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平成31年２月19日 

 

平成31年２月定例会 提出案件 
 

 

議第 １号 平成30年度山形県一般会計補正予算（第５号） 

議第 ２号 平成30年度山形県公債管理特別会計補正予算（第１号） 

議第 ３号 平成30年度山形県市町村振興資金特別会計補正予算（第１号） 

議第 ４号 平成30年度山形県母子父子寡婦福祉資金特別会計補正予算（第１号） 

議第 ５号 平成30年度山形県国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

議第 ６号 平成30年度山形県小規模企業者等設備導入資金特別会計補正予算（第１号）  

議第 ７号 平成30年度山形県土地取得事業特別会計補正予算（第３号） 

議第 ８号 平成30年度山形県農業改良資金特別会計補正予算（第１号） 

議第 ９号 平成30年度山形県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算（第１号） 

議第 10号 平成30年度山形県林業改善資金特別会計補正予算（第１号） 

議第 11号 平成30年度山形県流域下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

議第 12号 平成30年度山形県港湾整備事業特別会計補正予算（第３号） 

議第 13号 平成30年度山形県電気事業会計補正予算（第３号） 

議第 14号 平成30年度山形県工業用水道事業会計補正予算（第３号） 

議第 15号 平成30年度山形県公営企業資産運用事業会計補正予算（第１号） 

議第 16号 平成30年度山形県水道用水供給事業会計補正予算（第２号） 

議第 17号 平成30年度山形県病院事業会計補正予算（第３号） 

議第 18号 防災減災事業等に要する費用の一部負担について 

議第 19号 地域用水環境整備事業に要する費用の一部負担について 

議第 20号 都市計画街路事業に要する費用の一部負担について 

議第 21号 道路事業（単独）に要する費用の一部負担について 

議第 22号 主要地方道長井白鷹線道路改築事業荒砥橋架替（桁製作・架設）工事請負契約

の一部変更について 

議第 23号 山形県総合文化芸術館（文化機能）の指定管理者の指定について 

議第 24号 山形県金峰少年自然の家の指定管理者の指定について 

議第 25号 地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構が達成すべき業務運営に関する目標

を達成するための計画の一部変更の認可について 

議第 26号 平成31年度山形県一般会計予算 

議第 27号 平成31年度山形県公債管理特別会計予算 

議第 28号 平成31年度山形県市町村振興資金特別会計予算 

議第 29号 平成31年度山形県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算 

議第 30号 平成31年度山形県国民健康保険特別会計予算 

議第 31号 平成31年度山形県小規模企業者等設備導入資金特別会計予算 

議第 32号 平成31年度山形県土地取得事業特別会計予算 
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議第 33号 平成31年度山形県農業改良資金特別会計予算 

議第 34号 平成31年度山形県沿岸漁業改善資金特別会計予算 

議第 35号 平成31年度山形県林業改善資金特別会計予算 

議第 36号 平成31年度山形県流域下水道事業特別会計予算 

議第 37号 平成31年度山形県港湾整備事業特別会計予算 

議第 38号 平成31年度山形県電気事業会計予算 

議第 39号 平成31年度山形県工業用水道事業会計予算 

議第 40号 平成31年度山形県公営企業資産運用事業会計予算 

議第 41号 平成31年度山形県水道用水供給事業会計予算 

議第 42号 平成31年度山形県病院事業会計予算 

議第 43号 山形県会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の設定について  

議第 44号 山形県職員定数条例の一部を改正する条例の制定について 

議第 45号 職員の懲戒に関する条例等の一部を改正する条例の設定について 

議第 46号 山形県職員等に対する退職手当支給条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

議第 47号 山形県部設置条例の一部を改正する条例の制定について 

議第 48号 山形県職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

議第 49号 山形県語学指導等に従事する外国人の給料及び旅費の支給に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

議第 50号 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員等の処遇等に関する条例等の

一部を改正する条例の設定について 

議第 51号 山形県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

議第 52号 山形県職員等の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

議第 53号 山形県手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

議第 54号 山形県公文書等の管理に関する条例の設定について 

議第 55号 山形県情報公開条例等の一部を改正する条例の設定について 

議第 56号 行政不服審査法施行条例の一部を改正する条例の制定について 

議第 57号 議会の議決に付すべき契約並びに財産の取得、管理及び処分に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

議第 58号 山形県事務処理の特例に関する条例等の一部を改正する条例の設定について 

議第 59号 山形県志津野営場条例の一部を改正する条例の制定について 

議第 60号 山形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

する条例の制定について 

議第 61号 山形県青少年健全育成条例の一部を改正する条例の制定について 

議第 62号 山形県男女共同参画センター条例の一部を改正する条例の制定について 
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議第 63号 山形県保健所及び山形県衛生研究所使用料、手数料条例の一部を改正する条例

の制定について 

議第 64号 山形県立こども医療療育センター使用料及び手数料条例の一部を改正する条

例の制定について 

議第 65号 山形県精神保健福祉センター条例の一部を改正する条例の制定について 

議第 66号 山形県身体障がい者保養所条例の一部を改正する条例の制定について 

議第 67号 山形県福祉休養ホーム条例の一部を改正する条例の制定について 

議第 68号 山形県工業技術センター手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

議第 69号 山形県高度技術研究開発センター条例の一部を改正する条例の制定について 

議第 70号 山形県公共職業能力開発施設の行う職業訓練の基準等を定める条例の一部を

改正する条例の制定について 

議第 71号 山形県国民宿舎条例の一部を改正する条例の制定について 

議第 72号 山形県県民の海・プール条例の一部を改正する条例の制定について 

議第 73号 山形県県民会館条例の一部を改正する条例の制定について 

議第 74号 山形県郷土館条例の一部を改正する条例の制定について 

議第 75号 置賜文化ホール条例の一部を改正する条例の制定について 

議第 76号 山形県家畜保健衛生所使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

議第 77号 山形県漁港管理条例の一部を改正する条例の制定について 

議第 78号 山形県営土地改良事業分担金等徴収条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

議第 79号 山形県森林環境譲与税基金条例の設定について 

議第 80号 山形県都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

議第 81号 山形県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

議第 82号 山形県河川流水占用料等徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

議第 83号 山形県空港管理条例の一部を改正する条例の制定について 

議第 84号 山形県港湾施設管理条例の一部を改正する条例の制定について 

議第 85号 山形県ふるさと交流広場条例の一部を改正する条例の制定について 

議第 86号 米沢ヘリポート条例の一部を改正する条例の制定について 

議第 87号 山形県海浜公園条例の一部を改正する条例の制定について 

議第 88号 山形県立学校施設使用料条例の一部を改正する条例の制定について 

議第 89号 山形県立学校職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

議第 90号 市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の分限に関する条例等の一

部を改正する条例の設定について 

議第 91号 山形県立学校職員及び市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の定

数に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

議第 92号 山形県青少年教育施設条例の一部を改正する条例の制定について 

議第 93号 山形県生涯学習センター条例の一部を改正する条例の制定について 



- 4 - 

 

議第 94号 山形県体育施設条例の一部を改正する条例の制定について 

議第 95号 山形県警察職員定数条例の一部を改正する条例の制定について 

議第 96号 山形県工業用水道料金徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

議第 97号 山形県水道用水料金条例の一部を改正する条例の制定について 

議第 98号 山形県立病院料金条例の一部を改正する条例の制定について 

議第 99号 流域下水道の維持管理を行う事業に要する費用の負担について 

議第100号 包括外部監査契約の締結について 

議第101号 一般国道13号泉田道路工事用地の処分について 


