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（平成２７年１２月定例会）

議 決 件 数 一 覧

○ 原 案 可 決

１ 知事提出議案

議案第 １号 平成２７年度福島県一般会計補正予算(第４号)

議案第 ２号 平成２７年度福島県港湾整備事業特別会計補正予算(第２号)

議案第 ３号 平成２７年度福島県流域下水道事業特別会計補正予算(第２号)

議案第 ４号 平成２７年度福島県工業用水道事業会計補正予算(第２号)

議案第 ５号 平成２７年度福島県地域開発事業会計補正予算(第１号)

議案第 ６号 平成２７年度福島県立病院事業会計補正予算(第３号)

議案第 ７号 福島県東日本大震災復興交付金基金条例の一部を改正する条例

議案第 ８号 福島県税条例の一部を改正する条例

議案第 ９号 福島県産業廃棄物税条例の一部を改正する条例

議案第１０号 福島県森林環境税条例の一部を改正する条例

議案第１１号 福島県農産物検査機関登録申請等手数料条例

議案第１２号 福島県港湾施設特別利用料徴収条例の一部を改正する条例

議案第１３号 福島県環境創造センター条例

議案第１４号 福島県立テクノアカデミー条例の一部を改正する条例

議案第１５号 福島県農業総合センター条例の一部を改正する条例

議案第１６号 福島県都市公園条例の一部を改正する条例

議案第１７号 福島県県営住宅等条例の一部を改正する条例

議案第１８号 福島県立病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

議案第１９号 職員の退職管理に関する条例

議案第２０号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例

議案第２１号 福島県電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行条

例を廃止する条例

議案第２２号 福島県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律施行条例の一部を改正する条例

議案第２３号 福島県特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例

議案第２４号 福島県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例

議案第２５号 福島県特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例

議案第２６号 福島県軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例

議案第２７号 福島県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例

議案第２８号 福島県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例

議案第２９号 福島県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに
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指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

議案第３０号 福島県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例

議案第３１号 福島県指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例

議案第３２号 福島県特別児童扶養手当等の支給に関する法律等に係る事務処理の

特例に関する条例

議案第３３号 福島県医療法施行条例の一部を改正する条例

議案第３４号 福島県歯科技工士法に係る事務処理の特例に関する条例

議案第３５号 福島県保健師等修学資金貸与条例の一部を改正する条例

議案第３６号 福島県婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例

議案第３７号 福島県職業能力開発促進法に基づく職業訓練の基準等を定める条例

の一部を改正する条例

議案第３８号 福島県公有地の拡大の推進に関する法律に係る事務処理の特例に関

する条例の一部を改正する条例

議案第３９号 福島県建築基準法施行条例の一部を改正する条例

議案第４０号 福島県工業用水道条例の一部を改正する条例

議案第４１号 当せん金付証票の発売について

議案第４２号 公の施設の指定管理者の指定について

議案第４３号 公の施設の指定管理者の指定について

議案第４４号 公の施設の指定管理者の指定について

議案第４５号 公の施設の指定管理者の指定について

議案第４６号 公の施設の指定管理者の指定について

議案第４７号 公立大学法人福島県立医科大学の定款の一部変更について

議案第４８号 県の行う建設事業等に対する市町村の負担の追加及び一部変更につ

いて

議案第４９号 県の行う建設事業等に対する市町村の負担の追加及び一部変更につ

いて

議案第５０号 工事請負契約について

議案第５１号 工事請負契約について

議案第５２号 工事請負契約について

議案第５３号 工事請負契約について

議案第５４号 工事請負契約について

議案第５５号 工事請負契約について

議案第５６号 工事請負契約について

議案第５７号 工事請負契約について

議案第５８号 工事請負契約について

議案第５９号 工事請負契約について

議案第６０号 工事請負契約について

議案第６１号 工事請負契約について
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議案第６２号 工事請負契約について

議案第６３号 工事請負契約について

議案第６４号 工事請負契約の一部変更について

議案第６５号 工事請負契約の一部変更について

議案第６６号 工事請負契約の一部変更について

議案第６７号 工事請負契約の一部変更について

議案第６８号 工事請負契約の一部変更について

議案第６９号 工事請負契約の一部変更について

議案第７０号 工事請負契約の一部変更について

議案第７１号 工事請負契約の一部変更について

議案第７２号 工事請負契約の一部変更について

議案第７３号 工事請負契約の一部変更について

議案第７４号 工事請負契約の一部変更について

議案第７５号 工事請負契約の一部変更について

議案第７６号 工事請負契約の一部変更について

議案第７７号 工事請負変更契約について

議案第７８号 工事請負変更契約について

議案第７９号 工事請負変更契約について

議案第８０号 工事請負変更契約について

議案第８１号 工事施行協定の一部変更について

議案第８２号 動産の取得について

議案第８３号 不動産の取得について

議案第８４号 不動産の取得について

議案第８５号 不動産の取得について

議案第８６号 訴えの提起について

議案第８７号 訴えの提起について

議案第８８号 民事調停の申立てについて

２ 議員提出議案

議案第 ２号 地方交付税の安定的確保を求める意見書

議案第 ５号 消費税の複数税率化による軽減税率の導入を求める意見書

議案第 ６号 私学助成の充実強化等に関する意見書

議案第 ９号 イノベーション・コースト構想の着実な推進を求める意見書

議案第１１号 マイナンバー制度の円滑な運営に係る地方公共団体の負担軽減を求

める意見書

議案第１４号 原子力損害賠償の完全実施を求める意見書

議案第１５号 避難指示解除後を見据えた避難者の自立支援施策の充実を求める意

見書

議案第１６号 持続可能な社会保障制度の確立を求める意見書

議案第１７号 安全・安心な医療体制の構築を求める意見書

議案第２０号 脳脊髄液減少症の治療法研究の推進及び治療の保険適用を求める意

見書
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議案第２１号 福島相双復興官民合同チームによる支援体制の強化を求める意見書

議案第２２号 復興に向けた企業立地補助金や雇用支援事業等の充実を求める意見

書

議案第２５号 福島県議会情報公開条例の一部を改正する条例

議案第２６号 福島県議会会議規則の一部を改正する規則

議案第２７号 避難地域復興・創生対策について

議案第２８号 人口問題対策について

議案第２９号 地域創生・産業振興対策について

（知事提出８８件 ＋ 議員提出１７件 ＋ 委員会提出０件＝ 計１０５件）

※議決不要 ０件

○ 承 認

１ 知事提出議案

議案第８９号 専決処分の報告及びその承認について

（知事提出 １件 ＋ 議員提出 ０件 ＋ 委員会提出０件＝ 計 １件）

○ 同 意

１ 知事提出議案

議案第９０号 監査委員の選任につき同意を求めることについて

議案第９１号 監査委員の選任につき同意を求めることについて

議案第９２号 教育委員会の委員の任命につき同意を求めることについて

議案第９３号 収用委員会の委員の任命につき同意を求めることについて

議案第９４号 収用委員会の委員の任命につき同意を求めることについて

議案第９５号 収用委員会の委員の任命につき同意を求めることについて

（知事提出 ６件 ＋ 議員提出 ０件 ＋ 委員会提出０件＝ 計 ６件）

○ 否 決

１ 議員提出議案

議案第 １号 平和安全法制の廃止を求める意見書

議案第 ３号 一括交付金制度の復活を求める意見書

議案第 ４号 消費税の再増税を中止し、生活費非課税・応能負担の原則に立った

税制を求める意見書

議案第 ８号 ＴＰＰ協定交渉に関する意見書

議案第１０号 社会保障・税番号制度の廃止を求める意見書

議案第１３号 原発ゼロを決断し、我が国において原発の再稼働・新増設を行わな

いよう求める意見書

議案第２３号 義務教育諸学校教職員給与費の義務教育費国庫負担を２分の１に復

元するとともに制度の充実を求める意見書

議案第２４号 高等学校等就学支援金の延長及び返済猶予や減免制度のある奨学金
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制度を整備・拡充することを求める意見書

（知事提出 ０件 ＋ 議員提出 ８件 ＋ 委員会提出０件＝ 計８件）

（合 計）

○原案可決（知事提出８８件 ＋ 議員提出１７件 ＋ 委員会提出０件＝計１０５件）

※議決不要 ０件

○承 認 （知事提出 １件 ＋ 議員提出 ０件 ＋ 委員会提出０件＝計 １件）

○同 意 （知事提出 ６件 ＋ 議員提出 ０件 ＋ 委員会提出０件＝計 ６件）

○認 定 （知事提出 ０件 ＋ 議員提出 ０件 ＋ 委員会提出０件＝計 ０件）

○否 決 （知事提出 ０件 ＋ 議員提出 ８件 ＋ 委員会提出０件＝計 ８件）

（合計 知事提出９５件 ＋ 議員提出２５件 ＋ 委員会提出０件＝計１２０件）

※このほか、請願採択 １０件

請願不採択 ９件


