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令和２年９月県議会定例会付議予定案件

１．令和２年度補正予算案件 ２件

議案第１１４号 令和２年度和歌山県一般会計補正予算

○補正額 ４，０６７，８００千円

（補正前予算総額 ６４７，０８９，０３３千円→
補正後予算総額 ６５１，１５６，８３３千円）

議案第１１５号 令和２年度和歌山県一般会計補正予算

○補正額 ３６，８８１，０８６千円

（補正前予算総額 ６５１，１５６，８３３千円→
補正後予算総額 ６８８，０３７，９１９千円）

○債務負担行為の追加

２．条例案件 ５件

議案第１１６号 和歌山県税条例の一部を改正する条例 （税務課）

福祉対策等の財源の一部に充てるために県民税の法人税割の税率の特例
措置を令和８年３月３１日まで延長するもの
・施行日：公布の日

議案第１１７号 和歌山県促進区域における県税の特別措置に関する条例の一部を改正す
る条例 (税務課)

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法
律の一部改正に伴い、規定の整備を行うもの
・施行日：中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営

の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律（令
和２年法律第５８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１１８号 和歌山県本人確認情報の利用及び提供に関する条例の一部を改正する条
例 （文化学術課）

本人確認情報の利用に係る事務に高等学校等の専攻科の課程に在学する
生徒の保護者等に対する奨学給付金支給事務を加えるとともに、規定の整
備を行うもの
・施行日：令和３年７月１日
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議案第１１９号 和歌山県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に
関する法律に基づく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 （文化学術課）

高等学校等の専攻科の課程に在学する生徒の保護者等に対する奨学給付
金支給事務において個人番号を利用することができることとするとともに、
規定の整備を行うもの
・施行日：令和３年７月１日

議案第１２０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 (建築住宅課)

○主な改正内容
建築基準法の一部改正に伴い、居住環境向上用途誘導地区内にお

ける次の審査に係る手数料を定めるもの
・建築物の建蔽率の最高限度に関する特例の許可の申請に対する
審査 １件につき 160,000円

・建築物の壁面の位置の制限に関する特例の許可の申請に対する
審査 １件につき 160,000円

・建築物の高さの最高限度に関する特例の許可の申請に対する審
査 １件につき 160,000円

○施行日：都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（令和２年法
律第４３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

３．その他議案 １０件

議案第１２１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 （財政課）

負担金額 ４０，７８７千円

議案第１２２号 訴訟の提起について (〈教〉生涯学習課)

和歌山県修学奨励金に係る貸与金返還請求の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：７名

議案第１２３号 請求異議事件に係る和解について (商工観光労働総務課)

和歌山県中小企業高度化資金貸付金に関する請求異議事件に係る和解
をすることについて、議会の議決を求めるもの
・相手方：１名

議案第１２４号 財産の取得について (〈教〉総務課)

県立高等学校学習者用コンピュータを取得するため、議会の議決を求
めるもの

取 得 財 産：県立高等学校学習者用コンピュータ
取得の相手方：富士電機ＩＴソリューション株式会社和歌山営業所
取得予定価格：１，１４８，４００，０００円
取得の方法：一般競争入札
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議案第１２５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を放棄することについて、
議会の議決を求めるもの

議案第１２６号 権利の放棄について (子ども未来課)

母子福祉資金貸付金の償還金に係る支払請求権を放棄することについ
て、議会の議決を求めるもの

議案第１２７号 権利の放棄について (港湾空港振興課)

事業用定期借地権設定契約の債務不履行に係る違約金支払請求権、損
害賠償請求権及び強制執行費用支払請求権並びに港湾占用許可に係る占
用料支払請求権及び延滞金支払請求権を放棄することについて、議会の
議決を求めるもの

議案第１２８号 工事請負契約の締結について (道路建設課)

工 事 名：長井古座線（仮称八郎山トンネル）道路改良工事
契 約 金 額：１，９６８，１２０,０００円
契約の相手方：淺川・堀特定建設工事共同企業体
契約の方法：条件付き一般競争入札（総合評価落札方式）
予 定 価 格：２，２７１，５８４,７００円（落札率86.6%）

議案第１２９号 令和元年度和歌山県歳入歳出決算の認定について （財政課）

令和元年度和歌山県の歳入歳出決算について、地方自治法第２３３条
第３項の規定により、議会の認定を求めるもの

議案第１３０号 令和元年度和歌山県公営企業決算の認定について （財政課）

令和元年度和歌山県の公営企業決算について、地方公営企業法第３０
条第４項の規定により、議会の認定を求めるもの

４．委任専決報告 １１件

諸報第３０号 車両損傷事故に伴う損害賠償の額について
＜令和２年８月２４日専決＞

県土整備部 １件 ６，６９６円
事故発生日 平成３１年４月１５日

諸報第３１号 車両損傷事故に伴う損害賠償の額について
＜令和２年８月２４日専決＞

県土整備部 １件 ３０，９７４円
事故発生日 令和元年７月２日
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諸報第３２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８月２４日専決＞

警察本部 １件 １９０，０００円
事故発生日 令和２年２月６日

諸報第３３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８月２４日専決＞

警察本部 １件 ６２，０４０円
事故発生日 令和２年３月２日

諸報第３４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８月２４日専決＞

警察本部 １件 １０６，３００円
事故発生日 令和２年４月１７日

諸報第３５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８月２４日専決＞

企画部 １件 ２１３，４００円
事故発生日 令和２年４月２７日

諸報第３６号 車両損傷事故に伴う損害賠償の額について
＜令和２年８月２４日専決＞

警察本部 １件 ２２２，１３８円
事故発生日 令和２年７月１０日

諸報第３７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８月２６日専決＞

県土整備部 ２件 ９４２，２１２円
事故発生日 平成３１年３月７日

諸報第３８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８月２６日専決＞

県土整備部 １件 ９１６，１９７円
事故発生日 令和２年３月５日

諸報第３９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８月２６日専決＞

警察本部 １件 ８，８００円
事故発生日 令和２年４月２３日
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諸報第４０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８月２６日専決＞

警察本部 １件 ５４１，０２０円
事故発生日 令和２年４月３０日

５．法人の経営状況を説明する書類

（１）一般社団法人わかやま森林と緑の公社
（２）公益財団法人和歌山県栽培漁業協会
（３）公益社団法人和歌山県青少年育成協会
（４）公益財団法人和歌山県人権啓発センター
（５）公益財団法人和歌山県救急医療情報センター
（６）公益財団法人和歌山県文化財センター
（７）公益財団法人和歌山県暴力追放県民センター
（８）公益財団法人わかやま産業振興財団
（９）公立大学法人和歌山県立医科大学
（10）公益社団法人畜産協会わかやま
（11）公益財団法人わかやま移植医療推進協会
（12）一般社団法人和歌山県私学振興基金協会
（13）公益財団法人和歌山県国際交流協会
（14）公益財団法人和歌山県民総合健診センター

６．公立大学法人和歌山県立医科大学の業務実績に関する評価結果報告書の提出

７．和歌山県環境基本条例第８条に基づく年次報告書の提出

令和２年版 環境白書

８．地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化判断比率等の報告書の提出

９．追加予定案件 ２件

（人事案件２件）

（１）和歌山県教育委員会委員 ２件

〈現委員〉

竹 山 早 穂 （任期：令和２年１０月１５日）
た け や ま さ ほ

沼 井 健 次 （任期：令和２年１０月１５日）
ぬ ま い け ん じ


