局 課及び室 係及び班 地方機関 部及び局 課及び室 係及び班

略 略

長崎こども・女性・
障害者支援センター

略 長崎こども・女性・
障害者支援センター

略

こども・女
性支援部

相談支援一課 こども・女
性支援部

相談支援課

相談支援二課

略 略

略 略

略 略

職 職務 職 職務

略 略

政策監（新産業振興担当） 略 政策監（新産業振興担当） 略

政策監（次世代情報化推進
担当）

関係職員を指揮監督して特に重要な次世代情報
政策に係る事務を掌理する。

略 略
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３～６　略 ３～６　略
略 略
別表第１（第25条関係） 別表第１（第25条関係）

部局 地方機関 設置の目的 所掌事務 部局 地方機関 設置の目的 所掌事務

略 略

県民生活
環境部 略 県民生活

部 略

略 略

　　　附　則
１　この規則は、令和２年４月１日から施行する。
２　この規則施行の際、現に次の左欄に掲げる組織の組織上の職を命じられている者又は当該組織に勤務を命じ
られている者は、別に辞令を発せられない限り、これに対応する同表右欄に掲げる組織の組織上の職に命じら
れ、又は当該組織に勤務を命じられたものとする。

左欄 右欄

危機管理監　危機管理課　防災班　課長補佐 危機管理監　危機管理課　防災対策・施設班　課長補佐

危機管理監　危機管理課　防災班　係長 危機管理監　危機管理課　防災対策・施設班　係長

危機管理監　危機管理課　無線班　係長 危機管理監　危機管理課　防災対策・施設班　係長

危機管理監　危機管理課　原子力対策班　係長 危機管理監　危機管理課　原子力・特殊災害対策班　係長

企画振興部　政策企画課　政策調整班　参事 企画部　政策調整課　政策調整班　参事

企画振興部　政策企画課　政策調整班　係長 企画部　政策調整課　政策調整班　係長

企画振興部　政策企画課　企画監 企画部　政策企画課　企画監

企画振興部　政策企画課　企画班　課長補佐 企画部　政策企画課　未来戦略企画班　課長補佐

企画振興部　政策企画課　総合計画班　課長補佐 企画部　政策企画課　総合計画班　課長補佐

企画振興部　政策企画課　総合計画班　係長 企画部　政策企画課　総合計画班　係長

企画振興部　ＩＲ推進課　企画監 企画部　ＩＲ推進課　企画監

企画振興部　ＩＲ推進課　東京駐在　課長補佐 企画部　ＩＲ推進課　東京駐在　課長補佐

総務部　情報政策課　総括課長補佐 総務部　情報システム課　総括課長補佐

総務部　情報政策課　電子県庁推進班　課長補佐 総務部　情報システム課　電子県庁推進班　課長補佐

総務部　情報政策課　電子県庁推進班　係長 総務部　情報システム課　電子県庁推進班　係長

総務部　情報政策課　情報基盤班　課長補佐 総務部　情報システム課　情報基盤班　課長補佐

総務部　情報政策課　情報基盤班　係長 総務部　情報システム課　情報基盤班　係長

総務部　情報政策課　給与業務班　係長 総務部　情報システム課　給与業務班　係長

企画振興部　地域づくり推進課　企画監 地域振興部　地域づくり推進課　企画監

企画振興部　地域づくり推進課　総括課長補佐 地域振興部　地域づくり推進課　総括課長補佐

企画振興部　地域づくり推進課　移住推進班　課長補佐 地域振興部　地域づくり推進課　移住推進班　課長補佐

企画振興部　地域づくり推進課　移住推進班　係長 地域振興部　地域づくり推進課　移住推進班　係長

企画振興部　地域づくり推進課　半島・過疎対策班　参事 地域振興部　地域づくり推進課　半島・過疎対策班　参事

企画振興部　地域づくり推進課　半島・過疎対策班　係長 地域振興部　地域づくり推進課　半島・過疎対策班　係長

企画振興部　地域づくり推進課　離島振興班　課長補佐 地域振興部　地域づくり推進課　離島振興班　課長補佐

参事監（農村整備事業・諫
早湾干拓担当）

略 参事監（農村整備事業・諫
早湾干拓担当）

略

参事監（大学連携推進担当）関係職員を指揮監督して重要な産業政策に係る
大学連携推進に関する事務を掌理する。

略 略
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企画振興部　地域づくり推進課　離島振興班　係長 地域振興部　地域づくり推進課　離島振興班　係長

企画振興部　市町村課　総括課長補佐 地域振興部　市町村課　総括課長補佐

企画振興部　市町村課　行政班　課長補佐 地域振興部　市町村課　行政班　課長補佐

企画振興部　土地対策室　参事 地域振興部　土地対策室　参事

企画振興部　土地対策室　課長補佐 地域振興部　土地対策室　課長補佐

企画振興部　土地対策室　係長 地域振興部　土地対策室　係長

企画振興部　新幹線・総合交通対策課　企画監 地域振興部　交通政策課　企画監

企画振興部　新幹線・総合交通対策課　地域航空・空港活
性化班　参事 地域振興部　交通政策課　地域航空・空港活性化班　参事

企画振興部　新幹線・総合交通対策課　地域航空・空港活
性化班　課長補佐

地域振興部　交通政策課　地域航空・空港活性化班　課長
補佐

企画振興部　新幹線・総合交通対策課　地域航空・空港活
性化班　係長 地域振興部　交通政策課　地域航空・空港活性化班　係長

企画振興部　新幹線・総合交通対策課　地域交通班　係長 地域振興部　交通政策課　地域交通班　係長

文化観光国際部　国際課　国際企画班　係長 文化観光国際部　国際課　国際交流・政策班　係長

文化観光国際部　国際課　国際交流班　課長補佐 文化観光国際部　国際課　国際交流・政策班　課長補佐

文化観光国際部　国際課　国際交流班　係長 文化観光国際部　国際課　国際交流・政策班　係長

企画振興部　スポーツ振興課　企画監 文化観光国際部　スポーツ振興課　企画監

企画振興部　スポーツ振興課　参事 文化観光国際部　スポーツ振興課　参事

企画振興部　スポーツ振興課　課長補佐 文化観光国際部　スポーツ振興課　課長補佐

企画振興部　スポーツ振興課　係長 文化観光国際部　スポーツ振興課　係長

県民生活部　県民協働課　県民協働推進班　係長 県民生活環境部　県民生活環境課　県民協働推進班　係長

県民生活部　男女参画・女性活躍推進室　課長補佐 県民生活環境部　男女参画・女性活躍推進室　課長補佐

県民生活部　男女参画・女性活躍推進室　係長 県民生活環境部　男女参画・女性活躍推進室　係長

県民生活部　人権・同和対策課　調整班　課長補佐 県民生活環境部　人権・同和対策課　調整班　課長補佐

県民生活部　人権・同和対策課　教育研修班　課長補佐 県民生活環境部　人権・同和対策課　教育研修班　課長補
佐

県民生活部　交通・地域安全課　交通安全班　課長補佐 県民生活環境部　交通・地域安全課　交通安全班　課長補
佐

県民生活部　交通・地域安全課　交通安全班　係長 県民生活環境部　交通・地域安全課　交通安全班　係長

県民生活部　交通・地域安全課　防犯まちづくり班　課長
補佐

県民生活環境部　交通・地域安全課　防犯まちづくり班　
課長補佐

県民生活部　交通・地域安全課　防犯まちづくり班　係長 県民生活環境部　交通・地域安全課　防犯まちづくり班　
係長

県民生活部　統計課　利活用支援班　課長補佐 県民生活環境部　統計課　利活用支援班　課長補佐

県民生活部　統計課　人口生活統計班　課長補佐 県民生活環境部　統計課　人口生活統計班　課長補佐

県民生活部　統計課　人口生活統計班　係長 県民生活環境部　統計課　人口生活統計班　係長

県民生活部　生活衛生課　営業指導班　課長補佐 県民生活環境部　生活衛生課　営業指導班　課長補佐

県民生活部　生活衛生課　営業指導班　係長 県民生活環境部　生活衛生課　営業指導班　係長

県民生活部　生活衛生課　食品乳肉衛生班　参事 県民生活環境部　生活衛生課　食品乳肉衛生班　参事

県民生活部　生活衛生課　食品乳肉衛生班　係長 県民生活環境部　生活衛生課　食品乳肉衛生班　係長

県民生活部　食品安全・消費生活課　総括課長補佐 県民生活環境部　食品安全・消費生活課　総括課長補佐
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県民生活部　食品安全・消費生活課　食育・食品安全推進
班　課長補佐

県民生活環境部　食品安全・消費生活課　食育・食品安全
推進班　課長補佐

県民生活部　食品安全・消費生活課　事業者指導班　課長
補佐

県民生活環境部　食品安全・消費生活課　事業者指導班　
課長補佐

環境部　地域環境課　地域環境班　課長補佐 県民生活環境部　地域環境課　地域環境班　課長補佐

環境部　地域環境課　環境監視班　課長補佐 県民生活環境部　地域環境課　環境監視班　課長補佐

環境部　水環境対策課　参事 県民生活環境部　水環境対策課　参事

環境部　水環境対策課　流域下水道班　係長 県民生活環境部　水環境対策課　流域下水道班　係長

環境部　水環境対策課　生活排水班　課長補佐 県民生活環境部　水環境対策課　生活排水班　課長補佐

環境部　水環境対策課　水資源班　係長 県民生活環境部　水環境対策課　水資源班　係長

環境部　廃棄物対策課　参事 県民生活環境部　資源循環推進課　参事

環境部　廃棄物対策課　総括課長補佐 県民生活環境部　資源循環推進課　総括課長補佐

環境部　廃棄物対策課　循環型社会推進班　参事 県民生活環境部　資源循環推進課　循環型社会推進班　参
事

環境部　廃棄物対策課　循環型社会推進班　係長 県民生活環境部　資源循環推進課　循環型社会推進班　係
長

環境部　廃棄物対策課　適正処理指導班　参事 県民生活環境部　資源循環推進課　適正処理指導班　参事

環境部　廃棄物対策課　適正処理指導班　係長 県民生活環境部　資源循環推進課　適正処理指導班　係長

環境部　自然環境課　参事 県民生活環境部　自然環境課　参事

環境部　自然環境課　生物多様性保全班　課長補佐 県民生活環境部　自然環境課　生物多様性保全班　課長補
佐

環境部　自然環境課　生物多様性保全班　係長 県民生活環境部　自然環境課　生物多様性保全班　係長

環境部　自然環境課　自然資源活用班　参事 県民生活環境部　自然環境課　自然資源活用班　参事

環境部　自然環境課　自然資源活用班　課長補佐 県民生活環境部　自然環境課　自然資源活用班　課長補佐

環境部　自然環境課　自然資源活用班　係長 県民生活環境部　自然環境課　自然資源活用班　係長

水産部　漁港漁場課　調整班　課長補佐 水産部　漁港漁場課　調整・管理班　課長補佐

水産部　漁港漁場課　調整班　係長 水産部　漁港漁場課　調整・管理班　係長

水産部　漁港漁場課　管理班　係長 水産部　漁港漁場課　調整・管理班　係長

出納局　出納室　審査・国費班　係長 出納局　会計課　審査・国費班　係長

出納局　出納室　出納決算班　課長補佐 出納局　会計課　出納決算班　課長補佐

長崎振興局　税務部　課税第一課　第二班　専門幹 長崎振興局　税務部　課税第一課　第一班　専門幹

長崎振興局　税務部　課税第一課　第二班　係長 長崎振興局　税務部　課税第一課　第一班　係長

長崎振興局　税務部　課税第一課　第三班　係長 長崎振興局　税務部　課税第一課　第二班　係長

県北振興局　管理部　会計課　出納班　係長 県北振興局　管理部　会計課　経理第二班　係長

壱岐振興局　管理部　税務課　税務第一班　係長 壱岐振興局　管理部　税務課　税務班　係長

壱岐振興局　管理部　税務課　税務第二班　係長 壱岐振興局　管理部　税務課　税務班　係長

企画振興部　政策企画課 企画部　政策企画課

企画振興部　ＩＲ推進課 企画部　ＩＲ推進課

総務部　情報政策課 総務部　情報システム課

企画振興部　地域づくり推進課 地域振興部　地域づくり推進課

企画振興部　市町村課 地域振興部　市町村課

企画振興部　土地対策室 地域振興部　土地対策室
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　振興局長委任規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　令和２年３月31日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県規則第33号
　　　振興局長委任規則の一部を改正する規則
　振興局長委任規則（昭和42年長崎県規則第38号）の一部を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

　　（所管区域における委任事項）
第２条　次に掲げる事項の処理は、振興局長に委任する。た
だし、長崎振興局長にあっては、環境関係事項及び水産関
係事項を、県央振興局長にあっては、環境関係事項、水産
関係事項並びに土木関係事項中第４号から第９号まで、第
11号、第12号、第167号から第170号まで、第174号から第
177号まで及び第180号から第184号までを、島原振興局長
にあっては、水産関係事項並びに土木関係事項中第４号か
ら第９号まで、第11号、第12号、第137号から第149号まで、
第167号から第170号まで、第174号から第177号まで及び第
180号から第184号までを、県北振興局長にあっては、水産
関係事項（西海市に係る事項に限る。）並びに土木関係事
項中第138号から第140号まで、第142号から第147号まで、
第167号から第170号まで及び第174号から第177号までを、
五島振興局長にあっては、土木関係事項中第４号から第９
号まで、第11号、第12号、第138号から第140号まで（上五
島空港の場合に限る。）、第142号から第147号まで（上五島

　　（所管区域における委任事項）
第２条　次に掲げる事項の処理は、振興局長に委任する。た
だし、長崎振興局長にあっては、環境関係事項及び水産関
係事項を、県央振興局長にあっては、環境関係事項、水産
関係事項並びに土木関係事項中第４号から第９号まで、第
11号、第12号、第165号から第168号まで、第172号から第
175号まで及び第178号から第182号までを、島原振興局長
にあっては、水産関係事項並びに土木関係事項中第４号か
ら第９号まで、第11号、第12号、第135号から第147号まで、
第165号から第168号まで、第172号から第175号まで及び第
178号から第182号までを、県北振興局長にあっては、水産
関係事項（西海市に係る事項に限る。）並びに土木関係事
項中第136号から第138号まで、第140号から第145号まで、
第165号から第168号まで及び第172号から第175号までを、
五島振興局長にあっては、土木関係事項中第４号から第９
号まで、第11号、第12号、第136号から第138号まで（上五
島空港の場合に限る。）、第140号から第145号まで（上五島

空港の場合に限る。）及び第180号から第184号までを、壱
岐振興局長にあっては、土木関係事項中第４号から第９号
まで、第11号、第12号及び第180号から第185号までを、対
馬振興局長にあっては、土木関係事項中第４号から第９号
まで、第11号、第12号及び第180号から第184号までを除く。

空港の場合に限る。）及び第178号から第182号までを、壱
岐振興局長にあっては、土木関係事項中第４号から第９号
まで、第11号、第12号及び第178号から第183号までを、対
馬振興局長にあっては、土木関係事項中第４号から第９号
まで、第11号、第12号及び第178号から第182号までを除く。

略
土木関係事項

略
土木関係事項

（１）～（82）　略 （１）～（82）　略
（83）　建築基準法（昭和25年法律第201号。次号から第93
号までにおいて「法」という。）第７条の６、第18条、
第87条の４及び第88条の規定による検査済証の交付を受

（83）　建築基準法（昭和25年法律第201号。次号から第92
号までにおいて「法」という。）第７条の６、第18条、
第87条の２及び第88条の規定による検査済証の交付を受

企画振興部　県庁舎跡地活用室 地域振興部　県庁舎跡地活用室

企画振興部　スポーツ振興課 文化観光国際部　スポーツ振興課

県民生活部　男女参画・女性活躍推進室 県民生活環境部　男女参画・女性活躍推進室

県民生活部　人権・同和対策課 県民生活環境部　人権・同和対策課

県民生活部　交通・地域安全課 県民生活環境部　交通・地域安全課

県民生活部　統計課 県民生活環境部　統計課

県民生活部　生活衛生課 県民生活環境部　生活衛生課

県民生活部　食品安全・消費生活課 県民生活環境部　食品安全・消費生活課

環境部　地域環境課 県民生活環境部　地域環境課

環境部　水環境対策課 県民生活環境部　水環境対策課

環境部　廃棄物対策課 県民生活環境部　資源循環推進課

環境部　自然環境課 県民生活環境部　自然環境課

出納局　出納室 出納局　会計課
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けるまでの建築物等の仮使用の認定に関すること（本庁
確認分を除く。）。

けるまでの建築物等の仮使用の認定に関すること（本庁
確認分を除く。）。

（84）～（87）　略 （84）～（87）　略
（88）　法第43条第２項の規定による許可又は認定に関する
こと（本庁確認分を除く。）。

（88）　法第43条第１項ただし書の規定による許可に関する
こと（本庁確認分を除く。）。

（89）　法第85条第３項、第５項及び第６項の規定による仮
設建築物等の許可に関すること。

（89）　法第85条第３項及び第５項の規定による仮設建築物
等の許可に関すること。

（90）　法第86条の８第４項（第87条の２第２項において準
用する場合を含む。）の規定による報告の徴収に関する
こと。

（90）　法第86条の８第４項の規定による報告の徴収に関す
ること。

（91）　法第87条の３第３項、第５項及び第６項の規定に基
づく興行場等への用途の変更の許可に関すること。

（92）及び（93）　略 （91）及び（92）　略
（94）　長崎県建築基準条例（昭和46年長崎県条例第57号。
次号から第101号までにおいて「条例」という。）第17条
の規定による制限の緩和に関すること（本庁確認分を除
く。次号から第101号までにおいて同じ。）。

（93）　長崎県建築基準条例（昭和46年長崎県条例第57号。
次号から第100号までにおいて「条例」という。）第17条
の規定による制限の緩和に関すること（本庁確認分を除
く。次号から第100号までにおいて同じ。）。

（95）～（101）　略 （94）～（100）　略
（102）　建築基準法施行細則（昭和46年長崎県規則第66号。
次号から第108号までにおいて「細則」という。）第10条
ただし書の規定による聴取の期日に欠席することの承認
に関すること。

（101）　建築基準法施行細則（昭和46年長崎県規則第66号。
次号から第106号までにおいて「細則」という。）第10条
ただし書の規定による聴取の期日に欠席することの承認
に関すること。

（103）～（106）　略 （102）～（105）　略
（107）　細則第24条の規定による私道の変更又は廃止に関
すること。

（108）　略
（109）　都市計画法（次号から第118号までにおいて「法」
という。）第29条の規定による開発行為の許可、第34条
の２の規定による協議及び第35条の２の規定による開発
変更の許可に関すること（面積が１万平方メートル未満
の土地に係るもの及びその変更後の面積が１万2,000平
方メートルを超えない土地に係るものに限る。次号から
第114号まで及び第116号において同じ。）。　

（110）～（118）　略
（119）　宅地造成等規制法（昭和36年法律第191号。次号か
ら第126号までにおいて「法」という。）第８条の規定に
よる許可及び第12条の規定による変更許可に関すること
（面積が１万平方メートル未満の土地に係るもの及びそ
の変更後の面積が１万2,000平方メートルを超えない土
地に係るものに限る。次号、第122号及び第126号におい
て同じ。）。

（120）～（129）　略

（106）　略
（107）　都市計画法（次号から第116号までにおいて「法」
という。）第29条の規定による開発行為の許可、第34条
の２の規定による協議及び第35条の２の規定による開発
変更の許可に関すること（面積が１万平方メートル未満
の土地に係るもの及びその変更後の面積が１万2,000平
方メートルを超えない土地に係るものに限る。次号から
第112号まで及び第114号において同じ。）。　

（108）～（116）　略
（117）　宅地造成等規制法（昭和36年法律第191号。次号か
ら第124号までにおいて「法」という。）第８条の規定に
よる許可及び第12条の規定による変更許可に関すること
（面積が１万平方メートル未満の土地に係るもの及びそ
の変更後の面積が１万2,000平方メートルを超えない土
地に係るものに限る。次号、第120号及び第124号におい
て同じ。）。

（118）～（127）　略
（130）　長崎県福祉のまちづくり条例（平成９年長崎県条
例第９号。次号から第135号までにおいて「条例」とい
う。）第13条第１項ただし書の規定による認定に関する
こと（建築基準法第６条の規定による確認で本庁審査分
を除く。第132号において同じ。）。

（128）　長崎県福祉のまちづくり条例（平成９年長崎県条
例第９号。次号から第133号までにおいて「条例」とい
う。）第13条第１項ただし書の規定による認定に関する
こと（建築基準法第６条の規定による確認で本庁審査分
を除く。第130号において同じ。）。

（131）～（137）　略 （129）～（135）　略
（138）　長崎県県営空港条例（昭和38年長崎県条例第10号。
次号から第149号までにおいて「条例」という。）第２条
及び第３条の規定による運用時間の変更に関すること及
び使用許可並びに届出の受理に関すること。

（139）～（149）　略
（150）　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の
推進に関する法律（平成12年法律第57号。次号から第
160号までにおいて「法」という。）第10条第１項の規定
による特定開発行為の許可に関すること（面積が１万平
方メートル未満の土地に係るものに限る。次号から第
159号までにおいて同じ。）。

（151）～（160）　略

（136）　長崎県県営空港条例（昭和38年長崎県条例第10号。
次号から第147号までにおいて「条例」という。）第２条
及び第３条の規定による運用時間の変更に関すること及
び使用許可並びに届出の受理に関すること。

（137）～（147）　略
（148）　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の
推進に関する法律（平成12年法律第57号。次号から第
158号までにおいて「法」という。）第10条第１項の規定
による特定開発行為の許可に関すること（面積が１万平
方メートル未満の土地に係るものに限る。次号から第
157号までにおいて同じ。）。

（149）～（158）　略
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（161）　電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成７
年法律第39号。次号及び第163号において「法」という。）

（159）　電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成７
年法律第39号。次号及び第161号において「法」という。）

第４条、第10条及び第11条の規定による占用の許可及び
協議に関すること。

（162）～（165）　略
（166）　国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に
関する法律（平成16年法律第31号。以下この号から第
179号までにおいて「法」という。）第28条の規定による
国際埠頭施設の保安の確保のために必要な措置に関する
こと。

（167）～（179）　略
（180）　景観法（平成16年法律第110号。以下この号から第
183号までにおいて「法」という。）第16条第１項の規定
による届出及び同条第２項の規定による変更届出に関す
ること（法第16条第１項第３号に規定する開発行為（面
積が１万平方メートル以上の土地に係るものに限る。）
及び第４号に規定する行為に係るものを除く。次号及び
第182号において同じ。）。

（181）～（185）　略

第４条、第10条及び第11条の規定による占用の許可及び
協議に関すること。

（160）～（163）　略
（164）　国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に
関する法律（平成16年法律第31号。以下この号から第
177号までにおいて「法」という。）第28条の規定による
国際埠頭施設の保安の確保のために必要な措置に関する
こと。

（165）～（177）　略
（178）　景観法（平成16年法律第110号。以下この号から第
181号までにおいて「法」という。）第16条第１項の規定
による届出及び同条第２項の規定による変更届出に関す
ること（法第16条第１項第３号に規定する開発行為（面
積が１万平方メートル以上の土地に係るものに限る。）
及び第４号に規定する行為に係るものを除く。次号及び
第180号において同じ。）。

（179）～（183）　略
（186）　建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
（平成27年法律第53号。次号から第200号までにおいて
「法」という。）第８条の規定による建築物の設計、施工
及び維持保全に係る事項についての必要な指導及び助言
に関すること。

（184）　建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
（平成27年法律第53号。次号から第198号までにおいて
「法」という。）第８条の規定による建築物の設計、施工
及び維持保全に係る事項についての必要な指導及び助言
に関すること。

（187）　略
（188）　法第13条の規定による国、都道府県又は建築主事
を置く市町村（第192号において「国等」という。）に対
する建築物エネルギー消費性能適合性判定に関すること。

（189）～（202）　略

（185）　略
（186）　法第13条の規定による国、都道府県又は建築主事
を置く市町村（第190号において「国等」という。）に対
する建築物エネルギー消費性能適合性判定に関すること。

（187）～（200）　略

　　　附　則
　この規則は、令和２年４月１日から施行する。
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