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（平成２６年６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２６年度福島県一般会計補正予算（第１号）

議案第 ２号 平成２６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 ３号 福島県母子寡婦福祉資金貸付金特別会計条例等の一部を改正する条例

議案第 ４号 福島県税条例等の一部を改正する条例

議案第 ５号 福島県税特別措置条例の一部を改正する条例

議案第 ６号 職員の配偶者同行休業に関する条例

議案第 ７号 福島県職員定数条例等の一部を改正する条例

議案第 ８号 福島県薬事法施行条例の一部を改正する条例

議案第 ９号 福島県商業まちづくりの推進に関する条例の一部を改正する条例

議案第１０号 福島県土地改良施設条例の一部を改正する条例

議案第１１号 福島県企業局職員定数条例の一部を改正する条例

議案第１２号 福島県公営企業の業務に従事する職員の給与の種類及び基準を定める

条例の一部を改正する条例

議案第１３号 福島県立病院事業職員定数条例の一部を改正する条例

議案第１４号 福島県立病院事業の業務に従事する職員の給与の種類及び基準を定め

る条例の一部を改正する条例

議案第１５号 福島県教育関係職員定数条例の一部を改正する条例

議案第１６号 福島県警察職員定数条例の一部を改正する条例

議案第１７号 町の境界変更について

議案第１８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１９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２０号 工事請負契約について

議案第２１号 工事請負契約について

議案第２２号 工事請負契約について

議案第２３号 工事請負契約について

議案第２４号 工事請負契約について

議案第２５号 工事請負契約について

議案第２６号 工事請負契約の一部変更について

議案第２７号 工事請負契約の一部変更について

議案第２８号 不動産の取得について

議案第２９号 訴えの提起について

議案第３０号 民事調停の申立てについて

議案第３１号 損害賠償の額の決定及び和解について

議案第３３号 工事請負契約について

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
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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

２ 議員提出議案

継続審査議案第２６８号 災害多目的船の導入を求める意見書

議案第２７７号 福島の復興・再生に必要な長期の財源確保を求める意見書

議案第２８１号 集団的自衛権の行使容認について国民への十分な説明を求める意見

書

議案第２８４号 福島・国際研究産業都市（イノベーション・コースト）構想に関す

る特区の創設を求める意見書

議案第２８５号 東日本大震災復興交付金及び福島再生加速化交付金の運用改善を求

める意見書

議案第２８９号 ＴＰＰ交渉における国会決議の実現を求める意見書

議案第２９０号 ＪＲ只見線の早期全線復旧のための必要な法整備を求める意見書

議案第２９１号 鳥獣の捕獲促進体制強化の速やかな実施を求める意見書

議案第２９４号 地域包括ケアシステム構築のため地域の実情に応じた支援を求める

意見書

議案第２９５号 ウイルス性肝炎による肝硬変・肝がん患者に対する医療費助成等の

拡充を求める意見書

議案第３０２号 軽度外傷性脳損傷の周知及び労災認定基準の改正等を求める意見書

議案第３０３号 若者の雇用について総合的かつ体系的な対策を求める意見書

議案第３０４号 中小企業における事業環境の改善を求める意見書

議案第３０６号 福島県最低賃金の引上げと早期発効を求める意見書

議案第３１１号 農業・農村所得倍増のための現場に即した農業改革を求める意見書

議案第３１２号 諸外国等に対する輸入停止等の規制解除の働きかけを求める意見書

議案第３１５号 ふくしま復興再生道路３路線の国直轄権限代行を求める意見書

（知事提出３９件 ＋ 議員提出１７件 ＋ 委員会提出０件＝ 計５６件）

※議決不要 ０件

○ 承 認

１ 知事提出議案

議案第３２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）



( 3/4 )

○ 同 意

１ 知事提出議案

議案第４１号 人事委員会の委員の選任につき同意を求めることについて

議案第４２号 公安委員会の委員の任命につき同意を求めることついて

（知事提出 ２件 ＋ 議員提出 ０件 ＋ 委員会提出０件＝ 計 ２件）

○ 否 決

１ 議員提出議案

継続審査議案第１９６号 福島原発事故被災者の甲状腺等の検査体制の確立を求める

意見書

継続審査議案第１９７号 県民健康調査により判明した健康障害に対し放射線との因

果関係証明を待つことなく、健康管理調査を通じ判明した

全ての異常に対し、その治療の財政的全責任を負うことを

求める意見書

継続審査議案第２６４号 オープンガバメント構想の推進を求める意見書

継続審査議案第２６９号 社会保障の充実を求める意見書

継続審査議案第２７０号 要支援者に対する介護保険サービスの継続を求める意見書

議案第２７８号 原子力災害の風化を防ぎ復興に向けた確実な予算措置を求める意見

書

議案第２７９号 地方財政の充実・強化を求める意見書

議案第２８０号 消費税１０パーセントへの税率引上げの中止を求める意見書

議案第２８２号 集団的自衛権の行使容認に反対する意見書

議案第２８３号 死刑制度モラトリアムを求める意見書

議案第２９６号 重度障がい者等に対する入院時コミュニケーション支援（仮称）の

創設を求める意見書

議案第２９７号 障がい者（児）の相談支援事業における基本相談を報酬対象に加え

ることや報酬単価全体の引上げを求める意見書

議案第２９８号 介護保険要支援１・２の認定者を介護予防給付から外すのをやめる

よう求める意見書

議案第２９９号 恒久的な子どもの医療費無料化制度の創設を求める意見書

議案第３００号 福島県民全員への自己負担なしのがん検診・定期健診制度の実施を

求める意見書

議案第３０１号 福島県民全員への「患者窓口負担なし（ゼロ割）」の医療受診制度

の実施を求める意見書

議案第３０５号 労働者保護ルールの改悪に反対する意見書

議案第３０８号 高校無償化の復活及び高校生・大学生への給付制奨学金創設を求め

る意見書

議案第３０９号 「ゆきとどいた教育」の前進を求める意見書

議案第３１０号 学びたいと思う全ての若者が大学・高等教育を受けることができる

給付制奨学金の創設を求める意見書
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議案第３１３号 規制改革会議の「農業改革に関する意見」に対する意見書

議案第３１４号 規制改革会議の「農業改革」案の撤回と農業委員会・農業協同組合

の「自主・自立」を基本とする改革を求める意見書

（知事提出 ０件 ＋ 議員提出 ２２件 ＋ 委員会提出０件＝ 計２２件）

（合 計）

○原案可決 （知事提出３９件 ＋ 議員提出１７件 ＋ 委員会提出０件＝計５６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 ２件 ＋ 議員提出 ０件 ＋ 委員会提出０件＝計 ２件）

○否 決 （知事提出 ０件 ＋ 議員提出２２件 ＋ 委員会提出０件＝計２２件）

（合計 知事提出４２件 ＋ 議員提出３９件 ＋ 委員会提出０件＝計８１件）

※このほか、請願採択 ４件

請願不採択１９件


