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10月12日（火曜日）

１．出席議員 467

１．地方自治法第121条による出席者 467

１．決算特別委員長審査結果報告 468

蓬原決算特別委員長 468

１．討 論 470

前屋敷議員（議案第24号に反対） 470

１．議案第24号採決 472

１．議案第25号から第28号まで採決 472

１．議員発議案送付の通知 472

１．議員発議案第13号から第15号まで追加上程 472

１．議員発議案第13号及び第14号採決 473

１．議員発議案第15号提案理由説明 473

中野一則議員 473

１．質 疑 474

権藤議員 474

１．討 論 477

武井議員（議員発議案第15号に賛成） 477

１．議員発議案第15号採決 478

１．閉 会 478

１．資 料 479

平成22年９月定例県議会日程 481

議案送付文書 483

代表質問時間割 486
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一般質問時間割 487

総括質疑時間割 488

議案・請願委員会審査結果表 489

閉会中の継続審査・調査申出一覧 491

決算議案委員会審査結果表 492

１．決算特別委員会各分科会主査報告 493

１．議案議決件名一覧表 501

１．意見書、決議文、その他 505

地方分権に対応する地方議会の確立を求める意見書 507

国民健康保険の安定運営に関する意見書 508

公共投資の積極的な推進による景気対策を求める意見書 509

抜本的な赤潮対策と被害への救済措置を求める意見書 510

農山漁村の再生及び産業の活性化に向けた６次産業化支援対策の充実を

求める意見書 511

子どもの立場に立った保育所の環境改善を求める意見書 512

地方財政の充実・強化を求める意見書 513

完全な地上デジタル化放送の実施に向けて円滑な移行策を求める意見書 514

第10回都道府県議会議員研究交流大会への議員の派遣 515

司法修習生に対する給費制存続を求める意見書 516

決算特別委員会の設置について 517

口蹄疫からの再生・復興に関する提言・要望を行う決議 518

九州各県議会議長会九州・沖縄未来創造会議への議員の派遣 533

尖閣諸島海域での中国漁船領海侵犯事件に関する意見書 534

１．請願一覧表 535

１．議事経過 543


