
議 決 結 果 一 覧

〔会派名について〕

自民 ： 自由民主党石川県議会議員協議会

県政 ： 県政石川議員会

清風 ： 清風・連帯

公明 ： 公明党

新進 ： 新進石川議員会

政心 ： 政心会

改新 ： 改新

共産 ： 日本共産党

黎明 ： 黎明会

平成２５年６月定例会 (1/3)

議決番号 議 案 番 号 件 名 議決月日 議決結果 備 考

第１号 議案第13号 知事等特別職及び一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例に H25.6.20 原案可決 反対：清風、共産

ついて

第２号 議会第９号 立憲主義を根底から覆す憲法96条の発議要件の緩和に反対する意 H25.6.28 否 決 反対：自民、県政、公明、

見書 新進、政心、改新、黎明

第３号 議会第10号 日本軍「慰安婦」問題の一刻も早い解決を求める意見書 H25.6.28 否 決 反対：自民、県政、公明、

新進、政心、改新、黎明

第４号 議会第11号 福島原発の「収束宣言」を撤回し、原発輸出の中止を求める意見 H25.6.28 否 決 反対：自民、県政、公明、

書 新進、政心、改新、黎明

第５号 議会第12号 生活保護の親族扶養等の書類提出を義務付ける改定法案の撤回を H25.6.28 否 決 反対：自民、県政、公明、

求める意見書 新進、政心、改新、黎明

第６号 議会第７号 教育予算の拡充を求める意見書 H25.6.28 否 決 反対：自民、公明、新進、

政心、黎明

第７号 議会第８号 「原発事故子ども・被災者支援法」に基づく具体的施策の早期実 H25.6.28 否 決 反対：自民、公明、新進、

施を求める意見書 政心、黎明

第８号 議会第６号 解雇の自由化など労働者保護の規制緩和に反対する意見書 H25.6.28 否 決 反対：自民、公明、新進、

政心

第９号 議会第４号 ＴＰＰ交渉参加に当たり聖域の確保を最優先とする対応を求める H25.6.28 原案可決 反対：清風、共産

意見書

第10号 議会第５号 スポーツ庁の創設を求める意見書 H25.6.28 原案可決 反対：清風、共産

第11号 議会第３号 後期高齢者医療制度の名称変更を求める意見書 H25.6.28 原案可決 反対：共産

第12号 議会第１号 「障がい者差別解消法」の早期制定・施行を求める意見書 H25.6.28 原案可決

第13号 議会第２号 一般用医薬品販売制度に関する意見書 H25.6.28 原案可決

第14号 議案第９号 民事調停について H25.6.28 可 決 反対：改新

除斥：平蔵

第15号 議案第４号 石川県税条例の一部を改正する条例について H25.6.28 原案可決 反対：共産

第16号 議案第１号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について H25.6.28 原案可決

第17号 議案第２号 石川県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例につ H25.6.28 原案可決

いて

第18号 議案第３号 石川県手数料条例の一部を改正する条例について H25.6.28 原案可決
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議決番号 議 案 番 号 件 名 議決月日 議決結果 備 考

第19号 議案第５号 半島振興対策実施地域における県税の課税の特例に関する条例等 H25.6.28 原案可決

の一部を改正する条例について

第20号 議案第６号 財産の取得について（簡易サーベイメータ） H25.6.28 可 決

第21号 議案第７号 請負契約の締結について（歴史博物館リニューアル展示等工事） H25.6.28 可 決

第22号 議案第８号 権利の放棄について（石川県建設工事標準請負契約約款に規定す H25.6.28 可 決

る賠償金）

第23号 議案第10号 財産の取得について（ロータリ除雪車） H25.6.28 可 決

第24号 議案第11号 財産の取得について（除雪ドーザ） H25.6.28 可 決

第25号 議案第12号 財産の取得について（除雪トラック） H25.6.28 可 決

第26号 報告第１号 平成24年度石川県一般会計補正予算（第７号）の専決処分の報告 H25.6.28 承 認

について

第27号 報告第２号 平成24年度石川県一般会計補正予算（第８号）の専決処分の報告 H25.6.28 承 認

について

第28号 議案第14号 石川県公安委員会委員の任命につき同意を求めることについて H25.6.28 同 意

報告第３号 損害賠償額決定の専決処分の報告について 議決不要

報告第４号 損害賠償額決定の専決処分の報告について 議決不要

報告第５号 平成24年度石川県一般会計繰越明許費繰越計算書について 議決不要

報告第６号 平成24年度石川県流域下水道特別会計繰越明許費繰越計算書につ 議決不要

いて

報告第７号 平成24年度石川県水道用水供給事業会計予算繰越計算書について 議決不要

報告第８号 法人の経営状況の報告について（財団法人 能登半島地震復興基 議決不要

金）

報告第９号 法人の経営状況の報告について（公益財団法人 石川県県民ボラ 議決不要

ンティアセンター）

報告第10号 法人の経営状況の報告について（財団法人 石川県文化振興基 議決不要

金）

報告第11号 法人の経営状況の報告について（公益財団法人 石川県音楽文化 議決不要

振興事業団）

報告第12号 法人の経営状況の報告について（公益財団法人 いしかわ女性基 議決不要

金）

報告第13号 法人の経営状況の報告について（公益財団法人 いしかわ子育て 議決不要

支援財団）

報告第14号 法人の経営状況の報告について（財団法人 石川県産業創出支援 議決不要

機構）

報告第15号 法人の経営状況の報告について（一般財団法人 石川県金沢勤労 議決不要

者プラザ）

報告第16号 法人の経営状況の報告について（財団法人 石川県県民ふれあい 議決不要

公社）



平成２５年６月定例会 (3/3)

議決番号 議 案 番 号 件 名 議決月日 議決結果 備 考

報告第17号 法人の経営状況の報告について（財団法人 石川県観光余暇資源 議決不要

開発公団）

報告第18号 法人の経営状況の報告について（公益財団法人 石川県国際交流 議決不要

協会）

報告第19号 法人の経営状況の報告について（社団法人 石川県農業開発公 議決不要

社）

報告第20号 法人の経営状況の報告について（公益社団法人 石川県青果物価 議決不要

格安定資金協会）

報告第21号 法人の経営状況の報告について（財団法人 石川県林業公社） 議決不要

報告第22号 法人の経営状況の報告について（公益財団法人 石川県林業労働 議決不要

対策基金）

報告第23号 法人の経営状況の報告について（石川県土地開発公社） 議決不要

報告第24号 法人の経営状況の報告について（石川県道路公社） 議決不要

報告第25号 法人の経営状況の報告について（公益財団法人 いしかわまちづ 議決不要

くり技術センター）

報告第26号 法人の経営状況の報告について（石川県住宅供給公社） 議決不要

報告第27号 法人の経営状況の報告について（公益財団法人 石川県暴力追放 議決不要

運動推進センター）

報告第28号 法人の経営状況の報告について（公益財団法人 石川県埋蔵文化 議決不要

財センター）


