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議案番号 件                      名 議決日 結果

第１号 令和２年度熊本県一般会計補正予算（第12号） 12月15日 可決

第２号 令和２年度熊本県港湾整備事業特別会計補正予算（第２号） 12月15日 可決

第３号 令和２年度熊本県用地先行取得事業特別会計補正予算（第１号） 12月15日 可決

第４号 令和２年度熊本県流域下水道事業会計補正予算（第１号） 12月15日 可決

第５号 令和２年度熊本県電気事業会計補正予算（第２号） 12月15日 可決

第６号 令和２年度熊本県工業用水道事業会計補正予算（第１号） 12月15日 可決

第７号 令和２年度熊本県病院事業会計補正予算（第２号） 12月15日 可決

第８号 専決処分の報告及び承認について 12月15日 承認

第９号
熊本県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例の一部を
改正する条例の制定について

12月15日 可決

第10号 熊本県手数料条例の一部を改正する条例の制定について 12月15日 可決

第11号 熊本県犯罪被害者等支援条例の制定について 12月15日 可決

第12号
熊本県工場等設置奨励条例及び熊本県税特別措置条例の一部を改
正する条例の制定について

12月15日 可決

第13号 国営大野川上流土地改良事業の経費に対する市負担金について 12月15日 可決

第14号
令和２年度港湾事業及び災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業の経
費に対する市町負担金（地方財政法関係）について

12月15日 可決

第15号 工事請負契約の締結について 12月15日 可決

第16号 工事請負契約の変更について 12月15日 可決

第17号 工事請負契約の変更について 12月15日 可決

第18号 工事請負契約の締結について 12月15日 可決

第19号 工事請負契約の締結について 12月15日 可決

第20号 工事請負契約の締結について 12月15日 可決

第21号 工事請負契約の締結について 12月15日 可決

第22号 熊本県産業成長ビジョンの策定について 12月15日 可決

第23号 第２次熊本県総合エネルギー計画の策定について 12月15日 可決

第24号 当せん金付証票の発売について 12月15日 可決

第25号 指定管理者の指定について 12月15日 可決

第26号 指定管理者の指定について 12月15日 可決

議案等の議決結果
知事提出議案（11月定例会上程分）

第27号 指定管理者の指定について 12月15日 可決

第28号 指定管理者の指定について 12月15日 可決

第29号 指定管理者の指定について 12月15日 可決

第30号 指定管理者の指定について 12月15日 可決
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第31号 指定管理者の指定について 12月15日 可決

第32号 指定管理者の指定について 12月15日 可決

第33号 指定管理者の指定について 12月15日 可決

第34号 指定管理者の指定について 12月15日 可決

第35号 指定管理者の指定について 12月15日 可決

第36号 指定管理者の指定について 12月15日 可決

第37号 専決処分の報告及び承認について 12月15日 承認

第38号 専決処分の報告及び承認について 12月15日 承認

第39号 専決処分の報告及び承認について 12月15日 承認

第40号 専決処分の報告及び承認について 12月15日 承認

第41号 専決処分の報告及び承認について 12月15日 承認

第42号 専決処分の報告及び承認について 12月15日 承認

第43号 専決処分の報告及び承認について 12月15日 承認

第44号 専決処分の報告及び承認について 12月15日 承認

第45号 専決処分の報告及び承認について 12月15日 承認

第46号 専決処分の報告及び承認について 12月15日 承認

第47号
熊本県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条
例の制定について

11月30日 可決

諮問第１号 退職手当支給制限処分に対する審査請求に関する諮問について 12月15日
棄却
すべき

第48号 教育委員会委員の任命について 12月15日 同意

第49号 収用委員会委員の任命について 12月15日 同意

議案番号 件                      名 議決日 結果

第35号 令和元年度熊本県一般会計歳入歳出決算の認定について 12月15日 認定

第36号
令和元年度熊本県中小企業振興資金特別会計歳入歳出決算の認定
について

12月15日 認定

第37号
令和元年度熊本県母子父子寡婦福祉資金特別会計歳入歳出決算の
認定について

12月15日 認定

第38号 令和元年度熊本県収入証紙特別会計歳入歳出決算の認定について 12月15日 認定

知事提出議案（９月定例会上程分）

知事提出議案（11月定例会上程　追号分）

第39号
令和元年度熊本県立高等学校実習資金特別会計歳入歳出決算の認
定について

12月15日 認定

第40号
令和元年度熊本県港湾整備事業特別会計歳入歳出決算の認定につ
いて

12月15日 認定

第41号
令和元年度熊本県臨海工業用地造成事業特別会計歳入歳出決算の
認定について

12月15日 認定
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第42号
令和元年度熊本県用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算の認定
について

12月15日 認定

第43号
令和元年度熊本県育英資金等貸与特別会計歳入歳出決算の認定に
ついて

12月15日 認定

第44号
令和元年度熊本県林業改善資金特別会計歳入歳出決算の認定につ
いて

12月15日 認定

第45号
令和元年度熊本県沿岸漁業改善資金特別会計歳入歳出決算の認定
について

12月15日 認定

第46号
令和元年度熊本県市町村振興資金貸付事業特別会計歳入歳出決算
の認定について

12月15日 認定

第47号
令和元年度熊本県流域下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に
ついて

12月15日 認定

第48号
令和元年度熊本県高度技術研究開発基盤整備事業等特別会計歳入
歳出決算の認定について

12月15日 認定

第49号
令和元年度熊本県のチッソ株式会社に対する貸付けに係る県債償
還等特別会計歳入歳出決算の認定について

12月15日 認定

第50号 令和元年度熊本県公債管理特別会計歳入歳出決算の認定について 12月15日 認定

第51号
令和元年度熊本県国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定
について

12月15日 認定

第52号 令和元年度熊本県病院事業会計決算の認定について 12月15日 認定

第53号
令和元年度熊本県電気事業会計資本剰余金の処分、資本金の額の
減少及び決算の認定について

12月15日
可決及
び認定

第54号
令和元年度熊本県工業用水道事業会計資本剰余金の処分及び決算
の認定について

12月15日
可決及
び認定

第55号
令和元年度熊本県有料駐車場事業会計利益の処分及び決算の認定
について

12月15日
可決及
び認定

議員提出議案

議案番号 件                      名 議決日 結果

第１号
過疎地域自立促進特別措置法の失効に伴う新たな法律の制定に関
する意見書

11月30日 可決

第２号
医療・介護の一部負担金・利用料の免除等に対する国の財政支援
の延長を求める意見書

11月30日 可決

第３号
｢総合的なＴＰＰ等関連政策大綱」に基づく国内対策の継続及び
さらなる充実に対する意見書

12月15日 可決

第４号 義務教育における30人学級の推進を求める意見書 12月15日 可決

第５号
学術会議任命拒否について抗議し、政府に徹底した説明を求める
意見書

12月15日 否決
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委員会提出議案

議案番号 件                      名 議決日 結果

第１号
｢望まない受動喫煙」を防止するためさらなる分煙環境整備促進
を求める意見書

12月15日 可決

第２号
我が国の領海・排他的経済水域内での安全な漁業活動の実現を求
める意見書

12月15日 可決

第３号
国営大蘇ダムにおける必要な農業用水及び安全性の確保に対する
決議

12月15日 可決

報告案件 

番　号 件　　　　　　　　　　　　　名

報告第１号 専決処分の報告について


