
-1- 
 

平 成 ３ １ 年 ２ 月 定 例 県 議 会 

総務教育常任委員会 予備調査日程 
 

    平成 31 年 2 月 13 日(水)、14 日(木) 

第 １ 委 員 会 室  

 

 

１ 開 会 

 

 

２ 会議録署名委員の指名 

 

 

３ 付議案の予備調査（執行部説明並びに質疑） 

【総務部】 

  ※［前 半］総務課、財政課、政策法務課、税務課、営繕課、行政監察・法人指導課、  

         情報政策課、各県外本部・代表部、公文書館 

     ［後 半］行財政改革局、人権局、総合事務センター 

議案第 １号 平成３１年度鳥取県一般会計予算    （総務課ほか） 
議案第 ２号 平成３１年度鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計予算 

  （総務課ほか） 
議案第 ３号 平成３１年度鳥取県公債管理特別会計予算  （財政課） 
議案第 ４号 平成３１年度鳥取県給与集中管理特別会計予算  

（庶務集中課） 
議案第 22 号 平成３０年度鳥取県一般会計補正予算（第７号） 

（総務課ほか） 
議案第 23 号 平成３０年度鳥取県公債管理特別会計補正予算（第１号） 

（財政課） 
議案第 35 号 鳥取県固定資産評価審議会条例の一部を改正する条例 
                            （税務課） 
議案第 36 号 鳥取県特定個人情報の利用及び提供に関する条例及び 

鳥取県住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例 
                    （情報政策課） 

議案第 37 号 鳥取県教育委員会の権限及び事務処理の特例に関する 
条例等の一部を改正する条例      （人事企画課） 

議案第 38 号 鳥取県行政財産使用料条例等の一部を改正する条例 
（資産活用推進課） 

議案第 48 号 財産を無償で貸し付けること（（元）皆生温泉公園） 
       について             （資産活用推進課） 
議案第 51 号 包括外部監査契約の締結について 

（行政監察・法人指導課） 
議案第 53 号 鳥取県行政組織条例及び鳥取県監査委員条例の一部を 

改正する条例             （人事企画課） 
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 議案第 54 号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 
                           （人事企画課） 
 議案第 55 号 鳥取県職員定数条例の一部を改正する条例 

（人事企画課） 
 議案第 56 号 鳥取県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の 

一部を改正する条例           （人事企画課） 
 議案第 58 号 鳥取県税条例等の一部を改正する条例    （税務課） 
 報告第 １号 議会の委任による専決処分の報告について 

（５）職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正 
する条例（平成３１年１月２１日専決） 

（人事企画課） 
 報告第 ３号 長期継続契約の締結状況について    （情報政策課） 
 

【中部地震復興本部事務局】  
 議案第 １号 平成３１年度鳥取県一般会計予算  

（中部地震復興本部事務局） 
 議案第 22 号 平成３０年度鳥取県一般会計補正予算（第７号） 

（中部地震復興本部事務局） 

 

【元気づくり総本部】  
 議案第 １号 平成３１年度鳥取県一般会計予算  

（とっとり元気戦略課ほか） 
 議案第 22 号 平成３０年度鳥取県一般会計補正予算（第７号） 

（とっとり元気戦略課ほか） 
 議案第 33 号 鳥取県非営利公益活動促進条例の一部を改正する条例 
                             （参画協働課） 

議案第 50 号 関西広域連合の公平委員会の事務の受託に関する規約を 
廃止する協議について          （広域連携課） 

 報告第 ３号 長期継続契約の締結状況について       （県民課） 

 

【会計管理局】 
 議案第 １号 平成３１年度鳥取県一般会計予算   （会計指導課ほか） 
 議案第 15 号  平成３１年度鳥取県収入証紙特別会計予算（会計指導課） 
 議案第 22 号 平成３０年度鳥取県一般会計補正予算（第７号） 

（会計指導課ほか） 

 

【監査委員事務局】 
 議案第 １号 平成３１年度鳥取県一般会計予算   （監査委員事務局） 
 議案第 22 号 平成３０年度鳥取県一般会計補正予算（第７号） 

（監査委員事務局） 

 

【人事委員会事務局】 
 議案第 １号 平成３１年度鳥取県一般会計予算  （人事委員会事務局） 
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 議案第 22 号 平成３０年度鳥取県一般会計補正予算（第７号） 
（人事委員会事務局） 

 

【議会事務局】 
 議案第 １号 平成３１年度鳥取県一般会計予算      （議会事務局） 
 議案第 22 号 平成３０年度鳥取県一般会計補正予算（第７号） 

（議会事務局） 

 

【教育委員会】 
  ※［前 半］教育総務課、教育環境課、教育人材開発課、教育センター、小中学校課、 

特別支援教育課、高等学校課、いじめ・不登校総合対策センター 

    ［後 半］社会教育課、図書館、人権教育課、文化財課、博物館、体育保健課 

 議案第 １号 平成３１年度鳥取県一般会計予算  （教育総務課ほか） 
 議案第 16 号 平成３１年度鳥取県県立学校農業実習特別会計予算 

（教育環境課） 
 議案第 17 号 平成３１年度鳥取県育英奨学事業特別会計予算 

 （人権教育課） 
 議案第 22 号 平成３０年度鳥取県一般会計補正予算（第７号） 

（教育総務課ほか） 
 議案第 30 号 平成３０年度鳥取県育英奨学事業特別会計補正予算 

（第１号）               （人権教育課） 
議案第 37 号 鳥取県教育委員会の権限及び事務処理の特例に関する 

条例等の一部を改正する条例（鳥取県附属機関条例の 
一部を改正する条例）         （社会教育課） 

議案第 38 号 鳥取県行政財産使用料条例等の一部を改正する条例 
                        （小中学校課ほか） 

 報告第 ３号 長期継続契約の締結状況について  （教育環境課ほか） 
 
 
４ 請願・陳情の予備調査 

【新規分】 

請願 31 年教育第６号 

   教職員の長時間過密労働の解消を求める意見書の提出について 
 
 
５ 報告事項 

【総務部】 

（１）天皇陛下御即位三十年への県の対応について      （総務課） 

（２）第１回御代代わり改元対策会議の開催について   （総務課ほか） 

（３）公共建築のための鳥取県産材活用推進プログラムの改定について 

                          （営繕課） 

（４）「とっとり経済交流セミナーｉｎ関西」の開催について （関西本部） 

（５）甲南大学との就職支援に関する連携協定の締結について（関西本部） 
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（６）鳥取県ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入にかかる県内事業者参画に向けた 

配慮方針の策定について           （資産活用推進課） 

（７）鳥取県立夢みなとタワーネーミングライツ（命名権）のスポンサー 

企業募集について              （資産活用推進課） 

 

 

【元気づくり総本部】 

（８）鳥取西道路開通観光キャンペーン実行委員会の設立について 

                           （東部振興課） 

 

【会計管理局】 

（９）鳥取県公共事業評価委員会の答申について     （工事検査課） 

 

【人事委員会事務局】 

（10）２０１９年度県職員及び警察官採用試験の実施計画等について 

（人事委員会事務局） 

 

【教育委員会】 
（11）鳥取県教育振興基本計画の改訂案に係るパブリックコメントの実施 

結果について                  （教育総務課） 
（12）鳥取県文化部活動の在り方に関する方針（案）について 
                                              （高等学校課ほか） 
（13）平成３０年度鳥取県いじめ問題対策連絡協議会について 

（いじめ・不登校総合対策センター） 
（14）鳥取県子どもの読書活動推進ビジョン（第４次計画）案に係る 

パブリックコメントの実施結果について      （社会教育課） 
（15）文化財の県指定について              （文化財課） 
（16）企画展「Ｏｕｒ Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎｓ！ －鳥取県のアート・ 

コレクションの、これまでとこれから－」の開催について（博物館） 
 
 
６ その他 
 
 
７ 閉 会 
 


