
滋賀県警察関係事務手数料条例の一部改正について

１ 改正の理由

地方公共団体の手数料の標準に関する政令（平成12年政令第16号）の一部改正により、

手数料の額の標準が改められることに伴い、本県の警察関係事務手数料の額を改定するた

め、滋賀県警察関係事務手数料条例（平成12年滋賀県条例第32号）の一部を改正しようと

するものです。

２ 改正の概要

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく警察関係事務手数料ほか

２件の警察関係事務手数料の額を改定することとします。

（別表第１、別表第６、別表第９関係）

(2) この条例は、令和元年10月１日から施行することとします。
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滋賀県警察関係事務手数料条例新旧対照表 

旧 新 

本則および付則 省略 

 

別表第１（第２条関係） 

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく警察関係事務手数料 

１ 省略 

２ その他風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく警察関係事

務手数料 

区分 金額 

(1)～(13) 省略  

(14) 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

申請に対する審査の手数料 

8,600 円（当該申請を行う者が同時に他

の同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） 

(15) 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の

手数料 

11,000 円（当該申請を行う者が同時に

他の同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） 

(16) 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の

手数料 

11,000 円（当該申請を行う者が同時に

他の同項の規定に基づく認定の申請を

行う場合における当該他の同項の規定

に基づく認定の申請に係る審査にあっ

ては、3,300 円） 

(17)～(21) 省略  

注 省略 

 

別表第２～別表第５ 省略 

 

本則および付則 省略 

 

別表第１（第２条関係） 

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく警察関係事務手数料 

１ 省略 

２ その他風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく警察関係 

事務手数料 

区分 金額 

(1)～(13) 省略  

(14) 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

申請に対する審査の手数料 

8,700 円（当該申請を行う者が同時に他

の同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） 

(15) 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の

手数料 

12,000 円（当該申請を行う者が同時に

他の同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） 

(16) 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の

手数料 

12,000 円（当該申請を行う者が同時に

他の同項の規定に基づく認定の申請を

行う場合における当該他の同項の規定

に基づく認定の申請に係る審査にあっ

ては、3,300 円） 

(17)～(21) 省略  

注 省略 

 

別表第２～別表第５ 省略 

 



 

別表第６（第２条関係）  

銃砲刀剣類所持等取締法に基づく警察関係事務手数料 

区分 金額 

(1)および(2) 省略  

(3) 法第５条の３第１項の規定に基づく猟

銃および空気銃の取扱いに関する講習会

の受講料 

ア 省略 

イ その他の者に対する講習会 

 

 

 

 

6,800 円 

(4) 省略  

(5) 法第５条の５第１項の規定に基づく猟

銃の操作および射撃の技能に関する講習

の受講料 

12,300 円 

(6)～(14) 省略  

(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受

講料 

9,700 円 

注 省略 

 

別表第７および別表第８ 省略 

 

別表第９（第２条関係） 

警備業法に基づく警察関係事務手数料 

区分 金額 

(1)～(14) 省略  

(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受講料 

同     38,000 

 

(16)～(18) 省略  

 

別表第９の２以下 省略 

別表第６（第２条関係）  

銃砲刀剣類所持等取締法に基づく警察関係事務手数料 

区分 金額 

(1)および(2) 省略  

(3) 法第５条の３第１項の規定に基づく猟

銃および空気銃の取扱いに関する講習会

の受講料 

ア 省略 

イ その他の者に対する講習会 

 

 

 

 

6,900 円 

(4) 省略  

(5) 法第５条の５第１項の規定に基づく猟

銃の操作および射撃の技能に関する講習

の受講料 

12,700 円 

(6)～(14) 省略  

(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受

講料 

9,800 円 

注 省略 

 

別表第７および別表第８ 省略 

 

別表第９（第２条関係） 

警備業法に基づく警察関係事務手数料 

区分 金額 

(1)～(14) 省略  

(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受講料 

同     39,000 

 

(16)～(18) 省略  

 

別表第９の２以下 省略 



番号 区分 内　　　容 現　行（円） 改正後（円）

特定遊興飲食店営業 8,700

相続承認申請 （+100）

特定遊興飲食店営業 12,000

法人合併承認申請 （+1,000）

特定遊興飲食店営業 12,000

法人分割承認申請 （+1,000）

6,900

（+100）

12,700

（+400）

9,800

（+100）

39,000

（+1,000）

1

風俗

8,600

2 11,000

3 11,000

7 警備 機械警備業務管理者講習 38,000

4

銃砲

猟銃初心者講習 6,800

5 猟銃技能講習 12,300

6 年少射撃資格認定講習 9,700

≪増額の主な理由≫ ◆ 人件費等の増額

地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴う

滋賀県警察関係事務手数料条例の一部改正（案）


