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平成２４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 24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（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 ２

予 算 案 

 

○ 平成 24 年度青森市一般会計補正予算（第 2号） 

 

○ 平成 24 年度青森市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 1号） 

 

○ 平成 24 年度青森市一般会計補正予算（第 3号） 

 

○ 平成 24 年度青森市競輪事業特別会計補正予算（第 1号） 

 

 

     計 ４

条 例 案 

 

○ 青森市自治基本条例検討委員会条例の制定について 

 

○ 青森市合併検証委員会条例の制定について 

 

○ 青森市公共サービス外部化監理委員会条例の制定について 

 

○ 青森市入札監視委員会条例の制定について 

 

○ 青森市就学指導委員会条例の制定について 

 

○ 青森市養護老人ホーム入所判定委員会条例の制定について 

 

○ 青森市地域コミュニティ・ガイドライン審議会条例の制定について 

 

○ 青森市史編さん委員会条例の制定について 

 

○ 青森市中小企業者等新事業審査会条例の制定について 

 

○ 青森市社会資本整備評価委員会条例の制定について 

 

○ 青森操車場跡地利用計画審議会条例の制定について 

 

○ 青森市地域密着型サービス等運営審議会条例の制定について 

 

○ 青森市小児慢性特定疾患医療審査会条例の制定について 

 

○ 青森市予防接種健康被害調査委員会条例の制定について 
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○ 青森競輪経営企画委員会条例の制定について 

 

○ 青森市第三セクター経営評価委員会条例の制定について 

 

○ 青森市長の調査等の対象となる法人を定める条例の制定について 

 

○ 外国人登録法の廃止に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について 

 

○ 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の一部を改正

する条例の制定について 

 

○ 青森市特別職の職員の給与に関する条例及び青森市費用弁償条例の一部を

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 

 

○ 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 

 

○ 青森市子ども医療費助成条例等の一部を改正する条例の制定について 

 

○ 青森市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定につい 

  て 

 

 

     計 ２４

単 行 案 

 

○ 契約の締結について（青森市立金沢小学校校舎改築工事） 

 

○ 契約の締結について（青森市立金沢小学校校舎改築電気設備工事） 

 

○ 契約の締結について（青森市立金沢小学校校舎改築暖房換気設備工事） 

 

○ 財産の取得について（教育用情報処理機器の購入（青森地区）） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市浪岡交流センター） 

 

 

     計 ５

 

 

 

 

 

報  告 

 

 

 

 

 

 

 

○ 継続費繰越計算書について 

 （平成 23 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 23 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 23 年度青森市下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書） 

 

○ 事故繰越し繰越計算書について 

 （平成 23 年度青森市一般会計事故繰越し繰越計算書） 
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○ 予算繰越計算書について 

 （平成 23 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 23 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 

 

 

     計 １７

合      計 ５２
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○ 専決処分 

 

議案第９４号 専決処分の承認について 

（平成 24 年度青森市一般会計補正予算（第 1号）） 

 

議案第９５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） 

 

地方税法の一部改正に伴い、東日本大震災により住宅を滅失した者であって、

再度住宅ローンにより住宅を再取得したものに係る住宅借入金等特別税額控除の

特例を定める等のため、改正したものある。 

 

専決処分年月日 平成２４年３月３１日 

 

 

○ 予算案 

 

議案第９２号 平成 24 年度青森市一般会計補正予算（第 2号） 

 

議案第９３号 平成 24 年度青森市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 1 号） 

 

議案第９６号 平成 24 年度青森市一般会計補正予算（第 3号） 

 

議案第９７号 平成 24 年度青森市競輪事業特別会計補正予算（第 1号） 

 

 

○ 条例案 

 

議案第９８号 青森市自治基本条例検討委員会条例の制定について 

 

青森市自治基本条例検討委員会の設置、組織及び運営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９９号 青森市合併検証委員会条例の制定について 

 

青森市合併検証委員会の設置、組織及び運営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１００号 青森市公共サービス外部化監理委員会条例の制定について 

 

青森市公共サービス外部化監理委員会の設置、組織及び運営について必要な

事項を定めるため、制定しようとするものである。 
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議案第１０１号 青森市入札監視委員会条例の制定について 

 

青森市入札監視委員会の設置、組織及び運営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１０２号 青森市就学指導委員会条例の制定について 

 

青森市就学指導委員会の設置、組織及び運営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１０３号 青森市養護老人ホーム入所判定委員会条例の制定について 

 

青森市養護老人ホーム入所判定委員会の設置、組織及び運営について必要な

事項を定めるため、制定しようとするものである。 

 

議案第１０４号 青森市地域コミュニティ・ガイドライン審議会条例の制定について 

 

青森市地域コミュニティ・ガイドライン審議会の設置、組織及び運営につい

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１０５号 青森市史編さん委員会条例の制定について 

 

青森市史編さん委員会の設置、組織及び運営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１０６号 青森市中小企業者等新事業審査会条例の制定について 

 

青森市中小企業者等新事業審査会の設置、組織及び運営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１０７号 青森市社会資本整備評価委員会条例の制定について 

 

青森市社会資本整備評価委員会の設置、組織及び運営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１０８号 青森操車場跡地利用計画審議会条例の制定について 

 

青森操車場跡地利用計画審議会の設置、組織及び運営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１０９号 青森市地域密着型サービス等運営審議会条例の制定について 
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青森市地域密着型サービス等運営審議会の設置、組織及び運営について必要

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１１０号 青森市小児慢性特定疾患医療審査会条例の制定について 

 

青森市小児慢性特定疾患医療審査会の設置、組織及び運営について必要な事

項を定めるため、制定しようとするものである。 

 

議案第１１１号 青森市予防接種健康被害調査委員会条例の制定について 

 

青森市予防接種健康被害調査委員会の設置、組織及び運営について必要な事

項を定めるため、制定しようとするものである。 

 

議案第１１２号 青森競輪経営企画委員会条例の制定について 

 

青森競輪経営企画委員会の設置、組織及び運営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１１３号 青森市第三セクター経営評価委員会条例の制定について 

 

青森市第三セクター経営評価委員会の設置、組織及び運営について必要な事

項を定めるため、制定しようとするものである。 

 

議案第１１４号 青森市長の調査等の対象となる法人を定める条例の制定について 

 

地方自治法施行令の一部改正に伴い、市長の調査等の対象となる法人を定め

るため、制定しようとするものである。 

 

議案第１１５号 外国人登録法の廃止に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について 

 

外国人登録法の廃止に伴い、所要の改正をしようとするものである。 

 

議案第１１６号 青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

 

青森市指定管理者選定評価委員会の設置、組織及び運営について必要な事項

を定めるため、改正しようとするものである。 

 

議案第１１７号 青森市特別職の職員の給与に関する条例及び青森市費用弁償条例の一部を改

正する条例の制定について 

 

附属機関の取扱いの適正化に伴い、所要の改正をしようとするものである。 
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議案第１１８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 

 

地方税法の一部改正に伴い、固定資産税における土地の価格の特例を定める

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 

 

青森市立石江児童遊園を廃止するため、改正しようとするものである。 

 

議案第１２０号 青森市子ども医療費助成条例等の一部を改正する条例の制定について 

 

小学生までの子どもに係る医療費助成の方法について拡充する等のため、改

正しようとするものである。 

 

議案第１２１号 青森市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

青森市民病院の診療科名を変更するため、改正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（青森市立金沢小学校校舎改築工事） 

 

場  所    青森市金沢四丁目２４番地１ 外 

構  造    鉄筋コンクリート造 ３階建 

延べ床面積   ６，８３２．８８㎡ 

契約の相手方  阿部重・大坂建設工事共同企業体 

        （株式会社阿部重組、株式会社大坂組） 

契約金額    １，２５７，９００，０００円 

        （うち取引に係る消費税及び地方消費税額 

                        ５９，９００，０００円） 

完  工    平成２５年１２月２７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１２３号 契約の締結について（青森市立金沢小学校校舎改築電気設備工事） 

 

場  所    青森市金沢四丁目２４番地１ 外 

工事内容    電気設備工事一式 

契約の相手方  株式会社五十嵐電気商会 

        （代表取締役 今 祐悦） 
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契約金額    １４０，０３４，３００円 

        （うち取引に係る消費税及び地方消費税額 

                         ６，６６８，３００円） 

完  工    平成２５年１２月２７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１２４号 契約の締結について（青森市立金沢小学校校舎改築暖房換気設備工事） 

 

場  所    青森市金沢四丁目２４番地１ 外 

工事内容    暖房換気設備工事一式 

契約の相手方  北日本管工業株式会社 

        （代表取締役 秋葉 文和） 

契約金額    １２６，６７２，０００円 

        （うち取引に係る消費税及び地方消費税額 

                         ６，０３２，０００円） 

完  工    平成２５年１２月２７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１２５号 財産の取得について（教育用情報処理機器の購入（青森地区）） 

 

青森地区の小学校の授業で使用するパソコン、サーバ及びプリンタを更新する

ため、取得するものである。 

 

取得する財産  ノートパソコン ７９９台 

                 サーバ ２５台 

                 レーザープリンタ ２５台 

                 インクジェットプリンタ（複合機） ２５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 上西 祐司） 

取得価格    ６８，７７５，０００円 

        （うち取引に係る消費税及び地方消費税額 

                         ３，２７５，０００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１２６号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市浪岡交流センター） 

 

青森市浪岡交流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。 
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指定管理者となる団体 

   所在 青森市新町一丁目６番１２号 

   名称 特定非営利活動法人ソーシャル・キャピタル・サービス青森 

      （理事長 工藤 公） 

指定の期間 平成２４年１０月１日から平成２９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 

 

 

○ 報 告 

 

報告第９号 継続費繰越計算書について 

 （平成 23 年度青森市一般会計継続費繰越計算書） 

 

報告第１０号 繰越明許費繰越計算書について 

 （平成 23 年度青森市一般会計繰越明許費繰越計算書） 

 

報告第１１号 繰越明許費繰越計算書について 

 （平成 23 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１２号 事故繰越し繰越計算書について 

 （平成 23 年度青森市一般会計事故繰越し繰越計算書） 

 

報告第１３号 予算繰越計算書について 

 （平成 23 年度青森市病院事業会計予算繰越計算書） 

 

報告第１４号 予算繰越計算書について 

 （平成 23 年度青森市水道事業会計予算繰越計算書） 

 

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２４年２月１５日 

損害賠償額   １１６，２３１円 

専決処分年月日 平成２４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 

 

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
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の報告をするものである。 

 

事故発生年月日 平成２４年２月９日 

損害賠償額   ３０，０００円 

専決処分年月日 平成２４年３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１７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２４年３月８日 

損害賠償額   １３３，９３８円 

専決処分年月日 平成２４年４月１７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２４年２月９日 

専決処分年月日 平成２４年４月１９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２４年３月２日 

損害賠償額   １０，１４０円 

専決処分年月日 平成２４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２４年３月５日 

損害賠償額   ２３１，３２６円 



－１１－ 

専決処分年月日 平成２４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２４年３月８日 

損害賠償額   ４３９，１４０円 

専決処分年月日 平成２４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２４年１月１２日 

損害賠償額   ３９，７００円 

専決処分年月日 平成２４年５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２３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２４年４月４日 

損害賠償額   １００，９７７円 

専決処分年月日 平成２４年５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２４年２月２９日 

損害賠償額   ２８，８８６円 

専決処分年月日 平成２４年５月９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 

 

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２４年４月４日 

損害賠償額   １７５，３５０円 

専決処分年月日 平成２４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 

 


