
第 16 回延岡市議会（定例会）での議案審議等結果 

（会期：令和３年８月 31 日～10 月１日） 

【市長提出議案】 

議案番号 件          名 審議結果 議 決 日 

議案第 29号 令和２年度延岡市一般会計歳入歳出決算の認定 認  定 10 月１日 

議案第 30号 
令和２年度延岡市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の
認定 

認  定 10 月１日 

議案第 31号 
令和２年度延岡市食肉センター特別会計歳入歳出決算の
認定 

認  定 10 月１日 

議案第 32号 令和２年度延岡市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定 認  定 10 月１日 

議案第 33号 
令和２年度延岡市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算
の認定 

認  定 10 月１日 

議案第 34号 
令和２年度延岡市水道事業会計剰余金の処分及び決算の
認定 

原案可決
及び認定 

10 月１日 

議案第 35号 
令和２年度延岡市下水道事業会計剰余金の処分及び決算
の認定 

原案可決
及び認定 

10 月１日 

議案第 36号 令和３年度延岡市一般会計補正予算 原案可決 ９月 13日 

議案第 37号 令和３年度延岡市介護保険特別会計補正予算 原案可決 ９月 13日 

議案第 38号 令和３年度延岡市下水道事業会計補正予算 原案可決 ９月 13日 

議案第 39号 
延岡市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例
の制定 

原案可決 ９月 17日 

議案第 40号 延岡市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定 原案可決 ９月 17日  

議案第 41号 
延岡市個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する
条例の制定 

原案可決 ９月 17日  

議案第 42号 
職務に専念する義務の特例に関する条例の一部を改正す
る条例の制定 

原案可決 ９月 17日  

議案第 43号 延岡市立小中学校設置条例の一部を改正する条例の制定 原案可決 ９月 17日  

議案第 44号 延岡城・内藤記念博物館条例の一部を改正する条例の制定 原案可決 ９月 17日  

議案第 45号 
延岡市公会堂「野口記念館」条例の一部を改正する条例の
制定 

原案可決 ９月 17日  

議案第 46号 上鹿川辺地に係る総合整備計画の変更 原案可決 ９月 17日  

議案第 47号 市尾内辺地に係る総合整備計画の変更 原案可決 ９月 17日  

議案第 48号 歌糸辺地に係る総合整備計画の変更 原案可決 ９月 17日  

議案第 49号 下塚辺地に係る総合整備計画の変更 原案可決 ９月 17日  

議案第 50号 専決処分の承認（令和３年度延岡市一般会計補正予算） 承  認 ８月 31日  

議案第 51号 専決処分の承認（令和３年度延岡市一般会計補正予算） 承  認 ８月 31日 

議案第 52号 和解及び損害賠償の額の決定 原案可決 ９月 17日  



議案第 53号 令和３年度延岡市一般会計補正予算（２次分） 原案可決 ８月 31日 

議案第 54号 延岡市過疎地域持続的発展計画の策定 原案可決 ９月 17日  

議案第 55号 専決処分の承認（令和３年度延岡市一般会計補正予算） 承  認 ８月 31日 

議案第 56号 令和３年度延岡市一般会計補正予算（３次分） 原案可決 ９月 13日 

議案第 57号 令和３年度延岡市一般会計補正予算（４次分） 原案可決 ９月 13日 

議案第 58号 令和３年度延岡市一般会計補正予算（５次分） 原案可決 ９月 17日  

議案第 59号 教育長の選任（澤野 幸司氏） 原案同意 ９月 17日  

議案第 60号 人権擁護委員候補者の推薦（志野﨑 光洋氏） 原案同意 ９月 17日  

議案第 61号 人権擁護委員候補者の推薦（伊東 忠俊氏） 原案同意 ９月 17日  

議案第 62号 人権擁護委員候補者の推薦（有田 拓朗氏） 原案同意 ９月 17日  

議案第 63号 人権擁護委員候補者の推薦（猪股 さよみ氏） 原案同意 ９月 17日  

議案第 64号 人権擁護委員候補者の推薦（星川 千鶴代氏） 原案同意 ９月 17日 

【委員会提出議案】 

議案番号等 件          名 審議結果 議 決 日 

意見書第 11 号 地方財政の充実・強化に関する意見書（案） 原案可決 ９月 17日 

意見書第 12 号 
コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充
実を求める意見書（案） 

原案可決 ９月 17日 

【市長報告】 

議案番号等 件          名 報 告 日 

報告第７号 延岡市土地開発公社の経営状況に関する書類の提出 ９月 17 日  

報告第８号 公益財団法人のべおか文化事業団の経営状況に関する書類の提出 ９月 17 日  

報告第９号 株式会社ヘルストピア延岡の経営状況に関する書類の提出 ９月 17 日  

報告第 10 号 一般財団法人延岡市高齢者福祉協会の経営状況に関する書類の提出 ９月 17 日  

報告第 11 号 
有限会社延岡市リサイクルプラザゲン丸館の経営状況に関する書類
の提出 ９月 17 日  

報告第 12 号 株式会社まちづくり延岡の経営状況に関する書類の提出 ９月 17 日  

報告第 13 号 のべおか道の駅株式会社の経営状況に関する書類の提出 ９月 17 日  

報告第 14 号 一般財団法人速日の峰振興事業団の経営状況に関する書類の提出 ９月 17 日  

報告第 15 号 一般財団法人北浦町農業公社の経営状況に関する書類の提出 ９月 17 日  

報告第 16 号 専決処分の報告（車両損傷事故に伴う和解及び損害賠償の額の決定） ９月 17 日  

報告第 17 号 専決処分の報告（車両損傷事故に伴う和解及び損害賠償の額の決定） ９月 17 日  

報告第 18 号 専決処分の報告（車両損傷事故に伴う和解及び損害賠償の額の決定） ９月 17 日  



報告第 19 号 専決処分の報告（車両損傷事故に伴う和解及び損害賠償の額の決定） ９月 17 日  

報告第 20 号 専決処分の報告（物損事故に伴う和解及び損害賠償の額の決定） ９月 17 日  

報告第 21 号 専決処分の報告（負傷事故に伴う和解及び損害賠償の額の決定） ９月 17 日  

報告第 22 号 専決処分の報告（物損事故に伴う和解及び損害賠償の額の決定） ９月 17 日  

報告第 23 号 専決処分の報告（負傷事故に伴う和解及び損害賠償の額の決定） ９月 17 日  

報告第 24 号 健全化判断比率の報告 ９月 17 日  

報告第 25 号 資金不足比率の報告 ９月 17 日  

 


