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平成２０年第４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 20 年度青森市一般会計補正予算（第 5号）） 

 

 

     計 １

予 算 案 

 

○ 平成 20 年度青森市一般会計補正予算（第 6号） 

 

○ 平成 20 年度青森市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 2号） 

 

○ 平成 20 年度青森市土地区画整理事業特別会計補正予算（第 2号） 

 

○ 平成 20 年度青森市下水道事業特別会計補正予算（第 2号） 

 

○ 平成 20 年度青森市中央卸売市場特別会計補正予算（第 2号） 

 

○ 平成 20 年度青森市老人保健事業特別会計補正予算（第 2号） 

 

○ 平成 20 年度青森市霊園特別会計補正予算（第 2号） 

 

○ 平成 20 年度青森市農業集落排水事業特別会計補正予算（第 2号） 

 

○ 平成 20 年度青森市介護保険事業特別会計補正予算（第 2号） 

 

○ 平成 20 年度青森市学校給食特別会計補正予算（第 2号） 

 

○ 平成 20 年度青森市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 2号） 

 

○ 平成 20 年度青森市病院事業会計補正予算（第 2号） 

 

○ 平成 20 年度青森市大平財産区特別会計補正予算（第 1号） 

 

○ 平成 20 年度青森市孫内財産区特別会計補正予算（第 1号） 

 

 

     計 １４

条 例 案 

 

○ 青森市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例の制定について 

 

○ 青森市地方独立行政法人評価委員会条例の制定について 

 

○ 青森市農業委員会の部会の委員の定数に関する条例及び青森市農業委員会

の選任による委員の団体推薦に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 
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○ 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

 

○ 青森市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例及び青森市退職年金等条例

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 

 

○ 青森市デイサービスセンター条例の一部を改正する条例の制定について 

 

○ 青森市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例の制定について 

 

○ 青森市りんご貯蔵選果施設条例の一部を改正する条例の制定について 

 

○ 青森市病院料金及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 

○ 青森市財産区管理会設置条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

     計 １１

単 行 案 

 

○ 契約の締結について（文化観光交流施設新築工事） 

 

○ 契約の締結について（文化観光交流施設電気設備新築工事） 

 

○ 契約の締結について（文化観光交流施設機械設備新築工事） 

 

○ 財産の取得について 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市浪岡細野山の家及び青森市

浪岡細野渓流魚増殖実習場） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市西部市民センター） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市文化観光交流施設） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市観光交流情報センター） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市幸畑墓苑） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市斎場及び青森市浪岡斎園） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市三内霊園等） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市一般廃棄物最終処分場） 

 

○ 津軽広域水道企業団規約の変更について 

 

○ 公立大学法人青森公立大学の定款について 

 

○ 公立大学法人青森公立大学設立のための財産の出資について 
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○ 市道の路線の廃止について 

 

○ 市道の路線の認定について 

 

 

      計 １７

報  告 

 

○ 専決処分の報告について 

 

○ 専決処分の報告について 

 

 

     計 ２

合      計 ４５
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○ 専決処分 

 

議案第１７７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 5号）） 

 

 

 

○ 予算案 

 

議案第１７８号 平成 20 年度青森市一般会計補正予算（第 6号） 

 

議案第１７９号 平成 20 年度青森市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 2 号） 

 

議案第１８０号 平成 20 年度青森市土地区画整理事業特別会計補正予算（第 2 号） 

 

議案第１８１号 平成 20 年度青森市下水道事業特別会計補正予算（第 2号） 

 

議案第１８２号 平成 20 年度青森市中央卸売市場特別会計補正予算（第 2号） 

 

議案第１８３号 平成 20 年度青森市老人保健事業特別会計補正予算（第 2号） 

 

議案第１８４号 平成 20 年度青森市霊園特別会計補正予算（第 2 号） 

 

議案第１８５号 平成 20 年度青森市農業集落排水事業特別会計補正予算（第 2 号） 

 

議案第１８６号 平成 20 年度青森市介護保険事業特別会計補正予算（第 2号） 

 

議案第１８７号 平成 20 年度青森市学校給食特別会計補正予算（第 2号） 

 

議案第１８８号 平成 20 年度青森市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 2 号） 

 

議案第１８９号 平成 20 年度青森市病院事業会計補正予算（第 2 号） 

 

議案第１９０号 平成 20 年度青森市大平財産区特別会計補正予算（第 1号） 

 

議案第１９１号 平成 20 年度青森市孫内財産区特別会計補正予算（第 1号） 
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○ 条例案 

 

議案第１９２号 青森市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例の制定について 

 

公職選挙法の一部改正に伴い、青森市長の選挙における候補者の選挙運動用ビ

ラの作成について公営化を図るため、制定しようとするものである。 

 

議案第１９３号 青森市地方独立行政法人評価委員会条例の制定について 

 

青森市地方独立行政法人評価委員会の組織及び委員その他評価委員会について

必要な事項を定めるため、制定しようとするものである。 

 

議案第１９４号 青森市農業委員会の部会の委員の定数に関する条例及び青森市農業委員会の

選任による委員の団体推薦に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 

新あおもり農業協同組合、あすなろ農業協同組合及び浪岡農業協同組合の解散

並びに青森農業協同組合の設立に伴い、所要の改正をしようとするものである。 

 

議案第１９５号 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 

青森公立大学の地方独立行政法人化に伴い、同法人に対する職員の派遣を可能

とするため、所要の改正をしようとするものである。 

 

議案第１９６号 青森市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例及び青森市退職年金等条例の

一部を改正する条例の制定について 

 

株式会社日本政策金融公庫法等の施行に伴い、所要の改正をしようとするもの

である。 

 

議案第１９７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 

 

租税特別措置法における土地譲渡益に係る課税特例措置の終了に伴い、所要の

改正をしようとするものである。 

 

議案第１９８号 青森市デイサービスセンター条例の一部を改正する条例の制定について 

 

青森市デイサービスセンターの利用対象者の範囲を明確化する等のため、改正

しようとするものである。 
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議案第１９９号 青森市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例の制定について 

 

青森市中央卸売市場における卸売委託手数料の弾力化を行うため、改正しよう

とするものである。 

 

議案第２００号 青森市りんご貯蔵選果施設条例の一部を改正する条例の制定について 

 

青森市りんご貯蔵選果施設の工期延長に伴い、条例の施行期日を延長するため、

改正しようとするものである。 

 

議案第２０１号 青森市病院料金及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 

産科医療補償制度の導入に伴い、青森市民病院の分べん料の適正化を図るため、

改正しようとするものである。 

 

議案第２０２号 青森市財産区管理会設置条例の一部を改正する条例の制定について 

 

細野財産区議会の廃止に伴い、細野財産区管理会の設置及び組織について定め

るため、改正しようとするものである。 

 

 

 

○ 単行案 

 

議案第２０３号 契約の締結について（文化観光交流施設新築工事） 

 

場  所    青森市安方一丁目１番３５号 外 

構  造    鉄骨造 地上三階 地下一階建 

延べ床面積   ６，７０７．９８平方メートル 

契約の相手方  鹿島・藤本・倉橋建設工事共同企業体 

        （鹿島建設株式会社東北支店、株式会社藤本建設、倉橋建設株

式会社） 

契約金額    １，９７４，０００，０００円 

        （うち取引に係る消費税及び地方消費税額 

                         ９４，０００，０００円） 

完  工    平成２２年１０月２９日予定 

関係法令    青森市議会の議決に付さなければならない契約並びに財産の取

得及び処分に関する条例第２条 

 

議案第２０４号 契約の締結について（文化観光交流施設電気設備新築工事） 

 

場  所    青森市安方一丁目１番３５号 外 

工事内容    電気設備工事一式 
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契約の相手方  洋電・善知鳥建設工事共同企業体 

        （株式会社洋電社、株式会社善知鳥電気） 

契約金額    ３２８，５７６，５００円 

        （うち取引に係る消費税及び地方消費税額 

                         １５，６４６，５００円） 

完  工    平成２２年１０月２９日予定 

関係法令    青森市議会の議決に付さなければならない契約並びに財産の取

得及び処分に関する条例第２条 

 

議案第２０５号 契約の締結について（文化観光交流施設機械設備新築工事） 

 

場  所    青森市安方一丁目１番３５号 外 

工事内容    機械設備工事一式 

契約の相手方  鹿内・大樹建設工事共同企業体 

        （株式会社鹿内組、株式会社大樹設備工業） 

契約金額    ３９８，６５３，８４４円 

        （うち取引に係る消費税及び地方消費税額 

                         １８，９８３，５１６円） 

完  工    平成２２年１０月２９日予定 

関係法令    青森市議会の議決に付さなければならない契約並びに財産の取

得及び処分に関する条例第２条 

 

議案第２０６号 財産の取得について 

 
石江土地区画整理事業用地として、土地を取得するものである。 

 
取得する財産 
  土 地   所 在   青森市大字石江字高間５４番１ ほか２４筆 
        地 目   田、山林、畑、公衆用道路及び宅地 
        地 積   １２，４９６．５７平方メートル 
契約の相手方  所 在   青森市中央一丁目２２番５号 
        名 称   青森市土地開発公社 
              （理事長 米塚 博） 
取得価格    ３３４，７３６，２４１円 
関係法令    青森市議会の議決に付さなければならない契約並びに財産の取

得及び処分に関する条例第３条 

 
議案第２０７号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市浪岡細野山の家及び青森市浪 

 岡細野渓流魚増殖実習場） 

 

青森市浪岡細野山の家及び青森市浪岡細野渓流魚増殖実習場の指定管理者の指

定をしようとするものである。 
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指定管理者となる団体 

   所在 青森市浪岡大字細野字沢井３２番地 

   名称 青森市浪岡細野山の家管理運営協議会 

      （会長 雪田 秀樹） 

指定の期間 平成２１年４月１日から平成２６年３月３１日まで 

関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条

第２項において準用する同条例第４条 

 

議案第２０８号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市西部市民センター） 

 

青森市西部市民センターの指定管理者の指定をしようとするものである。 

 

指定管理者となる団体 

   所在 青森市大字新城字平岡１６３番地２２ 

   名称 青森市西部市民センター管理運営協議会 

      （会長 加川 幸男） 

指定の期間 平成２１年４月１日から平成２６年３月３１日まで 

関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条

第２項において準用する同条例第４条 

 

議案第２０９号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市文化観光交流施設） 

 

青森市文化観光交流施設の指定管理者の指定をしようとするものである。 

 

指定管理者となる団体 

   所在 青森市橋本二丁目２番１７号 

   名称 社団法人青森観光コンベンション協会 

      （会長 蝦名 文昭） 

指定の期間 平成２２年１０月３０日から平成２７年３月３１日まで 

関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第４条 

 

議案第２１０号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市観光交流情報センター） 

 

青森市観光交流情報センターの指定管理者の指定をしようとするものである。 

 

指定管理者となる団体 

   所在 青森市橋本二丁目２番１７号 

   名称 社団法人青森観光コンベンション協会 

      （会長 蝦名 文昭） 

指定の期間 平成２１年２月１日から平成２５年３月３１日まで 

関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第４条 
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議案第２１１号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市幸畑墓苑） 

 

青森市幸畑墓苑の指定管理者の指定をしようとするものである。 

 

指定管理者となる団体 

   所在 青森市大字雲谷字梨野木６３番地 

   名称 青森市観光レクリエーション振興財団 

      （理事長 奈良 光義） 

指定の期間 平成２１年４月１日から平成２６年３月３１日まで 

関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第４条 

 

議案第２１２号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市斎場及び青森市浪岡斎園） 

 

青森市斎場及び青森市浪岡斎園の指定管理者の指定をしようとするものである。 

 

指定管理者となる団体 

   所在 青森市栄町一丁目１１番１９号 

   名称 アシストＡＯＭＯＲＩグループ 

      （代表 珍田 眞） 

指定の期間 平成２１年４月１日から平成２６年３月３１日まで 

関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第４条 

 

議案第２１３号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市三内霊園等） 

 

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

指定管理者の指定をしようとするものである。 

 

指定管理者となる団体 

   所在 青森市栄町一丁目１１番１９号 

   名称 アシストＡＯＭＯＲＩグループ 

      （代表 珍田 眞） 

指定の期間 平成２１年４月１日から平成２６年３月３１日まで 

関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第４条 

 

議案第２１４号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市一般廃棄物最終処分場） 

 

青森市一般廃棄物最終処分場の指定管理者の指定をしようとするものである。 

 

指定管理者となる団体 

   所在 青森市富田二丁目２６番２６号 

   名称 協同組合未來 

      （理事長 井上 宏） 

指定の期間 平成２１年４月１日から平成２６年３月３１日まで 
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関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第４条 

 

議案第２１５号 津軽広域水道企業団規約の変更について 

 

津軽広域水道企業団の共同処理する事務の変更に伴う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 

 

議案第２１６号 公立大学法人青森公立大学の定款について 

 

地方独立行政法人法第７条の規定により公立大学法人青森公立大学を設立する

ため、制定しようとするものである。 

 

関係法令   地方独立行政法人法第７条 

 

議案第２１７号 公立大学法人青森公立大学設立のための財産の出資について 

 

地方独立行政法人法第６条第３項の規定により公立大学法人青森公立大学を設

立するための財産を出資しようとするものである。 

 

関係法令   地方独立行政法人法第６条第３項 

 

議案第２１８号 市道の路線の廃止について 

 
南奥野８２号線ほか１６路線の市道を廃止しようとするものである。 

 
総延長   ２，８０８．６ｍ 
総面積   １９，００７㎡ 
関係法令  道路法第１０条第１項及び第３項 
 

議案第２１９号 市道の路線の認定について 

 
新田５２号線ほか６７路線を市道として認定しようとするものである。 

 
総延長   ５，８０９．３ｍ 
総面積   ４１，７６５㎡ 
関係法令  道路法第８条第１項及び第２項 

 

 

 



－１１－ 

○ 報 告 

 

報告第２２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９月１３日 

損害賠償額    １８，１６５円 

専決処分年月日  平成２０年１０月２０日 

関係法令     地方自治法第１８０条第 1項及び第２項 

報告第２３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２０年８月２６日 

損害賠償額    ２５５，５５４円 

専決処分年月日  平成２０年１０月２２日 

関係法令     地方自治法第１８０条第 1項及び第２項 

 


