平成２２年第１回青森市議会定例会提出案件
件

名

提出
件数

○ 専決処分の承認について（平成 21 年度青森市一般会計補正予算（第 8 号））
専決処分

○

専決処分の承認について（平成 21 年度青森市下水道事業特別会計補正予算
（第 4 号））

計

２

○ 平成 22 年度青森市一般会計予算
○ 平成 22 年度青森市競輪事業特別会計予算
○ 平成 22 年度青森市国民健康保険事業特別会計予算
○ 平成 22 年度青森市宅地造成事業特別会計予算
○ 平成 22 年度青森市下水道事業特別会計予算
○ 平成 22 年度青森市公共用地取得事業特別会計予算
○ 平成 22 年度青森市中央卸売市場特別会計予算
○ 平成 22 年度青森市老人保健事業特別会計予算
○ 平成 22 年度青森市農業集落排水事業特別会計予算
予 算 案

○ 平成 22 年度青森市介護保険事業特別会計予算
○ 平成 22 年度青森市母子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算
○ 平成 22 年度青森市後期高齢者医療特別会計予算
○ 平成 22 年度青森市駐車場事業特別会計予算
○ 平成 22 年度青森市病院事業会計予算
○ 平成 22 年度青森市水道事業会計予算
○ 平成 22 年度青森市自動車運送事業会計予算
○ 平成 22 年度青森市深沢第一財産区特別会計予算
○ 平成 22 年度青森市八重菊第一財産区特別会計予算
○ 平成 22 年度青森市八重菊第二財産区特別会計予算

−１−

○ 平成 22 年度青森市新城財産区特別会計予算
○ 平成 22 年度青森市野内財産区特別会計予算
○ 平成 22 年度青森市土橋財産区特別会計予算
○ 平成 22 年度青森市大平財産区特別会計予算
○ 平成 22 年度青森市孫内財産区特別会計予算
○ 平成 22 年度青森市大字高田財産区特別会計予算
○ 平成 22 年度青森市大字石江財産区特別会計予算
○ 平成 22 年度青森市安田財産区特別会計予算
○ 平成 22 年度青森市大別内財産区特別会計予算
○ 平成 22 年度青森市七ケ大字財産区特別会計予算
○ 平成 22 年度青森市大字野沢財産区特別会計予算
○ 平成 22 年度青森市金浜財産区特別会計予算
○ 平成 22 年度青森市深沢第二財産区特別会計予算
○ 平成 22 年度青森市大字荒川財産区特別会計予算
○ 平成 22 年度青森市八ツ役財産区特別会計予算
○ 平成 22 年度青森市上野財産区特別会計予算
○ 平成 22 年度青森市野木財産区特別会計予算
○ 平成 22 年度青森市岩渡財産区特別会計予算
○ 平成 22 年度青森市前田財産区特別会計予算
○ 平成 22 年度青森市幸畑財産区特別会計予算
○ 平成 22 年度青森市小館財産区特別会計予算
○ 平成 22 年度青森市二ケ大字（後潟・四戸橋）財産区特別会計予算
○ 平成 22 年度青森市二ケ大字（築木館・諏訪沢）財産区特別会計予算
○ 平成 22 年度青森市清水財産区特別会計予算
○ 平成 22 年度青森市桐沢財産区特別会計予算
○ 平成 22 年度青森市大字六枚橋財産区特別会計予算

−２−

○ 平成 22 年度青森市大字岡町財産区特別会計予算
○ 平成 22 年度青森市横内財産区特別会計予算
○ 平成 22 年度青森市大字滝沢財産区特別会計予算
○ 平成 22 年度青森市浪岡財産区特別会計予算
○ 平成 22 年度青森市細野財産区特別会計予算
○ 平成 22 年度青森市女鹿沢財産区特別会計予算
○ 平成 22 年度青森市本郷財産区特別会計予算
○ 平成 22 年度青森市大字野尻財産区特別会計予算
○ 平成 21 年度青森市一般会計補正予算（第 9 号）
○ 平成 21 年度青森市競輪事業特別会計補正予算（第 3 号）
○ 平成 21 年度青森市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 3 号）
○ 平成 21 年度青森市下水道事業特別会計補正予算（第 5 号）
○ 平成 21 年度青森市中央卸売市場特別会計補正予算（第 3 号）
○ 平成 21 年度青森市農業集落排水事業特別会計補正予算（第 3 号）
○ 平成 21 年度青森市介護保険事業特別会計補正予算（第 3 号）
○ 平成 21 年度青森市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 3 号）
○ 平成 21 年度青森市駐車場事業特別会計補正予算（第 2 号）
○ 平成 21 年度青森市病院事業会計補正予算（第 3 号）
○ 平成 21 年度青森市水道事業会計補正予算（第 1 号）
○ 平成 21 年度青森市自動車運送事業会計補正予算（第 1 号）
○ 平成 21 年度青森市安田財産区特別会計補正予算（第 2 号）

計

条 例 案

６６

○

青森市地球温暖化対策基金条例の制定について

○

青森市学校施設耐震化基金条例の制定について

○

青森市浪岡地域交流施設条例の制定について

−３−

○

組織・機構の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について

○

青森市小作料協議会条例を廃止する条例の制定について

○

青森市職員の給与に関する条例及び青森市企業職員の給与の種類及び基準
を定める条例の一部を改正する条例の制定について

○

青森市職員の特殊勤務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

○

青森市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の制定につい
て

○

青森市立中学校条例の一部を改正する条例の制定について

○

青森市児童福祉施設の設置及び管理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

○

青森市地域生活支援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

○

青森市市民とともに進める雪処理に関する条例及び青森市違法駐車等の防
止に関する条例の一部を改正する条例の制定について

○

青森市文化観光交流施設条例の一部を改正する条例の制定について

計

単 行 案

１４

○

契約の締結について（青森市立造道小学校校舎等耐震補強工事）

○

契約の締結について（新ごみ処理施設アクセス道路工事）

○

契約の締結について（新ごみ処理施設造成工事）

○

財産の取得について（小学校用デジタルテレビ及び移動式テレビスタンド
の購入）

○

財産の取得について（中学校用デジタルテレビ及び移動式テレビスタンド
の購入）

○

財産の取得について（ノートパソコンの購入（小学校校務用）
）

○

財産の取得について（ノートパソコンの購入（中学校校務用）
）

○

財産の取得について（ノートパソコンの購入（小学校デジタルテレビ併設
用））

○

財産の取得について（ノートパソコンの購入（小学校追加用）
）

−４−

○

財産の処分について（保育所施設）

○

公の施設の指定管理者の指定について（青森市立浪岡中央児童館等）

○

公の施設の指定管理者の指定について（アップルヒル）

○

公の施設の指定管理者の指定について（青函連絡船メモリアルシップ八甲
田丸及び青森港旅客船ターミナルビル）

○

包括外部監査契約の締結について

計

報

告

１４

○

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

−５−

９８

○

専決処分

議案第１号

専決処分の承認について
（平成 21 年度青森市一般会計補正予算（第 8 号）
）

議案第２号

専決処分の承認について
（平成 21 年度青森市下水道事業特別会計補正予算（第 4 号）
）

○

予算案

議案第３号

平成 22 年度青森市一般会計予算

議案第４号

平成 22 年度青森市競輪事業特別会計予算

議案第５号

平成 22 年度青森市国民健康保険事業特別会計予算

議案第６号

平成 22 年度青森市宅地造成事業特別会計予算

議案第７号

平成 22 年度青森市下水道事業特別会計予算

議案第８号

平成 22 年度青森市公共用地取得事業特別会計予算

議案第９号

平成 22 年度青森市中央卸売市場特別会計予算

議案第１０号

平成 22 年度青森市老人保健事業特別会計予算

議案第１１号

平成 22 年度青森市農業集落排水事業特別会計予算

議案第１２号

平成 22 年度青森市介護保険事業特別会計予算

議案第１３号

平成 22 年度青森市母子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算

議案第１４号

平成 22 年度青森市後期高齢者医療特別会計予算

議案第１５号

平成 22 年度青森市駐車場事業特別会計予算

議案第１６号

平成 22 年度青森市病院事業会計予算

議案第１７号

平成 22 年度青森市水道事業会計予算

議案第１８号

平成 22 年度青森市自動車運送事業会計予算

−６−

議案第１９号

平成 22 年度青森市深沢第一財産区特別会計予算

議案第２０号

平成 22 年度青森市八重菊第一財産区特別会計予算

議案第２１号

平成 22 年度青森市八重菊第二財産区特別会計予算

議案第２２号

平成 22 年度青森市新城財産区特別会計予算

議案第２３号

平成 22 年度青森市野内財産区特別会計予算

議案第２４号

平成 22 年度青森市土橋財産区特別会計予算

議案第２５号

平成 22 年度青森市大平財産区特別会計予算

議案第２６号

平成 22 年度青森市孫内財産区特別会計予算

議案第２７号

平成 22 年度青森市大字高田財産区特別会計予算

議案第２８号

平成 22 年度青森市大字石江財産区特別会計予算

議案第２９号

平成 22 年度青森市安田財産区特別会計予算

議案第３０号

平成 22 年度青森市大別内財産区特別会計予算

議案第３１号

平成 22 年度青森市七ケ大字財産区特別会計予算

議案第３２号

平成 22 年度青森市大字野沢財産区特別会計予算

議案第３３号

平成 22 年度青森市金浜財産区特別会計予算

議案第３４号

平成 22 年度青森市深沢第二財産区特別会計予算

議案第３５号

平成 22 年度青森市大字荒川財産区特別会計予算

議案第３６号

平成 22 年度青森市八ツ役財産区特別会計予算

議案第３７号

平成 22 年度青森市上野財産区特別会計予算

議案第３８号

平成 22 年度青森市野木財産区特別会計予算

議案第３９号

平成 22 年度青森市岩渡財産区特別会計予算

−７−

議案第４０号

平成 22 年度青森市前田財産区特別会計予算

議案第４１号

平成 22 年度青森市幸畑財産区特別会計予算

議案第４２号

平成 22 年度青森市小館財産区特別会計予算

議案第４３号

平成 22 年度青森市二ケ大字（後潟・四戸橋）財産区特別会計予算

議案第４４号

平成 22 年度青森市二ケ大字（築木館・諏訪沢）財産区特別会計予算

議案第４５号

平成 22 年度青森市清水財産区特別会計予算

議案第４６号

平成 22 年度青森市桐沢財産区特別会計予算

議案第４７号

平成 22 年度青森市大字六枚橋財産区特別会計予算

議案第４８号

平成 22 年度青森市大字岡町財産区特別会計予算

議案第４９号

平成 22 年度青森市横内財産区特別会計予算

議案第５０号

平成 22 年度青森市大字滝沢財産区特別会計予算

議案第５１号

平成 22 年度青森市浪岡財産区特別会計予算

議案第５２号

平成 22 年度青森市細野財産区特別会計予算

議案第５３号

平成 22 年度青森市女鹿沢財産区特別会計予算

議案第５４号

平成 22 年度青森市本郷財産区特別会計予算

議案第５５号

平成 22 年度青森市大字野尻財産区特別会計予算

議案第５６号

平成 21 年度青森市一般会計補正予算（第 9 号）

議案第５７号

平成 21 年度青森市競輪事業特別会計補正予算（第 3 号）

議案第５８号

平成 21 年度青森市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 3 号）

議案第５９号

平成 21 年度青森市下水道事業特別会計補正予算（第 5 号）

議案第６０号

平成 21 年度青森市中央卸売市場特別会計補正予算（第 3 号）

−８−

議案第６１号

平成 21 年度青森市農業集落排水事業特別会計補正予算（第 3 号）

議案第６２号

平成 21 年度青森市介護保険事業特別会計補正予算（第 3 号）

議案第６３号

平成 21 年度青森市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 3 号）

議案第６４号

平成 21 年度青森市駐車場事業特別会計補正予算（第 2 号）

議案第６５号

平成 21 年度青森市病院事業会計補正予算（第 3 号）

議案第６６号

平成 21 年度青森市水道事業会計補正予算（第 1 号）

議案第６７号

平成 21 年度青森市自動車運送事業会計補正予算（第 1 号）

議案第６８号

平成 21 年度青森市安田財産区特別会計補正予算（第 2 号）

○

条例案

議案第６９号

青森市地球温暖化対策基金条例の制定について
青森市地球温暖化対策基金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７０号

青森市学校施設耐震化基金条例の制定について
青森市学校施設耐震化基金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７１号

青森市浪岡地域交流施設条例の制定について
青森市浪岡地域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７２号

組織・機構の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について
組織・機構の見直しに伴い、所要の改正をしようとするものである。

議案第７３号

青森市小作料協議会条例を廃止する条例の制定について
農地法の一部改正による標準小作料制度の廃止に伴い、青森市小作料協議会を
廃止しようとするものである。

−９−

議案第７４号

青森市職員の給与に関する条例及び青森市企業職員の給与の種類及び基準を
定める条例の一部を改正する条例の制定について
国家公務員の給与改定等を勘案し、自己所有に係る住居手当を廃止しようとす
るものである。

議案第７５号

青森市職員の特殊勤務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
除雪作業手当等を廃止し、及び救急医療業務手当等を新設するため、改正しよ
うとするものである。

議案第７６号

青森市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
国家公務員退職手当法の一部改正に準じ、退職手当について新たな支給制限及
び返納の制度を設けるため、改正しようとするものである。

議案第７７号

青森市立中学校条例の一部を改正する条例の制定について
青森市立高田中学校を廃止するため、改正しようとするものである。

議案第７８号

青森市児童福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制
定について
青森市立本郷保育所の民営化に伴い、所要の改正をしようとするものである。

議案第７９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
遺児に対する入学祝金等の支給について、県の補助事業に準じた支給基準とす
るため、改正しようとするものである。

議案第８０号

青森市地域生活支援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
青森市地域生活支援事業の利用料負担に係る手続の簡素化を図るため、改正し
ようとするものである。

議案第８１号

青森市市民とともに進める雪処理に関する条例及び青森市違法駐車等の防止
に関する条例の一部を改正する条例の制定について
道路交通法の一部改正に伴い、所要の整理をしようとするものである。
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議案第８２号

青森市文化観光交流施設条例の一部を改正する条例の制定について
青森市文化観光交流施設の利用料金の額等を定めるため、改正しようとするも
のである。

○

単行案

議案第８３号

契約の締結について（青森市立造道小学校校舎等耐震補強工事）
場

所

青森市造道三丁目４番１６号

工事内容

耐震補強工等一式

契約の相手方

株式会社今工務店
（代表取締役

契約金額

今 勇治）

２０２，４４０，０００円
（うち取引に係る消費税及び地方消費税額
９，６４０，０００円）

完

工

関係法令

平成２２年１０月３１日予定
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８４号

契約の締結について（新ごみ処理施設アクセス道路工事）
場

所

青森市大字鶴ヶ坂地内

工事内容

道路築造工等一式

延

１，３００メートル

長

契約の相手方

阿部重・桜井・山正小笠原建設工事共同企業体
（株式会社阿部重組、株式会社桜井工務店、株式会社山正小笠
原建設）

契約金額

７９５，３７５，０００円
（うち取引に係る消費税及び地方消費税額
３７，８７５，０００円）

完

工

関係法令

平成２３年１１月３０日予定
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８５号

契約の締結について（新ごみ処理施設造成工事）
場

所

青森市大字鶴ヶ坂地内

工事内容

敷地造成工等一式

契約の相手方

大坂・細川・ナガイ建設工事共同企業体
（株式会社大坂組、株式会社細川産業、株式会社ナガイ）
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契約金額

７３１，７０３，０００円
（うち取引に係る消費税及び地方消費税額
３４，８４３，０００円）

完

工

平成２３年１１月３０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８６号

財産の取得について（小学校用デジタルテレビ及び移動式テレビスタンドの購
入）
学校ＩＣＴ環境を整備するため、小学校用として、デジタルテレビ及び移動式
テレビスタンドを取得するものである。
取得する財産

デジタルテレビ及び移動式テレビスタンド 各２２６台

契約の相手方

所 在

青森市勝田一丁目２番１４号

名 称

有限会社ダイナミックサウンドジャガー
（代表取締役

取得価格

田村 幸一）

４２，３５８，０５０円
（うち取引に係る消費税及び地方消費税額
２，０１７，０５０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８７号

財産の取得について（中学校用デジタルテレビ及び移動式テレビスタンドの購
入）
学校ＩＣＴ環境を整備するため、中学校用として、デジタルテレビ及び移動式
テレビスタンドを取得するものである。
取得する財産

デジタルテレビ及び移動式テレビスタンド 各１０５台

契約の相手方

所 在

青森市大字羽白字沢田３０２番地５

名 称

モリピア・ナガイ株式会社
（代表取締役

取得価格

永井 幸男）

２０，０４４，５００円
（うち取引に係る消費税及び地方消費税額

関係法令

９５４，５００円）

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８８号

財産の取得について（ノートパソコンの購入（小学校校務用）
）
学校ＩＣＴ環境を整備するため、小学校校務用として、ノートパソコンを取得
するものである。
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取得する財産

ノートパソコン １，０００台

契約の相手方

所 在

青森市橋本二丁目１番６号

名 称

株式会社ＮＴＴ東日本−青森
（代表取締役

取得価格

上西 祐司）

１１０，７６４，５００円
（うち取引に係る消費税及び地方消費税額
５，２７４，５００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８９号

財産の取得について（ノートパソコンの購入（中学校校務用）
）
学校ＩＣＴ環境を整備するため、中学校校務用として、ノートパソコンを取得
するものである。
取得する財産

ノートパソコン ５８８台

契約の相手方

所 在

青森市橋本二丁目１番６号

名 称

株式会社ＮＴＴ東日本−青森
（代表取締役

取得価格

上西 祐司）

６５，０８９，５００円
（うち取引に係る消費税及び地方消費税額
３，０９９，５００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９０号

財産の取得について（ノートパソコンの購入（小学校デジタルテレビ併設用））
学校ＩＣＴ環境を整備するため、小学校デジタルテレビ併設用として、ノート
パソコンを取得するものである。
取得する財産

ノートパソコン ２２６台

契約の相手方

所 在

青森市第二問屋町三丁目１０番２６号

名 称

株式会社青森共同計算センター
（代表取締役

取得価格

今 英己）

２４，７２７，５００円
（うち取引に係る消費税及び地方消費税額
１，１７７，５００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
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議案第９１号

財産の取得について（ノートパソコンの購入（小学校追加用）
）
学校ＩＣＴ環境を整備するため、小学校追加用として、ノートパソコンを取得
するものである。
取得する財産

ノートパソコン ４８８台

契約の相手方

所 在

青森市新町二丁目６番２５号

名 称

株式会社エービッツ青森営業所
（青森営業所長 村中 満）

取得価格

４３，９３４，１００円
（うち取引に係る消費税及び地方消費税額
２，０９２，１００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９２号

財産の処分について（保育所施設）
青森市立本郷保育所の民営化に伴い、保育所施設を処分するものである。
処分する財産
建

物

所

契約の相手方

在

青森市浪岡大字本郷字岸田１７番地

構 造

鉄骨造平家建

延べ床面積

４７２．０１平方メートル

所 在

青森市浪岡大字徳才子字早稲田９５番地１

名 称

社会福祉法人清明福祉会
（理事長 天内 博康）

処分価格

５１，１６０，０００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９３号

公の施設の指定管理者の指定について（青森市立浪岡中央児童館等）
青森市立浪岡中央児童館、青森市立五本松児童館、青森市立王余魚沢児童館、
青森市立女鹿沢児童館、青森市立平川児童館、青森市立吉野田児童館、青森市立
杉高児童館及び青森市浪岡高齢者いきいき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 青森市浪岡大字五本松字羽黒平３１番地
名称 特定非営利活動法人ＮＰＯ婆娑羅凡人舎
（代表理事 佐藤

道留）

指定の期間 平成２２年４月１日から平成２７年３月３１日まで
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関係法令

議案第９４号

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

公の施設の指定管理者の指定について（アップルヒル）
アップルヒル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 青森市浪岡大字女鹿沢字野尻２番地３
名称 株式会社アップルヒル
（代表取締役社長

佐藤 二彦）

指定の期間 平成２２年４月１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２条
第２項において準用する同条例第４条

議案第９５号

公の施設の指定管理者の指定について（青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸
及び青森港旅客船ターミナルビル）
青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸及び青森港旅客船ターミナルビルの指定
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 青森市柳川一丁目４番１号
名称 特定非営利活動法人あおもりみなとクラブ
（理事長 渡部

正人）

指定の期間 平成２２年４月１日から平成２５年３月３１日まで
関係法令

議案第９６号

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

包括外部監査契約の締結について
平成２２年度に係る包括外部監査契約を締結しようとするものである。
契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法
基本費用及び執務費用並びに実費の合算額とし、
１６，７１２，２２０円を上限とする。
契約の相手方

小池 伸城

資

公認会計士

格

関係法令

地方自治法第２５２条の３６第１項
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○

報

告

報告第１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。

報告第２号

事故発生年月日

平成２１年１２月２２日

損害賠償額

２７５，３６５円

専決処分年月日

平成２２年１月１９日

関係法令

地方自治法第１８０条第 1 項及び第２項

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２２年１月２６日

損害賠償額

２４１，５００円

専決処分年月日

平成２２年２月４日

関係法令

地方自治法第１８０条第 1 項及び第２項
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