
令和元年度 ３月定例月議会 審議結果
■全会一致の議案　※審議結果は、金沢市議会ホームページからもご覧になれます。

議案番号 件　　　　　　　　　　　　名 本会議の結果

◇ 市長提出（議案90件中71件）

議 案第 52号 令和２年度金沢市営地方競馬事業費特別会計予算 可決

議 案第 55号 令和２年度金沢市工業団地造成事業費特別会計予算 可決

議 案第 56号 令和２年度金沢市住宅団地建設事業費特別会計予算 可決

議 案第 57号 令和２年度金沢市駐車場事業費特別会計予算 可決
議 案第 60号 令和２年度金沢市母子父子寡婦福祉資金貸付事業費特別会計予算 可決

議 案第 66号 令和２年度金沢市病院事業特別会計予算 可決

議 案第 67号 令和２年度金沢市中央卸売市場事業特別会計予算 可決

議 案第 68号 令和２年度金沢市下水道事業特別会計予算 可決

議 案第 69号 令和２年度金沢市公設花き地方卸売市場事業特別会計予算 可決

議 案第 70号
金沢市社会福祉法に基づく無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める
条例制定について

可決

議 案第 71号 金沢市動物愛護管理員の設置に関する条例制定について 可決

議 案第 73号
金沢市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例及び職員の服務等に関する条例
の一部改正について

可決

議 案第 74号 金沢市の基金の設置及び管理に関する条例の一部改正について 可決

議 案第 75号 金沢市市有財産条例の一部改正について 可決
議 案第 76号 金沢市税賦課徴収条例の一部改正について 可決

議 案第 78号 金沢市教育プラザ条例の一部改正について 可決

議 案第 79号 金沢市体育施設条例の一部改正について 可決

議 案第 80号
金沢市における企業立地及び中小企業構造の高度化の促進に関する条例の一部改
正について

可決

議 案第 84号
金沢市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条
例の一部改正について

可決

議 案第 85号
金沢市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
に基づく幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例の一
部改正について

可決

議 案第 86号
金沢市児童福祉法に基づく放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準
を定める条例の一部改正について

可決

議 案第 88号
金沢市福祉健康センター条例及び金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴
収条例の一部改正について

可決

議 案第 89号 金沢市食品衛生法施行条例の一部改正について 可決

議 案第 90号 金沢市旅館業法施行条例の一部改正について 可決
議 案第 91号 金沢市住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例の一部改正について 可決

議 案第 92号 金沢市公衆浴場法施行条例の一部改正について 可決
議 案第 93号 金沢市興行場法施行条例の一部改正について 可決

議 案第 94号 金沢市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部改正について 可決

議 案第 95号
金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例及び金沢市におけ
る土地利用の適正化に関する条例の一部改正について

可決

議 案第 96号
金沢市における社会環境に悪影響を及ぼすホテル等の建築の規制に関する条例の
一部改正について

可決

議 案第 98号 金沢市における緑のまちづくりの推進に関する条例の一部改正について 可決

議案第100号 金沢市公営企業の設置等に関する条例等の一部改正について 可決
議案第101号 金沢市農村下水道条例の一部改正について 可決

議案第102号 金沢市消防団条例の一部改正について 可決

議案第103号 谷口吉郎・吉生記念金沢建築館の指定管理者の指定について 可決

議案第104号 自転車等駐車場の指定管理者の指定について 可決

議案第105号 金沢市立中村記念美術館等の指定管理者の指定について 可決
議案第106号 金沢卯辰山工芸工房等の指定管理者の指定について 可決

議案第107号 金沢職人大学校の指定管理者の指定について 可決

議案第108号 金沢湯涌江戸村の指定管理者の指定について 可決
議案第109号 金沢市異業種研修会館の指定管理者の指定について 可決
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議案第110号 金沢市ものづくり会館の指定管理者の指定について 可決

議案第111号 石川県金沢食肉流通センターの指定管理者の指定について 可決

議案第112号 金沢市松ヶ枝福祉館及び金沢福祉用具情報プラザの指定管理者の指定について 可決

議案第113号 金沢市地域老人福祉センター及び金沢市老人憩の家の指定管理者の指定について 可決

議案第114号 金沢市障害児通園施設ひまわり教室の指定管理者の指定について 可決
議案第115号 金沢健康プラザ大手町の指定管理者の指定について 可決

議案第116号 旧高峰家・旧検事正官舎の指定管理者の指定について 可決

議案第117号 金沢駅東駐車場及び武蔵地下駐車場の指定管理者の指定について 可決

議案第118号 地区公民館の指定管理者の指定について 可決

議案第119号 松声庵の指定管理者の指定について 可決

議案第120号 包括外部監査契約の締結について 可決

議案第121号 令和２年度金沢市下水道事業特別会計資本剰余金の処分について 可決

議案第123号 令和元年度金沢市営地方競馬事業費特別会計補正予算（第１号） 可決
議案第124号 令和元年度金沢市市街地再開発事業費特別会計補正予算（第１号） 可決

議案第125号 令和元年度金沢市工業団地造成事業費特別会計補正予算（第２号） 可決

議案第126号 令和元年度金沢市住宅団地建設事業費特別会計補正予算（第１号） 可決
議案第127号 令和元年度金沢市国民健康保険費特別会計補正予算（第１号） 可決

議案第128号 令和元年度金沢市後期高齢者医療費特別会計補正予算（第１号） 可決

議案第129号 令和元年度金沢市介護保険費特別会計補正予算（第１号） 可決
議案第130号 令和元年度金沢市ガス事業特別会計補正予算（第１号） 可決

議案第131号 令和元年度金沢市水道事業特別会計補正予算（第１号） 可決
議案第132号 令和元年度金沢市発電事業特別会計補正予算（第１号） 可決

議案第133号 令和元年度金沢市病院事業特別会計補正予算（第１号） 可決

議案第134号 令和元年度金沢市中央卸売市場事業特別会計補正予算（第１号） 可決

議案第135号 令和元年度金沢市下水道事業特別会計補正予算（第２号） 可決

議案第136号
「工事請負契約の締結について」の一部変更について（次期廃棄物埋立場浸出水
調整槽築造工事）

可決

議案第137号 市道の路線認定について 可決
議案第138号 市道の路線変更について 可決

議案第139号 令和元年度金沢市一般会計補正予算（第５号） 可決
議案第140号 金沢市教育委員会委員の任命につき同意を求めるについて 同意

◇ 議員提出（議案９件中６件）
議会議案第24号 新型コロナウイルス感染症対策のさらなる強化を求める意見書 可決
議会議案第28号 心身障害者医療費助成制度の早期創設を求める意見書 可決

議会議案第29号
地域における持続可能な医療・介護制度を確立するための適切な財源の確保を求
める意見書

可決

議会議案第30号 地球温暖化対策の加速度的な推進を求める意見書 可決
議会議案第31号 病児・病後児保育事業の拡充を求める意見書 可決
議会議案第32号 中高年のひきこもりに対する実効性ある支援と対策を求める意見書 可決

◇ 請願（２件中１件）

請 願 第 5 号 金沢市における精神障害者の医療費助成について 採択
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