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平成２０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 19年度青森市一般会計補正予算（第 9 号）） 
 
○ 専決処分の承認について 
 （平成 19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 19年度青森市中央卸売市場特別会計補正予算（第 4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 4号）） 
 
○ 専決処分の承認について 
 （平成 19年度青森市霊園特別会計補正予算（第 3号）） 
 
○ 専決処分の承認について 
 （平成 19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 20年度青森市一般会計補正予算（第 1 号）） 
 
○ 専決処分の承認について 
 （平成 20年度青森市一般会計補正予算（第 2 号）） 
 
○ 専決処分の承認について 
 （後期高齢者医療制度の創設に伴う関係条例の整備に関する条例の制定に

ついて） 
 
○ 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 １０ 

条 例 案 

 
○ 青森市文化観光交流施設条例の制定について 
 
○ 青森市りんご貯蔵選果施設条例の制定について 
 
○ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する

法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制
定について 

 
○ 青森市浪岡細野山の家設置条例の一部を改正する条例の制定について 
 
○ 青森市浪岡細野渓流魚増殖実習場設置条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



－２－ 

 
○ 青森市商工業振興条例の一部を改正する条例の制定について 
 
○ 青森市斎場条例の一部を改正する条例の制定について 
 
○ 青森市霊園条例の一部を改正する条例の制定について 
 
○ 青森市一般廃棄物処理施設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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１０ 

単 行 案 

 
○ 契約の締結について（青森市立新城小学校屋内運動場改築工事） 
 
○ 契約の締結について（青森市りんご貯蔵施設選果機設置工事） 
 
○ 協定の締結について（奥羽本線浪岡駅（仮称）地域交流センター新設工事） 
 
○ 協定の締結について（新青森駅南北連絡通路新設工事） 
 
 
      計 

 
 
 

４ 

報  告 

 
○ 継続費繰越計算書について 
 （平成 19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 19年度青森市一般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 19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 19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 19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 ９ 

合      計 ３３ 
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○ 専決処分 

 
議案第１０２号 専決処分の承認について 
 （平成 19年度青森市一般会計補正予算（第 9号）） 
 

議案第１０３号 専決処分の承認について 
 （平成 19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１０４号 専決処分の承認について 
 （平成 19年度青森市中央卸売市場特別会計補正予算（第 4号）） 
 
議案第１０５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 4号）） 
 
議案第１０６号 専決処分の承認について 
 （平成 19年度青森市霊園特別会計補正予算（第 3号）） 

 
議案第１０７号 専決処分の承認について 
 （平成 19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１０８号 専決処分の承認について 
 （平成 20年度青森市一般会計補正予算（第 1号）） 
 

議案第１０９号 専決処分の承認について 
 （平成 20年度青森市一般会計補正予算（第 2号）） 
 
議案第１１０号 専決処分の承認について 

（後期高齢者医療制度の創設に伴う関係条例の整備に関する条例の制定
について） 
 

後期高齢者医療制度の創設に伴い、厚生労働大臣が定める「診療報酬の算定方

法」が改正されたことにより、関係条例を整備するため、改正したものである。 

 

専決処分年月日  平成２０年３月３１日 

 

議案第１１１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） 

 

後期高齢者医療制度の創設及び地方税法等の一部改正に伴い、国民健康保険税

に係る後期高齢者支援金等課税額の追加並びに課税限度額及び保険税率の設定、

個人市民税に係る住宅ローン特別税額控除の申告手続の規定の整備等のため、改

正したものである。 
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専決処分年月日  平成２０年４月３０日 

 
 

 

○ 条例案 

 

議案第１１２号 青森市文化観光交流施設条例の制定について 

 

青森市文化観光交流施設を設置するため、制定しようとするものである。 

 

議案第１１３号 青森市りんご貯蔵選果施設条例の制定について 

 

青森市りんご貯蔵選果施設を設置するため、制定しようとするものである。 

 

議案第１１４号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する
法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制

定について 

 

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律

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１１５号 青森市浪岡細野山の家設置条例の一部を改正する条例の制定について 

 

青森市浪岡細野山の家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１１６号 青森市浪岡細野渓流魚増殖実習場設置条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 

青森市浪岡細野渓流魚増殖実習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。 

 

議案第１１７号 青森市商工業振興条例の一部を改正する条例の制定について 

 

農村地域工業等導入促進法第十条の地区等を定める省令の一部改正に伴い、固

定資産税の課税免除措置の適用期限を延長するため、改正しようとするものであ

る。 

 

議案第１１８号 青森市斎場条例の一部を改正する条例の制定について 

 

青森市斎場及び青森市浪岡斎園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１１９号 青森市霊園条例の一部を改正する条例の制定について 

 

青森市三内霊園、青森市月見野霊園、青森市八甲田霊園及び青森市浪岡墓園の

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１２０号 青森市一般廃棄物処理施設条例の一部を改正する条例の制定について 

 

青森市一般廃棄物最終処分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。 

 

議案第１２１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等に伴い、所

要の改正をしようとするものである。 

 

 

 

○ 単行案 

 

議案第１２２号 契約の締結について（青森市立新城小学校屋内運動場改築工事） 

 

場  所    青森市大字新城字平岡２６６番地１４ 

構  造    鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 二階建  

延べ床面積   １，２４７．５６平方メートル  

契約の相手方  黄金・荒内建設工事共同企業体  

        （株式会社黄金工務店、株式会社荒内工務店） 

契約金額    ３４６，５００，０００円 

        （うち取引に係る消費税及び地方消費税額  

                         １６，５００，０００円） 

完  工    平成２１年３月３１日予定 

関係法令    地方自治法第９６条第１項第５号 

 

議案第１２３号 契約の締結について（青森市りんご貯蔵施設選果機設置工事） 

 

場  所    青森市浪岡大字北中野字北畠６５番地 

工事内容    選果機設置工事一式 

契約の相手方  フジプラント株式会社  

        （代表取締役 藤崎 和夫） 

契約金額    ５２６，２６０，０００円 

        （うち取引に係る消費税及び地方消費税額  

                         ２５，０６０，０００円） 

完  工    平成２０年９月３０日予定 

関係法令    地方自治法第９６条第１項第５号 



－６－ 

 

議案第１２４号 協定の締結について（奥羽本線浪岡駅（仮称）地域交流センター新設工事） 

 

場  所    青森市浪岡大字浪岡字細田地内  

工事内容    （仮称）地域交流センター建設工事等一式  

協定の相手方  東日本旅客鉄道株式会社東北工事事務所 

        （東北工事事務所長 栗田 敏寿） 

協定金額    １，０１１，１４９，０００円 

        （うち取引に係る消費税及び地方消費税額  

                         ３５，８６９，０００円） 

関係法令    地方自治法第９６条第１項第５号 

 

議案第１２５号 協定の締結について（新青森駅南北連絡通路新設工事） 

 

場  所    青森市大字石江字高間地内 

工事内容    新青森駅南北連絡通路建設工事等一式  

協定の相手方  独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構  

        （鉄道建設本部東北新幹線建設局長 服部 修一） 

協定金額    ３７０，１１７，８５０円 

        （うち取引に係る消費税及び地方消費税額  

                         １６，７２７，８５０円） 

関係法令    地方自治法第９６条第１項第５号 

 

 

 

○ 報 告 

 

報告第７号 継続費繰越計算書について 

 （平成 19 年度青森市一般会計継続費繰越計算書） 

 

報告第８号 繰越明許費繰越計算書について 

 （平成 19 年度青森市一般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 19 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１０号 繰越明許費繰越計算書について 

 （平成 19 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１１号 予算繰越計算書について 

 （平成 19 年度青森市水道事業会計予算繰越計算書） 
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報告第１２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２０年３月２日 

損害賠償額    ３８，６７５円 

専決処分年月日  平成２０年４月２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２０年２月２２日 

損害賠償額    ２２，３２０円 

専決処分年月日  平成２０年４月４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 

 

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２０年３月１日 

損害賠償額    ４１，０１３円 

専決処分年月日  平成２０年４月４日 

関係法令     地方自治法第１８０条第 1項及び第２項 

 

報告第１５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２０年３月４日 

損害賠償額    ８，２５０円 

専決処分年月日  平成２０年４月４日 

関係法令     地方自治法第１８０条第 1項及び第２項 

 


