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公布された条例のあらまし

○　沖縄県知事等の給与及び旅費に関する条例及び沖縄県特別職の秘書の給与及び旅費に関する条例の一部を改

正する条例（条例第２号）

１　知事等及び特別職の秘書の期末手当について、６月期の支給割合を100分の155に引き上げ、12月期の支給
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割合を100分の155に引き下げることとした。

２　この条例は、平成31年４月１日から施行することとした。（附則）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○　沖縄県職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例（条例第３号）

１　学校教育法の一部が改正されたことに伴い、条例の規定を整理することとした。（第４条関係）

２　この条例は、平成31年４月１日から施行することとした。（附則第１項）

３　この条例の施行に関し、必要な経過措置を定めることとした。（附則第２項）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○　沖縄県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例（条例第４号）

１  児童福祉法等の法令に基づく知事の権限に属する事務の一部について、市町村が処理することとした。

（第２条関係）

２　その他所要の改正を行うこととした。（第２条関係）

３　この条例は、平成31年４月１日から施行することとした。ただし、１の一部の規定は、同年10月１日から

施行することとした。（附則第１項）

４　この条例の施行に関し、必要な経過措置を定めることとした。（附則第２項及び第３項）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○　社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及

び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改

正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例（条例第５号）

１　消費税法等の一部が改正されたことに伴い、次の条例について、使用料の額、利用料金の基準額等を改め

ることとした。

⑴　沖縄県行政財産使用料条例

⑵　沖縄ライフサイエンス研究センターの設置及び管理に関する条例

⑶　沖縄県総合福祉センターの設置及び管理に関する条例

⑷　沖縄県平和祈念資料館及び平和の礎の設置及び管理に関する条例

⑸　沖縄県男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例

⑹　沖縄県県民の森の設置及び管理に関する条例

⑺　沖縄県漁港管理条例

⑻　沖縄県工業技術交流センターの設置及び管理に関する条例

⑼　沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センターの設置及び管理に関する条例

⑽　沖縄バイオ産業振興センターの設置及び管理に関する条例

⑾　沖縄国際物流拠点産業集積地域内施設の設置及び管理に関する条例

⑿　沖縄ＩＴ津梁パーク施設の設置及び管理に関する条例

⒀　沖縄情報通信センターの設置及び管理に関する条例

⒁　沖縄県立職業能力開発校の設置及び管理に関する条例

⒂　沖縄コンベンションセンターの設置及び管理に関する条例

⒃　万国津梁館の設置及び管理に関する条例

⒄　沖縄空手会館の設置及び管理に関する条例

⒅　沖縄県立奥武山総合運動場の設置及び管理に関する条例

⒆　沖縄県道路占用料徴収条例

⒇　沖縄県河川流水占用料等徴収条例

21　沖縄県国土交通省所管公共用財産に係る土地使用料等徴収条例

22　沖縄県海岸占用料等徴収条例

23　沖縄県空港の設置及び管理に関する条例

24　沖縄県都市公園条例

25　沖縄県国営沖縄記念公園内施設の設置及び管理に関する条例

26　沖縄県立離島児童生徒支援センターの設置及び管理に関する条例

27　沖縄県立青少年の家の設置及び管理に関する条例

28　沖縄県立図書館の設置及び管理に関する条例

29　沖縄県立博物館・美術館の設置及び管理に関する条例

２　この条例は、平成31年10月１日から施行することとした。（附則第１項）

３　この条例の施行に関し、必要な経過措置を定めることとした。（附則第２項）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○　沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例（条例第６号）
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１　沖縄県使用料及び手数料条例の一部を次のように改正することとした。＜第１条＞

⑴　海洋温度差発電実証試験設備使用料について、額を改めるとともに、工業技術センターが保有する機器

の使用料について、徴収根拠を定め、額を改め、及び廃止する。（別表第１関係）

⑵　工業技術センター手数料について、樹脂材料の衝撃試験に係る手数料の徴収根拠を定め、及び定性分析

等に係る額を改めるほか、建設材料試験手数料を廃止する。（別表第２関係）

⑶　犬の抑留中の飼養管理及び返還に係る手数料及び家畜の注射又は薬浴の手数料の額を改めるほか、第一

種動物取扱業登録証及び特定動物飼養等許可証の再交付に係る手数料の徴収根拠を定める。（別表第３関

係）

⑷　土地使用権等の取得の裁定の申請に対する審査等に係る手数料の徴収根拠を定める。（別表第３関係）

２　沖縄県使用料及び手数料条例の一部を次のように改正することとした。＜第２条＞

　　工業技術センター使用料、衛生環境研究所手数料等について、消費税及び地方消費税の税率が引き上げら

れることに伴い、額を改める。

３　１⑴から⑶までは平成31年４月１日から、１⑷は同年６月１日から、２は同年10月１日から施行すること

とした。（附則第１項）

４　この条例の施行に関し、必要な経過措置を定めることとした。（附則第２項）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○　沖縄県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を改正する条例（条例第７号）

１　個人番号を必要な限度で利用することができる事務に、生活保護法の規定に準じて外国人に対し行う進学

準備給付金の支給に関する事務を加えることとした。（別表第１関係）

２　高等学校等の生徒又は学生の保護者等に対する奨学給付金の支給に関する事務を処理するために必要な限

度で利用することができる特定個人情報に、生活保護法による進学準備給付金の支給に関する情報及び外国

人に対し行う保護の実施等の情報を加えることとした。（別表第２関係）

３　この条例は、公布の日から施行することとした。（附則）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○　沖縄県石油貯蔵施設周辺環境監視測定機器等整備基金条例を廃止する条例（条例第８号）

１　沖縄県石油貯蔵施設周辺環境監視測定機器等整備基金条例は、廃止することとした。

２　この条例は、公布の日から施行することとした。（附則）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○　沖縄県介護支援専門員資格登録申請等手数料条例の一部を改正する条例（条例第９号）

１　題名を「沖縄県介護保険法関係手数料条例」に改めることとした。（題名関係）

２　介護支援専門員実務研修受講試験問題作成手数料の額を改めることとした。（別表関係）

３　介護医療院変更許可申請手数料の徴収根拠を定めることとした。（別表関係）

４　その他所要の改正を行うこととした。（第１条、第２条及び別表関係）

５　この条例は、公布の日から施行することとした。ただし、２は、平成31年４月１日から施行することとし

た。（附則）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○　沖縄県青少年保護育成条例の一部を改正する条例（条例第10号）

１　何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めてはならないこととした。（第17条

の４関係）

２　青少年に拒まれたにもかかわらず、又は青少年を威迫する等して、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供

を求めた者は30万円以下の罰金に処し、原則として当該青少年の年齢を知らないことを理由として処罰を免

れることができないこととした。（第22条関係）

３　その他所要の改正を行うこととした。（第18条の４、第18条の７、第18条の８及び第22条関係）

４　この条例は、平成31年７月１日から施行することとした。（附則）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○　沖縄県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例（条例第11号）

１　題名を「沖縄県立児童福祉施設の設置及び管理に関する条例」に改めることとした。（題名関係）

２　沖縄県立石嶺児童園に、同園との密接な連携を確保しつつ、同園とは別の場所で運営される児童養護施設

を置くことができることとした。（第２条関係）

３　その他所要の改正を行うこととした。（第１条から第３条まで関係）

４　この条例は、平成31年４月１日から施行することとした。（附則第１項）

５　この条例の施行に伴い、沖縄県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正することとした。（附則第

２項）
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○　沖縄県歯科口腔保健の推進に関する条例（条例第12号）

１　目的について定めることとした。（第１条）

２　基本理念について定めることとした。（第２条）

３　県、歯科医療等業務関係者等及び県民の責務について定めることとした。（第３条から第５条まで）

４　基本的施策について定めることとした。（第６条）

５　歯科口腔保健推進計画の策定等について定めることとした。（第７条）

６　実態調査について定めることとした。（第８条）

７　歯科口腔保健啓発月間について定めることとした。（第９条）

８　財政上の措置について定めることとした。（第10条）

９　この条例は、公布の日から施行することとした。（附則）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○　沖縄県がん対策推進条例の一部を改正する条例（条例第13号）

１　健康増進法の一部が改正され、複数回に分けて施行されることに伴い、同法を引用する条例の規定を２回

に分けて整理することとした。（第７条関係）

２　１回目の改正規定は公布の日から、２回目の改正規定は平成32年４月１日から施行することとした。（附

則）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○　沖縄県立総合精神保健福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例（条例第14号）

１　沖縄県立総合精神保健福祉センターにおける診断書及び証明書に係る発行手数料の額を改めることとし

た。（別表第２関係）

２　この条例は、平成31年４月１日から施行することとした。（附則）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○　土地収用法施行条例（条例第15号）

１　条例の趣旨について定めることとした。（第１条）

２　土地収用法第34条の７に規定する審議会の名称について定めることとした。（第２条）

３　審議会の組織及び運営に関し必要な事項について定めることとした。（第３条から第７条まで）

４　鑑定人及び参考人の旅費及び手当について定めることとした。（第８条）

５　仲裁に要する費用の額について定めることとした。（第９条）

６　あっせん等に係る手数料について定めることとした。（第10条から第13条まで及び別表）

７　過料について定めることとした。（第14条）

８　規則への委任について定めることとした。（第15条）

９　この条例は、公布の日から施行することとした。（附則第１項）

10　この条例の施行に伴い、次に掲げる条例は廃止することとした。（附則第２項）

⑴　沖縄県収用裁決申請等手数料条例

⑵　沖縄県事業認定審議会条例

11　この条例の施行に関し、必要な経過措置を定めることとした。（附則第３項から第６項まで）

12　この条例の施行に伴い、沖縄県参考人等に対する実費弁償に関する条例の一部を改正することとした。

（附則第７項）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○　沖縄県自動車駐車場管理条例の一部を改正する条例（条例第16号）

１　県民広場地下駐車場の利用料金の基準額を改めることとした。（別表関係）

２　この条例は、平成31年10月１日から施行することとした。（附則第１項）

３　この条例の施行に関し、必要な調整規定を定めることとした。（附則第２項及び第３項）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○　沖縄県港湾管理条例の一部を改正する条例（条例第17号）

１　港湾施設の使用料等の額を改めることとした。（別表第２及び別表第４から別表第６まで関係）

２　この条例は、平成31年10月１日から施行することとした。（附則第１項）

３　この条例の施行に関し、必要な経過措置を定めることとした。（附則第２項）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○　沖縄県屋外広告物条例の一部を改正する条例（条例第18号）

１　法及び条例に基づく広告物の表示の許可等知事の権限に属する事務の一部を、権限移譲の協議が整った浦

添市が処理することとした。（第47条関係）

２　この条例は、平成31年４月１日から施行することとした。（附則第１項）

３　この条例の施行に関し、必要な経過措置を定めることとした。（附則第２項及び第３項）
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○　建築基準法施行条例の一部を改正する条例（条例第19号）

１　建築基準法第87条の３第５項又は第６項の規定による許可を受けた建築物については、第３章から第６章

までの規定は、適用しないこととした。（第30条関係）

２　用途地域等における特例許可を受けた建築物の増築等の特例許可の申請に対する審査等に係る手数料の徴

収根拠を定めることとした。（別表第５関係）

３　建築基準法等の一部が改正されたことに伴い、条例の規定を整理することとした。（第22条、第24条、第

29条の２、第29条の３、第29条の５から第29条の７まで、別表第３及び別表第５関係）

４　その他所要の改正を行うこととした。（第21条関係）

５　この条例は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日から施行することとした。ただし、第21条、第

22条、第24条及び第30条の改正規定（同条第３号に係る部分を除く。）は、公布の日から施行することとし

た。（附則第１項）

６　この条例の施行に関し、必要な経過措置を定めることとした。（附則第２項）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○　沖縄県水道料金徴収条例の一部を改正する条例（条例第20号）

１　水道料金の額を改めることとした。（第３条関係）

２　この条例は、平成31年10月１日から施行することとした。（附則第１項）

３  この条例の施行に関し、必要な経過措置を定めることとした。（附則第２項）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○　沖縄県工業用水道料金徴収条例の一部を改正する条例（条例第21号）

１　工業用水道料金の額を改めることとした。（第３条関係）

２　この条例は、平成31年10月１日から施行することとした。（附則第１項）

３  この条例の施行に関し、必要な経過措置を定めることとした。（附則第２項）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○　沖縄県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例（条例第22号）

１　沖縄県立北部病院附属安田診療所を廃止することとした。（別表第２関係）

２　人間ドックを受ける者その他病院の施設を利用する者に係る使用料及び手数料の額を改めることとした。

（別表第３及び別表第４関係）

３　この条例は、平成31年10月１日から施行することとした。ただし、１は、公布の日から施行することとし

た。（附則）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○　沖縄県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例（条例第23号）

１　議員の期末手当について、６月期の支給割合を100分の155に引き上げ、12月期の支給割合を100分の155に

引き下げることとした。

２　この条例は、平成31年４月１日から施行することとした。（附則）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○　沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例（条例第24号）

１　県立高等学校、県立特別支援学校及び県立中学校の職員の定数並びに市町村立小学校及び中学校の職員の

定数を改めることとした。（第２条関係）

２　この条例は、平成31年４月１日から施行することとした。（附則）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○　沖縄県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例（条例第25号）

１　条例等に基づく市町村立学校教職員の扶養手当の認定に関する事務等沖縄県教育委員会の権限に属する事

務の一部を、権限移譲の協議が整った大宜味村、南大東村及び北大東村が処理することとした。（第２条関

係）

２　この条例は、平成31年８月１日から施行することとした。（附則第１項）

３　この条例の施行に関し、必要な経過措置を定めることとした。（附則第２項及び第３項）
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