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令 和 ２ 年 ２ 月 定 例 県 議 会 

総務教育常任委員会 予備調査日程 
 

    令和２年２月 25 日(火)、26 日(水) 

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、公文書館、淀江産業廃棄物処理施設計画審査室 

     ［後 半］行財政改革局、人権局、総合事務センター 

議案第 １号 令和２年度鳥取県一般会計予算      （総務課ほか） 
議案第 ２号 令和２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 令和２年度鳥取県公債管理特別会計予算   （財政課） 
議案第 ４号 令和２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 令和元年度鳥取県一般会計補正予算（第５号） 

（総務課ほか） 
議案第 23 号 令和元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 33 号 職員等の損害賠償責任の一部免責に関する条例 
                          （人事企画課） 
議案第 35 号 鳥取県債権回収計画等に関する条例の一部を改正する条例 

                      （税務課） 
議案第 36 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 37 号 鳥取県附属機関条例の一部を改正する条例 （公文書館） 
議案第 52 号 鳥取県内水面利用調整委員会条例を廃止する条例 
                     （行政監察・法人指導課） 
議案第 65 号 権利の放棄（過年度分恩給過払返納金）について 
                          （庶務集中課） 
議案第 78 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 81 号 鳥取県税条例の一部を改正する条例     （税務課） 

 議案第 82 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） 
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 議案第 83 号 職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例 
（人事企画課） 

 議案第 84 号 職員の特殊勤務手当に関する条例及び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 （人事企画課） 

 

【人事委員会事務局】 
 議案第 １号 令和２年度鳥取県一般会計予算   （人事委員会事務局） 
 議案第 22 号 令和元年度鳥取県一般会計補正予算（第５号） 

（人事委員会事務局） 

【令和新時代創造本部】  
 議案第 １号 令和２年度鳥取県一般会計予算   （総合統括課ほか） 
 議案第 22 号 令和元年度鳥取県一般会計補正予算（第５号） 

（新時代創造課ほか） 

【会計管理局】 
 議案第 １号 令和２年度鳥取県一般会計予算    （会計指導課ほか） 
 議案第 14 号  令和２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 令和元年度鳥取県一般会計補正予算（第５号） 

（会計指導課） 

【監査委員事務局】 
 議案第 １号 令和２年度鳥取県一般会計予算    （監査委員事務局） 
 議案第 22 号 令和元年度鳥取県一般会計補正予算（第５号） 

（監査委員事務局） 

【議会事務局】 
 議案第 １号 令和２年度鳥取県一般会計予算       （議会事務局） 
 議案第 22 号 令和元年度鳥取県一般会計補正予算（第５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、博物館、体育保健課 

 議案第 １号 令和２年度鳥取県一般会計予算   （教育総務課ほか） 
 議案第 15 号 令和２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 16 号 令和２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 令和元年度鳥取県一般会計補正予算（第５号） 

（教育総務課ほか） 
 議案第 30 号 令和元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 60 号 財産を無償で貸し付けること（鳥取東高等学校進入路）に 

ついて                （教育環境課） 
議案第 61 号 財産を無償で貸し付けること（皆生養護学校敷地）につい 

て                    （教育環境課） 
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議案第 68号 権利の放棄（進学奨励資金返還金）について 
                          （人権教育課） 
議案第 69 号 権利の放棄（進学奨励資金返還金）について 
                          （人権教育課） 
議案第 76 号 事業契約（鳥取県立美術館整備運営事業）の締結及び公の 

施設の指定管理者の指定（鳥取県立美術館）について 
                            （博物館） 
議案第 86 号 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に 

関する条例の一部を改正する条例  （教育人材開発課） 
報告第 １号 議会の委任による専決処分の報告について   

（６）鳥取県進学奨励資金貸付金の返還請求等に係る訴え 
の提起について（令和２年２月４日専決） 

（人権教育課） 
報告第 ２号 長期継続契約の締結状況について    （教育環境課） 

 
 
４ 請願・陳情の予備調査 

【新規分】 

陳情２年教育第１号 

   いじめ防止対策の強化について 
 
 
５ 報告事項 

【総務部】 

（１）税外未収金の回収への取組について          （税務課） 

（２）米子児童相談所施設内虐待事案及び当該事案に係る検証チームの設置 

について               （行政監察・法人指導課） 

（３）「住民基本台帳ネットワークに係る本人確認情報の管理及び提供等に 

関する事務の特定個人情報保護評価書」の再評価に係るパブリックコ 

メントの実施について              （情報政策課） 

（４）鳥取県淀江産業廃棄物処理施設計画地地下水等調査会の「現地視察」 

及び「第１回会議」の結果について 

（淀江産業廃棄物処理施設計画審査室） 

（５）就職氷河期世代を対象とした職員採用試験の実施について 

   （人事企画課） 

（６）令和元年度第２回県有施設・資産有効活用戦略会議の開催結果につい 

て                     （資産活用推進課） 

（７）西部総合事務所新棟整備に向けた現在の取組状況について 

                                      （資産活用推進課） 
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【人事委員会事務局】 

（８）令和２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） 

（９）就職氷河期世代を対象とした職員採用試験の実施について 

（人事委員会事務局） 

 

【令和新時代創造本部】 

（10）第２期総合戦略『鳥取県令和新時代創生戦略』（案）について 

                          （新時代創造課） 

（11）平成２９年度県民経済計算の推計結果について     （統計課） 

 

【会計管理局】 

（12）鳥取県公共事業評価委員会の答申について     （工事検査課） 

 

【教育委員会】 
（13）令和元年度第２回鳥取県総合教育会議の開催結果について 

（教育総務課） 
（14）「鳥取県学力向上推進プラン」の策定について    （小中学校課） 
（15）これからの時代における本県の特別支援教育の在り方に係る諮問につ 

いて                     （特別支援教育課） 
（16）令和新時代の本県高等学校教育の在り方に係る諮問について 

（高等学校課） 
（17）「第３回今後の高校教育の在り方を検討する会」の開催結果について 

（高等学校課） 
（18）虐待対応マニュアルの策定及び行政説明会について 

（いじめ・不登校総合対策センター） 
（19）令和元年度いじめ・不登校対策本部会議について 

（いじめ・不登校総合対策センター） 
（20）鳥取県立美術館整備運営事業に係る審査結果等について （博物館） 
 
 
６ その他 
 
 
７ 閉 会 
 


