
○開会日提出分（２月５日送付分）

＜条例議案＞

議案番号 議　案　名 課　名 説　　　明

乙第1号議案 文化行政の推進体
制の整備を図るた
めの関係条例の整
備に関する条例
（案）

人事課 【内容】
　文化財の保存、活用を含む文化行政の一体的な推進体
制の整備を図るため、教育委員会が所掌する文化財の保
護に関する事務を、知事が管理・執行するため、関係条
例を改正するもの
　①地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく
　事務の所管に関する条例の改正
　　→文化財の保護に関する事務を知事が管理・執行す
　　る。
　②佐賀県職員定数条例の改正
　　→職員定数について、知事部局を増やし、教育委員
　　会を減ずる。
　③佐賀県部設置条例など３条例について、所要の改正
【施行期日】　平成31年４月１日

乙第2号議案 佐賀県職員特殊勤
務手当支給条例の
一部を改正する条
例(案)

人事課 【内容】
　農業大学校等において勤務する職員で新設された研究
支援の職（農業）にあるものが、現場における実習指導
に従事した場合に教務手当を支給するもの
【施行期日】　平成31年４月１日

乙第3号議案 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（案）

人事課 【内容】
　正規の勤務時間以外の時間における勤務に係る規定を
整備するとともに、早出遅出勤務の対象となる職員の範
囲を拡大するもの
【施行期日】　平成31年４月１日

乙第4号議案 佐賀県手数料条例
の一部を改正する
条例（案）

財政課 【内容】
  ①消費税率の改定等に伴い、「佐賀県環境センター水
　質関係試験検査手数料」など17項目の手数料の額を改
　定するもの
　②所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置
　法に基づく「土地使用権等取得裁定申請手数料」など
　２項目の手数料を新設するもの
【施行期日】　平成31年10月１日
　　　　　　　（②は同年6月1日施行）

乙第5号議案 佐賀県行政財産使
用料条例の一部を
改正する条例
（案）

資産活用課 【内容】
　消費税率の改定等に伴い、行政財産の使用に係る使用
料の額を改定するもの
【施行期日】　平成31年10月１日

乙第6号議案 佐賀県地域づくり
基金条例の一部を
改正する条例
（案）

さが創生推
進課

【内容】
　基金の活用方法を果実運用型から取崩し型に変更する
ため、所要の改正を行うもの
【施行期日】　平成31年４月１日

乙第7号議案 佐賀県佐賀空港条
例等の一部を改正
する条例（案）

さが創生推
進課

【内容】
　消費税率の改定等に伴い、佐賀県佐賀空港条例など５
条例の使用料の額を改定等するもの
【施行期日】　平成31年10月１日

乙第8号議案 住民基本台帳法施
行条例の一部を改
正する条例（案）

市町支援課 【内容】
　土地改良法の改正に伴い、引用条項を改めるもの
【施行期日】　平成31年４月１日

予算外議案等の概要（平成３１年２月定例県議会）



議案番号 議　案　名 課　名 説　　　明

乙第9号議案 ＳＡＧＡサンライ
ズパーク条例
（案）

スポーツ課 【内容】
　本県のスポーツ・文化の振興、県民の健康で文化的な
生活の向上等を図り、県民が躍動する活力に満ちた佐賀
県の実現に寄与するため、ＳＡＧＡサンライズパークを
設置するもの
※附則で、佐賀県総合運動場条例及び佐賀県総合体育館
条例を廃止
【施行期日】　平成31年６月１日

乙第10号議案佐賀県公立学校職
員特殊勤務手当及
びへき地手当支給
条例の一部を改正
する条例（案）

教職員課 【内容】
　義務教育費国庫負担金の算定方法の見直しに伴い、教
員特殊業務手当の額を改定するもの
  ・部活動指導業務　3,600円以内（土日４時間）
　　　　　　　　　　→　2,700円以内（土日３時間）
【施行期日】　平成31年４月１日

乙第11号議案佐賀県立学校職員
及び佐賀県市町立
学校県費負担教職
員定数条例の一部
を改正する条例
（案）

教職員課 【内容】
　公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関
する法律の規定及び公立義務教育諸学校の学級編制及び
教職員定数の標準に関する法律の規定に基づき、教職員
定数を改正するもの
　①県立学校職員　　　　　　　3,288人→3,228人
　②市町立学校県費負担教職員　5,688人→5,778人
【施行期日】 平成31年４月１日

乙第12号議案佐賀県福祉のまち
づくり条例の一部
を改正する条例
（案）

県民協働課 【内容】
　障害者等が安全かつ円滑に利用するために必要な基準
に適合する公共的施設（道路及び公園等を除く。）に対
する適合証の交付、検査等の事務を佐賀市に移譲するも
の
【施行期日】　平成31年４月１日

乙第13号議案佐賀県立図書館施
設使用料条例を廃
止する条例（案）

まなび課 【内容】
　図書館機能のより一層の充実を図るため、展示ホール
を常設の企画展の開催に、会議室を図書館の事業や行事
に活用するため、これらの施設を廃止することに伴い、
その使用料を定める本条例を廃止するもの
【施行期日】　平成31年４月１日

乙第14号議案佐賀県介護保険法
施行条例の一部を
改正する条例
（案）

長寿社会課 【内容】
　試験問題作成事務に係る委託単価の引上げに伴い、ケ
アマネージャーの実務研修の受講者を選定する試験手数
料の額を改定するもの　（8,700円　→　9,800円）
【施行期日】　平成31年４月１日

乙第15号議案佐賀県公衆浴場に
関する条例の一部
を改正する条例
（案）

生活衛生課 【内容】
　いわゆる家族風呂のみからなる公衆浴場を設置する場
合、浴室等は男女別でなければならないという措置基準
を適用しないこととするもの
【施行期日】　平成31年４月１日

乙第16号議案佐賀県衛生薬業セ
ンター手数料及び
使用料条例及び佐
賀県と畜場に関す
る条例の一部を改
正する条例（案）

生活衛生課 【内容】
　消費税率の改定等に伴い、佐賀県衛生薬業センター手
数料及び使用料条例など２条例の手数料の額等を改定す
るもの
【施行期日】　平成31年10月１日

乙第17号議案佐賀県安心こども
基金条例の一部を
改正する条例
（案）

こども未来
課

【内容】
　国の安心こども基金管理運営要領で定められた事業実
施期限の延長に伴い、基金の設置期間を延長するもの
　（平成32年6月30日→平成33年6月30日）
【施行期日】　公布の日



議案番号 議　案　名 課　名 説　　　明

乙第18号議案佐賀県東部工業用
水道の使用に関す
る条例及び佐賀県
工鉱業試験手数料
及び使用料条例の
一部を改正する条
例（案）

産業企画課 【内容】
　消費税率の改定等に伴い、佐賀県東部工業用水道の使
用に関する条例など２条例の手数料の額を改定等するも
の
【施行期日】　平成31年10月１日

乙第19号議案佐賀県中小企業融
資に係る事業再生
のための措置に関
する条例の一部を
改正する条例
（案）

経営支援課 【内容】
　産業競争力強化法の改正に伴い、引用条項を改めるも
の
【施行期日】　公布の日

乙第20号議案佐賀県立有田窯業
大学校条例を廃止
する条例（案）

経営支援課 【内容】
　佐賀県立有田窯業大学校を廃止するもの
【施行期日】　平成31年4月1日

乙第21号議案佐賀県家畜人工授
精料等徴収条例等
の一部を改正する
条例（案）

農政企画課 【内容】
　消費税率の改定等に伴い、佐賀県家畜人工授精料等徴
収条例など３条例の手数料の額を改定等するもの
【施行期日】　平成31年10月１日

乙第22号議案家畜保健衛生所設
置条例の一部を改
正する条例（案）

畜産課 【内容】
　手数料の算定に用いる国（農林水産省）の基準が新た
に定められたことに伴い所要の改正を行うもの
【施行期日】　公布の日

乙第23号議案佐賀県道路占用料
条例等の一部を改
正する条例（案）

県土企画課 【内容】
　①消費税率の改定等に伴い、佐賀県道路占用料条例な
　ど７条例の占用料等の額を改定等するもの
　②建築基準法の改正に伴い、新設された建築許可等に
　係る事務について手数料を定めるもの
　　・建築審査会の同意が不要となった建築物の特例許
　　可の申請に係る事務　など
【施行期日】　平成31年10月１日
　　　　　　　（②は改正法施行日の施行）

＜条例外議案＞

議案番号 議　案　名 課　名 説　　　明

乙第24号議案国営土地改良事業
に対する市町の負
担について

農地整備課 　土地改良法第90条第10項の規定に基づき、国営土地改
良事業に対する平成31年度の市町の負担額を定めるもの

乙第25号議案包括外部監査契約
の締結について

人事課 　地方自治法第252条の36の規定に基づき、平成31年度
の包括外部監査契約を締結するもの

＜報告事項＞

課　名 概　　　要

政策課 　佐賀県行政に係る基本的な計画の策定等を議会の議決
事件とする条例第4条第1項に基づき、現在策定を進めて
いる次期総合計画の概要報告

農政企画課 　佐賀県行政に係る基本的な計画の策定等を議会の議決
事件とする条例第4条第1項に基づき、現在策定を進めて
いる次期「食」と「農」の振興計画の概要報告

事　項　名

「－佐賀県総合計画2019－人を
大切に、世界に誇れる佐賀づく
りプラン」（仮称）の立案過程
における概要報告

佐賀県「食」と「農」の振興計
画2019（仮称）の立案過程にお
ける概要報告


