
○開会日提出分

＜条例議案＞

議案番号 議　案　名 課　名 説　　　明

乙第76号議案 佐賀県職員給与条例等
の一部を改正する条例
（案）

人事課 【内容】
　令和2年10月23日の人事委員会勧告等に鑑み、期末勤勉手
当の支給割合を改定する。
　・現　行　4.50月分
　・改正案　4.45月分（▲0.05月）

【施行期日】　令和2年12月1日

乙第77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】
  児童相談所で業務に従事する職員の社会福祉業務手当の
上限額を引き上げる。
　・現　行　600円/日
　・改正案　950円/日

【施行期日】　公布の日
乙第78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】
　家畜人工授精所の開設の許可証に関し、以下の手数料額
を定める。
　・開設許可証の書換交付　1,700円
　・開設許可証の再交付　　1,700円

【施行期日】　公布の日

乙第79号議案 佐賀県県税条例の一部
を改正する条例の一部
を改正する条例（案）

税政課 【内容】
　新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントの中
止等を行った主催者に寄附をした場合の寄附金税額控除の
対象となる寄附金が支出された期間を改める。
　・現　行　令和3年1月31日まで
　・改定案　令和3年1月29日まで

【施行期日】　公布の日

乙第80号議案 佐賀県公立学校職員給
与条例の一部を改正す
る条例（案）

教職員課 【内容】
　令和2年10月23日の人事委員会勧告に鑑み、期末勤勉手当
の支給割合を改定する。
　・現　行　4.50月分
　・改正案　4.45月分（▲0.05月）

【施行期日】　令和2年12月1日

乙第81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】
①食品衛生法改正による食品営業許可制度の見直しに伴
い、許可・登録に係る規定を削る。（※許可要件は法律で
規定）
②営業の施設の基準を、省令の基準を参酌した上で定め
る。
③食品営業許可の業種区分の再編に対応した手数料を定め
る。

【施行期日】　令和3年6月1日（改正法の施行日）

乙第82号議案 佐賀県立博物館及び佐
賀県立美術館の使用料
に関する条例等の一部
を改正する条例（案）

文化課 【内容】
　博物館や美術館等の観覧料の免除対象に、難病患者を追
加する。
（対象施設）
　県立博物館・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】　公布の日

予算外議案等の概要（令和２年１１月定例県議会）



議案番号 議　案　名 課　名 説　　　明

乙第83号議案 佐賀県国民スポーツ大
会・全国障害者スポー
ツ大会運営基金条例の
一部を改正する条例
（案）

ＳＡＧＡ２
０２４総務
企画課

【内容】
　国スポの延期に伴い、運営基金の存続期間を１年延長す
る。
　・現　行　令和6年3月31日まで
　・改正案　令和7年3月31日まで

【施行期日】　公布の日

＜条例外議案＞

議案番号 議　案　名 課　名 説　　　明

乙第84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２年度の市町の負担
額を一部変更するもの
　・県営中山間地域総合整備事業
　・農村地域防災減災事業

乙第85号議案 県営土地改良事業に対
する市町の負担につい
て

農山漁村課
農地整備課

　佐賀県が行う土地改良事業に対する令和２年度の市町の
負担額を一部変更するもの
　・県営ため池等整備事業
　・県営クリーク防災機能保全対策事業
　・県営中山間地域総合整備事業

乙第86号議案 当せん金付証票の発売
について

財政課 　佐賀県内の宝くじ売り場で発売する令和３年度の宝くじ
の発売限度額を80億円と定めるもの

乙第87号議案 地方独立行政法人佐賀
県医療センター好生館
第３期中期目標の変更
について

医務課 　地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館の第３期中
期目標を変更するもの

乙第88号議案 車両損傷事故による損
害賠償について

循環型社会
推進課

　廃棄物の監視指導業務従事中に、駐車されていた車両の
ドア部分に接触したことにより、相手方に与えた損害を和
解により賠償するもの
　・損害賠償金　　73千円

乙第89号議案 権利の放棄について 港湾課 　唐津港の土地貸付収入に係る債権を放棄するもの
　・件　　数　１件
　・放棄理由　消滅時効の経過により債権回収が不能で
　　　　　　　あるため

乙第90号議案 権利の放棄について 産業政策課 　中小企業近代化資金及び高度化資金貸付金に係る債権を
放棄するもの
　・件　　数　３件
　・放棄理由　破産法による免責、消滅時効の経過により
　　　　　　　債権回収が不能であるため

乙第91号議案 権利の放棄について 生産者支援
課

　林業改善資金貸付金に係る権利を放棄するもの
　・件　　数　１件
　・放棄理由　破産法による免責、相続放棄により債権
　　　　　　　回収が不能であるため

乙第92号議案 住ノ江港緑地の管理に
ついて

港湾課 　指定期間の満了に伴い、住ノ江港緑地の管理運営のため
の管理者を指定するもの
　・指定管理者　小城市
　・期　　　間　令和３年４月１日から令和８年３月31日

乙第93号議案 伊万里人工海浜公園の
管理について

港湾課 　指定期間の満了に伴い、伊万里人工海浜公園の管理運営
のための管理者を指定するもの
　・指定管理者　伊万里市
　・期　　　間　令和３年４月１日から令和８年３月31日



議案番号 議　案　名 課　名 説　　　明

乙第94号議案 太良人工海浜公園の管
理について

港湾課 　指定期間の満了に伴い、太良人工海浜公園の管理運営の
ための管理者を指定するもの
　・指定管理者　太良町
　・期　　　間　令和３年４月１日から令和８年３月31日

乙第95号議案 佐賀県波戸岬海浜公園
の管理について

有明海再
生・自然環
境課

　指定期間の満了に伴い、佐賀県波戸岬海浜公園の管理運
営のための管理者を指定するもの
　・指定管理者　株式会社VILLAGE INC
　・期　　　間　令和３年４月１日から令和６年３月31日

乙第96号議案 佐賀県在宅生活サポー
トセンターの管理につ
いて

長寿社会課 　指定期間の満了に伴い、佐賀県在宅生活サポートセン
ターの管理運営のための管理者を指定するもの
　・指定管理者　作業療法・介護福祉佐賀県在宅
　　　　　　　　サポートセンター共同事業体
　・期　　　間　令和３年４月１日から令和８年３月31日

乙第97号議案 佐賀県立男女共同参画
センター及び佐賀県立
生涯学習センターの管
理について

男女参画・
女性の活躍
推進課

　指定期間の満了に伴い、佐賀県立男女共同参画センター
及び佐賀県立生涯学習センターの管理運営のための管理者
を指定するもの
　・指定管理者　公益財団法人佐賀県女性と生涯学習財団
　・期　　　間　令和３年４月１日から令和６年３月31日

乙第98号議案 佐賀県地域産業支援セ
ンターの管理について

産業政策課 　指定期間の満了に伴い、佐賀県地域産業支援センターの
管理運営のための管理者を指定するもの
　・指定管理者　公益財団法人佐賀県地域産業支援
　　　　　　　　センター
　・期　　　間　令和３年４月１日から令和８年３月31日

乙第99号議案 佐賀県立佐賀城公園の
管理について

都市計画課 　指定期間の満了に伴い、佐賀県立佐賀城公園の管理運営
のための管理者を指定するもの
　・指定管理者　久保造園・アメックスグループ
　・期　　　間　令和３年４月１日から令和８年３月31日

乙第100号議案 佐賀県立森林公園の管
理について

都市計画課 　指定期間の満了に伴い、佐賀県立森林公園の管理運営の
ための管理者を指定するもの
　・指定管理者　パークマネジメントさが
　・期　　　間　令和３年４月１日から令和８年３月31日

乙第101号議案 佐賀県営住宅等（佐賀
県東部地区）の管理に
ついて

建築住宅課 　指定期間の満了に伴い、佐賀県営住宅等（佐賀県東部地
区）の管理運営のための管理者を指定するもの
　・指定管理者　株式会社マベック
　・期　　　間　令和３年４月１日から令和６年３月31日

乙第102号議案 佐賀県営住宅等（佐賀
県西部地区）の管理に
ついて

建築住宅課 　指定期間の満了に伴い、佐賀県営住宅等（佐賀県西部地
区）の管理運営のための管理者を指定するもの
　・指定管理者　川原建設株式会社
　・期　　　間　令和３年４月１日から令和６年３月31日

乙第103号議案 請負契約について 港湾課 　伊万里港（七ツ島地区）港湾機能施設建設工事の請負契
約を締結するもの
　・工事位置　伊万里市
　・請負金額　797,225千円
　・請 負 人　株式会社三井Ｅ＆Ｓマシナリー

乙第104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サンライズパーク陸上競技場増築その他工事の
請負契約を締結するもの
　・工事位置　佐賀市
　・請負金額　1,375,330千円
　・請 負 人　中野・唐津土建・峰建設共同企業体

乙第105号議案 請負契約について 畜産課 　佐賀県食肉センター新築工事の請負契約を締結するもの
　・工事位置　多久市
　・請負金額　999,900千円
　・請 負 人　中野・中島・エグチ建設共同企業体



議案番号 議　案　名 課　名 説　　　明

乙第106号議案 請負契約について 畜産課 　佐賀県食肉センター新築生産機械設備工事の請負契約を
締結するもの
　・工事位置　多久市
　・請負金額　1,870,000千円
　・請 負 人　花木工業株式会社大阪支店

乙第107号議案 請負契約の変更につい
て

危機管理防
災課

　消防防災ヘリコプター拠点施設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　522,500千円
　　　　　　　変更後　539,832千円
　・変更理由　軟弱地盤対策として実施した盛土の沈下量
　　　　　　　が想定より小さく、建築地盤高まで盛土の
　　　　　　　すきとりを追加したことなどによる増

乙第108号議案 請負契約の変更につい
て

教育総務課 　神埼高等学校移転改築体育館・防災トイレ建築工事の請
負契約を変更するもの
　・工事位置　神埼市
　・請負金額　変更前　796,400千円
　　　　　　　変更後　792,431千円
　・変更理由　杭工事に伴う発生土を場外処分から場内
　　　　　　　利用に変更したことなどによる減

乙第109号議案 訴訟上の和解について 道路課 　県管理道路上の不法占用物件による自転車転倒事故に係
る損害賠償請求について和解するもの
　・損害賠償の額　　900千円（うち県負担分　360千円）
　　※県負担分以外の賠償額（540千円）は、不法占有物
　　　件設置者の負担

＜報告事項＞

課　名 概　　　要

環境課 　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
件とする条例に基づき、現在策定を進めている次期計画の
策定の目的及び案の概要を報告するもの

園芸課 　地方自治法に基づき、県が設立した公社及び県が資本金
の４分の１以上を出資している法人の令和元年度における
経営状況を報告するもの

　・公益社団法人　佐賀県園芸農業振興基金協会

新エネル
ギー課

　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
件とする条例に基づき、現在策定を進めている次期計画の
策定の目的及び案の概要を報告するもの

公社等経営状況報告

事　項　名

「第４期佐賀県環境基本計画」の立案
過程における概要報告

「第２次佐賀県新エネルギー導入戦略
的行動計画（仮称）」の立案過程にお
ける概要報告



○１２月２日追加提出分

＜条例外議案＞

議案番号 議　案　名 課　名 説　　　明

乙第111号議案請負契約について 畜産課 　佐賀県食肉センター新築冷却防熱設備工事の請負契約を
締結するもの
　・工事位置　多久市
　・請負金額　1,593,900千円
　・請 負 人　株式会社精研九州営業所

予算外議案の概要（令和２年１１月定例県議会）


