
( 1/5 )

（平成２４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２４年度福島県一般会計補正予算（第８号）

議案第 ２号 平成２４年度福島県公債管理特別会計補正予算（第１号）

議案第 ３号 平成２４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 平成２４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 ５号 平成２４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 平成２４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２４年度福島県立病院事業会計補正予算（第１号）

議案第 ８号 福島県只見川流域豪雨災害復興基金条例

議案第 ９号 福島県東日本大震災被災児童支援基金条例の一部を改正する条例

議案第１０号 福島県税条例の一部を改正する条例

議案第１１号 福島県介護保険法関係手数料条例の一部を改正する条例

議案第１２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１３号 福島県電気工事業の業務の適正化に関する法律に係る事務処理の

特例に関する条例

議案第１４号 福島県火薬類取締法に係る事務処理の特例に関する条例

議案第１５号 福島県武器等製造法に係る事務処理の特例に関する条例

議案第１６号 福島県環境影響評価条例の一部を改正する条例

議案第１７号 大気汚染防止法に基づく排出基準及び水質汚濁防止法に基づく排水基

準を定める条例の一部を改正する条例

議案第１８号 福島県保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例

議案第１９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

議案第２０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

議案第２１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

議案第２２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

議案第２３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

議案第２４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
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関する基準を定める条例

議案第２５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

議案第２６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

議案第２７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

議案第２８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

議案第２９号 福島県認定こども園の要件を定める条例の一部を改正する条例

議案第３０号 福島県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準

等を定める条例

議案第３１号 福島県指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例

議案第３２号 福島県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関

する基準等を定める条例

議案第３３号 福島県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例

議案第３４号 福島県障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例

議案第３５号 福島県地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定め

る条例

議案第３６号 福島県福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

議案第３７号 福島県障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

議案第３８号 福島県医療法施行条例の一部を改正する条例

議案第３９号 福島県立看護師養成施設条例を廃止する等の条例

議案第４０号 福島県食品衛生法施行条例の一部を改正する条例

議案第４１号 福島県薬事法施行条例の一部を改正する条例

議案第４２号 福島県採石法に係る事務処理の特例に関する条例

議案第４３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

議案第４４号 福島県みつばち転飼条例の一部を改正する条例

議案第４５号 福島県県道の構造の技術的基準を定める条例

議案第４６号 福島県移動等円滑化のために必要な県道の構造に関する基準を定める

条例

議案第４７号 福島県県道に設ける道路標識の寸法を定める条例

議案第４８号 福島県都市公園条例の一部を改正する条例

議案第４９号 福島県都市公園の配置及び規模に関する基準等を定める条例
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議案第５０号 福島県移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する

基準を定める条例

議案第５１号 福島県流域下水道の構造の基準等を定める条例

議案第５２号 福島県県営住宅等条例の一部を改正する条例

議案第５３号 福島県青少年によるテレホンクラブ営業の利用を助長する行為等の規

制に関する条例の一部を改正する条例

議案第５４号 当せん金付証票の発売について

議案第５５号 町村の境界変更について

議案第５６号 福島県長期総合計画について

議案第５７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

議案第６２号 工事請負契約の一部変更について

議案第６３号 工事施行協定の一部変更について

議案第６４号 不動産の処分について

議案第６５号 民事調停の申立てについて

議案第６７号 平成２４年度福島県一般会計補正予算（第９号）

２ 議員提出議案

議案第１２２号 ＭＶ－２２オスプレイの飛行訓練に関する意見書

議案第１２４号 「防災・減災体制再構築推進基本法」（仮称）の制定を求める意見書

議案第１２６号 福島復興再生特別措置法に基づく税財政上の措置の実現を求める意

見書及び修正案

（議案第１２５号 福島復興再生特別措置法に関する税制措置における優遇制度の拡

充を求める意見書 議決不要）

議案第１２７号 原子力規制委員会内の組織改善を強く求める意見書

議案第１２８号 環境創造センター（仮称）の整備・運営に対する支援を求める意見書

議案第１２９号 避難指示区域の見直しに伴う賠償の再度見直しを求める意見書

（議案第１３０号 東京電力(株)が示した「財物賠償基準」を見直しさせ 「再取得、

価額」を基準とした賠償基準とすることを求める意見書 議決不要）

議案第１３１号 「中間指針」の実効性ある見直しと東京電力（株）に対する国の強

い指導力の発揮を求める意見書

（議案第１３２号 「自主的避難区域」における精神的損害に対する賠償についての
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「中間指針」の見直しを求める意見書 議決不要）

議案第１３３号 東京電力福島第一原子力発電所事故の真の収束の早期実現を求める

意見書

議案第１３５号 メタンハイドレートの実用化を求める意見書

議案第１３６号 放射線医学県民健康管理センターへの財政措置を求める意見書

議案第１３７号 我が国の優れた国民皆保険の恒久的堅持と地域医療の再興を求める

意見書

議案第１３８号 Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎患者の救済に関する意見書

議案第１４３号 地域経済を支える、頑張る中小企業への支援の強化を求める意見書

及び修正案

議案第１４４号 次代を担う若者世代支援策を求める意見書

議案第１４６号 農業水利施設を除染対象として明確化することを求める意見書

議案第１４７号 北朝鮮のミサイル発射に断固抗議する決議

３ 委員会提出議案

議案第１号 福島県議会委員会条例の一部を改正する条例

議案第２号 福島県議会会議規則の一部を改正する規則

（知事提出６６件 ＋ 議員提出１６件 ＋ 委員会提出２件＝ 計８４件）

※議決不要 ３件

○ 認 定

知事提出継続審査議案第３０号 平成２３年度福島県工業用水道事業会計利益の処分

及び決算の認定について

知事提出継続審査議案第３１号 平成２３年度福島県地域開発事業会計決算の認定に

ついて

知事提出継続審査議案第３２号 平成２３年度福島県立病院事業会計決算の認定につ

いて

（知事提出 ３件 ＋ 議員提出 ０件 ＋ 委員会提出 ０件 ＝ 計 ３件）

○ 承 認

知事提出議案第６６号 専決処分の報告及びその承認について
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（知事提出 １件 ＋ 議員提出 ０件 ＋ 委員会提出０件＝ 計 １件）

○ 同 意

知事提出議案第６８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

知事提出議案第６９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

知事提出議案第７０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 ３件 ＋ 議員提出 ０件 ＋ 委員会提出０件＝ 計 ３件）

○ 不 認 定

知事提出継続審査議案第２９号 決算の認定について

（ ）知事提出 １件 ＋ 議員提出 ０件 ＋ 委員会提出０件＝ 計 １件

（合 計）

○原案可決 （知事提出６６件 ＋ 議員提出１６件 ＋委員会提出２件＝ ８４件）

※議決不要 ３件

○認 定 （知事提出 ３件 ＋ 議員提出 ０件 ＋委員会提出０件＝ ３件）

○承 認 （知事提出 １件 ＋ 議員提出 ０件 ＋委員会提出０件＝ １件）

○同 意 （知事提出 ３件 ＋ 議員提出 ０件 ＋委員会提出０件＝ ３件）

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

（合計 知事提出７４件 ＋ 議員提出１６件 ＋委員会提出２件＝ ９２件）

※このほか、請願採択１３件


