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平成２６年第２回青森市議会定例会提出案件 

 

件                    名 
提出 

件数 

予 算 案 

 

○ 平成 26 年度青森市一般会計補正予算（第 1号） 

 

○ 平成 26 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 26 年度青森市介護保険事業特別会計補正予算（第 1号） 

 

 

     計 ３

条 例 案 

 

○ 青森市及び南津軽郡浪岡町の廃置分合に伴う地域自治区の設置等に関する

協議により定めた事項を変更する条例の制定について 

 

○ 青森市市税条例等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 

 

○ 青森市児童福祉施設の設備及び運営に関する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 

 

○ 青森市公民館条例の一部を改正する条例の制定について 

 

○ 青森市道路附属物自動車駐車場条例の一部を改正する条例の制定について 

 

○ 青森市自動車運送事業運営審議会条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 

○ 青森市競輪実施条例の一部を改正する条例の制定について 

 

○ 青森市消防団員退職報償金条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

     計 ９

単 行 案 

 

○ 契約の締結について（青森市立東中学校屋外教育環境整備工事） 

 

○ 契約の締結について（青森市立金沢小学校旧校舎解体工事） 

 

○ 契約の締結について（青森市立西田沢小学校校舎耐震補強工事） 

 

○ 契約の締結について（浪岡庁舎車庫倉庫Ａ棟・Ｂ棟改築工事） 

 

○ 財産の取得について（マイクロソフトオフィスライセンス等の購入） 

 

○ 財産の取得について（除雪機の購入） 
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○ 字の区域の変更について 

 

○ 公立大学法人青森公立大学第二期中期目標について 

 

 

     計 ８

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報  告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 継続費繰越計算書について 

 （平成 25 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 25 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 25 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 25 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 25 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 

 

 

     計 １０

合      計 ３０
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○ 予算案 

 

議案第９９号 平成 26 年度青森市一般会計補正予算（第 1号） 

 

議案第１００号 平成 26 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１０１号 平成 26 年度青森市介護保険事業特別会計補正予算（第 1号） 

 

 

○ 条例案 

 

議案第１０２号 青森市及び南津軽郡浪岡町の廃置分合に伴う地域自治区の設置等に関する協

議により定めた事項を変更する条例の制定について 

 

地域自治区の設置期間を延長するため、制定しようとするものである。 

 

議案第１０３号 青森市市税条例等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、法人税割及び軽自動車税の税率を改正し、並

びに国民健康保険税の軽減対象世帯を拡大する等のため、改正しようとするも

のである。 

 

議案第１０４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に障害者虐待防止対策支援事業を追加するため、改

正しようとするものである。 

 

議案第１０５号 青森市児童福祉施設の設備及び運営に関する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 

 

乳児を入所させる保育所における保育士の配置要件を変更するため、改正し

ようとするものである。 

 

議案第１０６号 青森市公民館条例の一部を改正する条例の制定について 

 

青森市浪岡中央公民館の改築に伴い、当該公民館の使用料の額を定めるため、

改正しようとするものである。 

 

議案第１０７号 青森市道路附属物自動車駐車場条例の一部を改正する条例の制定について 

 

青森市新青森駅西口駐車場及び青森市新青森駅南口駐車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。 
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議案第１０８号 青森市自動車運送事業運営審議会条例の一部を改正する条例の制定について 

 

青森市自動車運送事業運営審議会委員の任期を変更する等のため、改正しよ

うとするものである。 

 

議案第１０９号 青森市競輪実施条例の一部を改正する条例の制定について 

 

公益財団法人日本自転車競技会の合併に伴い、所要の改正をしようとするも

のである。 

 

議案第１１０号 青森市消防団員退職報償金条例の一部を改正する条例の制定について 

 

消防団員の退職報償金の支給額を引き上げるため、改正しようとするもので

ある。 

 

 

○ 単行案 

 

議案第１１１号 契約の締結について（青森市立東中学校屋外教育環境整備工事） 

 

場  所    青森市大字八幡林字熊谷２８番地 

工事内容    土工等一式 

契約の相手方  株式会社佐藤建業 

        （代表取締役 千葉 昇） 

契約金額    １４５，６００，２３４円 

        （うち取引に係る消費税及び地方消費税額 

                        １０，７８５，２０２円） 

完  工    平成２７年３月３１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１１２号 契約の締結について（青森市立金沢小学校旧校舎解体工事） 

 

場  所    青森市金沢四丁目２４番地１ 外 

工事内容    解体工一式 

契約の相手方  株式会社藤本建設 

        （代表取締役 長谷川 清） 

契約金額    １２０，９６０，０００円 

        （うち取引に係る消費税及び地方消費税額 

                         ８，９６０，０００円） 

完  工    平成２７年２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 
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議案第１１３号 契約の締結について（青森市立西田沢小学校校舎耐震補強工事） 

 

場  所    青森市大字飛鳥字塩越８０番地 

工事内容    耐震補強工等一式 

契約の相手方  相互建設工業株式会社 

        （代表取締役 正木 耕平） 

契約金額    １２５，４０９，６００円 

        （うち取引に係る消費税及び地方消費税額 

                         ９，２８９，６００円） 

完  工    平成２７年３月３１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１１４号 契約の締結について（浪岡庁舎車庫倉庫Ａ棟・Ｂ棟改築工事） 

 

場  所    青森市浪岡大字浪岡字稲村１０１番地１ 

構  造    Ａ棟 鉄骨造 平家建 

        Ｂ棟    〃    

延べ床面積   Ａ棟 ７０８.５０㎡ 

        Ｂ棟 ７８６.５０㎡ 

契約の相手方  株式会社佐々木建設工業 

        （代表取締役 佐々木 重雄） 

契約金額    １９１，１６０，０００円 

        （うち取引に係る消費税及び地方消費税額 

                        １４，１６０，０００円） 

完  工    平成２６年１２月２６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１１５号 財産の取得について（マイクロソフトオフィスライセンス等の購入） 

 

 職員用端末の入替えに伴い、取得するものである。 

 

取得する財産   

 製品名 数量 

１ 

Microsoft Office Professional Plus 2013 日本語版 

（マイクロソフト オフィス プロフェッショナル プ

ラス ２０１３ 日本語版） 

２，４７２

２ 

Microsoft Windows Server 2012 Device CAL 

（マイクロソフト ウィンドウズ サーバ ２０１２ 

デバイスＣＡＬ） 

２，４７２

契約の相手方  所 在   青森市第二問屋町三丁目５番３７号 

        名 称   リコージャパン株式会社東北事業本部青森支社

青森営業部 
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              （部長 児玉 幸喜） 

取得価格    １１０，１６０，０００円 

        （うち取引に係る消費税及び地方消費税額 

                         ８，１６０，０００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１１６号 財産の取得について（除雪機の購入） 

 

町会等に対し小型除雪機を貸与するため、取得するものである。 

 

取得する財産  除雪機 ２０台 

契約の相手方  所 在   青森市大字野木字野尻３７番地３１ 

        名 称   キャタピラー東北株式会社 青森営業所 

              （所長 成田 達哉） 

取得価格    ２３，２２０，０００円 

        （うち取引に係る消費税及び地方消費税額 

                        １，７２０，０００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１１７号 字の区域の変更について 

 

          青森県が実施する県営大別内金浜地区経営体育成基盤整備事業（大別内工区）

の施行に伴い、字の区域を変更するものである。 

 

          変更区域  

           ○ 「大字大別内字西田」の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水

路である公有地の全部を「大字金浜字船岡」に編入する。 

           ○ 「大字金浜字船岡」、「大字大別内字萩原」の一部及びこれらの区域に隣

接する水路である公有地の全部を「大字大別内字西田」に編入する。 

           ○ 「大字大別内字西田」の水路である公有地の一部を「大字大別内字萩原」

に編入する。 

 

          関係法令   地方自治法第２６０条第１項 

 

議案第１１８号 公立大学法人青森公立大学第二期中期目標について 

 

公立大学法人青森公立大学が達成すべき業務運営に関する目標を定めるもので

ある。 

 

関係法令    地方独立行政法人法第２５条第３項 
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○ 報 告 

 

報告第９号 継続費繰越計算書について 

 （平成 25 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 25 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 25 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 予算繰越計算書について 

 （平成 25 年度青森市病院事業会計予算繰越計算書） 

 

報告第１３号 予算繰越計算書について 

 （平成 25 年度青森市水道事業会計予算繰越計算書） 

 

報告第１４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契約について、労務単価の増額に係る国

の特例措置を勘案し、労務単価の増額をすることとし専決処分したので、その

報告をするものである。 

 

工事名      国民保養センター花岡荘改修事業 花岡荘改築工事 

契約金額     （変更前）５０６，９５２，０００円 

         （変更後）５０９，４３６，０００円 

         （増 額）  ２，４８４，０００円 

専決処分年月日  平成２６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１５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契約について、労務単価の増額に係る国

の特例措置を勘案し、労務単価の増額をすることとし専決処分したので、その

報告をするものである。 

 

工事名      国民保養センター花岡荘改修事業 花岡荘機械設備工事 

契約金額     （変更前）１５６，３４２，９６０円 

         （変更後）１５７，７８８，０００円 

         （増 額）  １，４４５，０４０円 

専決処分年月日  平成２６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 
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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２６年２月２０日 

損害賠償額   ９９，９６０円 

専決処分年月日 平成２６年３月２６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２６年１月３０日 

専決処分年月日 平成２６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２６年２月２０日 

損害賠償額   １６６，８６０円 

専決処分年月日 平成２６年５月８日 

関係法令    地方自治法第１８０条第 1項及び第２項 


