
議案等の議決結果
知事提出議案

議案番号 件　　　　　　　　　　　　　名 議決日 結果

第１号 令和３年度熊本県一般会計補正予算（第11号） 10月6日 可決

第２号 専決処分の報告及び承認について 10月6日 承認

第３号 専決処分の報告及び承認について 10月6日 承認

第４号 専決処分の報告及び承認について 10月6日 承認

第５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 10月6日 可決

第６号 熊本県個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について 10月6日 可決

第７号
熊本県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用
等に関する法律に基づく個人番号の利用、特定個人情報の提供等
に関する条例の一部を改正する条例の制定について

10月6日 可決

第８号
熊本県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を
改正する条例の制定について

10月6日 可決

第９号
熊本県移動等円滑化のために必要な道路の構造の基準に関する条
例の一部を改正する条例の制定について

10月6日 可決

第10号
熊本県流域下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条
例の制定について

10月6日 可決

第11号 熊本県港湾管理条例の一部を改正する条例の制定について 10月6日 可決

第12号
熊本県高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等
の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について

10月6日 可決

第13号 財産の取得について 10月6日 可決

第14号 財産の取得について 10月6日 可決

第15号 財産の取得について 10月6日 可決

第16号 財産の取得について 10月6日 可決

第17号
令和３年度農林水産関係の建設事業の経費に対する市町村負担金
（地方財政法関係）について

10月6日 可決

第18号 令和３年度農地海岸保全事業の経費に対する市町負担金について 10月6日 可決

第19号
令和３年度県営土地改良事業の経費に対する市町村負担金につい
て

10月6日 可決

第20号 令和３年度道路事業の経費に対する市町村負担金について 10月6日 可決

第21号 令和３年度流域下水道事業の経費に対する市町村負担金について 10月6日 可決

第22号 令和３年度海岸事業の経費に対する市町負担金について 10月6日 可決

第23号 令和３年度地すべり対策事業の経費に対する市負担金について 10月6日 可決

第24号
令和３年度都市計画事業、港湾事業、急傾斜地崩壊対策事業及び
砂防事業の経費に対する市町村負担金（地方財政法関係）につい
て

10月6日 可決

第25号 工事請負契約の変更について 10月6日 可決

第26号 工事請負契約の変更について 10月6日 可決

第27号 工事請負契約の変更について 10月6日 可決

第28号 工事請負契約の締結について 10月6日 可決

第29号 専決処分の報告及び承認について 10月6日 承認

第30号 専決処分の報告及び承認について 10月6日 承認
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議案番号 件　　　　　　　　　　　　　名 議決日 結果

第31号 専決処分の報告及び承認について 10月6日 承認

第32号 専決処分の報告及び承認について 10月6日 承認

第33号 専決処分の報告及び承認について 10月6日 承認

第34号 専決処分の報告及び承認について 10月6日 承認

第35号 専決処分の報告及び承認について 10月6日 承認

第36号 令和２年度熊本県一般会計歳入歳出決算の認定について 10月6日 継続

第37号
令和２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

10月6日 継続

第38号
令和２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

10月6日 継続

第39号 令和２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 10月6日 継続

第40号
令和２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

10月6日 継続

第41号
令和２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

10月6日 継続

第42号
令和２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

10月6日 継続

第43号
令和２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

10月6日 継続

第44号
令和２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

10月6日 継続

第45号
令和２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

10月6日 継続

第46号
令和２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

10月6日 継続

第47号
令和２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

10月6日 継続

第48号
令和２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

10月6日 継続

第49号
令和２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

10月6日 継続

第50号 令和２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 10月6日 継続

第51号
令和２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

10月6日 継続

第52号
令和２年度熊本県病院事業会計利益の処分及び決算の認定につい
て

10月6日 継続

第53号 令和２年度熊本県電気事業会計決算の認定について 10月6日 継続

第54号 令和２年度熊本県工業用水道事業会計決算の認定について 10月6日 継続

第55号
令和２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

10月6日 継続

第56号 令和２年度熊本県流域下水道事業会計決算の認定について 10月6日 継続

第57号 令和３年度熊本県一般会計補正予算（第12号） 9月24日 可決

第58号 監査委員の選任について 9月24日 同意

第59号 教育委員会委員の任命について 10月6日 同意

第60号 令和３年度熊本県一般会計補正予算（第13号） 10月6日 可決
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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 私学助成の充実強化等に関する意見書 10月6日 可決

令和３年度熊本県一般会計補正予算（第11号）の訂正の件

議員提出議案

報告案件

議案番号 件　　　　　　　　　　　　　名 議決日 結果

第１号
最低賃金引上げに伴う事業者支援と制度の在り方見直しを求める
意見書

9月17日 可決

第２号 「特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法」に関する意見書 10月6日 可決

第３号 盛土による災害を防止する法律の制定に関する意見書 10月6日 可決

第４号 太陽光発電施設の適正立地に向けた法律の制定に関する意見書 10月6日 可決

番　　号 件　　　　　　　　　　　　　名

報告第１号 専決処分の報告について

報告第２号 専決処分の報告について

報告第３号 専決処分の報告について

報告第４号 公立大学法人熊本県立大学の経営状況を説明する書類の提出について

報告第５号 公益財団法人熊本県立劇場の経営状況を説明する書類の提出について

報告第６号 天草エアライン株式会社の経営状況を説明する書類の提出について

報告第７号 豊肥本線高速鉄道保有株式会社の経営状況を説明する書類の提出について

報告第８号 肥薩おれんじ鉄道株式会社の経営状況を説明する書類の提出について

報告第９号 一般財団法人熊本さわやか長寿財団の経営状況を説明する書類の提出について

報告第10号 公益財団法人熊本県総合保健センターの経営状況を説明する書類の提出について

報告第11号 公益財団法人熊本県移植医療推進財団の経営状況を説明する書類の提出について

報告第12号
公益財団法人熊本県生活衛生営業指導センターの経営状況を説明する書類の提出につ
いて

報告第13号 公益財団法人水俣・芦北地域振興財団の経営状況を説明する書類の提出について

報告第14号 公益財団法人熊本県環境整備事業団の経営状況を説明する書類の提出について

報告第15号 一般財団法人熊本テルサの経営状況を説明する書類の提出について

報告第16号 公益財団法人熊本県雇用環境整備協会の経営状況を説明する書類の提出について

報告第17号 希望の里ホンダ株式会社の経営状況を説明する書類の提出について

報告第18号 公益財団法人くまもと産業支援財団の経営状況を説明する書類の提出について

報告第19号 一般財団法人熊本県起業化支援センターの経営状況を説明する書類の提出について

件　　　　　　　　　　　　　名 議決日 結果

令和３年度熊本県一般会計補正予算（第11号）の訂正の件 9月24日 可決
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番　　号 件　　　　　　　　　　　　　名

報告第20号
株式会社テクノインキュベーションセンターの経営状況を説明する書類の提出につい
て

報告第21号 一般財団法人熊本県伝統工芸館の経営状況を説明する書類の提出について

報告第22号 一般社団法人熊本県野菜価格安定資金協会の経営状況を説明する書類の提出について

報告第23号 公益社団法人熊本県畜産協会の経営状況を説明する書類の提出について

報告第24号 公益財団法人熊本県農業公社の経営状況を説明する書類の提出について

報告第25号 公益社団法人熊本県林業公社の経営状況を説明する書類の提出について

報告第26号 公益財団法人熊本県林業従事者育成基金の経営状況を説明する書類の提出について

報告第27号 公益財団法人くまもと里海づくり協会の経営状況を説明する書類の提出について

報告第28号 熊本県道路公社の経営状況を説明する書類の提出について

報告第29号 一般財団法人白川水源地域対策基金の経営状況を説明する書類の提出について

報告第30号 公益財団法人熊本県武道振興会の経営状況を説明する書類の提出について

報告第31号
公益財団法人熊本県暴力追放運動推進センターの経営状況を説明する書類の提出につ
いて

報告第32号 熊本県における事務の的確・適正な執行の確保に関する評価報告書の提出について

報告第33号
令和２年度決算に基づく熊本県の財政の健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率
の報告について

報告第34号 公立大学法人熊本県立大学の令和２年度に係る業務の実績に関する評価について

報告第35号 熊本県教育委員会の点検及び評価報告書の提出について
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