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平成２５年２月県議会定例会付議予定案件平成２５年２月県議会定例会付議予定案件平成２５年２月県議会定例会付議予定案件平成２５年２月県議会定例会付議予定案件

１．平成２５年度予算案件 １６件

議案第 １ 号 平成２５年度和歌山県一般会計予算

予算額 ５６７,２２７,８８８千円
（前年度 ５７４,７５５,４５９千円）

議案第 ２ 号 平成２５年度和歌山県農林水産振興資金特別会計予算

予算額 ７５４,６３６千円
（前年度 ８７９,１００千円）

議案第 ３ 号 平成２５年度和歌山県中小企業振興資金特別会計予算

予算額 ６１４,８２８千円
（前年度 ８５２,６８５千円）

議案第 ４ 号 平成２５年度和歌山県母子寡婦福祉資金特別会計予算

予算額 １２２,０５４千円
（前年度 １３９,２５８千円）

議案第 ５ 号 平成２５年度和歌山県修学奨励金特別会計予算

予算額 ２８８,１４４千円
（前年度 ３０２,２１１千円）

議案第 ６ 号 平成２５年度和歌山県職員住宅特別会計予算

予算額 ２１４,４２６千円
（前年度 ２２５,６６０千円）

議案第 ７ 号 平成２５年度和歌山県営競輪事業特別会計予算

予算額 １２,１０６,２３８千円
（前年度 １２,６２１,４４５千円）

議案第 ８ 号 平成２５年度和歌山県営港湾施設管理特別会計予算

予算額 ７１４,２３９千円
（前年度 ６７５,６８２千円）

議案第 ９ 号 平成２５年度和歌山県流域下水道事業特別会計予算

予算額 ３,０９５,６９８千円
（前年度 ３,５５１,３０４千円）
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議案第１０号 平成２５年度和歌山県市町村振興資金特別会計予算

予算額 １,４６１,７６５千円
（前年度 １,４９８,１０１千円）

議案第１１号 平成２５年度和歌山県自動車税等証紙特別会計予算

予算額 １,８２５,０００千円
（前年度 １,９９５,０００千円）

議案第１２号 平成２５年度和歌山県用地取得事業特別会計予算

予算額 ２,０２０,８６１千円
（前年度 ３,４１０,８１２千円）

議案第１３号 平成２５年度和歌山県公債管理特別会計予算

予算額 １０７,７０２,２４５千円
（前年度 ９２,６１４,７８８千円）

議案第１４号 平成２５年度和歌山県立こころの医療センター事業会計予算

予算額 ２,５６４,２６２千円
（前年度 ２,６０１,６１５千円）

議案第１５号 平成２５年度和歌山県工業用水道事業会計予算

予算額 ７５９,７４７千円
（前年度 １,１２４,４９１千円）

議案第１６号 平成２５年度和歌山県土地造成事業会計予算

予算額 ３,７７９,４９３千円
（前年度 ３,５６８,３６０千円）

２．平成２４年度補正予算案件 １５件

議案第１７号 平成２４年度和歌山県一般会計補正予算
(繰越明許費含む)

補正額 ３８,９３５,８５１千円
（補正前予算総額 ５８３,６２３,８４４千円 →

補正後予算総額 ６２２,５５９,６９５千円）

議案第１８号 平成２４年度和歌山県農林水産振興資金特別会計補正予算

補正額 ▲４０８,９９７千円
（補正前予算総額 ８７９,１００千円 →

補正後予算総額 ４７０,１０３千円）
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議案第１９号 平成２４年度和歌山県中小企業振興資金特別会計補正予算

補正額 ▲２０６,７４８千円
（補正前予算総額 ８５２,６８５千円 →

補正後予算総額 ６４５,９３７千円）

議案第２０号 平成２４年度和歌山県修学奨励金特別会計補正予算

補正額 ２１,０８６千円
（補正前予算総額 ３０２,２１１千円 →

補正後予算総額 ３２３,２９７千円）

議案第２１号 平成２４年度和歌山県職員住宅特別会計補正予算

補正額 ３８,８６４千円
（補正前予算総額 ２２５,６６０千円 →

補正後予算総額 ２６４,５２４千円）

議案第２２号 平成２４年度和歌山県営競輪事業特別会計補正予算

補正額 ▲７７９,８８１千円
（補正前予算総額 １２,６２１,４４５千円 →

補正後予算総額 １１,８４１,５６４千円）

議案第２３号 平成２４年度和歌山県営港湾施設管理特別会計補正予算

補正額 ５９４千円
（補正前予算総額 ６７５,６８２千円 →

補正後予算総額 ６７６,２７６千円）

議案第２４号 平成２４年度和歌山県流域下水道事業特別会計補正予算
(繰越明許費含む)

補正額 ▲５６１,００１千円
（補正前予算総額 ３,５５１,３０４千円 →

補正後予算総額 ２,９９０,３０３千円）

議案第２５号 平成２４年度和歌山県市町村振興資金特別会計補正予算

補正額 １,０１６千円
（補正前予算総額 １,４９８,１０１千円 →

補正後予算総額 １,４９９,１１７千円）

議案第２６号 平成２４年度和歌山県自動車税等証紙特別会計補正予算

補正額 ０千円（財源更正）
（補正前予算総額 １,９９５,０００千円 →

補正後予算総額 １,９９５,０００千円）
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議案第２７号 平成２４年度和歌山県用地取得事業特別会計補正予算

補正額 ▲４３８,２００千円
（補正前予算総額 ３,４１０,８１２千円 →

補正後予算総額 ２,９７２,６１２千円）

議案第２８号 平成２４年度和歌山県公債管理特別会計補正予算

補正額 １,４９９,０４３千円
（補正前予算総額 ９２,６１４,７８８千円 →

補正後予算総額 ９４,１１３,８３１千円）

議案第２９号 平成２４年度和歌山県立こころの医療センター事業会計補正予算

補正額 ▲１１,４８０千円
（補正前予算総額 ２,６０１,６１５千円 →

補正後予算総額 ２,５９０,１３５千円）

議案第３０号 平成２４年度和歌山県工業用水道事業会計補正予算

補正額 １６２,５０８千円
（補正前予算総額 １,１２４,４９１千円 →

補正後予算総額 １,２８６,９９９千円）

議案第３１号 平成２４年度和歌山県土地造成事業会計補正予算

補正額 ９４０,２７２千円
（補正前予算総額 ３,５６８,３６０千円 →

補正後予算総額 ４,５０８,６３２千円）

３．条例案件 ２９件

議案第３２号 附属機関の設置等に関する条例等の一部を改正する条例 (行政改革課)

地方自治法に基づく附属機関を設置するとともに、指定管理者の指定
に際し指定管理者選定委員会の意見を聴くこととするなど、所要の改正
を行うもの

・施行日：公布の日

議案第３３号 知事等の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例 (人事課)

県の財政状況を考慮し、知事等の給料月額を減じる期間を延長するた
め、所要の改正を行うもの

・改正内容：給料月額の減額(▲６％)を平成２５年度も継続
・対 象：知事、副知事、教育長、常勤の監査委員
・施行日：公布の日
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議案第３４号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 (人事課)

県の財政状況を考慮し、管理職の職員の給料月額を減じる期間を延長
するとともに、新型インフルエンザ等対策特別措置法の公布に伴い、新
型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を新設するなど、所要の改正を行
うもの

・改正内容：管理職の給料月額の減額（▲２％）を平成２５年度も継
続
新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の新設

・施行日：公布の日（一部は新型インフルエンザ等対策特別措置法の
施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日、又は
平成２５年４月１日）

議案第３５号 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例
(人事課)

県の財政状況を考慮し、任期付研究員の給料月額を減じる期間を延長
するため、所要の改正を行うもの

・主な改正：管理職相当の任期付研究員の給料月額の減額(▲２％)を
平成２５年度も継続

・施行日：公布の日

議案第３６号 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する
条例 (人事課)

県の財政状況を考慮し、任期付職員の給料月額を減じる期間を延長す
るため、所要の改正を行うもの

・主な改正：管理職相当の任期付職員の給料月額の減額（▲２％）を
を平成２５年度も継続

・施行日：公布の日

議案第３７号 職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例 (人事課)

知事、副知事及び一般職の退職手当の支給率を引き下げるため、所要
の改正を行うもの

・施行日：平成２５年４月１日

議案第３８号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 (人事課)

週休日に特に勤務を命ずる必要がある場合に職員の週休日の確保を図
るため、所要の改正を行うもの

・施行日：平成２５年４月１日

議案第３９号 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 (人事課)

新型インフルエンザの患者に対する対応を防疫業務手当の対象とする
とともに、病院看護業務等手当の額を見直すため、所要の改正を行うも
の

・施行日：平成２５年４月１日
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議案第４０号 和歌山県税条例の一部を改正する条例 (税務課)

県税に関する不利益処分等について、和歌山県行政手続条例の規定に
基づき理由を示すこととするなど、所要の改正を行うもの

・施行日：平成２５年４月１日（一部は公布の日）

議案第４１号 和歌山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
(食品・生活衛生課、福祉保健総務課)

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係
法律の整備に関する法律の施行等に伴い、知事の事務を市町村長に移譲
する等、所要の改正を行うもの

・施行日：平成２５年４月１日

議案第４２号 和歌山県障害者介護給付費等不服審査会設置条例等の一部を改正する条例
(障害福祉課)

障害者自立支援法等の一部改正に伴い、規定の整備を行うもの
・施行日：平成２５年４月１日（一部は平成２６年４月１日）

議案第４３号 和歌山県指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定め
る条例の一部を改正する条例 (障害福祉課)

児童福祉法等の一部改正に伴い、基準該当通所支援の事業の設備基準
等を定めるため、所要の改正を行うもの

・施行日：公布の日

議案第４４号 准看護師試験委員条例を廃止する条例 (医務課)

准看護師試験委員に関する事務が関西広域連合に移管されることに伴
い、当該条例を廃止するもの

・施行日：平成２５年４月１日

議案第４５号 和歌山県新型インフルエンザ等対策本部条例 (健康推進課)

新型インフルエンザ等対策特別措置法の公布に伴い、和歌山県新型イ
ンフルエンザ等対策本部の組織等について定めることを目的として条例
を制定するもの

・施行日：新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日又はこの
条例の公布の日のいずれか遅い日

議案第４６号 和歌山県ふるさと雇用再生特別基金の設置、管理及び処分に関する条例を
廃止する条例 (労働政策課)

ふるさと雇用再生特別基金事業の終了に伴い、条例を廃止するもの
・施行日：平成２５年４月１日
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議案第４７号 和歌山県ウメ輪紋ウイルスの侵入及びまん延の防止に関する条例
(果樹園芸課)

ウメ輪紋ウイルスの侵入及びまん延を防止し、ウメ、モモ、スモモ等
の果実の生産の安全を図ることを目的として条例を制定するもの

・施行日：公布の日

議案第４８号 緑の雇用担い手住宅の設置及び管理条例の一部を改正する条例
(林業振興課)

熊野川第２緑の雇用担い手住宅を廃止するため、所要の改正を行うも
の

・施行日：公布の日

議案第４９号 和歌山県が管理する県道の構造の技術的基準及び県道に設ける道路標識の
寸法を定める条例 (道路政策課、道路保全課)

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係
法律の整備に関する法律の施行に伴い、県道の構造の技術的基準等を定
めることを目的として条例を制定するもの

・施行日：平成２５年４月１日

議案第５０号 和歌山県が管理する県道に係る移動等円滑化のために必要な道路の構造に
関する基準を定める条例 (道路保全課)

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係
法律の整備に関する法律の施行に伴い、県道に係る移動等円滑化のため
に必要な道路の構造に関する基準を定めることを目的として条例を制定
するもの

・施行日：平成２５年４月１日

議案第５１号 和歌山県港湾施設管理条例の一部を改正する条例 (港湾空港課)

日高港の港湾施設に係る使用料の特例期間を延長するため、所要の改
正を行うもの

・施行日：公布の日

議案第５２号 南紀白浜空港条例の一部を改正する条例 (港湾空港課)

南紀白浜空港の国内定期航空運送事業に係る着陸料を引き下げる期間
を延長するため、所要の改正を行うもの

・施行日：公布の日

議案第５３号 和歌山県海浜公園設置及び管理条例の一部を改正する条例 (港湾空港課)

和歌山県加太ビーチを海浜公園として位置づけるため、所要の改正を
行うもの

・施行日：平成２５年７月１日
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議案第５４号 和歌山県職員定数条例の一部を改正する条例 (<教>総務課)

教育委員会の事務局職員の定数を改めるため、所要の改正を行うもの
・改正内容：教育委員会の事務局職員

２０１人 → ２１１人(＋１０人)
・施行日：平成２５年４月１日

議案第５５号 教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 (<教>給与課)

教育職員の給与について、「職員の給与に関する条例の一部を改正す
る条例」に準じて改定するため、所要の改正を行うもの

・施行日：公布の日（一部は新型インフルエンザ等対策特別措置法の
施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日、又は
平成２５年４月１日）

議案第５６号 市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(<教>給与課)

市町村立学校職員の給与について、「職員の給与に関する条例の一部
を改正する条例」に準じて改定するため、所要の改正を行うもの

・施行日：公布の日（一部は新型インフルエンザ等対策特別措置法の
施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日、又は
平成２５年４月１日）

議案第５７号 和歌山県立学校等職員定数条例の一部を改正する条例 (<教>学校人事課)

県及び市町村立学校の児童生徒数及び学級数の変動等に伴い、職員の
定数を改めるため、所要の改正を行うもの

・改正内容：県立高校 ２,２３３人 → ２,１９３人(▲４０人）
特別支援学校 １,０６０人 → １,０４６人(▲１４人)
小学校 ４,０４５人 → ４,０３５人(▲１０人)
中学校 ２,３８９人 → ２,３８３人(▲ ６人)

・施行日：平成２５年４月１日

議案第５８号 警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 (<警>警務課)

警察職員の給与について、「職員の給与に関する条例の一部を改正す
る条例」に準じて改定するため、所要の改正を行うもの

・施行日：公布の日（一部は平成２５年４月１日）

議案第５９号 和歌山県地方警察職員定員条例の一部を改正する条例 （<警>警務課)

警察官の定員を改めるため、所要の改正を行うもの
・警察官：２,１５１人 → ２,１５４人（＋３人）
・施行日：平成２５年４月１日

議案第６０号 和歌山県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例

○主な改正内容
１．調理師及び製菓衛生師に係る試験及び免許等に関する事務を関
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西広域連合に移管することに伴い、手数料を廃止
２．准看護師に係る試験及び免許等に関する事務を関西広域連合に

移管することに伴い、手数料を廃止
３．和歌山県工業技術センターの機器の新規導入に伴う試験手数料の
設定

・３次元ＣＡＤシステム手数料
モデリング１時間につき：３，１８０円 等

４．和歌山県加太ビーチのシャワー（温水）に係る使用料を設定
・大人 １人１回につき ３００円
・小人 １人１回につき ２００円

５．風俗営業関係事務手数料の改定
・風俗営業の許可等申請手数料

ぱちんこ屋等の営業について許可を受けようとする場合で当
該営業所に認定を受けた遊技機以外の遊技機がないとき

１６，０００円→１５，０００円 等
・遊技機の認定等手数料

遊技機試験を受けた遊技機について認定を受けようとする場
合

２，７００円→２，２００円 等

○施行日：平成２５年４月１日（一部は平成２５年７月１日、又は公
布の日）

４．その他案件 １２件

議案第６１号 平成２５年度建設事業施行に伴う市町村負担金について

負担金額 ９５４，４６７千円

議案第６２号 平成２４年度建設事業施行に伴う市町村負担金について

負担金額 ５７，１２３千円

議案第６３号 関西広域連合規約の一部の変更について (政策審議課)

関西広域連合規約の一部の変更について、地方自治法第２９１条の
１１の規定により、議会の議決を求めるもの

議案第６４号 県道路線の認定について (道路保全課)

県道路線の認定について、道路法第７条第２項の規定により、議会の
議決を求めるもの

・路線名：紀の川自転車道線、貴志川自転車道線

議案第６５号 包括外部監査契約の締結について (財政課)

平成２５年度包括外部監査契約を締結することについて、議会の議決
を求めるもの

・契約の相手方：武田 宗久（公認会計士）



- 10 -

議案第６６号 訴訟の提起について (建築住宅課)

県営住宅家賃滞納者に対する住宅明渡し及び滞納家賃請求訴訟を提起
することについて、議会の議決を求めるもの

・相手方：１０名

議案第６７号 秋葉山公園県民水泳場の指定管理者の指定について (都市政策課)

指定管理者指定のため、議会の議決を求めるもの
・指定管理候補者：ＴＳＡグループ

議案第６８号 紀の川流域下水道の指定管理者の指定について (下水道課)

指定管理者指定のため、議会の議決を求めるもの
・指定管理候補者：財団法人和歌山県下水道公社

議案第６９号 紀の川中流流域下水道の指定管理者の指定について (下水道課)

指定管理者指定のため、議会の議決を求めるもの
・指定管理候補者：財団法人和歌山県下水道公社

議案第７０号 権利の放棄について (商工観光労働総務課)

中小企業高度化資金貸付金に係る元金請求権及び違約金支払請求権の
放棄について、議会の議決を求めるもの

議案第７１号 権利の放棄について (商工観光労働総務課)

中小企業設備近代化資金貸付金に係る元金請求権及び違約金支払請求
権の放棄について、議会の議決を求めるもの

議案第７２号 工事請負変更契約の締結について (公共建築課)

工 事 名：秋葉山公園県民水泳場建築工事
元 契 約 金 額：３，６５４，０００，０００円
変更契約金額：３，８６４，１６４，８５０円

５．委任専決報告７件

諸報第 １ 号 職員の公務中における車両損傷事故に伴う損害賠償の額について
＜平成２５年１月１５日専決＞

福祉保健部 １件 ７５,２５０円
事故発生日：平成２４年１１月１日

諸報第 ２ 号 職員の公務中における交通事故に伴う損害賠償の額について
＜平成２５年１月１８日専決＞
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福祉保健部 １件 ６６,５０７円
事故発生日：平成２３年１０月２８日

諸報第 ３ 号 職員の公務中における交通事故に伴う損害賠償の額について
＜平成２５年１月３１日専決＞

県土整備部 １件 １４２,６９５円
事故発生日：平成２４年７月５日

諸報第 ４ 号 職員の公務中における交通事故に伴う損害賠償の額について
＜平成２５年１月３１日専決＞

農林水産部 １件 ５,８５９円
事故発生日：平成２４年１０月５日

諸報第 ５ 号 職員の公務中における交通事故に伴う損害賠償の額について
＜平成２５年１月３１日専決＞

警察本部 １件 １２７,５００円
事故発生日：平成２４年１０月２３日

諸報第 ６ 号 職員の公務中における交通事故に伴う損害賠償の額について
＜平成２５年１月３１日専決＞

県土整備部 １件 ３８,５９８円
事故発生日：平成２４年１１月２９日

諸報第 ７ 号 職員の公務中における交通事故に伴う損害賠償の額について
＜平成２５年１月３１日専決＞

福祉保健部 １件 １,１５０,０００円
事故発生日：平成２４年１１月３０日

６．公立大学法人和歌山県立医科大学に係る第一期中期目標期間の業務実績報告書の提出

７．公立大学法人和歌山県立医科大学に係る第一期中期目標期間の業務実績に関する評価
結果報告書の提出


