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平成 1９年第２回青森市議会定例会提出予定案件 
 

件                    名 
提出 

件数 

専決処分 

 

○ 専決処分の承認について 

  （平成 18 年度青森市一般会計補正予算（第 4号）） 

 

○ 専決処分の承認について 

  （平成 18 年度青森市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 4号）） 

 

○ 専決処分の承認について 

  （平成 18 年度青森市土地区画整理事業特別会計補正予算（第 4号）） 

 

○ 専決処分の承認について 

  （平成 18 年度青森市公共用地取得事業特別会計補正予算（第 2号）） 

 

○ 専決処分の承認について 

  （平成 18 年度青森市中央卸売市場特別会計補正予算（第 3号）） 

 

○ 専決処分の承認について 

  （平成 18 年度青森市老人保健事業特別会計補正予算（第 3号）） 

 

○ 専決処分の承認について 

  （平成 18 年度青森市霊園特別会計補正予算（第 2号）） 

 

○ 専決処分の承認について 

  （平成 18 年度青森市介護保険事業特別会計補正予算（第 4号）） 

 

○ 専決処分の承認について 

  （平成 18 年度青森市病院事業会計補正予算（第 3号）） 

 

○ 専決処分の承認について 

  （平成 18 年度青森市特定基金特別会計補正予算（第 2号）） 

 

○ 専決処分の承認について 

  （平成 19 年度青森市老人保健事業特別会計補正予算（第 1号）） 

 

○ 専決処分の承認について 

  （青森市市税条例の一部を改正する条例の制定について） 

 

 

     計 １２

条 例 案 

 

○ 青森市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

○ 青森市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 

○ 青森市行政財産目的外使用料条例の一部を改正する条例の制定について 

 

○ 青森市中世の館条例の一部を改正する条例の制定について 
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○ 青森市遺児入学祝金等支給条例の一部を改正する条例の制定について 

 

○ 青森市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

 

○ 青森市営住宅管理条例及び青森市特定公共賃貸住宅管理条例の一部を改正

する条例の制定について 

 

○ 青森市市民センター条例の一部を改正する条例の制定について 

 

○ 青森市公民館条例の一部を改正する条例の制定について 

 

○ 青森市文化交流ホール条例の一部を改正する条例の制定について 

 

○ 青森市浪岡体育館条例の一部を改正する条例の制定について 

 

○ 青森市農村環境整備共同利用センター条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 

○ 青森市農村公園条例の一部を改正する条例の制定について 

 

○ 青森市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

 

○ 青森市営一般乗合自動車料金条例の一部を改正する条例の制定について 

 

○ 青森市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

     計 １６

単 行 案 

 

○ 契約の締結について（青森市立新城中学校校舎改築工事） 

 

○ 契約の締結について（青森市立新城中学校校舎改築電気設備工事） 

 

○ 契約の締結について（青森市立新城中学校校舎改築暖房換気設備工事） 

 

○ 契約の締結について（奥野第三ポンプ場 No.2 雨水ポンプ機械工事） 

 

○ 財産の取得について 

 

○ 青森県市長会館管理組合規約の変更について 

 

○ 青森県交通災害共済組合規約の変更について 

 

 

      計 ７

報  告 

 

○ 継続費繰越計算書について 

  （平成 18 年度青森市一般会計継続費繰越計算書） 

 

○ 繰越明許費繰越計算書について 

  （平成 18 年度青森市一般会計繰越明許費繰越計算書） 
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○ 繰越明許費繰越計算書について 

  （平成 18 年度青森市国民健康保険事業特別会計繰越明許費繰越計算書） 

 

○ 繰越明許費繰越計算書について 

  （平成 18 年度青森市土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書） 

 

○ 繰越明許費繰越計算書について 

  （平成 18 年度青森市下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書） 

 

○ 予算繰越計算書について 

  （平成 18 年度青森市水道事業会計予算繰越計算書） 

 

○ 専決処分の報告について 

 

○ 専決処分の報告について 

 

○ 専決処分の報告について 

 

○ 専決処分の報告について 

 

 

     計 １０

合      計 ４５
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○ 専決処分 

 
議案第９８号 専決処分の承認について 

 （平成 18 年度青森市一般会計補正予算（第 4号）） 

 

議案第９９号 専決処分の承認について 

 （平成 18 年度青森市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 4号）） 

 
議案第１００号 専決処分の承認について 

 （平成 18 年度青森市土地区画整理事業特別会計補正予算（第 4号）） 

 
議案第１０１号 専決処分の承認について 

 （平成 18 年度青森市公共用地取得事業特別会計補正予算（第 2号）） 

 
議案第１０２号 専決処分の承認について 

 （平成 18 年度青森市中央卸売市場特別会計補正予算（第 3 号）） 

 
議案第１０３号 専決処分の承認について 

 （平成 18 年度青森市老人保健事業特別会計補正予算（第 3 号）） 

 
議案第１０４号 専決処分の承認について 

 （平成 18 年度青森市霊園特別会計補正予算（第 2 号）） 

 
議案第１０５号 専決処分の承認について 

 （平成 18 年度青森市介護保険事業特別会計補正予算（第 4 号）） 

 
議案第１０６号 専決処分の承認について 

 （平成 18 年度青森市病院事業会計補正予算（第 3 号）） 

 
議案第１０７号 専決処分の承認について 

 （平成 18 年度青森市特定基金特別会計補正予算（第 2号）） 

 
議案第１０８号 専決処分の承認について 

 （平成 19 年度青森市老人保健事業特別会計補正予算（第 1 号）） 

 

議案第１０９号 専決処分の承認について 

 （青森市市税条例の一部を改正する条例の制定について） 

 

地方税法及び地方税法施行令の一部改正に伴い、市たばこ税の特例税率の本則

化、国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額の引上げ等のため、改正した

ものである。 

 

専決処分年月日  平成１９年３月３０日 
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○ 条例案 

 

議案第１１０号 青森市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

雇用保険法の一部改正に伴う国家公務員退職手当法の一部改正に準じて、所要

の改正をしようとするものである。 

 

議案第１１１号 青森市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 

福祉乗車証制度の見直しに伴い、高齢者に係る福祉乗車証と障害者等に係る福

祉乗車証とを区分する等のため、改正しようとするものである。 

 

議案第１１２号 青森市行政財産目的外使用料条例の一部を改正する条例の制定について 

 

地方自治法の一部改正に伴い、所要の改正をしようとするものである。 

 

議案第１１３号 青森市中世の館条例の一部を改正する条例の制定について 

 

青森市中世の館及び浪岡城跡案内所の管理を指定管理者に行わせる等のため、

改正しようとするものである。 

 

議案第１１４号 青森市遺児入学祝金等支給条例の一部を改正する条例の制定について 

 

学校教育法の一部改正に伴い、所要の改正をしようとするものである。 

 

議案第１１５号 青森市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の一部を改正する条例の 

 制定について 

 

学校教育法及び就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に

関する法律の一部改正に伴い、所要の改正をしようとするものである。 

 

議案第１１６号 青森市営住宅管理条例及び青森市特定公共賃貸住宅管理条例の一部を改正す 

 る条例の制定について 

 

青森市営住宅花園団地、青森市営住宅青柳団地、青森市営住宅小柳第一団地、

青森市営住宅小柳第二団地、青森市営住宅小柳第三団地、青森市営住宅桜川第一

団地、青森市営住宅桜川第二団地、青森市営住宅千草団地、青森市営住宅幸畑第

二団地、青森市営住宅幸畑第三団地、青森市営住宅幸畑第四団地、青森市営住宅

幸畑第五団地、青森市営住宅三内団地、青森市営住宅野木和第二団地、青森市営

住宅野木和第三団地、青森市営住宅戸山団地、青森市営住宅奥野団地、青森市営

住宅桂木団地、青森市営住宅ベイサイド柳川、青森市営住宅合浦団地、青森市営

住宅ベイタウン沖館、青森市営住宅はままち団地、青森市営住宅赤川団地、青森

市営住宅林本団地、青森市営住宅花岡団地、青森市営住宅白鳥団地、青森市営住
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宅宮本団地及び青森市営住宅福田団地の管理を指定管理者に行わせるため、改正

しようとするものである。 

 

議案第１１７号 青森市市民センター条例の一部を改正する条例の制定について 

 

青森市油川市民センター及び青森市荒川市民センターの管理を指定管理者に行

わせるため、改正しようとするものである。 

 

議案第１１８号 青森市公民館条例の一部を改正する条例の制定について 

 

青森市東部市民センター、青森市大野市民センター、青森市横内市民センター、

青森市戸山市民センター、青森市浪岡中央公民館、青森市浪岡北中野公民館、青

森市浪岡本郷公民館、青森市浪岡野沢公民館、青森市浪岡女鹿沢公民館及び青森

市浪岡大杉公民館の管理を指定管理者に行わせる等のため、改正しようとするも

のである。 

 

議案第１１９号 青森市文化交流ホール条例の一部を改正する条例の制定について 

 

青森市民ホールの市民貸出部分を拡大するため、改正しようとするものである。 

 

議案第１２０号 青森市浪岡体育館条例の一部を改正する条例の制定について 

 

青森市浪岡体育館の管理を指定管理者に行わせるため、改正しようとするもの

である。 

 

議案第１２１号 青森市農村環境整備共同利用センター条例の一部を改正する条例の制定につ 

 いて 

 

北部地区農村環境改善センターの管理を指定管理者に行わせるため、改正しよ

うとするものである。 

 

議案第１２２号 青森市農村公園条例の一部を改正する条例の制定について 

 

北中野農村公園を新たに設置し、その管理を指定管理者に行わせる等のため、

改正しようとするものである。 

 

議案第１２３号 青森市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

 

浪岡総合公園、大杉公園、浪岡野球場、浪岡庭球場、浪岡陸上競技場及び浪岡

相撲場の管理を指定管理者に行わせるため、改正しようとするものである。 
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議案第１２４号 青森市営一般乗合自動車料金条例の一部を改正する条例の制定について 

 

小児旅客料金について、当分の間、無料とするため、改正をしようとするもの

である。 

 

議案第１２５号 青森市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について 

 

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、所要

の改正をしようとするものである。 

 

 

 

 

○ 単行案 

 

議案第１２６号 契約の締結について（青森市立新城中学校校舎改築工事） 

 

場  所    青森市大字新城字平岡１６０番地 

構  造    鉄筋コンクリート造、四階建 

延べ床面積   ７，５０１．１８平方メートル 

契約の相手方  丸喜齋藤・エビナ・大柳建設工事共同企業体 

        （丸喜株式会社齋藤組、株式会社エビナ住研、株式会社大柳建

設） 

契約金額    １，２２０，１００，０００円 

        （うち取引に係る消費税及び地方消費税額 

５８，１００，０００円） 

完  工    平成２０年１１月３０日予定 

関係法令    地方自治法第９６条第１項第５号 

 

議案第１２７号 契約の締結について（青森市立新城中学校校舎改築電気設備工事） 

 

場  所    青森市大字新城字平岡１６０番地 

工事内容    電気設備工事一式 

契約の相手方  ニューレック・東邦建設工事共同企業体 

        （株式会社青森ニューレック、東邦電工株式会社） 

契約金額    １９２，１５０，０００円 

        （うち取引に係る消費税及び地方消費税額 

９，１５０，０００円） 

完  工    平成２０年１１月３０日予定 

関係法令    地方自治法第９６条第１項第５号 

 

 

 



－８－ 

議案第１２８号 契約の締結について（青森市立新城中学校校舎改築暖房換気設備工事） 

 

場  所    青森市大字新城字平岡１６０番地 

工事内容    暖房換気設備工事一式 

契約の相手方  佐藤・大管建設工事共同企業体 

        （佐藤設備工業株式会社、大管工業株式会社） 

契約金額    １６１，７００，０００円 

        （うち取引に係る消費税及び地方消費税額 

７，７００，０００円） 

完  工    平成２０年１１月３０日予定 

関係法令    地方自治法第９６条第１項第５号 

 

議案第１２９号 契約の締結について（奥野第三ポンプ場 No.2 雨水ポンプ機械工事） 

 

場  所    青森市大字浦町字奥野１０２番地５８ 

工事内容    雨水ポンプ設置工等一式 

契約の相手方  株式会社荏原製作所東北支店 

        （支店長 吉村 利晴） 

契約金額    ４０５，０９０，０００円 

        （うち取引に係る消費税及び地方消費税額 

１９，２９０，０００円） 

完  工    平成２１年３月２０日予定 

関係法令    地方自治法第９６条第１項第５号 

 

議案第１３０号 財産の取得について 

 
青森市りんご貯蔵施設整備事業用地として、土地を取得するものである。 

 
取得する財産 
  土 地  所  在   青森市浪岡大字北中野字北畠６４番４ ほか６筆 
       地  目   雑種地 
       地  積   １９，８００平方メートル 
契約の相手方 所  在   青森市浪岡大字浪岡字細田８７番地 
       名  称   浪岡農業協同組合 
              （代表理事 工藤 敏昭） 
取得価格   ２０２，０００，０００円 
関係法令  地方自治法第９６条第１項第８号 
 

議案第１３１号 青森県市長会館管理組合規約の変更について 

 

地方自治法の一部改正等に伴う組合規約の変更について協議するためのもので

ある。 
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関係法令  地方自治法第２８６条第１項及び第２９０条 

 

議案第１３２号 青森県交通災害共済組合規約の変更について 

 

地方自治法の一部改正等に伴う組合規約の変更について協議するためのもので

ある。 

 

関係法令  地方自治法第２８６条第１項及び第２９０条 

 

 

 

○ 報告 

 

報告第５号 継続費繰越計算書について 

 （平成 18 年度青森市一般会計継続費繰越計算書） 

 

報告第６号 繰越明許費繰越計算書について 

 （平成 18 年度青森市一般会計繰越明許費繰越計算書） 

 

報告第７号 繰越明許費繰越計算書について 

 （平成 18 年度青森市国民健康保険事業特別会計繰越明許費繰越計算書） 

 

報告第８号 繰越明許費繰越計算書について 

 （平成 18 年度青森市土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書） 

 

報告第９号 繰越明許費繰越計算書について 

 （平成 18 年度青森市下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書） 

 

報告第１０号 予算繰越計算書について 

 （平成 18 年度青森市水道事業会計予算繰越計算書） 

 

報告第１１号 専決処分の報告について 

 

交通事故に係る和解及び損害賠償の額の決定について専決処分したので、その

報告をするものである。 

 

事故発生年月日  平成１８年１１月２７日 

損害賠償額    １，４０７，２７３円 

専決処分年月日  平成１９年３月２８日 

関係法令     地方自治法第１８０条第 1項及び第２項 

 

 

 



－１０－ 

報告第１２号 専決処分の報告について 

 

交通事故に係る和解及び損害賠償の額の決定について専決処分したので、その

報告をするものである。 

 

事故発生年月日  平成１９年３月１２日 

損害賠償額    ５８，２８６円 

専決処分年月日  平成１９年４月２４日 

関係法令     地方自治法第１８０条第 1項及び第２項 

 

報告第１３号 専決処分の報告について 

 

事故に係る和解及び損害賠償の額の決定について専決処分したので、その報告

をするものである。 

 

事故発生年月日  平成１９年３月２７日 

損害賠償額    ３０，６００円 

専決処分年月日  平成１９年５月７日 

関係法令     地方自治法第１８０条第 1項及び第２項 

 
報告第１４号 専決処分の報告について 

 

不法行為に係る和解について専決処分したので、その報告をするものである。 

 

専決処分年月日  平成１９年５月１５日 

関係法令     地方自治法第１８０条第 1項及び第２項 

 


