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令和２年２月県議会定例会付議予定案件

１．令和２年度予算案件 １７件

議案第 １ 号 令和２年度和歌山県一般会計予算

予算額 ５９０,４６０,８９８千円
（前年度 ５５３,０６５,６６２千円）

議案第 ２ 号 令和２年度和歌山県農林水産振興資金特別会計予算

予算額 ２７７,９７４千円
（前年度 ３６３,９３３千円）

議案第 ３ 号 令和２年度和歌山県中小企業振興資金特別会計予算

予算額 ５４７,１３１千円
（前年度 ８９３,２２９千円）

議案第 ４ 号 令和２年度和歌山県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算

予算額 ２０１,１９５千円
（前年度 ２００,６１２千円）

議案第 ５ 号 令和２年度和歌山県修学奨励金特別会計予算

予算額 ２４４,８４６千円
（前年度 ２１９,８２３千円）

議案第 ６ 号 令和２年度和歌山県職員住宅特別会計予算

予算額 １９０,４８９千円
（前年度 ２０２,７２０千円）

議案第 ７ 号 令和２年度和歌山県国民健康保険特別会計予算

予算額 １０２,０６３,２７８千円
（前年度 １００,４３５,５６８千円）

議案第 ８ 号 令和２年度和歌山県営競輪事業特別会計予算

予算額 １７,５７３,６５８千円
（前年度 １２,８９２,３３３千円）

議案第 ９ 号 令和２年度和歌山県営港湾施設管理特別会計予算

予算額 ９６７,７２５千円
（前年度 ６４７,７５６千円）
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議案第１０号 令和２年度和歌山県市町村振興資金特別会計予算

予算額 ８５１,４１８千円
（前年度 １,０５３,３７１千円）

議案第１１号 令和２年度和歌山県自動車税証紙特別会計予算

予算額 １,２７２,０００千円
（前年度 １,５５３,０００千円）

議案第１２号 令和２年度和歌山県用地取得事業特別会計予算

予算額 ４,０１７,２２５千円
（前年度 ４,１４３,０２１千円）

議案第１３号 令和２年度和歌山県公債管理特別会計予算

予算額 １１４,７７１,２９６千円
（前年度 １２３,６１９,５１１千円）

議案第１４号 令和２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 ２,４５９,１７７千円
（前年度 ２,５６７,７４１千円）

議案第１５号 令和２年度和歌山県工業用水道事業会計予算

予算額 １,４３７,３１２千円
（前年度 １,６６１,２１０千円）

議案第１６号 令和２年度和歌山県土地造成事業会計予算

予算額 ６４８,３６９千円
（前年度 ８４３,９９９千円）

議案第１７号 令和２年度和歌山県流域下水道事業会計予算

予算額 ４,１６７,４６７千円
（前年度 ３,９７４,６５８千円）

２．令和元年度補正予算案件 １６件

議案第１８号 令和元年度和歌山県一般会計補正予算
（繰越明許費含む）

補正額 ７,６１５,９３４千円
（補正前予算総額 ５８０,７９１,４１４千円 →
補正後予算総額 ５８８,４０７,３４８千円）



- 3 -

議案第１９号 令和元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 ▲８６,５５２千円
（補正前予算総額 ３６３,９３３千円 →
補正後予算総額 ２７７,３８１千円）

議案第２０号 令和元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 ▲４１７,８０５千円
（補正前予算総額 ８９３,２２９千円 →
補正後予算総額 ４７５,４２４千円）

議案第２１号 令和元年度和歌山県修学奨励金特別会計補正予算

補正額 １０６,８７１千円
（補正前予算総額 ２１９,８２３千円 →
補正後予算総額 ３２６,６９４千円）

議案第２２号 令和元年度和歌山県職員住宅特別会計補正予算

補正額 １２,９４０千円
（補正前予算総額 ２０２,７２０千円 →
補正後予算総額 ２１５,６６０千円）

議案第２３号 令和元年度和歌山県国民健康保険特別会計補正予算

補正額 １,３８６,４０２千円
（補正前予算総額 １００,４３５,５６８千円 →
補正後予算総額 １０１,８２１,９７０千円）

議案第２４号 令和元年度和歌山県営競輪事業特別会計補正予算

補正額 １,０２９,１５７千円
（補正前予算総額 １２,８９２,３３３千円 →
補正後予算総額 １３,９２１,４９０千円）

議案第２５号 令和元年度和歌山県営港湾施設管理特別会計補正予算

補正額 ▲１０,８１８千円
（補正前予算総額 ６４７,７５６千円 →
補正後予算総額 ６３６,９３８千円）

議案第２６号 令和元年度和歌山県市町村振興資金特別会計補正予算

補正額 ▲６,２１２千円
（補正前予算総額 １,０５３,３７１千円 →
補正後予算総額 １,０４７,１５９千円）

議案第２７号 令和元年度和歌山県自動車税等証紙特別会計補正予算
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補正額 ３２,０００千円
（補正前予算総額 １,５５３,０００千円 →
補正後予算総額 １,５８５,０００千円）

議案第２８号 令和元年度和歌山県用地取得事業特別会計補正予算
(繰越明許費含む)

補正額 ７２,９６６千円
（補正前予算総額 ４,１４３,０２１千円 →
補正後予算総額 ４,２１５,９８７千円）

議案第２９号 令和元年度和歌山県公債管理特別会計補正予算

補正額 ８６６,２３５千円
（補正前予算総額 １２３,６１９,５１１千円 →
補正後予算総額 １２４,４８５,７４６千円）

議案第３０号 令和元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 ▲２７,４７６千円
（補正前予算総額 ２,５６７,７４１千円 →
補正後予算総額 ２,５４０,２６５千円）

議案第３１号 令和元年度和歌山県工業用水道事業会計補正予算

補正額 ▲１９２,９６４千円
（補正前予算総額 １,６６１,２１０千円 →
補正後予算総額 １,４６８,２４６千円）

議案第３２号 令和元年度和歌山県土地造成事業会計補正予算

補正額 １８０,４３９千円
（補正前予算総額 ８４３,９９９千円 →
補正後予算総額 １,０２４,４３８千円）

議案第３３号 令和元年度和歌山県流域下水道事業会計補正予算

補正額 ▲１３８,５７３千円
（補正前予算総額 ３,９７４,６５８千円 →
補正後予算総額 ３,８３６,０８５千円）

３．条例案件 ３８件

議案第３４号 昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の
免除に関する条例の一部を改正する条例 (監察査察課)

地方自治法の一部改正に伴い、規定の整備を行うもの
・施行日：令和２年４月１日
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議案第３５号 知事及び副知事の給与その他の給付条例の一部を改正する条例 (人事課)

知事及び副知事の期末手当の支給割合を改めるため、所要の改正を行
うもの
・内容：期末手当の６月及び12月に係る支給割合の改定

６月支給月数 1.675月 → 1.70月
12月支給月数 1.725月 → 1.70月
※年間支給月数（3.40月）に変更なし

・施行日：公布の日
なお、「議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例」等で、

当該条例を準用しているため、議会の議員、教育長及び常勤の監査委員
の期末手当の支給割合も同様に改定される

議案第３６号 知事等の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、知事及び副知事の給料及び期末手当の額を減
ずる期間を延長するため、所要の改正を行うもの
・内容：給料及び期末手当の額の減額(▲６％)を令和２年度も継続
・施行日：公布の日

議案第３７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)

職員の給与について、勤勉手当の支給割合を改めるため、所要の改正
を行うもの
・内容：勤勉手当の６月及び12月に係る支給割合の改定

・一般職員
６月支給月数 0.925月 → 0.95月
12月支給月数 0.975月 → 0.95月
※年間支給月数（1.90月）に変更なし

・特定幹部職員
６月支給月数 1.125月 → 1.15月
12月支給月数 1.175月 → 1.15月
※年間支給月数（2.30月）に変更なし

・施行日：公布の日

議案第３８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)

一般職の任期付研究員の給与について、第１号任期付研究員及び第２
号任期付研究員の期末手当の支給割合を改めるため、所要の改正を行う
もの
・内容：期末手当の６月及び12月に係る支給割合の改定

６月支給月数 1.675月 → 1.70月
12月支給月数 1.725月 → 1.70月
※年間支給月数（3.40月）に変更なし

・施行日：公布の日

議案第３９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)



- 6 -

一般職の任期付職員の給与について、特定任期付職員の期末手当の支
給割合を改めるため、所要の改正を行うもの
・内容：期末手当の６月及び12月に係る支給割合の改定

６月支給月数 1.675月 → 1.70月
12月支給月数 1.725月 → 1.70月
※年間支給月数（3.40月）に変更なし

・施行日：公布の日

議案第４０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)

職員に支給する特殊勤務手当について、豚熱のまん延を防止するため
に行う野生動物（いのししに限る。）の死体の運搬等の作業を新たに防
疫業務等手当の支給の対象とするほか、家畜伝染病予防法の一部改正等
に伴う規定の整備を行うもの
・施行日：公布の日

議案第４１号 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
(人事課)

会計年度任用職員の給与について、その基準月額に係る基礎額及び上
限額の改定を行うため、所要の改正を行うもの
・施行日：公布の日

議案第４２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(市町村課)

浄化槽法等の一部改正に伴い、知事の権限に属する事務の一部を関係
市町村が処理することとするとともに、規定の整備を行うほか、社会福
祉法の一部改正に伴う所要の改正を行うもの
・施行日：令和２年４月１日（一部は令和２年６月１日）

議案第４３号 和歌山県部落差別の解消の推進に関する条例 (人権政策課)

部落差別の解消を推進するために必要な事項を定めることにより、部
落差別のない社会を実現するため、条例を制定するもの
・施行日：公布の日

議案第４４号 和歌山県地域環境保全基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改
正する条例 (環境生活総務課)

和歌山県地域環境保全基金の一部又は全部を処分することができるこ
ととするため、所要の改正を行うもの
・施行日：令和２年４月１日

議案第４５号 和歌山県太陽光発電事業の実施に関する条例の一部を改正する条例
(環境生活総務課)

環境影響評価法施行令の一部改正に伴い、太陽光発電事業実施予定者
が作成し、知事の認定を受けなければならない太陽光発電事業計画の認
定の基準の見直しを行うほか、規定の整備を行うもの
・施行日：令和２年４月１日
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議案第４６号 和歌山県ごみの散乱防止に関する条例 (循環型社会推進課）

ごみの投棄による散乱の防止に関する施策を推進するために必要な事
項を定めることにより、広域的な環境の保全を図るとともに、廃棄物の
適正な処分又は再利用による減量化を進めるため、条例を制定するもの
・施行日：令和２年４月１日（一部は令和２年１０月１日）

議案第４７号 和歌山県動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例
(食品・生活衛生課)

動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正を行
うもの
・施行日：令和２年６月１日

議案第４８号 食品衛生法施行条例の一部を改正する条例 (食品・生活衛生課)

食品衛生法の一部改正に伴い、規定の整備を行うもの
・施行日：令和２年６月１日

議案第４９号 和歌山県無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例
(福祉保健総務課)

社会福祉法の一部改正に伴い、無料低額宿泊所の設備及び運営に関す
る基準を定めるため、条例を制定するもの
・施行日：令和２年４月１日

議案第５０号 和歌山県認定こども園の認定の要件に関する条例の一部を改正する条例の
一部を改正する条例 (子ども未来課)

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する
基準の一部改正に伴い、規定の整備を行うもの
・施行日：令和２年４月１日

議案第５１号 和歌山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 (医務課）

地方自治法の一部改正に伴い、規定の整備を行うもの
・施行日：令和２年４月１日

議案第５２号 和歌山県薬物の濫用防止に関する条例の一部を改正する条例 (薬務課)

覚せい剤取締法の一部改正に伴い、規定の整備を行うもの
・施行日：医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に

関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第６３
号）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５３号 和歌山県立わかやま館設置及び管理条例を廃止する条例
(商工観光労働総務課)

和歌山県立わかやま館を廃止するもの
・施行日：令和３年４月１日
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議案第５４号 和歌山県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
(公営企業課)

地方自治法の一部改正に伴い、規定の整備を行うもの
・施行日：令和２年４月１日

議案第５５号 和歌山県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 (道路保全課)

道路法施行令の一部改正に伴い、道路占用料の額を改定するとともに、
所要の改正を行うもの
・施行日：令和２年４月１日

議案第５６号 和歌山県流域下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
（下水道課)

地方自治法の一部改正に伴い、規定の整備を行うもの
・施行日：令和２年４月１日

議案第５７号 和歌山県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例
(下水道課)

浄化槽法の一部改正に伴い、浄化槽保守点検業者に浄化槽管理士に対
する研修等の機会の確保を義務付けるため、所要の改正を行うもの
・施行日：令和２年４月１日

議案第５８号 和歌山県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例
(建築住宅課)

連帯保証人を確保することが困難である入居資格を有する者の増加に
伴い、特定公共賃貸住宅への入居の手続を改めるもの
・施行日：令和２年４月１日

議案第５９号 和歌山県営住宅条例の一部を改正する条例 (建築住宅課)

連帯保証人を確保することが困難である入居資格を有する者の増加に
伴い、県営住宅への入居の手続を改めるほか、所要の改正を行うもの
・施行日：令和２年４月１日

議案第６０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>給与福利課)

教育職員に副校長及び主幹教諭を新たに加えることに伴い、教育職員
の給与について、給料月額の改定を行うとともに、所要の改正を行うほ
か、教育職員の勤勉手当の支給割合を改めるもの
・内容

（１）教育職員に副校長及び主幹教諭を新たに加えるもの
（２）勤勉手当の６月及び12月に係る支給割合の改定

６月支給月数 0.925月 → 0.95月
12月支給月数 0.975月 → 0.95月
※年間支給月数（1.90月）に変更なし

・施行日：令和２年４月１日（一部は公布の日）
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議案第６１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>給与福利課)

市町村立学校職員に副校長及び主幹教諭を新たに加えることに伴い、
市町村立学校職員の給与について、給料月額の改定を行うとともに、所
要の改正を行うもの
・施行日：令和２年４月１日

議案第６２号 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一
部を改正する条例 (<教>給与福利課、<教>学校人事課)

教育職員に副校長及び主幹教諭を新たに加えるとともに、公立の義務
教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部改正に伴い、
所要の改正を行うもの
・施行日：令和２年４月１日

議案第６３号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 (<教>給与福利課)

育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の給与について、職務の級を新
たに設けることに伴い、給料月額の改定を行うもの
・施行日：令和２年４月１日

議案第６４号 和歌山県修学奨励金貸与条例の一部を改正する条例 (<教>生涯学習課)

修学奨励金について、返還の猶予をすることができるやむを得ない事
由に経済的理由を加えるとともに、返還の期間を延長することができる
こととするほか、所要の改正を行うもの
・施行日：令和２年４月１日

議案第６５号 わかやまスケートパーク設置及び管理条例 (<教>スポーツ課)

体育、レクリエーション及びスポーツの普及並びに振興を図り、もっ
て県民の健康及び福祉の増進に資することを目的として、わかやまスケ
ートパークを設置するため、条例を制定するもの
・施行日：令和２年３月２９日

議案第６６号 根来寺遺跡展示施設設置及び管理条例 (<教>文化遺産課)

県民が歴史及び文化財に対する理解並びに関心を深めるとともに、地
域の文化の振興に資することを目的として、根来寺遺跡展示施設を設置
するため、条例を制定するもの
・施行日：公布の日から起算して３月を超えない範囲内において教育

委員会規則で定める日（一部は、公布の日から起算して１
年を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日）

議案第６７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：県立高等学校 ２,００７人→１,９６４人(▲４３人)
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県立特別支援学校 １,０７５人→１,０７１人(▲４人)
市町村立小学校 ３,９５６人→３,９４３人(▲１３人)
（義務教育学校の前期課程を含む）
市町村立中学校 ２,１５８人→２,１７２人(１４人)
（義務教育学校の後期課程を含む）

・施行日：令和２年４月１日

議案第６８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)

警察官の給与について、勤勉手当の支給割合を改めるため、所要の改
正を行うもの
・内容：勤勉手当の６月及び12月に係る支給割合の改定

・一般職員
６月支給月数 0.925月 → 0.95月
12月支給月数 0.975月 → 0.95月
※年間支給月数（1.90月）に変更なし

・特定幹部職員
６月支給月数 1.125月 → 1.15月
12月支給月数 1.175月 → 1.15月
※年間支給月数（2.30月）に変更なし

・施行日：公布の日

議案第６９号 警察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
(〈警〉警務課）

警察職員に支給する特殊勤務手当について、税外収入徴収手当等を新
設するもの
・施行日：令和２年４月１日

議案第７０号 和歌山県監査委員に関する条例の一部を改正する条例 (監査委員事務局)

地方自治法の一部改正に伴い、規定の整備を行うもの
・施行日：令和２年４月１日

議案第７１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 (財政課)

○主な改正内容
１．和歌山県立高等看護学院看護学科二部の廃止に伴う授業料の廃

止等
・施行日：令和２年４月１日

２．大学等における修学の支援に関する法律の制定に伴う授業料及
び入学金の減免規定の整備等
・施行日：令和２年４月１日

３．和歌山県農林大学校の附属施設の使用料の額の設定
・施行日：令和２年４月１日

４．和歌山県立わかやま館の廃止に伴う使用料の廃止
・施行日：令和３年４月１日

５．わかやまスケートパークの設置に伴う使用料の額の設定等
・施行日：令和２年３月２９日

６．毒物及び劇物取締法の一部改正に伴う手数料の額の設定等
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・施行日：令和２年４月１日
７．和歌山県工業技術センターの機器の更新等に伴う手数料の額の

改定等
・施行日：令和２年４月１日

８．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改正に
伴う手数料の額の設定等
・施行日：公布の日

４．その他案件 １５件

議案第７２号 令和２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 ９７６，７０１千円

議案第７３号 令和元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 ４６，２８０千円

議案第７４号 包括外部監査契約の締結について (財政課)

令和２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：纐 纈 和 雅（公認会計士）

こうけつ かずまさ

議案第７５号 平成２９年台風第２１号により発生した広域農道を含む斜面崩落に伴う損
害賠償の額について （道路建設課）

県土整備部 １件 ６，３２８，５７２円
事故発生日 平成２９年１０月２２日

議案第７６号 財産の取得について (企画総務課)

特定複合観光施設区域整備法に基づく特定複合観光施設区域とするた
めの用地を取得するため、議会の議決を求めるもの

取 得 財 産：和歌山市毛見字馬瀬1519番、1521番、1522番1、1523
番、1527番2、1529番1、1532番、1534番、1535番1、
1535番2、1535番3、1535番4、1536番、1538番1、1538
番2、1538番3、1538番4及び1539番の土地209,428.30
平方メートル

取得の相手方：和歌山マリーナシティ株式会社
取得予定価格：７，６８６，０１８，６１０円

議案第７７号 和歌山県視聴覚障害者情報提供施設（和歌山県点字図書館）の指定管理者
の指定について (障害福祉課)

指定管理者指定のため、議会の議決を求めるもの
・指定管理者候補者：社会福祉法人和歌山県身体障害者連盟
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議案第７８号 和歌山県視聴覚障害者情報提供施設（和歌山県聴覚障害者情報センター）
の指定管理者の指定について (障害福祉課)

指定管理者指定のため、議会の議決を求めるもの
・指定管理者候補者：一般社団法人和歌山県聴覚障害者協会

議案第７９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
・指定管理者候補者：公益財団法人和歌山県下水道公社

議案第８０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
・指定管理者候補者：公益財団法人和歌山県下水道公社

議案第８１号 和歌山県と岩出市の根来寺遺跡展示施設の管理に関する事務の委託につい
て (<教>文化遺産課)

県が設置する根来寺遺跡展示施設の管理に関する事務を地方自治法の
規定に基づき、岩出市に事務委託するための規約について、議会の議決
を求めるもの

議案第８２号 権利の放棄について (福祉保健総務課)

生活保護費返還金及び徴収金に係る請求権の放棄について、議会の議
決を求めるもの

議案第８３号 権利の放棄について (医務課)

和歌山県立こころの医療センター入院診療費に係る請求権の放棄につ
いて、議会の議決を求めるもの

議案第８４号 権利の放棄について (商工観光労働総務課)

和歌山県中小企業高度化資金に係る元金請求権、利子請求権及び違約
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８５号 工事請負変更契約の締結について (道路建設課)

工 事 名：山内恋野線（恋野橋上部）道路改良工事
元契 約金 額：１，０３６，８００，０００円
変更契約金額：１，１４７，７４０，５００円

議案第８６号 工事委託変更契約の締結について (砂防課)

工 事 名：土生川砂防事業に伴う紀勢本線和佐・道成寺間土生川
橋りょう改築工事

元契 約金 額：９４４，８４９，０００円
変更契約金額：８９６，７３９，７７７円
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５．委任専決報告 １１件

諸報第１号 イラストの無断使用に係る損害賠償の額について
＜令和２年１月２４日専決＞

農林水産部 ５７６,６７２円
事案発生日：平成２７年２月２７日

諸報第２号 平成２９年台風第２１号により発生した広域農道を含む斜面崩落に伴う
損害賠償の額について

＜令和２年１月２９日専決＞

県土整備部 １件 ５６６，９６９円
事故発生日：平成２９年１０月２２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
＜令和２年１月３０日専決＞

福祉保健部 ２９０,４００円
事故発生日：令和元年１０月１１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
＜令和２年２月３日専決＞

警察本部 ２３６,１３５円
事故発生日：令和元年８月１０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
＜令和２年２月３日専決＞

警察本部 ６５,９９３円
事故発生日：令和元年８月２２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
＜令和２年２月３日専決＞

警察本部 ９６,１０１円
事故発生日：令和元年９月７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
＜令和２年２月３日専決＞

警察本部 ３４１,０００円
事故発生日：令和元年９月２４日

諸報第８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
＜令和２年２月３日専決＞

警察本部 １３２,８２０円
事故発生日：令和元年９月２５日
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諸報第９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
＜令和２年２月３日専決＞

警察本部 ７７,６６６円
事故発生日：令和元年１０月１８日

諸報第１０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
＜令和２年２月３日専決＞

農林水産部 ２２２,８００円
事故発生日：令和元年１１月１９日

諸報第１１号 車両損傷事故に伴う損害賠償の額について
＜令和２年２月４日専決＞

県土整備部 ３５４,０００円
事故発生日：令和元年１０月３日


