
常任委員会並びに特別委員会等の活動状況
（令和３年12月22日～令和４年３月16日）

総務常任委員会

年月日 主　な　審　議　案　件　と　経　過

R４.２.22 委員会開催（第10回）

１　付託議案の審査

　・議案第１号、第９号、第11号、第21号、第79号  原案可決

　・議案第18号、第35号  原案承認

　⑴　第１号…令和３年度熊本県一般会計補正予算(第17号)

　⑵　第９号… 令和３年度熊本県市町村振興資金貸付事業特別会計補正予算(第

１号)

　⑶　第11号…令和３年度熊本県公債管理特別会計補正予算(第１号)

　⑷　第18号…専決処分の報告及び承認についてのうち

　⑸　第21号…財産の取得について

　⑹　第35号…専決処分の報告及び承認について　

　⑺　第79号…令和３年度熊本県一般会計補正予算(第18号)

２　その他

R４.３.10 委員会開催（第11回）

１　付託議案等の審査

　・議案第40号、第43号、第50号、第53号、第60号～第64号、第76号、第80号

  原案可決

　⑴　第40号…令和４年度熊本県一般会計予算

　⑵　第43号…令和４年度熊本県収入証紙特別会計予算

　⑶　第50号…令和４年度熊本県市町村振興資金貸付事業特別会計予算

　⑷　第53号…令和４年度熊本県公債管理特別会計予算

　⑸　第60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　

　⑹　第61号… 熊本県職員の服務の宣誓に関する条例等の一部を改正する条例の

制定について　

　⑺　第62号… 熊本県職員等の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について　

　⑻　第63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

　⑼　第64号… 熊本県固定資産評価審議会条例の一部を改正する条例の制定につ

いて

　⑽　第76号…包括外部監査契約の締結について

　⑾　第80号…令和３年度熊本県一般会計補正予算(第19号)
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２　閉会中の継続審査事件(所管事務調査)について

３　その他

R４.３.16 委員会開催（第１回）

１　正副委員長互選　結果　委員長　髙島和男、副委員長　坂梨剛昭

厚生常任委員会

年月日 主　な　審　議　案　件　と　経　過

R４.２.22 委員会開催（第９回）

１　付託議案の審査

　・議案第１号、第12号、第17号、第79号  原案可決

　・議案第18号、第36号  原案承認

　⑴　第１号　令和３年度熊本県一般会計補正予算（第17号）

　⑵　第12号　令和３年度熊本県国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

　⑶　第17号　令和３年度熊本県病院事業会計補正予算（第２号）

　⑷　第18号　専決処分の報告及び承認についてのうち

　⑸　第36号　専決処分の報告及び承認について

　⑹　第79号　令和３年度熊本県一般会計補正予算（第18号）

２　その他

R４.３.10 委員会開催（第10回）

１　付託議案の審査

　・ 議案第40号、第42号、第54号、第59号、第65号～第68号、第77号、第80号

  原案可決

　⑴　第40号　令和４年度熊本県一般会計予算

　⑵　第42号　令和４年度熊本県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算

　⑶　第54号　令和４年度熊本県国民健康保険事業特別会計予算

　⑷　第59号　令和４年度熊本県病院事業会計予算

　⑸　第65号　熊本県民生委員定数条例の一部を改正する条例の制定について

　⑹　第66号　 熊本県手話言語の普及及び障害の特性に応じた意思疎通手段の利

用の促進に関する条例の制定について

　⑺　第67号　 熊本県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基

準等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について

　⑻　第68号　 熊本県国民健康保険財政安定化基金条例の一部を改正する条例の

制定について

　⑼　第77号　権利の放棄について

　⑽　第80号　令和３年度熊本県一般会計補正予算（第19号）

２　閉会中の継続審査事件（所管事務調査）について

３　その他
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R ４. ３.16 委員会開催（第１回）

１　正副委員長互選　結果　委員長　岩本浩治、副委員長　南部隼平

経済環境常任委員会

年月日 主　な　審　議　案　件　と　経　過

R４.２.24 委員会開催（第10回）

１　付託議案等の審査

　・議案第１号、第２号、第10号、第14号～第16号、第20号、第22号、第79号

  原案可決

　・議案第18号  原案承認

　⑴　第１号…令和３年度熊本県一般会計補正予算（第17号）

　⑵　第２号…令和３年度熊本県中小企業振興資金特別会計補正予算（第１号）

　⑶　第10号… 令和３年度熊本県高度技術研究開発基盤整備事業等特別会計補正

予算（第１号）　

　⑷　第14号…令和３年度熊本県電気事業会計補正予算（第２号）

　⑸　第15号…令和３年度熊本県工業用水道事業会計補正予算（第１号）　

　⑹　第16号…令和３年度熊本県有料駐車場事業会計補正予算（第１号）

　⑺　第18号…専決処分の報告及び承認についてのうち　

　⑻　第20号… 熊本県新型コロナウイルス感染症対応金融支援基金条例の一部を

改正する条例の制定について

　⑼　第22号…財産の処分について

　⑽　第79号…令和３年度熊本県一般会計補正予算（第18号）

２　その他

R４.３.11 委員会開催（11回）

１　付託議案等の審査

　・ 議案第40号～第41号、第45号～第46号、第51号～第52号、第56号～第58号、

第69号～第70号、第80号  原案可決

　⑴　第40号…令和４年度熊本県一般会計予算

　⑵　第41号…令和４年度熊本県中小企業振興資金特別会計予算

　⑶　第45号…令和４年度熊本県港湾整備事業特別会計予算のうち

　⑷　第46号…令和４年度熊本県臨海工業用地造成事業特別会計予算のうち

　⑸　第51号…令和４年度熊本県高度技術研究開発基盤整備事業等特別会計予算

　⑹　第52号… 令和４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

還等特別会計予算

　⑺　第56号…令和４年度熊本県電気事業会計予算

　⑻　第57号…令和４年度熊本県工業用水道事業会計予算

　⑼　第58号…令和４年度熊本県有料駐車場事業会計予算

　⑽　第69号…熊本県少年保護育成条例の一部を改正する条例の制定について
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　⑾　第70号… 熊本県産業技術センター条例の一部を改正する条例の制定につい

て

　⑿　第80号…令和３年度熊本県一般会計補正予算（第19号）

２　請願の審査

　⑴　請第35号… シルバー人材センターに対する支援を求める意見書に関する請

願

３　閉会中の継続審査案件（所管事務調査）について

４　その他

R４.３.16 委員会開催（第１回）

１　正副委員長互選　結果　委員長　中村亮彦、副委員長　荒川知章

農林水産常任委員会

年月日 主　な　審　議　案　件　と　経　過

R４.２.24 委員会開催（第７回）

１　付託議案の審査

　・議案第１号、第７号、第８号、第24号～第27号、第79号  原案可決

　⑴　第１号…令和３年度熊本県一般会計補正予算（第17号）

　⑵　第７号…令和３年度熊本県林業改善資金特別会計補正予算（第１号）

　⑶　第８号…令和３年度熊本県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算（第１号）

　⑷　第24号…工事請負契約の締結について

　⑸　第25号…工事請負契約の変更について

　⑹　第26号…工事請負契約の変更について

　⑺　第27号…工事請負契約の変更について

　⑻　第79号…令和３年度熊本県一般会計補正予算（第18号）

２　その他

R４.３.11 委員会開催（第８回）

１　付託議案の審査

　・議案第40号、第48号、第49号  原案可決

　⑴　第40号…令和４年度熊本県一般会計予算

　⑵　第48号…令和４年度熊本県林業改善資金特別会計予算

　⑶　第49号…令和４年度熊本県沿岸漁業改善資金特別会計予算

２　閉会中の継続審査事件（所管事務調査）について

３　その他

R４.３.16 委員会開催（第１回）

１　正副委員長互選　結果　委員長　西山宗孝、副委員長　島田　稔
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建設常任委員会

年月日 主　な　審　議　案　件　と　経　過

R４.２.24 委員会開催（第７回）

１　付託議案等（目録のとおり）の審査

　・議案第１号、第４号、第５号、第13号、第28号～第34号  原案可決

　・議案第19号、第37号～第39号  原案承認

　⑴　第１号…令和３年度熊本県一般会計補正予算（第17号）

　⑵　第４号…令和３年度熊本県港湾整備事業特別会計補正予算（第２号）

　⑶　第５号… 令和３年度熊本県臨海工業用地造成事業特別会計補正予算（第２

号）

　⑷　第13号…令和３年度熊本県流域下水道事業会計補正予算（第３号）

　⑸　第19号…専決処分の報告及び承認について

　⑹　第28号…工事請負契約の変更について

　⑺　第29号…工事請負契約の変更について

　⑻　第30号…工事請負契約の変更について

　⑼　第31号…工事請負契約の変更について

　⑽　第32号…工事請負契約の変更について

　⑾　第33号…工事請負契約の変更について

　⑿　第34号…指定管理者の指定について

　⒀　第37号…専決処分の報告及び承認について

　⒁　第38号…専決処分の報告及び承認について

　⒂　第39号…専決処分の報告及び承認について

２　その他

R４.３.11 委員会開催（第８回）

１　付託議案の審査

　・議案第40号、第45号、第46号、第55号、第71号、第72号  原案可決

　⑴　第40号…令和４年度熊本県一般会計予算

　⑵　第45号…令和４年度熊本県港湾整備事業特別会計予算のうち

　⑶　第46号…令和４年度熊本県臨海工業用地造成事業特別会計予算のうち

　⑷　第55号…令和４年度熊本県流域下水道事業会計予算

　⑸　第71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

　⑹　第72号… 熊本県都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例の

一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について

２　閉会中の継続審査事件（所管事務調査）について

３　その他

R４.３.16 委員会開催（第１回）

１　正副委員長互選　結果　委員長　楠本千秋、副委員長　西村尚武
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教育警察常任委員会

年月日 主　な　審　議　案　件　と　経　過

R４.２.22 委員会開催（第６回）

１　付託議案等の審査

　・議案第１号、第３号、第６号、第23号  原案可決

　⑴　第１号…令和３年度熊本県一般会計補正予算（第17号）

　⑵　第３号…令和３年度熊本県立高等学校実習資金特別会計補正予算（第１号）

　⑶　第６号…令和３年度熊本県育英資金等貸与特別会計補正予算（第１号）

　⑷　第23号…財産の無償譲渡について

２　その他

R４.３.10 委員会開催（第７回）

１　付託議案等の審査

　・議案第40号、第44号、第47号、第73号、第74号、第75号、第78号、第80号

  原案可決

　⑴　第40号…令和４年度熊本県一般会計予算

　⑵　第44号…令和４年度熊本県立高等学校実習資金特別会計予算

　⑶　第47号…令和４年度熊本県育英資金等貸与特別会計予算

　⑷　第73号…熊本県学校給食費等の管理に関する条例の制定について

　⑸　第74号… 熊本県風俗案内業の規制に関する条例の一部を改正する条例の制

定について

　⑹　第75号…財産の減額貸付けについて

　⑺　第78号…権利の放棄について

　⑻　第80号…令和３年度熊本県一般会計補正予算（第19号）

２　閉会中の継続審査事件（所管事務調査）について

３　その他

R４.３.16 委員会開催（第１回）

１　正副委員長互選　結果　委員長　大平雄一、副委員長　池永幸生
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議会運営委員会

年月日 主　な　審　議　案　件　と　経　過

R４.１.18 委員会開催（第17回）

１　次期定例会について

２　その他

R４.２.17 委員会開催（第18回）

１　知事提出議案（第１号～第79号）について

２　議員提出議案（第１号及び第２号）について

３　開会日（２月18日）の議事次第及び質問予定者について

４　常任委員の選任について

５　議会運営委員の選任について

６　特別委員会について

７　その他

R４.２.28 委員会開催（第19回）

１　本日の議事次第について

２　その他

R４.３.２ 委員会開催（第20回）

１　議員提出議案（第３号）について

２　本日の議事次第について

３　その他

R４.３.８ 委員会開催（第21回）

１　知事提出追号議案（第80号～第82号）について

２　本日の議事次第について

３　その他

R４.３.16 委員会開催（第22回）

１　知事提出追号議案（第83号及び第84号）について

２　議員提出議案（第４号及び第５号）及び委員会提出議案（第１号）について

３　 指定都市都道府県調整会議（熊本県・熊本市調整会議）の構成員の選挙につ

いて

４　 常任委員及び議会運営委員の改選並びに特別委員の所属変更及び選任につい

て

５　本日の議事次第について

６　議会運営委員会の閉会中の継続審査事件について

７　その他
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高速交通ネットワーク整備推進特別委員会

年月日 主　な　審　議　案　件　と　経　過

R４.３.９ 委員会開催（第15回）

１　高速交通体系に関する件

２　熊本都市圏交通に関する件

３　付託調査事件の閉会中の継続審査について

R４.３.16 委員会開催（第16回）

１　正副委員長互選　結果　委員長　橋口海平、副委員長　松村秀逸

有明海・八代海再生及びゼロカーボン社会推進特別委員会

年月日 主　な　審　議　案　件　と　経　過

R４.３.９ 委員会開催（第17回）

１　2050年県内CO2排出実質ゼロに向けた取組に関する件

２　 有明海・八代海の環境の保全、改善及び水産資源の回復等による漁業の振興

に関する件

３　アサリ関係について

４　報告事項

５　付託調査事件の閉会中の継続審査について

R４.３.16 委員会開催（第18回）

１　正副委員長互選　結果　委員長　内野幸喜、副委員長　竹﨑和虎

地域対策特別委員会

年月日 主　な　審　議　案　件　と　経　過

R４.３.９ 委員会開催（第15回）

１　委員長互選について

２　地方創生に資する産業人材確保について

３　行政サービスの維持向上について

４　付託調査事件の閉会中の継続審査について

R４.３.16 委員会開催（第16回）

１　正副委員長互選　結果　委員長　緒方勇二、副委員長　河津修司
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