
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
未来 ： 未来石川議員会
公明 ： 公明党
共産 ： 日本共産党
WILL ： ＷＩＬＬ石川
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議決番号 議 案 番 号 件 名 議決年月日 議決結果 備 考

第１号 議会第７号 消費税増税の中止と複雑な複数税率の撤回を求める意見書 R1.9.26 否 決 反対：自民、未来、
公明、WILL

第２号 議会第８号 ジェンダー平等社会の実現を目指す関係法制定を求める意見書 R1.9.26 否 決 反対：自民、未来、
公明、WILL

第３号 議会第６号 廃プラスチック対策の抜本的強化を求める意見書 R1.9.26 否 決 反対：自民、公明、
WILL

第４号 議会第５号 水産業の体質強化を求める意見書 R1.9.26 原案可決 反対：共産

第５号 議会第１号 新たな過疎対策法の制定を求める意見書 R1.9.26 原案可決

第６号 議会第２号 豚コレラ対策の強化を求める意見書 R1.9.26 原案可決

第７号 議会第３号 教職員定数改善と教育予算拡充を求める意見書 R1.9.26 原案可決

第８号 議会第４号 高齢者の安全運転支援と移動手段の確保を求める意見書 R1.9.26 原案可決

第９号 議案第１号 令和元年度石川県一般会計補正予算（第１号） R1.9.26 原案可決

第10号 議案第２号 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について R1.9.26 原案可決

第11号 議案第３号 財産の取得について（パーソナルコンピュータ） R1.9.26 可 決

第12号 議案第４号 財産の取得について（可搬型モニタリングポスト衛星伝送機能等 R1.9.26 可 決
追加）

第13号 議案第５号 財産の取得について（大気モニタ） R1.9.26 可 決

第14号 議案第６号 財産の取得について（サンプルチェンジャ付ヨウ素サンプラ） R1.9.26 可 決

第15号 議案第７号 請負契約の締結について（新石川県立図書館整備工事（建築）） R1.9.26 可 決

第16号 議案第８号 請負契約の締結について（新石川県立図書館整備工事（電気設備 R1.9.26 可 決
・その１））

第17号 議案第９号 請負契約の締結について（新石川県立図書館整備工事（電気設備 R1.9.26 可 決
・その２））

第18号 議案第10号 請負契約の締結について（新石川県立図書館整備工事（空調設備 R1.9.26 可 決
・その１））

第19号 議案第11号 請負契約の締結について（新石川県立図書館整備工事（給排水衛 R1.9.26 可 決
生設備））

第20号 議案第12号 石川県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例につい R1.9.26 原案可決
て

第21号 議案第13号 障害のある人もない人も共に暮らしやすい石川県づくり条例につ R1.9.26 原案可決
いて

第22号 議案第14号 損害賠償額の決定について R1.9.26 可 決

第23号 議案第15号 石川県警察関係手数料条例の一部を改正する条例について R1.9.26 原案可決

第24号 議案第16号 石川県教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて R1.9.26 同 意

第25号 議案第17号 石川県人事委員会委員の選任につき同意を求めることについて R1.9.26 同 意

第26号 議案第18号 石川県収用委員会委員の任命につき同意を求めることについて R1.9.26 同 意

第27号 議案第19号 石川県土地利用審査会委員の任命につき同意を求めることについ R1.9.26 同 意
て

第28号 議員の派遣について（石川県議会スウェーデン・デンマーク行政 R1.9.26 可 決 反対：共産
調査）

第29号 平成30年度石川県一般会計歳入歳出決算 R1.9.26 継続審査
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議決番号 議 案 番 号 件 名 議決年月日 議決結果 備 考

第30号 平成30年度石川県証紙特別会計歳入歳出決算 R1.9.26 継続審査

第31号 平成30年度石川県土地取得特別会計歳入歳出決算 R1.9.26 継続審査

第32号 平成30年度石川県国民健康保険特別会計歳入歳出決算 R1.9.26 継続審査

第33号 平成30年度石川県母子父子寡婦福祉資金特別会計歳入歳出決算 R1.9.26 継続審査

第34号 平成30年度石川県中小企業近代化資金貸付金特別会計歳入歳出決 R1.9.26 継続審査
算

第35号 平成30年度石川県就農支援資金特別会計歳入歳出決算 R1.9.26 継続審査

第36号 平成30年度石川県林業改善資金特別会計歳入歳出決算 R1.9.26 継続審査

第37号 平成30年度石川県沿岸漁業改善資金特別会計歳入歳出決算 R1.9.26 継続審査

第38号 平成30年度石川県公営競馬特別会計歳入歳出決算 R1.9.26 継続審査

第39号 平成30年度石川県港湾整備特別会計歳入歳出決算 R1.9.26 継続審査

第40号 平成30年度石川県流域下水道特別会計歳入歳出決算 R1.9.26 継続審査

第41号 平成30年度石川県育英資金特別会計歳入歳出決算 R1.9.26 継続審査

第42号 平成30年度石川県公債管理特別会計歳入歳出決算 R1.9.26 継続審査

第43号 平成30年度石川県立中央病院事業決算 R1.9.26 継続審査

第44号 平成30年度石川県立高松病院事業決算 R1.9.26 継続審査

第45号 平成30年度石川県港湾土地造成事業決算 R1.9.26 継続審査

第46号 平成30年度石川県水道用水供給事業決算 R1.9.26 継続審査

報告第１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２号 地方独立行政法人の業務実績に関する評価結果の報告について 議決不要

報告第３号 法人の経営状況の報告について（石川県公立大学法人） 議決不要

報告第４号 法人の経営状況の報告について（公益財団法人 能登原子力セン 議決不要
ター）

報告第５号 法人の経営状況の報告について（公益財団法人 北陸先端科学技 議決不要
術大学院大学支援財団）

報告第６号 法人の経営状況の報告について（公益財団法人 奥能登開発公 議決不要
社）

報告第７号 法人の経営状況の報告について（北陸エアターミナルビル株式会 議決不要
社）

報告第８号 法人の経営状況の報告について（能登空港ターミナルビル株式会 議決不要
社）

報告第９号 法人の経営状況の報告について（へぐら航路株式会社） 議決不要

報告第10号 法人の経営状況の報告について（のと鉄道株式会社） 議決不要

報告第11号 法人の経営状況の報告について（ＩＲいしかわ鉄道株式会社） 議決不要

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 石川県県民ボラ 議決不要
ンティアセンター）

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 いしかわ県民文 議決不要
化振興基金）

報告第14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15号 法人の経営状況の報告について（公益財団法人 大野からくり記 議決不要
念館）

報告第16号 法人の経営状況の報告について（公益財団法人 銭五顕彰会） 議決不要

報告第17号 法人の経営状況の報告について（公益財団法人 石川県体育協 議決不要
会）
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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 いしかわ女性基 議決不要
金）

報告第19号 法人の経営状況の報告について（公益財団法人 石川県臓器移植 議決不要
推進財団）

報告第20号 法人の経営状況の報告について（公益財団法人 石川県生活衛生 議決不要
営業指導センター）

報告第21号 法人の経営状況の報告について（公益財団法人 いしかわ結婚・ 議決不要
子育て支援財団）

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 石川県産業創出 議決不要
支援機構）

報告第23号 法人の経営状況の報告について（一般財団法人 石川県文化・産 議決不要
業振興基金）

報告第24号 法人の経営状況の報告について（公益財団法人 石川県デザイン 議決不要
センター）

報告第25号 法人の経営状況の報告について（七尾海陸運送株式会社） 議決不要

報告第26号 法人の経営状況の報告について（公益財団法人 山中漆器産業技 議決不要
術センター）

報告第27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28号 法人の経営状況の報告について（一般財団法人 石川県県民ふれ 議決不要
あい公社）

報告第29号 法人の経営状況の報告について（公益財団法人 金沢コンベンシ 議決不要
ョンビューロー）

報告第30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31号 法人の経営状況の報告について（一般社団法人 石川県農業開発 議決不要
公社）

報告第32号 法人の経営状況の報告について（公益財団法人 いしかわ農業総 議決不要
合支援機構）

報告第33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34号 法人の経営状況の報告について（一般社団法人 石川県金沢食肉 議決不要
公社）

報告第35号 法人の経営状況の報告について（公益財団法人 石川県林業公 議決不要
社）

報告第36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37号 法人の経営状況の報告について（公益財団法人 石川県緑化推進 議決不要
委員会）

報告第38号 法人の経営状況の報告について（株式会社マリンパーク内灘） 議決不要

報告第39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40号 法人の経営状況の報告について（公益財団法人 木場潟公園協 議決不要
会）

報告第41号 法人の経営状況の報告について（公益財団法人 いしかわ緑のま 議決不要
ち基金）

報告第42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43号 法人の経営状況の報告について（公益財団法人 石川県文教会 議決不要
館）

報告第44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）


