
10議会だより

■■＝全会一致　　■■＝賛成多数　　■■＝賛成少数
議　　　案　　　名 採決結果

議案第1号 平成31年度七尾市一般会計予算 可決
議案第2号 平成31年度七尾市ケーブルテレビ事業特別会計予算 可決
議案第3号 平成31年度七尾市国民健康保険特別会計予算 可決
議案第4号 平成31年度七尾市後期高齢者医療保険特別会計予算 可決
議案第5号 平成31年度七尾市介護保険特別会計予算 可決
議案第6号 平成31年度七尾市公設地方卸売市場事業特別会計予算 可決
議案第7号 平成31年度七尾市水道事業会計予算 可決
議案第8号 平成31年度七尾市下水道事業会計予算 可決
議案第9号 平成31年度七尾市病院事業会計予算 可決
議案第10号 七尾市ケーブルテレビ事業条例について 可決
議案第11号 七尾市職員定数条例の一部を改正する条例について 可決

議案第12号 七尾市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について 可決

議案第13号 七尾市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 可決
議案第14号 七尾市手数料条例の一部を改正する条例について 可決
議案第15号 七尾市文化ホール条例の一部を改正する条例について 可決
議案第16号 七尾市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例について 可決
議案第17号 七尾市袖ケ江立体駐車場条例の一部を改正する条例について 可決
議案第18号 七尾市森林環境譲与税基金条例について 可決
議案第19号 七尾市立学校施設使用条例の一部を改正する条例について 可決
議案第20号 石川県七尾美術館条例の一部を改正する条例について 可決
議案第21号 石川県能登島ガラス美術館条例の一部を改正する条例について 可決
議案第22号 フォーラム七尾条例の一部を改正する条例について 可決
議案第23号 サンビーム日和ヶ丘条例を廃止する条例について 可決

議案第24号 七尾市能登島生涯学習総合センター条例の一部を改正する条例について 可決

議案第25号 七尾市集会所条例の一部を改正する条例について 可決
議案第26号 七尾市中島文化センター条例の一部を改正する条例について 可決
議案第27号 七尾市体育施設条例の一部を改正する条例について 可決
議案第28号 七尾コロサスキー場条例の一部を改正する条例について 可決
議案第29号 七尾城史資料館条例の一部を改正する条例について 可決

議案第30号 七尾市明治の館（室木家住宅）条例の一部を改正する条例について 可決

議案第31号 七尾市懐古館条例の一部を改正する条例について 可決
議案第32号 七尾市手話言語条例について 可決
議案第33号 七尾市中島健康福祉センター条例を廃止する条例について 可決

議案第34号 七尾市能登島総合健康センター条例の一部を改正する条例について 可決

議案第35号 七尾市ふれあい交流館条例の一部を改正する条例について 可決

議案第36号 七尾市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について 可決

議案第37号 七尾市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 可決
議案第38号 七尾市介護保険条例の一部を改正する条例について 可決
議案第39号 し尿処理施設条例の一部を改正する条例について 可決

議案第40号 七尾市浄化槽の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について 可決

議案第41号 七尾市農村環境改善センター条例の一部を改正する条例について 可決

議案第42号 七尾市豊川ふるさとセンター条例の一部を改正する条例について 可決

議案第43号 七尾市釶打農林漁家高齢者センター条例の一部を改正する条例について 可決

議案第44号 七尾フラワーパーク条例の一部を改正する条例について 可決
議案第45号 七尾市農村生活用水施設条例の一部を改正する条例について 可決

議案第46号 七尾市中島林業総合センター条例の一部を改正する条例について 可決

議案第47号 七尾市漁港管理条例の一部を改正する条例について 可決
議案第48号 七尾市小牧艇溜場条例の一部を改正する条例について 可決
議案第49号 七尾市創業支援館しるべ蔵条例の一部を改正する条例について 可決
議案第50号 七尾市公設地方卸売市場条例の一部を改正する条例について 可決

議案第51号 七尾市和倉温泉観光交流センター条例の一部を改正する条例について 可決

議案第52号 七尾市和倉温泉運動公園条例の一部を改正する条例について 可決
議案第53号 七尾市温泉施設条例の一部を改正する条例について 可決
議案第54号 七尾市国民宿舎能登小牧台条例の一部を改正する条例について 可決

議案第55号 七尾市能登島マリンパーク海族公園条例の一部を改正する条例について 可決

議　　　案　　　名 採決結果
議案第56号 七尾市潮の香広場条例の一部を改正する条例について 可決
議案第57号 七尾市能登島家族旅行村条例の一部を改正する条例について 可決

議案第58号 七尾市勤労者総合福祉センター条例の一部を改正する条例について 可決

議案第59号 七尾市下水道条例の一部を改正する条例について 可決
議案第60号 七尾市道路占用料条例の一部を改正する条例について 可決
議案第61号 七尾市準用河川占用料条例の一部を改正する条例について 可決
議案第62号 七尾市港湾施設管理条例の一部を改正する条例について 可決
議案第63号 七尾市海岸占用料等徴収条例の一部を改正する条例について 可決
議案第64号 七尾市水道事業給水条例の一部を改正する条例について 可決
議案第65号 病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について 可決

議案第66号 七尾市及び中能登町における火災予防条例の一部を改正する条例について 可決

議案第67号 七尾市消防団に関する条例の一部を改正する条例に 可決

議案第68号 西岸財産区管理会条例及び七尾市西岸財産区基金条例を廃止する等の条例について 可決

議案第69号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 可決
議案第70号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 可決
議案第71号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 可決
議案第72号 七尾市過疎地域自立促進計画の変更について 可決

議案第73号 七尾市徳田地区コミュニティセンター等の指定管理者の指定について 可決

議案第74号 河川の指定に関する意見について 可決
議案第75号 工事請負契約の締結について 可決
議案第76号 財産の無償譲渡について 可決
議案第77号 財産の無償譲渡について 可決
議案第78号 財産の無償譲渡について 可決
議案第79号 平成30年度七尾市一般会計補正予算（第5号） 可決

議案第80号 平成30年度七尾市ケーブルテレビ事業特別会計補正予算（第3号） 可決

議案第81号 平成30年度七尾市国民健康保険特別会計補正予算（第3号） 可決

議案第82号 平成30年度七尾市後期高齢者医療保険特別会計補正予算（第2号） 可決

議案第83号 平成30年度七尾市介護保険特別会計補正予算（第4号） 可決

議案第84号 平成30年度七尾市公設地方卸売市場事業特別会計補正予算（第2号） 可決

議案第85号 平成30年度七尾市水道事業会計補正予算（第4号） 可決
議案第86号 平成30年度七尾市下水道事業会計補正予算（第6号） 可決
議案第87号 平成30年度七尾市病院事業会計補正予算（第3号） 可決
議案第88号 平成31年度七尾市一般会計補正予算（第1号） 可決
議案第89号 製造請負契約の締結について 可決
同意案
第1号

農業委員会委員の任命について
■　長田　章　氏 同意

平成31年 第1回定例会採決結果一覧表

今議会において、提案された議会議案の結果は下記の通りです。
議　　　案　　　名 採決結果

議会議案
第1号 農林水産物・食品の輸出力強化を求める意見書 可決

議会議案
第2号 ＵＲ賃貸住宅ストックの活用を求める意見書 可決

議会議案
第3号

食品ロス削減に向けてのさらなる取り組みを進める意
見書 可決

今議会において、審議された請願は下記の通りです。
議　　　案　　　名 採決結果

請願
第1号

主要農作物種子法の復活等をもとめる意見書採択に関
する請願 不採択

請願
第2号

主要農作物種子法廃止に伴い日本の種子の保全の施策
を求め石川県条例の制定を求める請願書 不採択

請願
第3号 国に国保への国庫負担増を求める請願 不採択

請願
第4号

75歳以上の後期高齢者医療自己負担を２割にしないこ
とを国に求める請願書 不採択


