
○開会日提出分（２月１２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 佐賀県職員の損害
賠償責任の一部免
責に関する条例
（案）

人事課 【内容】
　職員の賠償責任を見直すため地方自治法が改正された
ことを踏まえ、職員の県に対する損害賠償責任につい
て、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない
場合の賠償責任額の上限を定めるもの

〇賠償責任額上限：基準給与年額に以下の数を乗じた額
（政令による基準を参酌して設定）
 知事:６     副知事,教育長等:４
 人事委員,労働委員等:２    　一般職員:１

【施行期日】令和2年4月1日

乙第２号議案 佐賀県職員の服務
の宣誓に関する条
例等の一部を改正
する条例（案）

人事課 【内容】
　会計年度任用職員制度について、以下のとおり定める
もの
〔改正内容〕
・服務の宣誓の取扱いについて定める
・休職期間中の報酬を不支給とする
・日額・時間額報酬の者の期末手当基礎額の取扱を定め
る
・公務災害補償における補償基礎額を定める　等

【施行期日】令和2年4月1日

乙第３号議案 佐賀県職員の退職
手当に関する条例
の一部を改正する
条例（案）

人事課 【内容】
  県立総合看護学院が廃止され、（地独）佐賀県医療セ
ンター好生館が看護学院を運営することに伴い、県を退
職し引き続き好生館に採用される職員については退職手
当を支給しないこととし、好生館において県の在職期間
を通算するようにするもの

【施行期日】規則で定める日（令和2年3月31日予定）

乙第４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】
① 航空機（消防防災ヘリ）に搭乗して行う業務が新た
に発生することに伴い、「航空機搭乗作業手当」を新設
するもの
　・金額上限：1時間当たり2,300円
② CSF（豚熱）のまん延防止のために行う、野生いのし
しの死体の運搬や埋却、野生いのしし捕獲現場等の消毒
作業についても、防疫等作業手当の対象とするもの
　・金額上限：日額290円
③ 警務作業手当のうち爆発物処理等作業の手当額を、
他県の支給額を考慮して改定するもの
　・金額上限：1件又は作業1日につき4,600円→5,200円
④ 県立総合看護学院の廃止に伴い、教務手当の対象と
なる勤務先から同学院を削るもの

【施行期日】①③：令和2年4月1日　　②：公布の日
　　　　　④：規則で定める日（令和2年4月1日予定）

予算外議案の概要（令和２年２月定例県議会）



議案番号 議　案　名 課　名 説　　　明

乙第５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】
① 令和元年人事委員会報告に基づく検討により、夏季
休暇の取得日数を3日から5日に改めるとともに、取得期
間を1か月延長し、7月から10月までとするもの
② 週休日に勤務を命ずる場合の勤務時間の割振り変更
の単位について、４時間から２、４又は６時間に弾力化
するもの

【施行期日】①：令和2年4月1日
　　　　　　②：規則で定める日

乙第６号議案 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
条例の一部を改正
する条例（案）

人事課 【内容】
　法改正により、公立社会教育機関について、条例によ
り地方公共団体の長が所管できることとなったことに伴
い、以下の施設を知事の所管とするもの（※現在は、教
育委員会からの委任等により知事部局で管理している）

・図書館　・博物館　・美術館　・九州陶磁文化館
・名護屋城博物館　　・佐賀城本丸歴史館

【施行期日】令和2年4月1日

乙第７号議案 佐賀県部設置条例
の一部を改正する
条例（案）

人事課 【内容】
・統計に関する事務を政策部所管とするもの
・市町その他の地方公共団体の行政一般に関する事務を
総務部所管とするもの

【施行期日】令和2年4月1日

乙第８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 高圧ガス容器検査の対象に、「圧縮水素自動車燃料
装置用容器」を追加
② 調理師試験手数料の改定（6,100円→6,400円）
③ 毒物・劇物の原体製造等を行う事業者の登録手数料
の設定
④ 家畜注射の手数料に「CSF（豚熱）」を追加(300円)
　　等

【施行期日】①②③:令和2年4月1日　④:公布の日

乙第９号議案 佐賀県事務処理の
特例に関する条例
の一部を改正する
条例（案）

市町支援課 【内容】
　浄化槽法の改正に伴い新たに追加された事務を、関連
する権限移譲事務に追加するもの
（追加事務）
〇浄化槽の使用休止・再開の届出の受理
〇浄化槽設置計画（及び変更計画）の協議の受付

【施行期日】令和2年4月1日

乙第10号議案 佐賀県監査委員条
例の一部を改正す
る条例（案）

監査委員事
務局

【内容】
　地方自治法が改正され、内部統制に関する規定が設け
られたことに伴い、長が議会に提出する内部統制体制に
ついて評価した報告書に対する監査委員の審査の処理期
限（審査に付された日から60日以内）を定めるもの

【施行期日】令和2年4月1日



議案番号 議　案　名 課　名 説　　　明

乙第11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】
　「職員の勤務時間、休暇等に関する条例」の改正によ
り、週休日に勤務を命ずる場合の勤務時間の割振り変更
の単位が弾力化されることに伴い、部活動指導業務又は
入学試験に係る業務に対し支給される教員特殊業務手当
について、正規勤務時間が４時間以下となった場合の業
務についても同手当の支給対象とするもの

【施行期日】「職員の勤務時間、休暇等に関する条例」
の改正のうち、勤務時間割振り変更の施行日

乙第12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】
　教職員の定数を、令和２年度の定数に合わせて改める
もの
・県立学校職員3,228人→ 3,191人（▲37人）
・市町立学校県費負担教職員5,778人→ 5,837人
　（+59人）

【施行期日】令和2年4月1日

乙第13号議案 佐賀県義務教育諸
学校等の教育職員
の給与等に関する
特別措置条例の一
部を改正する条例
（案）

教職員課 【内容】
　学校における働き方改革を進めるため、教育職員の服
務監督を行う教育委員会が、教育職員の業務量の管理や
健康確保を図るための措置を講ずることとするもの

【施行期日）令和2年4月1日

乙第14号議案 特定非営利活動促
進法施行条例の一
部を改正する条例
（案）

県民協働課 【内容】
　「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する
法律」の改正に伴い、引用している法律名及び条項を改
めるもの

【施行期日】公布の日

乙第15号議案 佐賀県土砂等の埋
立て等による土壌
の汚染及び災害の
発生の防止に関す
る条例（案）

循環型社会
推進課

　土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び土砂等の崩落
による災害の発生を未然に防止するために、事業者への
立入検査や命令、罰則等必要な規定を設けるもの
〔規定内容〕
・3,000㎡以上の土砂等の埋立て・盛土等には、原則、
知事の許可を必要とする。
・必要に応じ土壌検査や水質検査を実施等
・以下の内容を規則に委任
　①許可が不要な場合（高さ１ｍ未満等を予定）
　②土砂の崩落・流出防止のための、盛土高やのり面の
基準

【施行期日】令和2年10月1日

乙第16号議案 佐賀県社会福祉法
施行条例の一部を
改正する条例
（案）

福祉課 【内容】
　社会福祉法の改正に伴い、生活困窮者が利用する「無
料低額宿泊所」について、省令で定める基準をもとに、
本県条例で設備及び運営に関する基準を定めるもの
〔規定内容〕
・職員数の基準、職員資格要件（暴力団関係者排除）
・設備基準　　・運営上必要な事項（災害対策） 等

【施行期日】令和2年4月1日



議案番号 議　案　名 課　名 説　　　明

乙第17号議案 佐賀県介護保険法
施行条例等の一部
を改正する条例
（案）

福祉課 【内容】
　健康福祉部所管の10条例に規定する手数料について、
災害その他の事由により必要と認められる場合は、すで
に納付された手数料を還付できることとするもの

【施行期日】公布の日

乙第18号議案 地方独立行政法人
佐賀県医療セン
ター好生館の役員
等の損害賠償責任
の一部免責に関す
る条例（案）

医務課 【内容】
　地方独立行政法人の理事長その他の役員等の賠償責任
を見直すため地独法改正が行われたことを踏まえ、（地
独）佐賀県医療センター好生館の理事長等の同法人に対
する損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意
でかつ重大な過失がない場合の賠償責任額の上限を定め
るもの

〇賠償責任額上限：基準報酬年額に以下の数を乗じた額
（政令による基準を参酌して設定）
　理事長,副理事長：６　　 理事：４
　監事、会計監査人:２

【施行期日】令和2年4月1日

乙第19号議案 佐賀県立総合看護
学院条例を廃止す
る条例（案）

医務課 【内容】
　県立総合看護学院が廃止され、（地独）佐賀県医療セ
ンター好生館が看護学院を運営することに伴い、佐賀県
立総合看護学院条例を廃止するもの

【施行期日】規則で定める日（令和2年4月1日予定）

乙第20号議案 佐賀県後期高齢者
医療財政安定化基
金条例の一部を改
正する条例（案）

国民健康保
険課

【内容】
　現在の基金運営状況に鑑み、基金への拠出額算定に用
いる率を、現行の「10万分の40」から「0」に改めるも
の（拠出率は2年ごとに見直し）

【施行期日】令和2年4月1日

乙第21号議案 佐賀県危険な薬物
から県民の命とく
らしを守る条例及
び佐賀県青少年健
全育成条例の一部
を改正する条例
（案）

薬務課 【内容】
　法改正に伴う語句の変更（覚せい剤→覚醒剤）に伴
い、関係条例について語句の改正を行うもの

【施行期日】法施行日（令和2年4月1日予定）

乙第22号議案 佐賀県食品衛生条
例の一部を改正す
る条例（案）

生活衛生課 【内容】
　従来各県条例に委ねられていた衛生管理の基準を法令
で規定することで、地方自治体による運用を平準化する
法改正が行われたことに伴い、本県条例で定めている同
基準の規定を削るもの

※現行条例上の「公衆衛生上講ずべき措置」
　施設や食品取扱設備の衛生管理、鼠・昆虫対策廃棄物
の取扱い、使用水の管理等

【施行期日】令和2年6月1日（法施行日）

乙第23号議案 佐賀県動物の愛護
及び管理に関する
条例の一部を改正
する条例（案）

生活衛生課 【内容】
　動物愛護管理法の改正により、動物の不適切な取扱い
への対応を強化するため動物愛護管理担当職員（※獣医
師など専門知識を有する者）の都道府県配置が義務付け
られたことに伴い、同職員の配置規定を設けるともに、
引用条項を改めるもの

【施行期日】令和2年6月1日（法施行日）



議案番号 議　案　名 課　名 説　　　明

乙第24号議案 佐賀県職業能力開
発促進法施行条例
の一部を改正する
条例（案）

産業人材課 【内容】
　産業労働部所管の1条例に規定する手数料について、
災害その他の事由により必要と認められる場合は、すで
に納付された手数料を還付できることとするもの

【施行期日】公布の日

乙第25号議案 家畜保健衛生所設
置条例等の一部を
改正する条例
（案）

畜産課 【内容】
　農林水産部所管の4条例に規定する手数料について、
災害その他の事由により必要と認められる場合は、すで
に納付された手数料を還付できることとするもの

【施行期日】公布の日

乙第26号議案 佐賀県屋外広告物
条例等の一部を改
正する条例（案）

県土企画課 【内容】
　県土整備部所管の3条例に規定する手数料等につい
て、災害その他の事由により必要と認められる場合は、
すでに納付された手数料を還付できることとするもの

【施行期日】公布の日

乙第27号議案 佐賀県浄化槽保守
点検業者の登録に
関する条例の一部
を改正する条例
（案）

下水道課 【内容】
　浄化槽法が改正され、浄化槽の技術高度化に伴う新た
な知識や技術の習得を進めるため、浄化槽保守点検業者
に当該営業所の浄化槽管理士に対する研修機会の確保が
義務付けられたことに伴い、研修実施に関し必要な規定
を設けるもの

【施行期日】令和2年4月1日

乙第28号議案 佐賀県営住宅条例
の一部を改正する
条例（案）

建築住宅課 【内容】
　民法の法定利率の改定（５％→３％）により公営住宅
法が改正され、公営住宅の不正入居者に対する明渡請求
時の徴収金計算に際し用いる利息が改められたことに伴
い、法改正に準じて所要の改正を行うもの

【施行期日】令和2年4月1日

乙第32号議案 佐賀県県税条例等の
一部を改正する条例
（案）

税政課 【内容】令和２年度税制改正への対応を行う。
 （主な内容は以下のとおり。）
(1)　個人県民税の改正
　婚姻歴の有無や性別に関わらず、生計を一にする子を
有する単身者について、「ひとり親控除」（控除額30万
円）を適用することとした。
(2)　電気供給業に係る法人事業税の改正
　発電・小売電気事業に係る収入金額による外形標準課
税について、付加価値額及び資本金等の額による外形標
準課税を組み入れるとともに、税率を見直すこととし
た。
(3)　県たばこ税の改正
　重量比例課税が適用されている１本当たりの重量が１
グラム未満の軽量な葉巻たばこについて、葉巻たばこ1
本を紙巻たばこ１本相当とする本数課税方式へ段階的に
見直すこととした。
　
【施行期日】上記の事項については、規則で定める日
（地方税法の改正案が国会審議中のため）



＜条例外議案＞

議案番号 議　案　名 課　名 説　　　明

乙第29号議案 行政不服審査会の
事務の受託の廃止
について

市町支援課 　西佐賀水道企業団が令和２年３月31日をもって解散す
ることに伴い、県が受託している行政不服審査会に関す
る事務を廃止するもの

乙第30号議案 包括外部監査契約
の締結について

人事課 　令和２年度の包括外部監査の契約を締結するもの
　契約額　上限13,526千円

乙第31号議案 ＳＡＧＡサンライ
ズパークの管理に
ついて

ＳＡＧＡサ
ンライズ
パーク整備
推進課

　指定期間の満了に伴い、ＳＡＧＡサンライズパークの
管理運営のための管理者を新たに指定するもの
　指定管理者　ＳＡＧＡサンシャインフォレストグループ
　期　　 間　令和２年10月１日から令和13年３月31日



○開会日提出分（２月１９日送付分）・・・２月補正関係

＜条例外議案＞

議案番号 議　案　名 課　名 説　　　明

乙第33号議案 県事業に対する市
町の負担について

財政課 　佐賀県が行う建設事業に対する令和元年度の市町の負
担額を変更するもの
・農業農村基盤整備交付金事業
・街路整備交付金事業
・公園整備交付金事業　等

乙第34号議案 県営土地改良事業
に対する市町の負
担について

農地整備課
農山漁村課

　佐賀県が行う土地改良事業に対する令和元年度の市町
の負担額を定め、一部を変更するもの
・県営土地改良施設突発事故復旧事業
・県営経営体育成基盤整備事業
・県営クリーク防災機能保全対策事業　等

乙第35号議案 独立行政法人鉄道建
設・運輸施設整備支
援機構事業に対する
市町の負担について

交通政策課 　九州新幹線西九州ルートの建設工事に対する令和元年
度の武雄市及び嬉野市の負担額を定めるもの

乙第36号議案 佐賀県立点字図書
館の管理について

障害福祉課 　指定期間の満了に伴い、点字図書館の管理運営のため
の管理者を指定するもの
・指定管理者　社会福祉法人 佐賀ライトハウス
・期　　　間　令和２年４月１日から令和４年３月31日

乙第37号議案 請負契約の変更に
ついて

ＳＡＧＡサ
ンライズ
パーク整備
推進課

　ＳＡＧＡアクア50Ｍ水泳場新築工事の請負契約を変更
するもの
・工事位置　佐賀市
・請負金額（変更前）5,593,500千円
 　　　　 （変更後）5,573,616千円
 〔変更理由〕
　「公共事業に使用する設計労務単価改定に伴う特例措
置」に基づき、設計労務単価を変更したことによる増、
及び新築建築物と干渉しない既存杭を残置したことによ
る杭撤去本数の減等による減額

乙第38号議案 請負契約の変更に
ついて

ＳＡＧＡサ
ンライズ
パーク整備
推進課

　ＳＡＧＡアクア飛込プール等新築工事の請負契約を変
更するもの
・工事位置　佐賀市
・請負金額（変更前）1,758,900千円
　　　　　（変更後）1,763,519千円
〔変更理由〕
　「公共事業に使用する設計労務単価改定に伴う特例措
置」に基づき、設計労務単価を変更したことによる増額

乙第39号議案 請負契約の変更に
ついて

ＳＡＧＡサ
ンライズ
パーク整備
推進課

　ＳＡＧＡアクア50Ｍ水泳場等新築電気設備工事の請負
契約を変更するもの
・工事位置　佐賀市
・請負金額（変更前）1,615,900千円
　　　　　（変更後）1,629,913千円
〔変更理由〕
　「公共事業に使用する設計労務単価改定に伴う特例措
置」に基づき、設計労務単価を変更したことによる増額

予算外議案の概要（令和２年２月定例県議会）



議案番号 議　案　名 課　名 説　　　明

乙第40号議案 請負契約の変更に
ついて

ＳＡＧＡサ
ンライズ
パーク整備
推進課

　ＳＡＧＡアクア50Ｍ水泳場等新築機械設備工事の請負
契約を変更するもの
・工事位置　佐賀市
・請負金額（変更前）2,194,500千円
　　　　　（変更後）2,219,610千円
〔変更理由〕
　「公共事業に使用する設計労務単価改定に伴う特例措
置」に基づき、設計労務単価を変更したことによる増額

乙第41号議案 県有財産の取得に
ついて

ＳＡＧＡサ
ンライズ
パーク整備
推進課

　ＳＡＧＡアクア水泳場の新築に伴い、県有財産を取得
するもの
・物件　水泳場競技システム
　　　（スターティングブロック、タッチプレート等）
・取得価格　70,400千円
・相手方　セイコータイムシステム株式会社九州営業所

乙第42号議案 県有財産の取得に
ついて

ＳＡＧＡサ
ンライズ
パーク整備
推進課

　ＳＡＧＡアクア水泳場の新築の伴い、県有財産を取得
するもの
・物件　水泳場用備品
　　（ダイビングボード、着脱バンク、背泳用標識等）
・取得価格　88,000千円
・相手方　有限会社佐嘉スポーツ

乙第43号議案 県有財産の処分の
変更について

企業立地課 　発電事業施設用地としての県有財産の処分（平成26年
10月3日議決）を変更し、変更で生じる土地（100,157
㎡）を取得するもの
・所 在 地　伊万里市黒川町（七ツ島工業団地）
・物件　土地（変更前）153,904㎡
　　　　　　（変更後） 49,998㎡
・売 却 額　（変更前）2,216,217千円
　　　　　　（変更後）　719,971千円
・相手方　株式会社伊万里グリーンパワー
〔変更理由〕
　発電事業者の事業計画の変更（発電所２基を１基に集
約）による処分面積及び売却額の変更

乙第44号議案 請負契約について ＳＡＧＡサ
ンライズ
パーク整備
推進課

　ＳＡＧＡアリーナ新築工事の請負契約を締結するもの
・工事位置　佐賀市
・請負金額　21,450,000千円
・請 負 人　戸田・松尾・中野・上滝建設共同企業体

乙第45号議案 請負契約について ＳＡＧＡサ
ンライズ
パーク整備
推進課

　ＳＡＧＡアリーナ新築電気設備工事の請負契約を締結
するもの
・工事位置　佐賀市
・請負金額　1,761,980千円
・請 負 人　日本電設・佐電工・有明電設建設共同企業体

乙第46号議案 請負契約について ＳＡＧＡサ
ンライズ
パーク整備
推進課

　ＳＡＧＡアリーナ新築機械設備工事の請負契約を締結
するもの
・工事位置　佐賀市
・請負金額　2,582,800千円
・請 負 人　高砂・栄城・松尾特定建設工事共同企業体


