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（平成３１年２月定例会） 〈 ２月定例会総計 〉

議 決 件 数 一 覧

（ ２月２１日分）

○ 原 案 可 決

１ 議員提出議案

議案第２５９号 天皇陛下御即位三十年に関する賀詞奉呈決議

（知事提出 ０件 ＋ 議員提出 １件 ＋ 委員会提出０件＝ 計 １件）

（ ３月 ７日分）

○ 原 案 可 決

１ 知事提出議案

議案第１１２号 平成３０年度福島県一般会計補正予算（第８号）

議案第１１３号 平成３０年度福島県公債管理特別会計補正予算（第１号）

議案第１１４号 平成３０年度福島県土地取得事業特別会計補正予算（第１号）

議案第１１５号 平成３０年度福島県国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

議案第１１６号 平成３０年度福島県母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計補正予算

（第１号）

議案第１１７号 平成３０年度福島県小規模企業者等設備導入資金貸付金等特別会計

補正予算（第１号）

議案第１１８号 平成３０年度福島県就農支援資金等貸付金特別会計補正予算（第１

号）

議案第１１９号 平成３０年度福島県林業・木材産業改善資金貸付金特別会計補正予

算（第１号）

議案第１２０号 平成３０年度福島県沿岸漁業改善資金貸付金特別会計補正予算（第

１号）

議案第１２１号 平成３０年度福島県港湾整備事業特別会計補正予算（第３号）

議案第１２２号 平成３０年度福島県流域下水道事業特別会計補正予算（第３号）

議案第１２３号 平成３０年度福島県証紙収入整理特別会計補正予算（第１号）

議案第１２４号 平成３０年度福島県奨学資金貸付金特別会計補正予算（第２号）

議案第１２５号 平成３０年度福島県工業用水道事業会計補正予算（第３号）

議案第１２６号 平成３０年度福島県地域開発事業会計補正予算（第３号）

議案第１２７号 平成３０年度福島県立病院事業会計補正予算（第３号）

議案第１２８号 福島県原子力被害応急対策基金条例を廃止する条例

議案第１２９号 福島県国営土地改良事業負担金徴収条例の一部を改正する条例

議案第１３０号 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

議案第１３２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１３３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
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いて

（知事提出２１件 ＋ 議員提出 ０件 ＋ 委員会提出０件＝ 計２１件）

（ ３月２０日分）

○ 原 案 可 決

１ 知事提出議案

議案第 １号 平成３１年度福島県一般会計予算

議案第 ２号 平成３１年度福島県公債管理特別会計予算

議案第 ３号 平成３１年度福島県土地取得事業特別会計予算

議案第 ４号 平成３１年度福島県国民健康保険特別会計予算

議案第 ５号 平成３１年度福島県母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算

議案第 ６号 平成３１年度福島県小規模企業者等設備導入資金貸付金等特別会計

予算

議案第 ７号 平成３１年度福島県就農支援資金等貸付金特別会計予算

議案第 ８号 平成３１年度福島県林業・木材産業改善資金貸付金特別会計予算

議案第 ９号 平成３１年度福島県沿岸漁業改善資金貸付金特別会計予算

議案第 １０号 平成３１年度福島県港湾整備事業特別会計予算

議案第 １１号 平成３１年度福島県流域下水道事業特別会計予算

議案第 １２号 平成３１年度福島県証紙収入整理特別会計予算

議案第 １３号 平成３１年度福島県奨学資金貸付金特別会計予算

議案第 １４号 平成３１年度福島県工業用水道事業会計予算

議案第 １５号 平成３１年度福島県地域開発事業会計予算

議案第 １６号 平成３１年度福島県立病院事業会計予算

議案第 １７号 福島県自殺対策緊急強化基金条例の一部を改正する条例

議案第 １８号 福島県行政財産使用料条例の一部を改正する条例

議案第 １９号 福島県衛生研究所検査手数料条例の一部を改正する条例

議案第 ２０号 福島県家畜伝染病予防法施行条例の一部を改正する条例

議案第 ２１号 福島県林業研究センター使用料及び手数料条例の一部を改正する条

例

議案第 ２２号 福島県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例

議案第 ２３号 福島県入港料条例の一部を改正する条例

議案第 ２４号 福島県土地収用法関係手数料条例の一部を改正する条例

議案第 ２５号 福島県国土交通省所管公共用財産使用等条例の一部を改正する条例

議案第 ２６号 福島県海岸占用料等徴収条例の一部を改正する条例

議案第 ２７号 福島県砂防設備占用料等徴収条例の一部を改正する条例

議案第 ２８号 福島県文化センター条例の一部を改正する条例

議案第 ２９号 ふくしま海洋科学館条例の一部を改正する条例

議案第 ３０号 Ｊヴィレッジ全天候型練習場条例の一部を改正する条例

議案第 ３１号 福島県男女共生センター条例の一部を改正する条例

議案第 ３２号 福島県環境創造センター条例の一部を改正する条例
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議案第 ３３号 福島県勤労身体障がい者体育館条例の一部を改正する条例

議案第 ３４号 福島県総合社会福祉施設太陽の国条例の一部を改正する条例

議案第 ３５号 天鏡閣条例の一部を改正する条例

議案第 ３６号 福島県ハイテクプラザ条例の一部を改正する条例

議案第 ３７号 福島県産業交流館条例の一部を改正する条例

議案第 ３８号 福島県産業支援館条例の一部を改正する条例

議案第 ３９号 福島県大町起業支援館条例の一部を改正する条例

議案第 ４０号 ふくしま医療機器開発支援センター条例の一部を改正する条例

議案第 ４１号 福島ロボットテストフィールド条例等の一部を改正する条例

議案第 ４２号 ふくしま県民の森条例の一部を改正する条例

議案第 ４３号 福島県総合緑化センター条例の一部を改正する条例

議案第 ４４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 ４５号 福島県港湾管理条例の一部を改正する条例

議案第 ４６号 福島県漁港管理条例の一部を改正する条例

議案第 ４７号 福島県都市公園条例の一部を改正する条例

議案第 ４８号 福島空港条例の一部を改正する条例

議案第 ４９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 ５０号 福島県自然の家条例の一部を改正する条例

議案第 ５１号 福島県立美術館条例の一部を改正する条例

議案第 ５２号 福島県立博物館条例の一部を改正する条例

議案第 ５３号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

議案第 ５４号 福島県住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例

議案第 ５５号 知事等の給与の特例に関する条例

議案第 ５６号 福島県水道技術管理者の資格を定める条例の一部を改正する条例

議案第 ５７号 福島県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定

める条例を廃止する条例

議案第 ５８号 福島県介護医療院の人員、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 ５９号 福島県流域下水道条例の一部を改正する条例

議案第 ６０号 福島県工業用水道条例の一部を改正する条例

議案第 ６１号 包括外部監査契約について

議案第 ６２号 公の施設の指定管理者の指定について

議案第 ６３号 公の施設の指定管理者の指定について

議案第 ６４号 公立大学法人福島県立医科大学が徴収する料金の上限の一部変更の

認可について

議案第 ６５号 公立大学法人会津大学が徴収する料金の上限の一部変更の認可につ

いて

議案第 ６６号 県の行う建設事業等に対する市町村の負担について

議案第 ６７号 一級河川の指定の変更について

議案第 ６８号 工事請負契約について

議案第 ６９号 工事請負契約について

議案第 ７０号 工事請負契約について
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議案第 ７１号 工事請負契約について

議案第 ７２号 工事請負契約について

議案第 ７３号 工事請負契約について

議案第 ７４号 工事請負契約について

議案第 ７５号 工事請負契約について

議案第 ７６号 工事請負契約について

議案第 ７７号 工事請負契約について

議案第 ７８号 工事請負契約について

議案第 ７９号 工事請負契約について

議案第 ８０号 工事請負契約について

議案第 ８１号 工事請負契約について

議案第 ８２号 工事請負契約について

議案第 ８３号 工事請負契約について

議案第 ８４号 工事請負契約の一部変更について

議案第 ８５号 工事請負契約の一部変更について

議案第 ８６号 工事請負契約の一部変更について

議案第 ８７号 工事請負契約の一部変更について

議案第 ８８号 工事請負契約の一部変更について

議案第 ８９号 工事請負契約の一部変更について

議案第 ９０号 工事請負契約の一部変更について

議案第 ９１号 工事請負契約の一部変更について

議案第 ９２号 工事請負契約の一部変更について

議案第 ９３号 工事請負契約の一部変更について

議案第 ９４号 工事請負契約の一部変更について

議案第 ９５号 工事請負契約の一部変更について

議案第 ９６号 工事請負契約の一部変更について

議案第 ９７号 工事請負契約の一部変更について

議案第 ９８号 工事請負契約の一部変更について

議案第 ９９号 工事請負契約の一部変更について

議案第１００号 工事請負契約の一部変更について

議案第１０１号 工事請負契約の一部変更について

議案第１０２号 工事請負契約の一部変更について

議案第１０３号 工事請負契約の一部変更について

議案第１０４号 工事請負契約の一部変更について

議案第１０５号 工事請負契約の一部変更について

議案第１０６号 工事請負契約の一部変更について

議案第１０７号 工事請負契約の一部変更について

議案第１０８号 動産の取得について

議案第１０９号 不動産の処分について

議案第１１０号 民事調停の申立てについて

議案第１３１号 福島県児童福祉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
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２ 議員提出議案

議案第２６６号 食品ロス削減に向けた更なる取組を求める意見書

議案第２６７号 児童虐待防止対策の更なる強化を求める意見書

議案第２６８号 幼児教育・保育の無償化に伴う地方負担の軽減及びその質の確保・

向上を求める意見書

議案第２６９号 妊婦が安心できる医療提供体制の充実及び健康管理の推進を求める

意見書

議案第２７２号 農林水産物及び食品の輸出力強化を求める意見書

（知事提出１１１件 ＋ 議員提出 ５件 ＋ 委員会提出０件＝ 計１１６件）

※議決不要 ０件

○ 承 認

１ 知事提出議案

議案第１１１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１３４号 副知事の選任につき同意を求めることについて

議案第１３５号 教育長の任命につき同意を求めることについて

議案第１３６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１３７号 公害審査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１３８号 公害審査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１３９号 公害審査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１４０号 公害審査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１４１号 公害審査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１４２号 公害審査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１４３号 公害審査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１４４号 公害審査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１４５号 公害審査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１４６号 公害審査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１３件 ＋ 議員提出 ０件 ＋ 委員会提出０件＝ 計１３件）

○ 否 決

１ 議員提出議案

議案第２６０号 消費税率の１０％引上げに当たり簡素で公正な税制の実現を求める

意見書

議案第２６１号 ２０１９年１０月からの消費税率１０％引上げの中止を求める意見

書
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議案第２６２号 日米地位協定の見直しを求める意見書

議案第２６３号 「米軍基地負担に関する提言」の推進を求める意見書

議案第２６４号 憲法が掲げる平和主義の理念の堅持を求める意見書

議案第２６５号 憲法第９条の改正に反対する意見書

（知事提出 ０件 ＋ 議員提出 ６件 ＋ 委員会提出０件＝ 計 ６件）

（ ２月２１日分）

○原案可決（知事提出 ０件 ＋ 議員提出 １件 ＋ 委員会提出 ０件＝ 計 １件）

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

（ ３月 ７日分）

○原案可決（知事提出 ２１件 ＋ 議員提出 ０件 ＋ 委員会提出 ０件＝ 計 ２１件）

（計 知事提出 ２１件 ＋ 議員提出 ０件 ＋ 委員会提出 ０件＝ 計 ２１件）

（ ３月２０日分）

○原案可決（知事提出１１１件 ＋ 議員提出 ５件 ＋ 委員会提出 ０件＝ 計１１６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 １３件 ＋ 議員提出 ０件 ＋ 委員会提出 ０件＝ 計 １３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 ６件 ＋ 委員会提出 ０件＝ 計 ６件）

（知事提出１２５件 ＋ 議員提出１１件 ＋ 委員会提出 ０件＝ 計１３６件）

※このほか、請願採択 ０件

請願不採択 ３件

（２月定例会 総計）

○原案可決

（知事提出１３２件 ＋ 議員提出 ６件 ＋ 委員会提出 ０件 ＝ 計１３８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 １３件 ＋ 議員提出 ０件 ＋ 委員会提出 ０件 ＝ 計 １３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）
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○否 決

（知事提出 ０件 ＋ 議員提出 ６件 ＋ 委員会提出 ０件 ＝ 計 ６件）

（計 知事提出１４６件 ＋ 議員提出１２件 ＋ 委員会提出 ０件 ＝ 計１５８件）

※このほか、請願採択 ０件

請願不採択 ３件


