
平成２９年１２月県議会定例会知事提出議案件名

議案第 １号 平成２９年度福島県一般会計補正予算(第４号)
議案第 ２号 平成２９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２９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２９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 ５号 平成２９年度福島県工業用水道事業会計補正予算(第１号)
議案第 ６号 平成２９年度福島県地域開発事業会計補正予算(第１号)
議案第 ７号 平成２９年度福島県立病院事業会計補正予算(第２号)
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 福島県税特別措置条例の一部を改正する条例
議案第 １０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 １１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 １２号 福島県旅行業登録申請等手数料条例の一部を改正する条例
議案第 １３号 福島県通訳案内士登録申請等手数料条例の一部を改正する条例
議案第 １４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 １５号 Ｊヴィレッジ全天候型練習場条例
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 １８号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
議案第 １９号 福島県出先機関設置条例の一部を改正する条例
議案第 ２０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 ２１号 福島県浄化槽保守点検業者登録条例の一部を改正する条例
議案第 ２２号 福島県生活環境の保全等に関する条例の一部を改正する条例
議案第 ２３号 福島県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行条例の

一部を改正する条例
議案第 ２４号 福島県浄化槽法施行条例の一部を改正する条例
議案第 ２５号 福島県産業廃棄物等の処理の適正化に関する条例の一部を改正する条例
議案第 ２６号 犬による危害の防止に関する条例の一部を改正する条例
議案第 ２７号 福島県魚介類行商取締条例の一部を改正する条例
議案第 ２８号 福島県動物の愛護及び管理に関する法律施行条例の一部を改正する条例
議案第 ２９号 福島県医療法施行条例の一部を改正する条例
議案第 ３０号 福島県薬剤師法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 ３１号 福島県母子及び父子並びに寡婦福祉法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 ３２号 福島県栄養士法施行条例の一部を改正する条例
議案第 ３３号 福島県原子爆弾被爆者に対する援護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 ３４号 福島県あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に係

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 ３５号 福島県医師法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 ３６号 福島県歯科医師法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 ３７号 福島県診療放射線技師法施行条例の一部を改正する条例
議案第 ３８号 福島県理学療法士及び作業療法士法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 福島県視能訓練士法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 ４０号 福島県死体解剖保存法施行条例の一部を改正する条例
議案第 ４１号 福島県保健師助産師看護師法施行条例の一部を改正する条例



議案第 ４２号 福島県歯科衛生士法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 ４３号 福島県理容師法施行条例の一部を改正する条例
議案第 ４４号 福島県美容師法施行条例の一部を改正する条例
議案第 ４５号 福島県クリーニング業法施行条例の一部を改正する条例
議案第 ４６号 福島県建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行条例の一部を

改正する条例
議案第 ４７号 福島県調理師法施行条例の一部を改正する条例
議案第 ４８号 福島県製菓衛生師法施行条例の一部を改正する条例
議案第 ４９号 福島県臨床検査技師等に関する法律施行条例の一部を改正する条例
議案第 ５０号 福島県温泉法施行条例の一部を改正する条例
議案第 ５１号 福島県医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する

法律施行条例の一部を改正する条例
議案第 ５２号 福島県毒物及び劇物取締法施行条例の一部を改正する条例
議案第 ５３号 民生委員の定数を定める条例の一部を改正する条例
議案第 ５４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の一部を改正す

る条例
議案第 ５５号 福島県国民健康保険条例
議案第 ５６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 ５７号 福島県森林総合研究所旧公団事業負担金徴収条例の一部を改正する条例
議案第 ５８号 福島県農地法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 ５９号 福島県租税特別措置法第七十条の四の規定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 ６０号 福島県土地改良法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 ６１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 ６２号 福島県屋外広告物条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
議案第 ６３号 福島県都市計画法施行条例の一部を改正する条例
議案第 ６４号 福島県土地区画整理法に係る事務処理の特例に関する条例を廃止する条

例
議案第 ６５号 福島県都市再開発法に係る事務処理の特例に関する条例を廃止する条例
議案第 ６６号 福島県農住組合法に係る事務処理の特例に関する条例を廃止する条例
議案第 ６７号 福島県宅地造成等規制法施行条例の一部を改正する条例
議案第 ６８号 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部を改

正する条例
議案第 ６９号 当せん金付証票の発売について
議案第 ７０号 公の施設の指定管理者の指定について
議案第 ７１号 公立大学法人福島県立医科大学の中期目標について
議案第 ７２号 公立大学法人会津大学の中期目標について
議案第 ７３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 ７４号 公立大学法人会津大学の定款の一部変更について
議案第 ７５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 ７６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 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 工事請負契約について
議案第 ８５号 工事請負契約について



議案第 ８６号 工事請負契約について
議案第 ８７号 工事請負契約について
議案第 ８８号 工事請負契約について
議案第 ８９号 工事請負契約について
議案第 ９０号 工事請負契約について
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 工事請負変更契約について
議案第 ９９号 工事施行協定について
議案第１００号 訴えの提起について
議案第１０１号 訴えの提起について
議案第１０２号 訴えの提起について
議案第１０３号 訴えの提起について
議案第１０４号 民事調停の申立てについて
議案第１０５号 民事調停の申立てについて
議案第１０６号 民事調停の申立てについて

報告第 １号 専決処分の報告について


