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（令和元年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 令和元年度福島県一般会計補正予算（第５号）

議案第 ２号 令和元年度福島県国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

議案第 ３号 令和元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 ４号 令和元年度福島県流域下水道事業特別会計補正予算（第１号）

議案第 ５号 令和元年度福島県工業用水道事業会計補正予算（第２号）

議案第 ６号 令和元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 令和元年度福島県立病院事業会計補正予算（第１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 福島県建築士法関係手数料条例の一部を改正する条例

議案第１０号 福島県卸売市場条例を廃止する条例

議案第１１号 福島県港湾管理条例の一部を改正する条例

議案第１２号 福島県県営住宅等条例の一部を改正する条例

議案第１３号 福島県立特別支援学校条例の一部を改正する条例

議案第１４号 福島県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例

議案第１５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１６号 福島県公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例

議案第１７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

議案第１８号 福島県墓地、埋葬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１９号 福島県幼保連携型認定こども園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２０号 福島県無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例

議案第２１号 福島県蚕業技術員登録条例の一部を改正する条例

議案第２２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２３号 福島県租税特別措置法第７０条の４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２４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２５号 当せん金付証票の発売について

議案第２６号 公の施設の指定管理者の指定について

議案第２７号 公の施設の指定管理者の指定について

議案第２８号 公の施設の指定管理者の指定について

議案第２９号 公の施設の指定管理者の指定について

議案第３０号 公の施設の指定管理者の指定について
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議案第３１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３２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３３号 県の行う建設事業等に対する市町村の負担の一部変更について

議案第３４号 工事請負契約について

議案第３５号 工事請負契約について

議案第３６号 工事請負契約について

議案第３７号 工事請負契約について

議案第３８号 工事請負契約について

議案第３９号 工事請負契約について

議案第４０号 工事請負契約について

議案第４１号 工事請負契約について

議案第４２号 工事請負契約について

議案第４３号 工事請負契約について

議案第４４号 工事請負契約について

議案第４５号 工事請負契約について

議案第４６号 工事請負契約について

議案第４７号 工事請負契約について

議案第４８号 工事請負契約の一部変更について

議案第４９号 工事請負契約の一部変更について

議案第５０号 工事請負契約の一部変更について

議案第５１号 工事請負契約の一部変更について

議案第５２号 工事請負契約の一部変更について

議案第５３号 工事請負契約の一部変更について

議案第５４号 工事請負契約の一部変更について

議案第５５号 工事請負契約の一部変更について

議案第５６号 工事施行協定の一部変更について

議案第５７号 動産の取得の一部変更について

議案第５８号 訴えの提起について

議案第５９号 民事調停の申立てについて

議案第６１号 令和元年度福島県一般会計補正予算（第６号）

議案第６２号 令和元年度福島県工業用水道事業会計補正予算（第３号）

議案第６３号 令和元年度福島県地域開発事業会計補正予算（第２号）

議案第６４号 令和元年度福島県立病院事業会計補正予算（第２号）

議案第６５号 県議会の議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例

議案第６６号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

議案第６７号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

議案第６８号 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例等の一部を改正する条例

議案第６９号 一般職の任期付職員の採用等に関する条例等の一部を改正する条例

議案第７０号 福島県市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条

例



( 3/4 )

２ 議員提出議案

議案第 １号 国会における憲法論議の促進と国民的議論の喚起を求める意見書

議案第 ４号 私学助成の充実強化等を求める意見書

議案第 ５号 防災・減災、国土強靱化の充実強化に向けた取組の促進を求める意見

書

議案第 ９号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書

議案第１０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１１号 地域の実情に見合った持続可能な医療の提供を求める意見書

議案第１７号 あおり運転に対する厳罰化と更なる対策の強化を求める意見書

議案第２０号 スマート農業の実現による競争力強化の加速化を求める意見書

議案第２１号 豚コレラの早期終息に向けた緊急かつ具体的な対策を求める意見書

議案第２２号 避難地域復興・創生等対策について

議案第２３号 災害に強い県づくりについて

議案第２４号 少子高齢化・人口減少対策について

（知事提出６９件 ＋ 議員提出１２件 ＋ 委員会提出０件＝ 計８１件）

※議決不要 ０件

○ 承 認

１ 知事提出議案

議案第６０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７１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７２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７３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７４号 土地利用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７５号 土地利用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７６号 土地利用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７７号 土地利用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７８号 土地利用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７９号 土地利用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８０号 土地利用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１０件 ＋ 議員提出 ０件 ＋ 委員会提出０件＝ 計１０件）

○ 否 決

１ 議員提出議案

議案第 ２号 憲法が掲げる平和主義の理念の堅持を求める意見書
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議案第 ３号 憲法第９条の改正に反対する意見書

議案第 ８号 消費税率１０％を撤回し、５％への引下げを求める意見書

議案第１５号 看護師と介護従事者の全国を適用地域とした特定最低賃金の新設を求

める意見書

議案第１６号 すべての子どもに無償化によるより良い幼児教育・保育の実現を求め

る意見書

議案第１８号 教職員給与費「義務教育費国庫負担」２分の１復元と制度充実を求め

る意見書

議案第１９号 学校給食費の無料化を求める意見書

（知事提出 ０件 ＋ 議員提出 ７件 ＋ 委員会提出０件＝ 計 ７件）

（ 合 計 ）

○原案可決（知事提出 ６９件 ＋ 議員提出１２件 ＋ 委員会提出 ０件＝ 計 ８１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 １０件 ＋ 議員提出 ０件 ＋ 委員会提出 ０件＝ 計 １０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 ７件 ＋ 委員会提出 ０件＝ 計 ７件）

（計 知事提出 ８０件 ＋ 議員提出１９件 ＋ 委員会提出 ０件＝ 計 ９９件）

※このほか、請願採択１０件

請願不採択１０件


