山梨県告示第三百七十一号

横

内

正

明

平成二十五年十一月定例県議会を平成二十五年十一月二十九日山梨県議会議事堂に招集す

る。

平成二十五年十一月二十二日

山梨県知事

平成２
平成２５年１１月定例県議会提出予定案件について
月定例県議会提出予定案件について
Ⅰ

１１月定例県議会は、１１月２９日に招集することとし、
本日、招集告示を行ったところである。
○

提出案件は、
条 例 案

６件

予 算 案

報告事項 ２０件

Ⅱ

２件

その他の議決案件 ３９件

の予定である。

条例案について
○

人事委員会勧告を受け、公民給与の較差を解消するため一般職の
職員の期末手当の引き下げなどを行うこととし
「山梨県職員給与条例等中

改正の件」
などを提出することとした。

○

なお、期末手当の引き下げについては、国からの要請に基づく給
与削減措置を実施していること等を勘案し、明年６月期に、本年
１２月期分と合わせて実施することとした。

Ⅲ

平成２５年度１１月補正予算について
○

今議会では、歳入歳出予算の補正は行わず、
・一般会計は、債務負担行為補正等
・特別会計は、恩賜県有財産特別会計で、
繰越明許費補正の予算案を提出することとした。
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平成２５
平成２５年
２５年１１月定例
１１月定例県議会提出予定案件
月定例県議会提出予定案件
（議 決 案 件）
【給与改定関係、開会日に議決を要する条例】 １～４
１ 山梨県知事、
山梨県知事、副知事、
副知事、公営企業の
公営企業の管理者、
管理者、教育長及び
教育長及び常勤監査委員の
常勤監査委員の通勤手当及
通勤手当及び期末手当支
給条例中改正
給条例中改正の
中改正の件
期末手当の改定
＜H26 年度＞
年間支給月数

２．９５月分 →

２．８５月分 （△０．１）

１．４月分

→

１．３２５月分（△０．０７５）

１．５５月分 →

１．５２５月分（△０．０２５）

２．９５月分 →

２．９月分

１．４月分

→

１．３７５月分（△０．０２５）

１２月期
１．５５月分 →
＜平成２６年４月１日から施行＞

１．５２５月分（△０．０２５）

６月期
１２月期
＜H27 年度以降＞
年間支給月数
６月期

（△０．０５）

２ 山梨県
山梨県職員給与条例
職員給与条例等
職員給与条例等中改正の
中改正の件
１ 公民の給与較差に基づく給与改定
期末手当の改定
(1) 一般職員
＜H26 年度＞
６月期

１．２２５月分 → １．１５月分（△０．０７５）

１２月期

１．３７５月分 → １．３５月分（△０．０２５）

※年間支給月数（勤勉手当含む）
３．９５月分

→ ３．８５月分（△０．１）

＜H27 年度以降＞
６月期
１２月期

１．２２５月分 → １．２月分

（△０．０２５）

１．３７５月分 → １．３５月分（△０．０２５）

※年間支給月数（勤勉手当含む）
３．９５月分

→ ３．９月分

（△０．０５）

(2) 再任用職員及び特定任期付職員について、一般職員に準じて、年間支給月数を引
き下げる。
２ 給与構造改革における経過措置の廃止
給与構造改革における経過措置（現給保障）を段階的に廃止し、廃止に伴って生じる
原資を、給与構造改革期間（平成１８年度～平成２２年度）中に抑制されてきた昇給の
回復に充てる。
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３ 昇給制度の改正
５５歳を超える職員の昇給については、勤務成績が特に良好である場合に限る。
４ 災害派遣手当の改定
災害派遣手当の支給対象に、復興計画作成等のため他の都道府県等から職員の派遣を
受けた場合を追加する。
＜公布日から施行。ただし、３については平成２６年１月１日から、１については平成２６年
４月１日から施行＞

３ 山梨県学校職員給与条例
山梨県学校職員給与条例等中改正の
中改正の件
（内容は２
２と同趣旨）

４ 山梨県
山梨県警察職員給与条例
警察職員給与条例等
警察職員給与条例等中改正の
中改正の件
（内容は２
２と同趣旨）

【改正条例】
５ 山梨県社会福祉士及び
山梨県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例中改正
介護福祉士修学資金貸与条例中改正の
中改正の件
国の制度改正に伴い、延滞利息の割合の特例を定める。
・延滞利息の割合の引き下げ
年１４．５％ → 特例基準割合に年７．３％を加算した割合（上限：年１４．５％）
＜平成２６年１月１日から施行＞

【廃止条例】
６ 山梨県立総合福祉センター
山梨県立総合福祉センター設置及
センター設置及び
設置及び管理条例廃止
管理条例廃止の
廃止の件
施設の老朽化等に鑑み、県立総合福祉センターかえで荘を廃止する。
＜平成２６年４月１日から施行＞

７ 平成２
平成２５年度山梨県一般会計補正
山梨県一般会計補正予算
補正予算
８ 平成２５
平成２５年度山梨県恩賜県有財産特別会計補正予算
２５年度山梨県恩賜県有財産特別会計補正予算

９ 契約締結
契約締結の件
４件
・中部横断自動車道大久保沢川工事用道路改良工事
・中部横断自動車道不動沢川工事用道路３工区改良工事
・県立都留興譲館高等学校校舎第１期１工区建設工事
・県庁舎別館改修工事
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1,117,800,000 円
1,057,320,000 円
593,250,000 円
1,226,880,000 円

10 指定管理者
指定管理者の
の指定の
３４件
指定の件
〔公 の 施 設 の 名 称〕
１ 山梨県立男女共同参画推進センター
２ 山梨県立県民文化ホール
３ 山梨県立リニア見学センター
４ 山梨県立防災安全センター
５ 山梨県立介護実習普及センター
６ 山梨県立愛宕山こどもの国及び
山梨県立愛宕山少年自然の家
７ 山梨県立聴覚障害者情報センター
８ 山梨県立八ヶ岳自然ふれあいセンター
９ 山梨県森林公園金川の森
10 山梨県立県民の森保健休養施設
11 山梨県立武田の杜保健休養林
12 山梨県立産業展示交流館アイメッセ山梨
13 山梨県立富士川観光センター
14 山梨県立富士ビジターセンター
15 山梨県立富士北麓駐車場
16 山梨県立国際交流センター
17 山梨県立まきば公園
18 山梨県立フラワーセンター
19 山梨県立富士湧水の里水族館
20 山梨県小瀬スポーツ公園
21 山梨県富士北麓公園
22 山梨県御勅使南公園
23 山梨県曽根丘陵公園
24 山梨県富士川クラフトパーク
25 山梨県笛吹川フルーツ公園
26 山梨県桂川ウェルネスパーク
27 丘の公園
28
29
30
31
32
33
34

山梨県立青少年センター
山梨県立八ヶ岳少年自然の家
山梨県立科学館
山梨県立八代射撃場
山梨県立八ヶ岳スケートセンター
山梨県立飯田野球場
山梨県立美術館、山梨県立文学館
及び山梨県芸術の森公園
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〔指定管理者となる団体の名〕
（公財）やまなし文化学習協会
アドブレーン・共立・ＮＴＴ－Ｆ共同事業体
（株）丹青社
（一財）山梨県消防協会
（福）山梨県社会福祉協議会
（公財）山梨県青少年協会
（福）山梨県社会福祉事業団
（公財）キープ協会
アメニス山梨（金川の森）グループ
南アルプス市
山梨県造園建設業協同組合
（公財）やまなし産業支援機構
合同会社富士川・切り絵の森
（株）フジヤマ・クオリティ
（株）フジヤマ・クオリティ
（公財）山梨県国際交流協会
（公財）山梨県子牛育成協会
（株）ハイジの村
（株）桔梗屋
（公財）山梨県体育協会
（公財）山梨県体育協会
（株）富士グリーンテック
富士観光開発・富士グリーンテックグループ
合同会社富士川・切り絵の森
山梨市フルーツパーク（株）
アメニス山梨（桂川）グループ
清里丘の公園・
ニホンターフメンテナンス共同企業体
（公財）山梨県青少年協会
（公財）山梨県青少年協会
（公財）山梨県青少年協会
（公財）山梨県体育協会
（公財）山梨県体育協会
（株）富士グリーンテック
ＳＰＳ・桔梗屋グループ

11 当せん金付証票発売
せん金付証票発売の
金付証票発売の件
平成２６年度発売総額 ９０億円以内

（報 告 事 項）
１ 山梨県手数料条例中改正の
山梨県手数料条例中改正の件
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部改正に伴い、規
定の整理を行う。
平成２５年１１月１４日専決、平成２５年１１月１５日公布
＜平成２７年６月１１日までの間において政令で定める日から施行＞

２ 訴えの提起
２件
えの提起の
提起の件
・清里の森別荘用地の貸付料に係る延滞違約金の支払い請求
（延滞違約金長期滞納者 １名）
・県営住宅の明渡し及び滞納家賃等の支払い請求
（滞納月数１０月以上 ４名）

３ 和解及
和解及び
び損害賠償額の
損害賠償額の決定の
決定の件
公務上の交通事故
県道上の落石事故
県道上の甲蓋事故
県管理林道上の甲蓋事故
国道上の路上落下物

１７件
８件
５件
１件
２件
１件
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３，６８４，４５２円
２，２４９，５９８円
９５０，８４３円
１４６，６９２円
１９６，６９８円
１４０，６２１円

