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平成２２年第２回青森市議会定例会提出案件 

 

件                    名 
提出 

件数 

専決処分 

 

○ 専決処分の承認について 

 （平成 21 年度青森市一般会計補正予算（第 10 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） 

 

○ 専決処分の承認について 

 （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） 

 

 

     計 ３

予 算 案 

 

○ 平成 22 年度青森市一般会計補正予算（第 1号） 

 

 

     計 １

条 例 案 

 

○ 青森市特別理事の設置及び給与等に関する条例を廃止する条例の制定につ

いて 

 

○ 青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

 

○ 青森市職員の育児休業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 

 

○ 青森市市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

     計 ５

単 行 案 

 

○ 財産の取得について（ろ布の購入） 

 

 

     計 １

報  告 

 

○ 継続費繰越計算書について 

（平成 21 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 21 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 21 年度青森市宅地造成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 21 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 21 年度青森市病院事業会計予算繰越計算書） 

 

○ 予算繰越計算書について 

（平成 21 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 

 

○ 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 

 

○ 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 

 

○ 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 ２２

合      計 ３２
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○ 専決処分 

 

議案第１００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 10 号）） 

 

議案第１０１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） 

 

地方税法等の一部改正に伴い、６５歳未満の者の公的年金等所得に係る個人市

民税の所得割の徴収方法の見直し等のため、改正したものである。 

 

専決処分年月日 平成２２年３月３１日 

 

 

議案第１０２号 専決処分の承認について 

 （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） 

 

障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業の利用者のうち、市町村民税非課

税世帯に属する者の利用者負担を無料とするため、改正したものである。 

 

専決処分年月日 平成２２年３月３１日 

 

 

 

○ 予算案 

 

議案第１０３号 平成 22 年度青森市一般会計補正予算（第 1号） 

 

 

 

○ 条例案 

 

議案第１０４号 青森市特別理事の設置及び給与等に関する条例を廃止する条例の制定につい

て 

 

特別理事の職を廃止するため、現行条例を廃止しようとするものである。 

 

議案第１０５号 青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

 

国家公務員における勤務条件の改定に準じ、育児を行う職員に係る時間外勤務
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の制限の制度を拡充しようとするものである。 

 

議案第１０６号 青森市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

地方公務員の育児休業等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１０７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１０８号 青森市市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

事業所税の課税に関し必要な事項を定め、及び地方税法等の一部改正に伴う所

要の改正をしようとするものである。 

 

 

○ 単行案 

 

議案第１０９号 財産の取得について（ろ布の購入） 

 

梨の木清掃工場のろ過式集塵機に使用しているろ布の取替えを行うため、取得

するものである。 

 

取得する財産  ろ布 ９６０本 

契約の相手方  所 在   青森市問屋町一丁目８番１２号 

        名 称   東北化学薬品株式会社青森支店 

              （支店長 佐藤 亥） 

取得価格    ３５，７８４，０００円 

（うち取引に係る消費税及び地方消費税額 

１，７０４，０００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 

 

 

 

○ 報 告 

 

報告第４号 継続費繰越計算書について 

 （平成 21 年度青森市一般会計継続費繰越計算書） 
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報告第５号 繰越明許費繰越計算書について 

 （平成 21 年度青森市一般会計繰越明許費繰越計算書） 

 

報告第６号 繰越明許費繰越計算書について 

 （平成 21 年度青森市宅地造成事業特別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 21 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８号 予算繰越計算書について 

 （平成 21 年度青森市病院事業会計予算繰越計算書） 

 

報告第９号 予算繰越計算書について 

 （平成 21 年度青森市水道事業会計予算繰越計算書） 

 

報告第１０号 専決処分の報告について 

 

議会の議決を経た工事請負に関する協定について、変更を余儀なくされる部分

が生じたため専決処分したので、その報告をするものである。 

 

工事名      新青森駅南北連絡通路新設工事 

協定金額     （変更前）２４３，００５，０４１円 

         （変更後）２４０，２５９，４９４円 

         （減 額）  ２，７４５，５４７円 

専決処分年月日  平成２２年３月２５日 

関係法令     地方自治法第１８０条第 1項及び第２項 

 

報告第１１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２１年１２月１５日 

損害賠償額    ７８，１９０円 

専決処分年月日  平成２２年３月３１日 

関係法令     地方自治法第１８０条第 1項及び第２項 

 

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。 
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事故発生年月日  平成２２年１月２８日 

損害賠償額    １３４，７７４円 

専決処分年月日  平成２２年３月３１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 

 

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２２年２月１６日 

損害賠償額    １６，５９０円 

専決処分年月日  平成２２年３月３１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 

 

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２２年３月１１日 

損害賠償額    ５２，５００円 

専決処分年月日  平成２２年３月３１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 

 

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２１年１１月１９日 

損害賠償額    １４，５５７円 

専決処分年月日  平成２２年４月８日 

関係法令     地方自治法第１８０条第 1項及び第２項 

 

報告第１６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２２年４月３日 

損害賠償額    ８２，３２５円 
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専決処分年月日  平成２２年４月１５日 

関係法令     地方自治法第１８０条第 1項及び第２項 

 

報告第１７号 専決処分の報告について 

 

事故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。 

 

事故発生年月日  平成２２年３月２７日 

専決処分年月日  平成２２年４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１８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２２年３月２１日 

損害賠償額    １０，２９０円 

専決処分年月日  平成２２年４月２２日 

関係法令     地方自治法第１８０条第 1項及び第２項 

 

報告第１９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２２年３月２４日 

損害賠償額    ２１，５２５円 

専決処分年月日  平成２２年４月２２日 

関係法令     地方自治法第１８０条第 1項及び第２項 

 

報告第２０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２２年３月２５日 

損害賠償額    １８，２００円 

専決処分年月日  平成２２年４月２２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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報告第２１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２２年４月１日 

損害賠償額    ５５，９０５円 

専決処分年月日  平成２２年４月２３日 

関係法令     地方自治法第１８０条第 1項及び第２項 

 

報告第２２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２２年４月２１日 

損害賠償額    ４０，２１５円 

専決処分年月日  平成２２年４月２７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２２年３月２９日 

損害賠償額    ９，４５０円 

専決処分年月日  平成２２年４月３０日 

関係法令     地方自治法第１８０条第 1項及び第２項 

 

報告第２４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２２年４月９日 

損害賠償額    ７，７７０円 

専決処分年月日  平成２２年４月３０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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報告第２５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２２年５月１日 

損害賠償額    ５９，２２０円 

専決処分年月日  平成２２年５月１３日 

関係法令     地方自治法第１８０条第 1項及び第２項 

 

 


