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令和４年２月県議会定例会付議予定案件

１．令和４年度予算案件 １７件

議案第 １ 号 令和４年度和歌山県一般会計予算

予算額 ６０４，３９４，４１７千円
（前年度 ６１２，０２１，２７２千円）

議案第 ２ 号 令和４年度和歌山県農林水産振興資金特別会計予算

予算額 ２１１，５７７千円
（前年度 ２１８，４２５千円）

議案第 ３ 号 令和４年度和歌山県中小企業振興資金特別会計予算

予算額 ５５７，５８０千円
（前年度 １７２，３６６千円）

議案第 ４ 号 令和４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 １５２，７５５千円
（前年度 １８４，８３４千円）

議案第 ５ 号 令和４年度和歌山県修学奨励金特別会計予算

予算額 ２１０，９４７千円
（前年度 ２３０，３９１千円）

議案第 ６ 号 令和４年度和歌山県職員住宅特別会計予算

予算額 １７６，７９４千円
（前年度 １９０，０４４千円）

議案第 ７ 号 令和４年度和歌山県国民健康保険特別会計予算

予算額 １０２，８６３，２１２千円
（前年度 １０４，５４４，３９９千円）

議案第 ８ 号 令和４年度和歌山県営競輪事業特別会計予算

予算額 １８，５９９，１７４千円
（前年度 １５，３２０，９３７千円）

議案第 ９ 号 令和４年度和歌山県営港湾施設管理特別会計予算

予算額 ５０７，９７５千円
（前年度 ５０９，８２４千円）
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議案第１０号 令和４年度和歌山県市町村振興資金特別会計予算

予算額 ８４５，４０９千円
（前年度 ８４１，５４１千円）

議案第１１号 令和４年度和歌山県自動車税証紙特別会計予算

予算額 １，０５６，０００千円
（前年度 ８０７，０００千円）

議案第１２号 令和４年度和歌山県用地取得事業特別会計予算

予算額 ３，３２３，６３７千円
（前年度 ４，８３８，５１６千円）

議案第１３号 令和４年度和歌山県公債管理特別会計予算

予算額 １０４，９２２，０３６千円
（前年度 １０５，１５１，０５４千円）

議案第１４号 令和４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 ２，５８６，４１０千円
（前年度 ２，６７９，７２７千円）

議案第１５号 令和４年度和歌山県工業用水道事業会計予算

予算額 ２，４１２，０１７千円
（前年度 １，７２４，５２５千円）

議案第１６号 令和４年度和歌山県土地造成事業会計予算

予算額 ２，５１７，８０４千円
（前年度 １，６６３，０３２千円）

議案第１７号 令和４年度和歌山県流域下水道事業会計予算

予算額 ３，８８９，４４１千円
（前年度 ３，７７７，２６２千円）

２．令和３年度補正予算案件 １６件

議案第１８号 令和３年度和歌山県一般会計補正予算
（繰越明許費含む）

補正額 １４，２９７，３１５千円
（補正前予算総額 ７００，２０９，５７７千円 →
補正後予算総額 ７１４，５０６，８９２千円）

議案第１９号 令和３年度和歌山県農林水産振興資金特別会計補正予算
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補正額 ▲１０６，９９７千円
（補正前予算総額 ２１８，４２５千円 →
補正後予算総額 １１１，４２８千円）

議案第２０号 令和３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 ８，３０２千円
（補正前予算総額 １７２，３６６千円 →
補正後予算総額 １８０，６６８千円）

議案第２１号 令和３年度和歌山県修学奨励金特別会計補正予算

補正額 ２５，７９３千円
（補正前予算総額 ２３０，３９１千円 →
補正後予算総額 ２５６，１８４千円）

議案第２２号 令和３年度和歌山県職員住宅特別会計補正予算

補正額 １９，６５４千円
（補正前予算総額 １９０，０４４千円 →
補正後予算総額 ２０９，６９８千円）

議案第２３号 令和３年度和歌山県国民健康保険特別会計補正予算

補正額 ２，５８１，９８４千円
（補正前予算総額 １０４，５４４，３９９千円 →
補正後予算総額 １０７，１２６，３８３千円）

議案第２４号 令和３年度和歌山県営競輪事業特別会計補正予算

補正額 ６，１１１，７７１千円
（補正前予算総額 １５，３２０，９３７千円 →
補正後予算総額 ２１，４３２，７０８千円）

議案第２５号 令和３年度和歌山県営港湾施設管理特別会計補正予算

補正額 ７２，３４８千円
（補正前予算総額 ５０９，８２４千円 →
補正後予算総額 ５８２，１７２千円）

議案第２６号 令和３年度和歌山県市町村振興資金特別会計補正予算

補正額 １２，１５０千円
（補正前予算総額 ８４１，５４１千円 →
補正後予算総額 ８５３，６９１千円）

議案第２７号 令和３年度和歌山県自動車税証紙特別会計補正予算

補正額 ▲３２，０００千円
（補正前予算総額 ８０７，０００千円 →
補正後予算総額 ７７５，０００千円）
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議案第２８号 令和３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 ▲１，１４６，２５８千円
（補正前予算総額 ４，８３８，５１６千円 →
補正後予算総額 ３，６９２，２５８千円）

議案第２９号 令和３年度和歌山県公債管理特別会計補正予算

補正額 １２，７７２，２５４千円
（補正前予算総額 １０５，１５１，０５４千円 →
補正後予算総額 １１７，９２３，３０８千円）

議案第３０号 令和３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 ２２，７７３千円
（補正前予算総額 ２，６７９，７２７千円 →
補正後予算総額 ２，７０２，５００千円）

議案第３１号 令和３年度和歌山県工業用水道事業会計補正予算

補正額 ▲３５４，１０３千円
（補正前予算総額 １，７２４，５２５千円 →
補正後予算総額 １，３７０，４２２千円）

議案第３２号 令和３年度和歌山県土地造成事業会計補正予算

補正額 ▲４５７，０６５千円
（補正前予算総額 １，６６３，０３２千円 →
補正後予算総額 １，２０５，９６７千円）

議案第３３号 令和３年度和歌山県流域下水道事業会計補正予算

補正額 ▲１５２，０１３千円
（補正前予算総額 ４，１２２，９８９千円 →
補正後予算総額 ３，９７０，９７６千円）

３．条例案件 ２７件

議案第３４号 和歌山県個人情報保護条例の一部を改正する条例 （総務課）

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の廃止等に伴い、規定
の整備等を行うもの

・施行日：令和４年４月１日

議案第３５号 知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例 （行政改革課）

知事等の県に対する損害を賠償する責任の一部を免れさせることに関し
必要な事項を定めるため、条例を制定するもの

・施行日：公布の日
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議案第３６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）

知事及び副知事の給与について、期末手当の支給割合を改めるもの
・内容：期末手当の支給割合の改定

６月支給月数 １．６７５月 → １．６２５月
１２月支給月数 １．５７５月 → １．６２５月
年間支給月数 （３．２５月） → （３．２５月）

・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３７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４年度も継続
・施行日：公布の日

議案第３８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、期末手当の支給割合を改めるもの
・内容：期末手当の支給割合の改定

・一般職員
６月支給月数 １．２７５月 → １．２０月
１２月支給月数 １．１２５月 → １．２０月
年間支給月数 （２．４０月） →（２．４０月）

・特定幹部職員
６月支給月数 １．０７５月 → １．００月
１２月支給月数 ０．９２５月 → １．００月
年間支給月数 （２．００月）→（２．００月）

【再任用職員】
・一般職員

６月支給月数 ０．７２５月 → ０．６７５月
１２月支給月数 ０．６２５月 → ０．６７５月
年間支給月数 （１．３５月）→ （１．３５月）

・特定幹部職員
６月支給月数 ０．６２５月 → ０．５７５月
１２月支給月数 ０．５２５月 → ０．５７５月
年間支給月数 （１．１５月） → （１．１５月）

・施行日：公布の日

議案第３９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もの

・内容：期末手当の支給割合の改定
６月支給月数 １．６７５月 → １．６２５月
１２月支給月数 １．５７５月 → １．６２５月
年間支給月数 （３．２５月）→ （３．２５月）

・施行日：公布の日
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議案第４０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）

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
割合を改めるもの

・内容：期末手当の支給割合の改定
６月支給月数 １．６７５月 → １．６２５月
１２月支給月数 １．５７５月 → １．６２５月
年間支給月数 （３．２５月）→ （３．２５月）

・施行日：公布の日

議案第４１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 （人事課）

非常勤職員の育児休業及び部分休業について取得要件を緩和するととも
に、すべての職員が育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関する措置
等を定めるほか、規定の整備を行うもの

・施行日：令和４年４月１日

議案第４２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、期末手当の支給割合を改めるもの
・内容：期末手当の支給割合の改定

６月支給月数 １．２７５月 → １．２２５月
１２月支給月数 １．２７５月 → １．２２５月
年間支給月数 (２．５５月) → (２．４５月)

・施行日：公布の日

議案第４３号 和歌山県土地開発公社債務保証対策基金の設置、管理及び処分に関する条
例 （財政課）

和歌山県土地開発公社に対する債務保証に係る債務の履行に備えるため、
和歌山県土地開発公社債務保証対策基金を設置するもの

・施行日：公布の日

議案第４４号 和歌山県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を
改正する条例 （情報政策課）

行政手続を情報通信技術を利用する方法により行うために必要となる事
項を定めるとともに、申請等に係る手数料の納付について情報通信技術を
利用する方法により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４年６月１日

議案第４５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
（環境生活総務課）

自然公園法の一部改正に伴い、規定の整備を行うもの
・施行日：令和４年４月１日

議案第４６号 和歌山県立高等看護学院設置及び管理条例の一部を改正する条例
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（医務課）

和歌山県立高等看護学院の助産学科の廃止に伴い、助産師の養成を令和
５年度末に終了することとするもの

・施行日：令和６年４月１日

議案第４７号 修学資金等の返還に係る債務の免除に関する条例の一部を改正する条例
（医務課）

産科医確保のための研究資金を貸与できる対象者の要件を緩和するとと
もに、貸与を受けた者について、返還に係る債務の免除の条件を緩和する
もの

・施行日：公布の日

議案第４８号 公立大学法人和歌山県立医科大学の役員等の損害賠償責任の一部免除に関
する条例 （医務課）

公立大学法人和歌山県立医科大学の役員等の損害を賠償する責任の一部
を免除することに関し必要な事項を定めるため、条例を制定するもの

・施行日：公布の日

議案第４９号 和歌山県国民健康保険財政安定化基金条例の一部を改正する条例
（国民健康保険課）

国民健康保険法の一部改正に伴い、所要の改正を行うとともに規定の整
備を行うもの

・施行日：令和４年４月１日（一部は公布の日）

議案第５０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、道路占用料を徴収する物件に災害応急
対策の的確かつ円滑な実施のため必要であると認められるものを加えるも
の

・施行日：公布の日

議案第５１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＞教職員課）

教育職員の給与について、期末手当の支給割合を改めるもの
・内容：期末手当の支給割合の改定

・一般職員
６月支給月数 １．２７５月 → １．２０月
１２月支給月数 １．１２５月 → １．２０月
年間支給月数 （２．４０月）→（２．４０月）

【再任用職員】
・一般職員

６月支給月数 ０．７２５月 → ０．６７５月
１２月支給月数 ０．６２５月 → ０．６７５月
年間支給月数 （１．３５月) → （１．３５月）

・施行日：公布の日

議案第５２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＞教職員課）
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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 １，９２９人→１，８９７人（▲３２人）
県立特別支援学校 １，０６５人→１，０７６人（ １１人）
県立の学校以外の教育機関 ９１人→ ８９人（▲ ２人）
市町村立小学校 ３，９２１人→３，９６０人（ ３９人）
（義務教育学校の前期課程を含む）
市町村立中学校 ２，２０９人→２，１８７人（▲２２人）
（義務教育学校の後期課程を含む）

・施行日：令和４年４月１日

議案第５３号 和歌山県職員定数条例の一部を改正する条例 （＜教＞教職員課）

教育委員会の事務局の職員の定数を改めるもの
・改正内容：２２２人→２０１人（▲２１人）
・施行日：令和４年４月１日

議案第５４号 和歌山県大学生等進学支援金貸与条例の一部を改正する条例
（＜教＞生涯学習課）

貸与対象者の要件に日本学生支援機構の第一種奨学金の採用候補者等を
加えるとともに、民法の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの

・施行日：令和４年４月１日

議案第５５号 和歌山県文化財保護条例の一部を改正する条例 （＜教＞文化遺産課）

文化財保護法の一部改正に伴い、文化財としての価値に鑑み保存及び活
用のため特に措置が必要なものを和歌山県登録文化財として登録すること
ができることとする等の規定を設けるほか、所要の改正を行うもの

・施行日：令和４年４月１日（一部は公布の日）

議案第５６号 和歌山県警察署協議会条例の一部を改正する条例 （＜警＞総務課）

警察署の統合に伴い、所要の改正を行うもの
・施行日：令和４年４月１日

議案第５７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、期末手当の支給割合を改めるとともに、大規模
な警察署に和歌山県有田湯浅警察署を加えるもの

・内容：期末手当の支給割合の改定
・特定幹部警察官以外の警察官

６月支給月数 １．２７５月 → １．２０月
１２月支給月数 １．１２５月 → １．２０月
年間支給月数 （２．４０月）→（２．４０月）

・特定幹部警察官
６月支給月数 １．０７５月 → １．００月
１２月支給月数 ０．９２５月 → １．００月
年間支給月数 （２．００月）→（２．００月）

【再任用警察官】
・特定幹部警察官以外の警察官
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６月支給月数 ０．７２５月 → ０．６７５月
１２月支給月数 ０．６２５月 → ０．６７５月
年間支給月数 （１．３５月）→ （１．３５月）

・特定幹部警察官
６月支給月数 ０．６２５月 → ０．５７５月
１２月支給月数 ０．５２５月 → ０．５７５月
年間支給月数 （１．１５月）→ （１．１５月）

・施行日：公布の日（一部は令和４年４月１日）

議案第５８号 警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の一部を改正する条例
（＜警＞警務課）

警察署を統合し、管轄区域を変更するほか、所要の改正を行うもの
・施行日：令和４年４月１日（一部は公布の日）

議案第５９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）

銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正に伴い、銃器犯罪捜査手当の対象と
なる業務にクロスボウに係るものを加えるもの

・施行日：公布の日（令和４年３月１５日適用）

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 (財政課)

○主な改正内容
１．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次に
掲げる事務に係る手数料の額の改定
① 行政書士法の規定に基づく行政書士試験の施行
② 高圧ガス保安法の規定による製造保安責任者試験の実施及び
販売主任者試験の実施

③ 電気工事士法施行令の規定に基づく電気工事士免状の書換え
④ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の
規定に基づく保安確保機器の設置及び管理の方法の認定の申請
に対する審査、液化石油ガス設備士試験の実施等

⑤ 宅地建物取引業法の規定に基づく宅地建物取引士資格試験の
実施

⑥ 銃砲刀剣類所持等取締法の規定に基づく許可証の書換え
・施行日：令和４年４月１日（一部は公布の日）

２．技能検定試験の実技試験の実施に係る手数料について、その額を
減じる対象となる者の範囲の見直し
・施行日：令和４年４月１日

３．道路交通法施行令の一部改正に伴う運転免許関係事務に係る手数
料の額の改定等
・施行日：令和４年５月１３日

４．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４年４月１日

５．畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律の施行に伴う畜舎建
築利用計画の認定の申請に対する審査に係る手数料の額等の設定
・施行日：令和４年４月１日

６．防犯・交通関係事務に係る手数料の額の改定
・施行日：令和４年５月１３日
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４．その他案件 １３件

議案第６１号 令和４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 １，１１３，１５２千円

議案第６２号 令和３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 ▲２６，３７６千円

議案第６３号 包括外部監査契約の締結について （財政課）

令和４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６４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：２名

議案第６５号 訴訟の提起について （＜教＞生涯学習課）

和歌山県教育委員会が所管す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：１７名

議案第６６号 調停の成立について （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係る特定調停事件において、調停
を成立させることについて、議会の議決を求めるもの

議案第６７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６８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６９号 権利の放棄について （福祉保健総務課）

生活保護法に基づく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７０号 工事委託契約の締結について （河川課）
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工 事 名：一級河川佐川河川改修事業に伴う西川樋門改築工事
契 約 金 額：９２４，１７６，０００円
契約の相手方：国土交通省近畿地方整備局
契約の方法：随意契約

議案第７１号 工事請負契約の締結について （公共建築課）

工 事 名：南紀・はまゆう統合支援学校（仮称）校舎２期（南棟）
建築工事

契 約 金 額：１，６１５，９００，０００円
契約の相手方：株式会社小池組
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：１，６３４，６００，０００円（落札率９８.８％）

議案第７２号 工事請負変更契約の締結について （道路建設課）

工 事 名：海南金屋線（仮称鏡石トンネル）道路改良工事
元契約金額：５，８８６，０６０，５００円
変更契約金額：６，６１６，６５７，４００円

議案第７３号 工事委託変更契約の締結について （河川課）

工 事 名：阪和線紀伊中ノ島・和歌山間大門川橋りょう外２橋護岸
改修

元契約金額：７９０，６６８，０００円
変更契約金額：７４５，３３８，２０７円

５．専決処分報告 ２件

報第 １ 号 令和３年度和歌山県一般会計補正予算
＜令和３年１２月２７日専決＞

○補正額 １,０５２,７００千円
（補正前予算総額 ６９３,５３６,８１５千円 →
補正後予算総額 ６９４,５８９,５１５千円）

報第 ２ 号 令和３年度和歌山県一般会計補正予算
（繰越明許費含む）

＜令和４年２月３日専決＞

○補正額 ５，６２０，０６２千円
（補正前予算総額 ６９４,５８９,５１５千円 →
補正後予算総額 ７００,２０９,５７７千円）

６．委任専決報告 １０件

諸報第 １ 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４年２月２日専決＞

環境生活部 １件 １９４，８３４円
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事故発生日：令和３年７月１４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
＜令和４年２月２日専決＞

県土整備部 １件 ７５１，００２円
事故発生日：令和３年８月５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４年２月３日専決＞

警察本部 １件 ３５２，５０３円
事故発生日：令和３年８月３０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４年２月３日専決＞

警察本部 １件 ２５，８５０円
事故発生日：令和３年９月１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４年２月３日専決＞

警察本部 １件 ４１５，１０７円
事故発生日：令和３年１０月３日

諸報第 ６ 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４年２月３日専決＞

警察本部 １件 ４，４００円
事故発生日：令和３年１１月１５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４年２月３日専決＞

警察本部 １件 ４８５，６６８円
事故発生日：令和３年１１月１９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４年２月３日専決＞

警察本部 １件 ２８９，８６０円
事故発生日：令和４年１月１２日

諸報第 ９ 号 県立高等学校の部活動において発生した事故に伴う損害賠償の額について
＜令和４年２月８日専決＞

教育委員会 １件 ２，４３８，００７円
事故発生日：令和２年１２月から令和３年７月までの間

諸報第１０号 県立高等学校の部活動において発生した事故に伴う損害賠償の額について
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＜令和４年２月８日専決＞

教育委員会 １件 ８４２，１０８円
事故発生日：令和３年６月２日


