
 

 

 

 

平成２６年第４回青森市議会定例会提出 

 

 

 

 

 

 

請 願 ・ 陳 情 文 書 表 

（その１） 

 



（陳情）

受理 受　 理 陳　情　者　の 付　 託

番号 年月日 住 所　・ 氏 名 委員会

40 H26.11.26
たばこ対策基本条例に関する陳情
（その３）

青森市奥野三丁目２－５
　エバーグリーン３０５号室

青森のこれからを考える会
　代表　倉内　一哉

件                   名

H26.11.26
まちづくりの運営に関する陳情
（その２）

青森市奥野三丁目２－５
　エバーグリーン３０５号室

青森のこれからを考える会
　代表　倉内　一哉

33

35 H26.11.26
まちづくりの運営に関する陳情
（その４）

34 H26.11.26
まちづくりの運営に関する陳情
（その３）

H26.11.26
パチンコ依存症対策に関する陳情
（その１）

議会運営

青森市奥野三丁目２－５
　エバーグリーン３０５号室

青森のこれからを考える会
　代表　倉内　一哉

青森市奥野三丁目２－５
　エバーグリーン３０５号室

青森のこれからを考える会
　代表　倉内　一哉

議会運営

議会運営

青森市奥野三丁目２－５
　エバーグリーン３０５号室

青森のこれからを考える会
　代表　倉内　一哉

議会運営

青森市奥野三丁目２－５
　エバーグリーン３０５号室

青森のこれからを考える会
　代表　倉内　一哉

38 H26.11.26
たばこ対策基本条例に関する陳情
（その１）

民生環境
（常）

青森市奥野三丁目２－５
　エバーグリーン３０５号室

青森のこれからを考える会
　代表　倉内　一哉

総務企画
（常）

41 H26.11.26
市民憲章に関する陳情
（その１）

青森市奥野三丁目２－５
　エバーグリーン３０５号室

青森のこれからを考える会
　代表　倉内　一哉

民生環境
（常）

青森市奥野三丁目２－５
　エバーグリーン３０５号室

青森のこれからを考える会
　代表　倉内　一哉

たばこ対策基本条例に関する陳情
（その２）

H26.11.2639

文教経済
（常）

37

32

総務企画
（常）

青森市奥野三丁目２－５
　エバーグリーン３０５号室

青森のこれからを考える会
　代表　倉内　一哉

パチンコ依存症対策に関する陳情
（その２）

H26.11.26

H26.11.26
まちづくりの運営に関する陳情
（その１）

議会運営

36



受理 受　 理 陳　情　者　の 付　 託

番号 年月日 住 所　・ 氏 名 委員会
件                   名

都市建設
（常）

50 H26.11.26
危険ドラッグに関する陳情
（その２）

青森市奥野三丁目２－５
　エバーグリーン３０５号室

青森のこれからを考える会
　代表　倉内　一哉

民生環境
（常）

48 H26.11.26
建築行政における違反建築再発
防止策に関する陳情（その３）

青森市奥野三丁目２－５
　エバーグリーン３０５号室

青森のこれからを考える会
　代表　倉内　一哉

文教経済
（常）

文教経済
（常）

青森市奥野三丁目２－５
　エバーグリーン３０５号室

青森のこれからを考える会
　代表　倉内　一哉

H26.11.26
建築行政における違反建築再発
防止策に関する陳情（その２）

青森市奥野三丁目２－５
　エバーグリーン３０５号室

青森のこれからを考える会
　代表　倉内　一哉

都市建設
（常）

都市建設
（常）

青森市内の縄文遺跡に関する陳情
（その１）

H26.11.26

45 H26.11.26
青森市内の縄文遺跡に関する陳情
（その２）

青森市奥野三丁目２－５
　エバーグリーン３０５号室

青森のこれからを考える会
　代表　倉内　一哉

市民憲章に関する陳情
（その２）

青森市奥野三丁目２－５
　エバーグリーン３０５号室

青森のこれからを考える会
　代表　倉内　一哉

文教経済
（常）

青森市の主催する講演会に関する
陳情

総務企画
（常）

青森市奥野三丁目２－５
　エバーグリーン３０５号室

青森のこれからを考える会
　代表　倉内　一哉

民生環境
（常）

青森市奥野三丁目２－５
　エバーグリーン３０５号室

青森のこれからを考える会
　代表　倉内　一哉

46 H26.11.26
建築行政における違反建築再発
防止策に関する陳情（その１）

青森市奥野三丁目２－５
　エバーグリーン３０５号室

青森のこれからを考える会
　代表　倉内　一哉

文教経済
（常）

42 H26.11.26

青森市奥野三丁目２－５
　エバーグリーン３０５号室

青森のこれからを考える会
　代表　倉内　一哉

47

49 H26.11.26
危険ドラッグに関する陳情
（その１）

51 H26.11.26

44

43 H26.11.26
市民憲章に関する陳情
（その３）



受理 受　 理 陳　情　者　の 付　 託

番号 年月日 住 所　・ 氏 名 委員会
件                   名

議会運営

60 H26.11.26
首長の定例会見オープン化に関する
陳情（その２）

青森市奥野三丁目２－５
　エバーグリーン３０５号室

青森のこれからを考える会
　代表　倉内　一哉

議会運営

58 H26.11.26
事業仕分け制度に関する陳情
（その２）

青森市奥野三丁目２－５
　エバーグリーン３０５号室

青森のこれからを考える会
　代表　倉内　一哉

議会運営

53 H26.11.26
保育の現状に関する陳情
（その２）

青森市奥野三丁目２－５
　エバーグリーン３０５号室

青森のこれからを考える会
　代表　倉内　一哉

55 H26.11.26
月１回の政策研究会開催に関する
陳情（その２）

青森市奥野三丁目２－５
　エバーグリーン３０５号室

青森のこれからを考える会
　代表　倉内　一哉

52 H26.11.26
保育の現状に関する陳情
（その１）

議会運営

青森市奥野三丁目２－５
　エバーグリーン３０５号室

青森のこれからを考える会
　代表　倉内　一哉

民生環境
（常）

民生環境
（常）

青森市奥野三丁目２－５
　エバーグリーン３０５号室

青森のこれからを考える会
　代表　倉内　一哉

56 H26.11.26
市の収支家計簿換算表示に関する
陳情

総務企画
（常）

青森市奥野三丁目２－５
　エバーグリーン３０５号室

青森のこれからを考える会
　代表　倉内　一哉

57 H26.11.26
事業仕分け制度に関する陳情
（その１）

議会運営

青森市奥野三丁目２－５
　エバーグリーン３０５号室

青森のこれからを考える会
　代表　倉内　一哉

59 H26.11.26
首長の定例会見オープン化に関する
陳情（その１）

議会運営

青森市奥野三丁目２－５
　エバーグリーン３０５号室

青森のこれからを考える会
　代表　倉内　一哉

61 H26.11.26
投票率が上がる選挙公報に関する
陳情（その１）

総務企画
（常）

青森市奥野三丁目２－５
　エバーグリーン３０５号室

青森のこれからを考える会
　代表　倉内　一哉

月１回の政策研究会開催に関する
陳情（その１）

H26.11.2654



受理 受　 理 陳　情　者　の 付　 託

番号 年月日 住 所　・ 氏 名 委員会
件                   名

総務企画
（常）

62 H26.11.26
投票率が上がる選挙公報に関する
陳情（その２）

青森市奥野三丁目２－５
　エバーグリーン３０５号室

青森のこれからを考える会
　代表　倉内　一哉

議会運営70 H26.11.26
議会のペーパーレス化に関する陳情
（その２）

青森市奥野三丁目２－５
　エバーグリーン３０５号室

青森のこれからを考える会
　代表　倉内　一哉

71 H26.11.26
議会の存在意義の周知徹底に関する
陳情

議会運営

青森市奥野三丁目２－５
　エバーグリーン３０５号室

青森のこれからを考える会
　代表　倉内　一哉

63 H26.11.26 公正な議長選挙制度に関する陳情 議会運営

青森市奥野三丁目２－５
　エバーグリーン３０５号室

青森のこれからを考える会
　代表　倉内　一哉

64 H26.11.26 反問権、反論権の付与に関する陳情 議会運営

青森市奥野三丁目２－５
　エバーグリーン３０５号室

青森のこれからを考える会
　代表　倉内　一哉

65 H26.11.26
議員のフェイスブック利用促進に
関する陳情（その１）

議会運営

青森市奥野三丁目２－５
　エバーグリーン３０５号室

青森のこれからを考える会
　代表　倉内　一哉

67 H26.11.26
青森市議会基本条例に関する公聴会
の開催に関する陳情

議会運営

青森市奥野三丁目２－５
　エバーグリーン３０５号室

青森のこれからを考える会
　代表　倉内　一哉

68 H26.11.26 議会の参考人制度に関する陳情 議会運営

青森市奥野三丁目２－５
　エバーグリーン３０５号室

青森のこれからを考える会
　代表　倉内　一哉

69 H26.11.26
議会のペーパーレス化に関する陳情
（その１）

議会運営

青森市奥野三丁目２－５
　エバーグリーン３０５号室

青森のこれからを考える会
　代表　倉内　一哉

議会運営66 H26.11.26
議員のフェイスブック利用促進に
関する陳情（その２）

青森市奥野三丁目２－５
　エバーグリーン３０５号室

青森のこれからを考える会
　代表　倉内　一哉



受理 受　 理 陳　情　者　の 付　 託

番号 年月日 住 所　・ 氏 名 委員会
件                   名

議会運営101 H26.11.26
政治倫理向上対策に関する陳情
（その２）

青森市奥野三丁目２－５
　エバーグリーン３０５号室

青森のこれからを考える会
　代表　倉内　一哉

100 H26.11.26
政治倫理向上対策に関する陳情
（その１）

議会運営

青森市奥野三丁目２－５
　エバーグリーン３０５号室

青森のこれからを考える会
　代表　倉内　一哉

72 H26.11.26
青森市議会傍聴規則の改正に関する
陳情（その１）

議会運営

青森市奥野三丁目２－５
　エバーグリーン３０５号室

青森のこれからを考える会
　代表　倉内　一哉

76 H26.11.26
週末議会・夜間議会の開催に関する
陳情

議会運営

青森市奥野三丁目２－５
　エバーグリーン３０５号室

青森のこれからを考える会
　代表　倉内　一哉

議会運営93 H26.11.26
陳情者の口頭陳述の機会に関する
陳情（その１）

青森市奥野三丁目２－５
　エバーグリーン３０５号室

青森のこれからを考える会
　代表　倉内　一哉

議会運営

74 H26.11.26
青森市議会傍聴規則の改正に関する
陳情（その３）

青森市奥野三丁目２－５
　エバーグリーン３０５号室

青森のこれからを考える会
　代表　倉内　一哉

議会運営

73 H26.11.26
青森市議会傍聴規則の改正に関する
陳情（その２）

青森市奥野三丁目２－５
　エバーグリーン３０５号室

青森のこれからを考える会
　代表　倉内　一哉

議会運営75 H26.11.26
青森市議会傍聴規則の改正に関する
陳情（その４）

青森市奥野三丁目２－５
　エバーグリーン３０５号室

青森のこれからを考える会
　代表　倉内　一哉

議会運営

94 H26.11.26
陳情者の口頭陳述の機会に関する
陳情（その２）

議会運営

95 H26.11.26
陳情者の口頭陳述の機会に関する
陳情（その３）

青森市奥野三丁目２－５
　エバーグリーン３０５号室

青森のこれからを考える会
　代表　倉内　一哉

青森市奥野三丁目２－５
　エバーグリーン３０５号室

青森のこれからを考える会
　代表　倉内　一哉



受理 受　 理 陳　情　者　の 付　 託

番号 年月日 住 所　・ 氏 名 委員会
件                   名

青森市桜川四丁目８－２

三国谷　清一

青森市奥野三丁目２－５
　エバーグリーン３０５号室

青森のこれからを考える会
　代表　倉内　一哉

議会運営115 H26.11.26
青森市議会基本条例制定後の経過
発表に関する陳情（その１）

青森市奥野三丁目２－５
　エバーグリーン３０５号室

青森のこれからを考える会
　代表　倉内　一哉

議会運営

議会運営

112 H26.11.26
陳情書提出機会の創出に関する陳情
（その３）

青森市奥野三丁目２－５
　エバーグリーン３０５号室

青森のこれからを考える会
　代表　倉内　一哉

議会運営

110 H26.11.26
陳情書提出機会の創出に関する陳情
（その１）

107 H26.11.26
議会活動の可視化に関する陳情
（その１）

青森市奥野三丁目２－５
　エバーグリーン３０５号室

青森のこれからを考える会
　代表　倉内　一哉

109 H26.11.26
議会活動の可視化に関する陳情
（その３）

議会運営

青森市奥野三丁目２－５
　エバーグリーン３０５号室

青森のこれからを考える会
　代表　倉内　一哉

111 H26.11.26
陳情書提出機会の創出に関する陳情
（その２）

議会運営

青森市奥野三丁目２－５
　エバーグリーン３０５号室

青森のこれからを考える会
　代表　倉内　一哉

113 H26.11.26
陳情書提出機会の創出に関する陳情
（その４）

議会運営

青森市奥野三丁目２－５
　エバーグリーン３０５号室

青森のこれからを考える会
　代表　倉内　一哉

114 H26.11.26
青森市議会基本条例第６条の改正に
関する陳情

議会運営

青森市奥野三丁目２－５
　エバーグリーン３０５号室

青森のこれからを考える会
　代表　倉内　一哉

116 H26.11.26
青森市議会基本条例制定後の経過
発表に関する陳情（その２）

議会運営

青森市奥野三丁目２－５
　エバーグリーン３０５号室

青森のこれからを考える会
　代表　倉内　一哉

117 H26.11.28
特別職報酬等審議会会長の議会招致
を求める陳情

総務企画
（常）



陳情第陳情第陳情第陳情第 32323232 号号号号    

    

    

まちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくりの運営運営運営運営にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその１１１１））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    現在現在現在現在、、、、青森市青森市青森市青森市のののの中心街区中心街区中心街区中心街区のののの活性化活性化活性化活性化はははは、、、、コンパクトシティコンパクトシティコンパクトシティコンパクトシティ構想構想構想構想にのっとりにのっとりにのっとりにのっとり、、、、ハードハードハードハード・・・・ソフトソフトソフトソフト

両面両面両面両面においてにおいてにおいてにおいて、、、、市市市市、、、、商工会議所商工会議所商工会議所商工会議所、、、、商店街関係者商店街関係者商店街関係者商店街関係者にににに頑張頑張頑張頑張っていただっていただっていただっていただいているものといているものといているものといているものと認識認識認識認識してしてしてしていいいい

るるるる。。。。    

    我我我我がががが市市市市のののの中心街区中心街区中心街区中心街区はははは、、、、地理的地理的地理的地理的にもにもにもにも交通的交通的交通的交通的にもにもにもにも好立地好立地好立地好立地にあるにあるにあるにある。。。。またまたまたまた、、、、青森発祥青森発祥青森発祥青森発祥のののの地地地地、、、、善知鳥善知鳥善知鳥善知鳥

神社神社神社神社のあるのあるのあるのある歴史的歴史的歴史的歴史的なななな場所場所場所場所ででででありありありあり、、、、全市民全市民全市民全市民ののののアイデンティティーアイデンティティーアイデンティティーアイデンティティーのののの源泉源泉源泉源泉でででであるあるあるある。。。。    

    そこでそこでそこでそこで、、、、少子高齢化少子高齢化少子高齢化少子高齢化のののの流流流流れがれがれがれが加速加速加速加速しているしているしているしている今今今今、、、、市市市市のののの宝宝宝宝であるであるであるである中心街区中心街区中心街区中心街区をををを、、、、当事者当事者当事者当事者のののの市民市民市民市民がががが

知恵知恵知恵知恵をををを出出出出しししし合合合合いいいい、、、、何何何何よりよりよりより率先率先率先率先してしてしてして動動動動きききき、、、、活性化活性化活性化活性化させていくさせていくさせていくさせていく流流流流れをつくれをつくれをつくれをつくるるるるべきとべきとべきとべきと考考考考えるえるえるえる。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの迅速迅速迅速迅速なななな実施実施実施実施をををを求求求求めるめるめるめる。。。。    

    

（（（（陳情事項陳情事項陳情事項陳情事項））））    

・・・・民間民間民間民間のののの立場立場立場立場からからからから、、、、町町町町のののの活性化活性化活性化活性化のののの具体案具体案具体案具体案をををを不言不言不言不言実行実行実行実行でででで行動行動行動行動にににに移移移移せるせるせるせる、、、、人望人望人望人望のあるのあるのあるのある人材人材人材人材をををを、、、、各各各各

議員議員議員議員がががが市民市民市民市民からからからからスカウトスカウトスカウトスカウトしししし、、、、行動行動行動行動にににに特化特化特化特化したしたしたした「「「「リーダーリーダーリーダーリーダーばかりのばかりのばかりのばかりの街街街街 100100100100 人委員会人委員会人委員会人委員会」」」」（（（（100100100100 のののの

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリーはははは、、、、市民市民市民市民のののの関心関心関心関心のののの高高高高いものからいものからいものからいものから優先順位優先順位優先順位優先順位をををを決決決決めるめるめるめる。。。。子育子育子育子育てててて、、、、おおおお年寄年寄年寄年寄りりりりコミュニコミュニコミュニコミュニ

ティーティーティーティー、、、、伝統継承伝統継承伝統継承伝統継承、、、、雪雪雪雪かきかきかきかき、、、、ひきこもりひきこもりひきこもりひきこもり対策対策対策対策、、、、介護介護介護介護のののの悩悩悩悩みみみみ、、、、婚活婚活婚活婚活、、、、農業起業農業起業農業起業農業起業などなどなどなど全般全般全般全般））））をををを

設置設置設置設置することすることすることすること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 33333333 号号号号    

    

    

まちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくりの運営運営運営運営にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその２２２２））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    現在現在現在現在、、、、青森市青森市青森市青森市のののの中心街区中心街区中心街区中心街区のののの活性化活性化活性化活性化はははは、、、、コンパクトシティコンパクトシティコンパクトシティコンパクトシティ構想構想構想構想にのっとりにのっとりにのっとりにのっとり、、、、ハードハードハードハード・・・・ソフトソフトソフトソフト

両面両面両面両面においてにおいてにおいてにおいて、、、、市市市市、、、、商工会議所商工会議所商工会議所商工会議所、、、、商店街関係者商店街関係者商店街関係者商店街関係者にににに頑張頑張頑張頑張っていただっていただっていただっていただいているものといているものといているものといているものと認識認識認識認識してしてしてしていいいい

るるるる。。。。    

    我我我我がががが市市市市のののの中心街区中心街区中心街区中心街区はははは、、、、地理的地理的地理的地理的にもにもにもにも交通的交通的交通的交通的にもにもにもにも好立地好立地好立地好立地にあるにあるにあるにある。。。。またまたまたまた、、、、青森発祥青森発祥青森発祥青森発祥のののの地地地地、、、、善知鳥善知鳥善知鳥善知鳥

神社神社神社神社のあるのあるのあるのある歴史的歴史的歴史的歴史的なななな場所場所場所場所ででででありありありあり、、、、全市民全市民全市民全市民ののののアイデンティティーアイデンティティーアイデンティティーアイデンティティーのののの源泉源泉源泉源泉でででであるあるあるある。。。。    

    そこでそこでそこでそこで、、、、少子高齢化少子高齢化少子高齢化少子高齢化のののの流流流流れがれがれがれが加速加速加速加速しているしているしているしている今今今今、、、、市市市市のののの宝宝宝宝であるであるであるである中心街区中心街区中心街区中心街区をををを、、、、当事者当事者当事者当事者のののの市民市民市民市民がががが

知恵知恵知恵知恵をををを出出出出しししし合合合合いいいい、、、、何何何何よりよりよりより率先率先率先率先してしてしてして動動動動きききき、、、、活性化活性化活性化活性化させていくさせていくさせていくさせていく流流流流れをつくれをつくれをつくれをつくるるるるべきとべきとべきとべきと考考考考えるえるえるえる。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの迅速迅速迅速迅速なななな実施実施実施実施をををを求求求求めるめるめるめる。。。。    

    

（（（（陳情事項陳情事項陳情事項陳情事項））））    

・・・・「「「「リーダーリーダーリーダーリーダーばかりのばかりのばかりのばかりの街街街街 100100100100 人委員会人委員会人委員会人委員会」」」」がががが、、、、町町町町のののの空空空空きききき店舗店舗店舗店舗やややや施設施設施設施設をををを自由自由自由自由にににに使使使使えるようえるようえるようえるよう、、、、市市市市とととと

市議会市議会市議会市議会ががががフォローフォローフォローフォローするするするすることことことこと    



陳情第陳情第陳情第陳情第 34343434 号号号号    

    

    

まちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくりの運営運営運営運営にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその３３３３））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    現在現在現在現在、、、、青森市青森市青森市青森市のののの中心街区中心街区中心街区中心街区のののの活性化活性化活性化活性化はははは、、、、コンパクトシティコンパクトシティコンパクトシティコンパクトシティ構想構想構想構想にのっとりにのっとりにのっとりにのっとり、、、、ハードハードハードハード・・・・ソフトソフトソフトソフト

両面両面両面両面においてにおいてにおいてにおいて、、、、市市市市、、、、商工会議所商工会議所商工会議所商工会議所、、、、商店街関係者商店街関係者商店街関係者商店街関係者にににに頑張頑張頑張頑張っていただっていただっていただっていただいているものといているものといているものといているものと認識認識認識認識してしてしてしていいいい

るるるる。。。。    

    我我我我がががが市市市市のののの中心街区中心街区中心街区中心街区はははは、、、、地理的地理的地理的地理的にもにもにもにも交通的交通的交通的交通的にもにもにもにも好立地好立地好立地好立地にあるにあるにあるにある。。。。またまたまたまた、、、、青森発祥青森発祥青森発祥青森発祥のののの地地地地、、、、善知鳥善知鳥善知鳥善知鳥

神社神社神社神社のあるのあるのあるのある歴史的歴史的歴史的歴史的なななな場所場所場所場所ででででありありありあり、、、、全市民全市民全市民全市民ののののアイデンティティーアイデンティティーアイデンティティーアイデンティティーのののの源泉源泉源泉源泉でででであるあるあるある。。。。    

    そこでそこでそこでそこで、、、、少子高齢化少子高齢化少子高齢化少子高齢化のののの流流流流れがれがれがれが加速加速加速加速しているしているしているしている今今今今、、、、市市市市のののの宝宝宝宝であるであるであるである中心街区中心街区中心街区中心街区をををを、、、、当事者当事者当事者当事者のののの市民市民市民市民がががが

知恵知恵知恵知恵をををを出出出出しししし合合合合いいいい、、、、何何何何よりよりよりより率先率先率先率先してしてしてして動動動動きききき、、、、活性化活性化活性化活性化させていくさせていくさせていくさせていく流流流流れをつくれをつくれをつくれをつくるるるるべきとべきとべきとべきと考考考考えるえるえるえる。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの迅速迅速迅速迅速なななな実施実施実施実施をををを求求求求めるめるめるめる。。。。    

    

（（（（陳情事項陳情事項陳情事項陳情事項））））    

・・・・「「「「リーダーリーダーリーダーリーダーばかりのばかりのばかりのばかりの街街街街 100100100100 人委員会人委員会人委員会人委員会」」」」がががが、、、、地域活性化地域活性化地域活性化地域活性化にににに係係係係るるるる助成金助成金助成金助成金をををを直接利用直接利用直接利用直接利用できるようできるようできるようできるよう

にににに、、、、市市市市とととと市議会市議会市議会市議会がががが全面的全面的全面的全面的ににににフォローフォローフォローフォローするするするすることことことこと    



陳情第陳情第陳情第陳情第 35353535 号号号号    

    

    

まちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくりの運営運営運営運営にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその４４４４））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    現在現在現在現在、、、、青森市青森市青森市青森市のののの中心街区中心街区中心街区中心街区のののの活性化活性化活性化活性化はははは、、、、コンパクトシティコンパクトシティコンパクトシティコンパクトシティ構想構想構想構想にのっとりにのっとりにのっとりにのっとり、、、、ハードハードハードハード・・・・ソフトソフトソフトソフト

両面両面両面両面においてにおいてにおいてにおいて、、、、市市市市、、、、商工会議所商工会議所商工会議所商工会議所、、、、商店街関係者商店街関係者商店街関係者商店街関係者にににに頑張頑張頑張頑張っていただっていただっていただっていただいているものといているものといているものといているものと認識認識認識認識してしてしてしていいいい

るるるる。。。。    

    我我我我がががが市市市市のののの中心街区中心街区中心街区中心街区はははは、、、、地理的地理的地理的地理的にもにもにもにも交通的交通的交通的交通的にもにもにもにも好立地好立地好立地好立地にあるにあるにあるにある。。。。またまたまたまた、、、、青森発祥青森発祥青森発祥青森発祥のののの地地地地、、、、善知鳥善知鳥善知鳥善知鳥

神社神社神社神社のあるのあるのあるのある歴史的歴史的歴史的歴史的なななな場所場所場所場所ででででありありありあり、、、、全市民全市民全市民全市民ののののアイデンティティーアイデンティティーアイデンティティーアイデンティティーのののの源泉源泉源泉源泉でででであるあるあるある。。。。    

    そこでそこでそこでそこで、、、、少子高齢化少子高齢化少子高齢化少子高齢化のののの流流流流れがれがれがれが加速加速加速加速しているしているしているしている今今今今、、、、市市市市のののの宝宝宝宝であるであるであるである中心街区中心街区中心街区中心街区をををを、、、、当事者当事者当事者当事者のののの市民市民市民市民がががが

知恵知恵知恵知恵をををを出出出出しししし合合合合いいいい、、、、何何何何よりよりよりより率先率先率先率先してしてしてして動動動動きききき、、、、活性化活性化活性化活性化させていくさせていくさせていくさせていく流流流流れをつくれをつくれをつくれをつくるるるるべきとべきとべきとべきと考考考考えるえるえるえる。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの迅速迅速迅速迅速なななな実施実施実施実施をををを求求求求めるめるめるめる。。。。    

    

（（（（陳情事項陳情事項陳情事項陳情事項））））    

・・・・青森市青森市青森市青森市のまちのまちのまちのまちづくりがづくりがづくりがづくりが、、、、市民主導市民主導市民主導市民主導でででで動動動動いていることいていることいていることいていることをををを可視化可視化可視化可視化できるようできるようできるようできるよう、「、「、「、「リーダーリーダーリーダーリーダーばかばかばかばか

りのりのりのりの街街街街 100100100100 人委員会人委員会人委員会人委員会」」」」ホームページホームページホームページホームページでででで全全全全てててて公開公開公開公開するするするすることことことこと    



陳情第陳情第陳情第陳情第 33336666 号号号号    

    

    

パチンコパチンコパチンコパチンコ依存症依存症依存症依存症対策対策対策対策にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその１１１１））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    青森市青森市青森市青森市ににににあるあるあるあるパチンコパチンコパチンコパチンコ店店店店はははは、、、、10101010 年前年前年前年前にににに比比比比べべべべ店舗店舗店舗店舗はははは大型化大型化大型化大型化しししし、、、、店舗数店舗数店舗数店舗数もももも倍増倍増倍増倍増しておりしておりしておりしており、、、、町町町町のののの

景観景観景観景観はははは破壊破壊破壊破壊されていされていされていされているるるる。。。。パチンコパチンコパチンコパチンコ依存症依存症依存症依存症のののの特徴特徴特徴特徴としてとしてとしてとしてはははは、、、、低所得層低所得層低所得層低所得層ほどほどほどほど深深深深みにはまるみにはまるみにはまるみにはまる傾向傾向傾向傾向がががが

あるようであるようであるようであるようであるあるあるある。。。。青森市青森市青森市青森市もももも全国全国全国全国トップクラストップクラストップクラストップクラスにににに低所得者低所得者低所得者低所得者がががが多多多多いいいいがががが、、、、さらにさらにさらにさらに可処分所得可処分所得可処分所得可処分所得をををを減減減減らららら

しているしているしているしている現状現状現状現状ににににああああるるるる。。。。    

    議会議会議会議会ががががパチンコパチンコパチンコパチンコ依存状況依存状況依存状況依存状況をををを調査調査調査調査しししし、、、、パチンコパチンコパチンコパチンコ依存症対策依存症対策依存症対策依存症対策をををを講講講講ずることはずることはずることはずることは、、、、議会議会議会議会のののの目的目的目的目的そのそのそのその

ものであるものであるものであるものである市民市民市民市民のののの福祉福祉福祉福祉のののの向上向上向上向上にににに直結直結直結直結するするするする。。。。またまたまたまた、、、、パチンコパチンコパチンコパチンコによるによるによるによる散財散財散財散財がががが改善改善改善改善されされされされ可処分所得可処分所得可処分所得可処分所得

がががが向上向上向上向上すればすればすればすれば、、、、そのそのそのその分分分分がががが消費消費消費消費にににに回回回回りりりり市市市市へのへのへのへの経済効果経済効果経済効果経済効果はははは莫大莫大莫大莫大でででであるあるあるある。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情事項事項事項事項））））    

・・・・議会議会議会議会ががががパチンコパチンコパチンコパチンコ依存状況依存状況依存状況依存状況をををを調査調査調査調査することすることすることすること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 33337777 号号号号    

    

    

パチンコパチンコパチンコパチンコ依存症依存症依存症依存症対策対策対策対策にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその２２２２））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    青森市青森市青森市青森市ににににあるあるあるあるパチンコパチンコパチンコパチンコ店店店店はははは、、、、10101010 年前年前年前年前にににに比比比比べべべべ店舗店舗店舗店舗はははは大型化大型化大型化大型化しししし、、、、店舗数店舗数店舗数店舗数もももも倍増倍増倍増倍増しておりしておりしておりしており、、、、町町町町のののの

景観景観景観景観はははは破壊破壊破壊破壊されていされていされていされているるるる。。。。パチンコパチンコパチンコパチンコ依存症依存症依存症依存症のののの特徴特徴特徴特徴としてとしてとしてとしてはははは、、、、低所得層低所得層低所得層低所得層ほどほどほどほど深深深深みにはまるみにはまるみにはまるみにはまる傾向傾向傾向傾向がががが

あるようであるようであるようであるようであるあるあるある。。。。青森市青森市青森市青森市もももも全国全国全国全国トップクラストップクラストップクラストップクラスにににに低所得者低所得者低所得者低所得者がががが多多多多いいいいがががが、、、、さらにさらにさらにさらに可処分所得可処分所得可処分所得可処分所得をををを減減減減らららら

しているしているしているしている現状現状現状現状ににににああああるるるる。。。。    

    議会議会議会議会ががががパチンコパチンコパチンコパチンコ依存状況依存状況依存状況依存状況をををを調査調査調査調査しししし、、、、パチンコパチンコパチンコパチンコ依存症対策依存症対策依存症対策依存症対策をををを講講講講ずることはずることはずることはずることは、、、、議会議会議会議会のののの目的目的目的目的そのそのそのその

ものであるものであるものであるものである市民市民市民市民のののの福祉福祉福祉福祉のののの向上向上向上向上にににに直結直結直結直結するするするする。。。。またまたまたまた、、、、パチンコパチンコパチンコパチンコによるによるによるによる散財散財散財散財がががが改善改善改善改善されされされされ可処分所得可処分所得可処分所得可処分所得

がががが向上向上向上向上すればすればすればすれば、、、、そのそのそのその分分分分がががが消費消費消費消費にににに回回回回りりりり市市市市へのへのへのへの経済効果経済効果経済効果経済効果はははは莫大莫大莫大莫大でででであるあるあるある。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情事項陳情事項陳情事項陳情事項））））    

・・・・課税自主権課税自主権課税自主権課税自主権をををを活用活用活用活用してしてしてしてパチンコパチンコパチンコパチンコ店店店店にににに大幅課税大幅課税大幅課税大幅課税ををををすることすることすることすること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 33338888 号号号号    

    

    

たばこたばこたばこたばこ対策基本条例対策基本条例対策基本条例対策基本条例にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその１１１１））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    青森青森青森青森県県県県のののの短命短命短命短命のののの最大最大最大最大のののの原因原因原因原因のののの１１１１つにつにつにつに喫煙依存症喫煙依存症喫煙依存症喫煙依存症があがあがあがあるるるるがががが、、、、喫煙防止対策喫煙防止対策喫煙防止対策喫煙防止対策はははは全国全国全国全国とととと比較比較比較比較してしてしてして

遅遅遅遅々々々々としてとしてとしてとして進進進進んでいないのがんでいないのがんでいないのがんでいないのが現状現状現状現状でででであるあるあるある。。。。喫煙喫煙喫煙喫煙者者者者がががが飲食店飲食店飲食店飲食店やややや路上路上路上路上でででで自由自由自由自由ににににたばこたばこたばこたばこをををを吸吸吸吸いいいい、、、、受受受受

動喫煙動喫煙動喫煙動喫煙はははは野放野放野放野放しししし状態状態状態状態でででであることにあることにあることにあることに加加加加ええええ、、、、吸吸吸吸いいいい殻殻殻殻のごみのごみのごみのごみはははは散乱散乱散乱散乱してしてしてしておりおりおりおり、、、、観光観光観光観光のののの観点観点観点観点からもからもからもからもたたたた

ばこばこばこばこ規制規制規制規制のののの必要性必要性必要性必要性はははは高高高高まるまるまるまる一方一方一方一方であるのにもかかわらずであるのにもかかわらずであるのにもかかわらずであるのにもかかわらず、、、、行政行政行政行政のののの意識意識意識意識はははは低低低低いままでいままでいままでいままであるあるあるある。。。。    

    喫煙由来喫煙由来喫煙由来喫煙由来のののの医療保険費医療保険費医療保険費医療保険費ががががたばこたばこたばこたばこ税収入税収入税収入税収入をををを上回上回上回上回ってってってっていることからいることからいることからいることから、、、、議会議会議会議会がががが率先率先率先率先してしてしてして民意民意民意民意をををを吸吸吸吸

いいいい上上上上げげげげ、、、、抜本的抜本的抜本的抜本的なななな改革改革改革改革にににに着手着手着手着手することですることですることですることで、、、、結果的結果的結果的結果的にににに税金税金税金税金のののの無駄無駄無駄無駄をををを排除排除排除排除すべきですべきですべきですべきであるあるあるある。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情事項陳情事項陳情事項陳情事項））））    

・・・・たばこのたばこのたばこのたばこの規制規制規制規制にににに関関関関するするするする世界保健機関枠組世界保健機関枠組世界保健機関枠組世界保健機関枠組みみみみ条約条約条約条約「ＦＣＴＣ」「ＦＣＴＣ」「ＦＣＴＣ」「ＦＣＴＣ」をををを基準基準基準基準にににに、、、、青森市青森市青森市青森市たばこたばこたばこたばこ対策対策対策対策

基本条例基本条例基本条例基本条例のののの策定策定策定策定にににに着手着手着手着手することすることすることすること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 33339999 号号号号    

    

    

たばこたばこたばこたばこ対策基本条例対策基本条例対策基本条例対策基本条例にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその２２２２））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    青森青森青森青森県県県県のののの短命短命短命短命のののの最大最大最大最大のののの原因原因原因原因のののの１１１１つにつにつにつに喫煙依存症喫煙依存症喫煙依存症喫煙依存症があがあがあがあるるるるがががが、、、、喫煙防止対策喫煙防止対策喫煙防止対策喫煙防止対策はははは全国全国全国全国とととと比較比較比較比較してしてしてして

遅遅遅遅々々々々としてとしてとしてとして進進進進んでいないのがんでいないのがんでいないのがんでいないのが現状現状現状現状でででであるあるあるある。。。。喫煙喫煙喫煙喫煙者者者者がががが飲食店飲食店飲食店飲食店やややや路上路上路上路上でででで自由自由自由自由ににににたばこたばこたばこたばこをををを吸吸吸吸いいいい、、、、受受受受

動喫煙動喫煙動喫煙動喫煙はははは野放野放野放野放しししし状態状態状態状態でででであることにあることにあることにあることに加加加加ええええ、、、、吸吸吸吸いいいい殻殻殻殻のごみのごみのごみのごみはははは散乱散乱散乱散乱してしてしてしておりおりおりおり、、、、観光観光観光観光のののの観点観点観点観点からもからもからもからもたたたた

ばこばこばこばこ規制規制規制規制のののの必要性必要性必要性必要性はははは高高高高まるまるまるまる一方一方一方一方であるのにもかかわらずであるのにもかかわらずであるのにもかかわらずであるのにもかかわらず、、、、行政行政行政行政のののの意識意識意識意識はははは低低低低いままでいままでいままでいままであるあるあるある。。。。    

    喫煙由来喫煙由来喫煙由来喫煙由来のののの医療保険費医療保険費医療保険費医療保険費ががががたばこたばこたばこたばこ税収入税収入税収入税収入をををを上回上回上回上回ってってってっていることからいることからいることからいることから、、、、議会議会議会議会がががが率先率先率先率先してしてしてして民意民意民意民意をををを吸吸吸吸

いいいい上上上上げげげげ、、、、抜本的抜本的抜本的抜本的なななな改革改革改革改革にににに着手着手着手着手することですることですることですることで、、、、結果的結果的結果的結果的にににに税金税金税金税金のののの無駄無駄無駄無駄をををを排除排除排除排除すべきですべきですべきですべきであるあるあるある。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情事項事項事項事項））））    

・・・・市民市民市民市民をををを巻巻巻巻きききき込込込込んだんだんだんだ飲食店調査飲食店調査飲食店調査飲食店調査をををを行行行行いいいい、「、「、「、「全面禁煙飲食店全面禁煙飲食店全面禁煙飲食店全面禁煙飲食店マップマップマップマップ」」」」をををを作成作成作成作成することすることすることすること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 40404040 号号号号    

    

    

たばこたばこたばこたばこ対策基本条例対策基本条例対策基本条例対策基本条例にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその３３３３））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    青森青森青森青森県県県県のののの短命短命短命短命のののの最大最大最大最大のののの原因原因原因原因のののの１１１１つにつにつにつに喫煙依存症喫煙依存症喫煙依存症喫煙依存症があがあがあがあるるるるがががが、、、、喫煙防止対策喫煙防止対策喫煙防止対策喫煙防止対策はははは全国全国全国全国とととと比較比較比較比較してしてしてして

遅遅遅遅々々々々としてとしてとしてとして進進進進んでいないのがんでいないのがんでいないのがんでいないのが現状現状現状現状でででであるあるあるある。。。。喫煙喫煙喫煙喫煙者者者者がががが飲食店飲食店飲食店飲食店やややや路上路上路上路上でででで自由自由自由自由ににににたばこたばこたばこたばこをををを吸吸吸吸いいいい、、、、受受受受

動喫煙動喫煙動喫煙動喫煙はははは野放野放野放野放しししし状態状態状態状態でででであることにあることにあることにあることに加加加加ええええ、、、、吸吸吸吸いいいい殻殻殻殻のごみのごみのごみのごみはははは散乱散乱散乱散乱してしてしてしておりおりおりおり、、、、観光観光観光観光のののの観点観点観点観点からもからもからもからもたたたた

ばこばこばこばこ規制規制規制規制のののの必要性必要性必要性必要性はははは高高高高まるまるまるまる一方一方一方一方であるのにもかかわらずであるのにもかかわらずであるのにもかかわらずであるのにもかかわらず、、、、行政行政行政行政のののの意識意識意識意識はははは低低低低いままでいままでいままでいままであるあるあるある。。。。    

    喫煙由来喫煙由来喫煙由来喫煙由来のののの医療保険費医療保険費医療保険費医療保険費ががががたばこたばこたばこたばこ税収入税収入税収入税収入をををを上回上回上回上回ってってってっていることからいることからいることからいることから、、、、議会議会議会議会がががが率先率先率先率先してしてしてして民意民意民意民意をををを吸吸吸吸

いいいい上上上上げげげげ、、、、抜本的抜本的抜本的抜本的なななな改革改革改革改革にににに着手着手着手着手することですることですることですることで、、、、結果的結果的結果的結果的にににに税金税金税金税金のののの無駄無駄無駄無駄をををを排除排除排除排除すべきですべきですべきですべきであるあるあるある。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情事項事項事項事項））））    

・・・・議員議員議員議員がががが率先率先率先率先してしてしてして禁煙禁煙禁煙禁煙しししし、、、、市役所敷地内全面禁煙市役所敷地内全面禁煙市役所敷地内全面禁煙市役所敷地内全面禁煙をををを実現実現実現実現することすることすることすること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 41414141 号号号号    

    

    

市民憲章市民憲章市民憲章市民憲章にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその１１１１））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    青森市青森市青森市青森市はははは、、、、旧青森市民憲章旧青森市民憲章旧青森市民憲章旧青森市民憲章にあるにあるにあるにある「「「「伝統伝統伝統伝統のねぶたまつりにのねぶたまつりにのねぶたまつりにのねぶたまつりに情熱情熱情熱情熱をもやすをもやすをもやすをもやす青森市青森市青森市青森市のののの市民市民市民市民でででで

すすすす。」。」。」。」のののの部分部分部分部分をををを平成平成平成平成 17171717 年年年年にににに「「「「悠久悠久悠久悠久のののの歴史歴史歴史歴史とととと香香香香りりりり高高高高いいいい文化文化文化文化とととと伝統伝統伝統伝統にににに満満満満ちたちたちたちた青森市青森市青森市青森市のののの市民市民市民市民ですですですです。。。。」」」」

にににに変更変更変更変更したしたしたした。。。。    

    しかししかししかししかし、、、、青森市青森市青森市青森市はははは青森青森青森青森ねぶたねぶたねぶたねぶた祭祭祭祭くらいしかくらいしかくらいしかくらいしか全国的全国的全国的全国的にににに知知知知られているものがられているものがられているものがられているものがないないないないとととと他県他県他県他県民民民民にににに思思思思

われているのはわれているのはわれているのはわれているのは事実事実事実事実でありでありでありであり、、、、そのそのそのその存在存在存在存在にににに市民市民市民市民がががが誇誇誇誇りをりをりをりを持持持持っているのもっているのもっているのもっているのも事実事実事実事実でででであるあるあるある。。。。    

    市民憲章市民憲章市民憲章市民憲章のののの前文前文前文前文をををを変更変更変更変更するかするかするかするか、、、、旧市民憲章旧市民憲章旧市民憲章旧市民憲章のののの「「「「伝統伝統伝統伝統のねぶたまつりにのねぶたまつりにのねぶたまつりにのねぶたまつりに情熱情熱情熱情熱をもやすをもやすをもやすをもやす青森市青森市青森市青森市

のののの市民市民市民市民」」」」のようなのようなのようなのような一文一文一文一文をををを現青森市民憲章現青森市民憲章現青森市民憲章現青森市民憲章にににに加加加加えるえるえるえることによりことによりことによりことにより、、、、よりねぶたよりねぶたよりねぶたよりねぶた県県県県としてのとしてのとしてのとしての教育教育教育教育やややや

伝統伝統伝統伝統がががが確立確立確立確立できるとできるとできるとできると思思思思われるわれるわれるわれる。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めるめるめるめる。。。。    

    

（（（（陳情事項陳情事項陳情事項陳情事項））））    

・・・・市民憲章市民憲章市民憲章市民憲章のののの前文前文前文前文にににに「「「「伝統伝統伝統伝統のねぶたまつりにのねぶたまつりにのねぶたまつりにのねぶたまつりに情熱情熱情熱情熱をもやすをもやすをもやすをもやす青森市青森市青森市青森市のののの市民市民市民市民」」」」のようなのようなのようなのような一文一文一文一文をををを入入入入

れることれることれることれること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 42424242 号号号号    

    

    

市民憲章市民憲章市民憲章市民憲章にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその２２２２））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    青森市青森市青森市青森市はははは、、、、旧青森市民憲章旧青森市民憲章旧青森市民憲章旧青森市民憲章にあるにあるにあるにある「「「「伝統伝統伝統伝統のねぶたまつりにのねぶたまつりにのねぶたまつりにのねぶたまつりに情熱情熱情熱情熱をもやすをもやすをもやすをもやす青森市青森市青森市青森市のののの市民市民市民市民でででで

すすすす。」。」。」。」のののの部分部分部分部分をををを平成平成平成平成 17171717 年年年年にににに「「「「悠久悠久悠久悠久のののの歴史歴史歴史歴史とととと香香香香りりりり高高高高いいいい文化文化文化文化とととと伝統伝統伝統伝統にににに満満満満ちたちたちたちた青森市青森市青森市青森市のののの市民市民市民市民ですですですです。。。。」」」」

にににに変更変更変更変更したしたしたした。。。。    

    しかししかししかししかし、、、、青森市青森市青森市青森市はははは青森青森青森青森ねぶたねぶたねぶたねぶた祭祭祭祭くらいしかくらいしかくらいしかくらいしか全国的全国的全国的全国的にににに知知知知られているものがられているものがられているものがられているものがないないないないとととと他県他県他県他県民民民民にににに思思思思

われているのはわれているのはわれているのはわれているのは事実事実事実事実でありでありでありであり、、、、そのそのそのその存在存在存在存在にににに市民市民市民市民がががが誇誇誇誇りをりをりをりを持持持持っているのもっているのもっているのもっているのも事実事実事実事実でででであるあるあるある。。。。    

    市民憲章市民憲章市民憲章市民憲章のののの前文前文前文前文をををを変更変更変更変更するかするかするかするか、、、、旧市民憲章旧市民憲章旧市民憲章旧市民憲章のののの「「「「伝統伝統伝統伝統のねぶたまつりにのねぶたまつりにのねぶたまつりにのねぶたまつりに情熱情熱情熱情熱をもやすをもやすをもやすをもやす青森市青森市青森市青森市

のののの市民市民市民市民」」」」のようなのようなのようなのような一文一文一文一文をををを現青森市民憲章現青森市民憲章現青森市民憲章現青森市民憲章にににに加加加加えるえるえるえることによりことによりことによりことにより、、、、よりねぶたよりねぶたよりねぶたよりねぶた県県県県としてのとしてのとしてのとしての教育教育教育教育やややや

伝統伝統伝統伝統がががが確立確立確立確立できるとできるとできるとできると思思思思われるわれるわれるわれる。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めるめるめるめる。。。。    

    

（（（（陳情事項陳情事項陳情事項陳情事項））））    

・・・・市民憲章市民憲章市民憲章市民憲章のののの変更変更変更変更をををを市民市民市民市民にににに提議提議提議提議しししし、、、、意見募集意見募集意見募集意見募集をををを行行行行いいいい、、、、実現実現実現実現することすることすることすること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 44443333 号号号号    

    

    

市民憲章市民憲章市民憲章市民憲章にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその３３３３））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    青森市青森市青森市青森市はははは、、、、旧青森市民憲章旧青森市民憲章旧青森市民憲章旧青森市民憲章にあるにあるにあるにある「「「「伝統伝統伝統伝統のねぶたまつりにのねぶたまつりにのねぶたまつりにのねぶたまつりに情熱情熱情熱情熱をもやすをもやすをもやすをもやす青森市青森市青森市青森市のののの市民市民市民市民でででで

すすすす。」。」。」。」のののの部分部分部分部分をををを平成平成平成平成 17171717 年年年年にににに「「「「悠久悠久悠久悠久のののの歴史歴史歴史歴史とととと香香香香りりりり高高高高いいいい文化文化文化文化とととと伝統伝統伝統伝統にににに満満満満ちたちたちたちた青森市青森市青森市青森市のののの市民市民市民市民ですですですです。。。。」」」」

にににに変更変更変更変更したしたしたした。。。。    

    しかししかししかししかし、、、、青森市青森市青森市青森市はははは青森青森青森青森ねぶたねぶたねぶたねぶた祭祭祭祭くらいしかくらいしかくらいしかくらいしか全国的全国的全国的全国的にににに知知知知られているものがられているものがられているものがられているものがないないないないとととと他県他県他県他県民民民民にににに思思思思

われているのはわれているのはわれているのはわれているのは事実事実事実事実でありでありでありであり、、、、そのそのそのその存在存在存在存在にににに市民市民市民市民がががが誇誇誇誇りをりをりをりを持持持持っているのもっているのもっているのもっているのも事実事実事実事実でででであるあるあるある。。。。    

    市民憲章市民憲章市民憲章市民憲章のののの前文前文前文前文をををを変更変更変更変更するかするかするかするか、、、、旧市民憲章旧市民憲章旧市民憲章旧市民憲章のののの「「「「伝統伝統伝統伝統のねぶたまつりにのねぶたまつりにのねぶたまつりにのねぶたまつりに情熱情熱情熱情熱をもやすをもやすをもやすをもやす青森市青森市青森市青森市

のののの市民市民市民市民」」」」のようなのようなのようなのような一文一文一文一文をををを現青森市民憲章現青森市民憲章現青森市民憲章現青森市民憲章にににに加加加加えるえるえるえることによりことによりことによりことにより、、、、よりねぶたよりねぶたよりねぶたよりねぶた県県県県としてのとしてのとしてのとしての教育教育教育教育やややや

伝統伝統伝統伝統がががが確立確立確立確立できるとできるとできるとできると思思思思われるわれるわれるわれる。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めるめるめるめる。。。。    

    

（（（（陳情事項陳情事項陳情事項陳情事項））））    

・・・・市民憲章市民憲章市民憲章市民憲章のののの変更変更変更変更をををを実施実施実施実施したしたしたした際際際際はははは、、、、ホームページホームページホームページホームページ等等等等でででで公開公開公開公開することすることすることすること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 44444444 号号号号    

    

    

青森市内青森市内青森市内青森市内のののの縄文遺跡縄文遺跡縄文遺跡縄文遺跡にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその１１１１））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    青森市内青森市内青森市内青森市内にににに所在所在所在所在するするするする縄文遺跡縄文遺跡縄文遺跡縄文遺跡のののの三内丸山遺跡及三内丸山遺跡及三内丸山遺跡及三内丸山遺跡及びびびび小牧野遺跡小牧野遺跡小牧野遺跡小牧野遺跡はははは、、、、北海道北海道北海道北海道・・・・北東北北東北北東北北東北のののの縄文遺縄文遺縄文遺縄文遺

跡群跡群跡群跡群でででで現在世界遺産登録現在世界遺産登録現在世界遺産登録現在世界遺産登録をををを目指目指目指目指しているしているしているしている遺跡群遺跡群遺跡群遺跡群であるであるであるである。。。。    

    しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、小牧野遺跡小牧野遺跡小牧野遺跡小牧野遺跡にににに関関関関してのしてのしてのしての市民市民市民市民のののの認知度認知度認知度認知度はははは非常非常非常非常にににに低低低低くくくく、、、、もっともっともっともっと広報広報広報広報にににに力力力力をををを入入入入れれれれ

るべきであるとるべきであるとるべきであるとるべきであると考考考考ええええるるるる。。。。    

    青森市青森市青森市青森市としてもとしてもとしてもとしても、、、、市民市民市民市民がががが地元地元地元地元のののの遺跡遺跡遺跡遺跡をををを世界遺産登録世界遺産登録世界遺産登録世界遺産登録されされされされてからてからてからてから初初初初めてめてめてめて知知知知るるるるということはということはということはということは恥恥恥恥

ずかしいことでありずかしいことでありずかしいことでありずかしいことであり、、、、観光資源観光資源観光資源観光資源にもなるにもなるにもなるにもなる可能性可能性可能性可能性のあるのあるのあるのある縄文遺跡縄文遺跡縄文遺跡縄文遺跡があることをがあることをがあることをがあることを、、、、今今今今からからからから市民市民市民市民にににに

周知周知周知周知すすすするるるる必要必要必要必要があがあがあがあるるるる。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情事項陳情事項陳情事項陳情事項））））    

・・・・市市市市はははは、、、、三内丸山遺跡及三内丸山遺跡及三内丸山遺跡及三内丸山遺跡及びびびび小牧野遺跡小牧野遺跡小牧野遺跡小牧野遺跡のそれぞれののそれぞれののそれぞれののそれぞれの施設施設施設施設をををを使使使使ったったったった市民参加型市民参加型市民参加型市民参加型のののの無料無料無料無料イベントイベントイベントイベント

をををを年年年年にににに１１１１度開催度開催度開催度開催することすることすることすること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 44445555 号号号号    

    

    

青森市内青森市内青森市内青森市内のののの縄文遺跡縄文遺跡縄文遺跡縄文遺跡にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその２２２２））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    青森市内青森市内青森市内青森市内にににに所在所在所在所在するするするする縄文遺跡縄文遺跡縄文遺跡縄文遺跡のののの三内丸山遺跡及三内丸山遺跡及三内丸山遺跡及三内丸山遺跡及びびびび小牧野遺跡小牧野遺跡小牧野遺跡小牧野遺跡はははは、、、、北海道北海道北海道北海道・・・・北東北北東北北東北北東北のののの縄文遺縄文遺縄文遺縄文遺

跡群跡群跡群跡群でででで現在世界遺産登録現在世界遺産登録現在世界遺産登録現在世界遺産登録をををを目指目指目指目指しているしているしているしている遺跡群遺跡群遺跡群遺跡群であるであるであるである。。。。    

    しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、小牧野遺跡小牧野遺跡小牧野遺跡小牧野遺跡にににに関関関関してのしてのしてのしての市民市民市民市民のののの認知度認知度認知度認知度はははは非常非常非常非常にににに低低低低くくくく、、、、もっともっともっともっと広報広報広報広報にににに力力力力をををを入入入入れれれれ

るべきであるとるべきであるとるべきであるとるべきであると考考考考ええええるるるる。。。。    

    青森市青森市青森市青森市としてもとしてもとしてもとしても、、、、市民市民市民市民がががが地元地元地元地元のののの遺跡遺跡遺跡遺跡をををを世界遺産登録世界遺産登録世界遺産登録世界遺産登録されされされされてからてからてからてから初初初初めてめてめてめて知知知知るるるるということはということはということはということは恥恥恥恥

ずかしいことでありずかしいことでありずかしいことでありずかしいことであり、、、、観光資源観光資源観光資源観光資源にもなるにもなるにもなるにもなる可能性可能性可能性可能性のあるのあるのあるのある縄文遺跡縄文遺跡縄文遺跡縄文遺跡があることをがあることをがあることをがあることを、、、、今今今今からからからから市民市民市民市民にににに

周知周知周知周知すすすするるるる必要必要必要必要があがあがあがあるるるる。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情事項陳情事項陳情事項陳情事項））））    

・・・・市市市市広報担当課広報担当課広報担当課広報担当課はははは、、、、市市市市ホームページホームページホームページホームページ、、、、「「「「広報広報広報広報あおもりあおもりあおもりあおもり」」」」だけではなくだけではなくだけではなくだけではなく、、、、さまざまさまざまさまざまさまざまなななな場面場面場面場面でででで市市市市

内内内内のののの縄文遺跡縄文遺跡縄文遺跡縄文遺跡ののののＰＲＰＲＰＲＰＲをすることをすることをすることをすること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 44446666 号号号号    

    

    

建築行政建築行政建築行政建築行政におけるにおけるにおけるにおける違反建築再発防止策違反建築再発防止策違反建築再発防止策違反建築再発防止策にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその１１１１））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    現在現在現在現在のののの法制下法制下法制下法制下ではではではでは、、、、違法建築違法建築違法建築違法建築にににに係係係係るるるる民事訴訟民事訴訟民事訴訟民事訴訟においてにおいてにおいてにおいて、、、、明明明明らかにらかにらかにらかに建築基準法建築基準法建築基準法建築基準法にににに違反違反違反違反するするするする行行行行

為為為為があったがあったがあったがあった場合場合場合場合でもでもでもでも、、、、裁判裁判裁判裁判のののの長期化長期化長期化長期化によるによるによるによる被害者被害者被害者被害者のののの精神的負担精神的負担精神的負担精神的負担やややや訴訟費用訴訟費用訴訟費用訴訟費用のののの低減低減低減低減をををを回避回避回避回避するするするする

ためためためため、、、、和解和解和解和解というというというという判断判断判断判断にににに妥協妥協妥協妥協することがすることがすることがすることが多多多多くくくく、、、、そのそのそのその場合場合場合場合、、、、違法建違法建違法建違法建築築築築をををを行行行行ったったったった建築士建築士建築士建築士にはにはにはには行政行政行政行政

からからからから何何何何らららら処分処分処分処分はなくはなくはなくはなく、、、、再発再発再発再発ののののリスクリスクリスクリスクをををを残残残残すことになすことになすことになすことになるるるる。。。。被害者拡大被害者拡大被害者拡大被害者拡大をををを阻止阻止阻止阻止するするするする社会的責任社会的責任社会的責任社会的責任かかかか

らもらもらもらも、、、、当該建築士当該建築士当該建築士当該建築士にににに何何何何らかのらかのらかのらかの処分処分処分処分をををを下下下下すことがすことがすことがすことが必要必要必要必要でででであるあるあるある。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情事項陳情事項陳情事項陳情事項））））    

・・・・市建築指導課市建築指導課市建築指導課市建築指導課はははは、、、、和解和解和解和解及及及及びびびび裁判裁判裁判裁判でのでのでのでの解決解決解決解決をををを問問問問わずわずわずわず、、、、建築士建築士建築士建築士のののの法令違反法令違反法令違反法令違反がががが発覚発覚発覚発覚したしたしたした場合場合場合場合にににに、、、、

当該建築士当該建築士当該建築士当該建築士のののの実名実名実名実名をををを５５５５年間年間年間年間にわたってにわたってにわたってにわたって市政市政市政市政だよりとだよりとだよりとだよりと市市市市ののののウエウエウエウエブサイトブサイトブサイトブサイトでででで公表公表公表公表しししし、、、、施主施主施主施主にににに事事事事

前前前前にににに施工者施工者施工者施工者のののの違反履歴違反履歴違反履歴違反履歴リストリストリストリストをををを通知通知通知通知することすることすることすること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 44447777 号号号号    

    

    

建築行政建築行政建築行政建築行政におけるにおけるにおけるにおける違反建築再発防止策違反建築再発防止策違反建築再発防止策違反建築再発防止策にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその２２２２））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    現在現在現在現在のののの法制下法制下法制下法制下ではではではでは、、、、違法建築違法建築違法建築違法建築にににに係係係係るるるる民事訴訟民事訴訟民事訴訟民事訴訟においてにおいてにおいてにおいて、、、、明明明明らかにらかにらかにらかに建築基準法建築基準法建築基準法建築基準法にににに違反違反違反違反するするするする行行行行

為為為為があったがあったがあったがあった場合場合場合場合でもでもでもでも、、、、裁判裁判裁判裁判のののの長期化長期化長期化長期化によるによるによるによる被害者被害者被害者被害者のののの精神的負担精神的負担精神的負担精神的負担やややや訴訟費用訴訟費用訴訟費用訴訟費用のののの低減低減低減低減をををを回避回避回避回避するするするする

ためためためため、、、、和解和解和解和解というというというという判断判断判断判断にににに妥協妥協妥協妥協することがすることがすることがすることが多多多多くくくく、、、、そのそのそのその場合場合場合場合、、、、違法建違法建違法建違法建築築築築をををを行行行行ったったったった建築士建築士建築士建築士にはにはにはには行政行政行政行政

からからからから何何何何らららら処分処分処分処分はなくはなくはなくはなく、、、、再発再発再発再発ののののリスクリスクリスクリスクをををを残残残残すことになすことになすことになすことになるるるる。。。。被害者拡大被害者拡大被害者拡大被害者拡大をををを阻止阻止阻止阻止するするするする社会的責任社会的責任社会的責任社会的責任かかかか

らもらもらもらも、、、、当該建築士当該建築士当該建築士当該建築士にににに何何何何らかのらかのらかのらかの処分処分処分処分をををを下下下下すことがすことがすことがすことが必要必要必要必要でででであるあるあるある。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情事項陳情事項陳情事項陳情事項））））    

・・・・５５５５年以内年以内年以内年以内にににに違反再発違反再発違反再発違反再発がががが発覚発覚発覚発覚したしたしたした場合場合場合場合はははは、、、、発覚時発覚時発覚時発覚時からからからから５５５５年間年間年間年間、、、、同建築士同建築士同建築士同建築士のののの市内市内市内市内のののの入札入札入札入札へのへのへのへの参参参参

加資格加資格加資格加資格をををを剥奪剥奪剥奪剥奪するものとすることするものとすることするものとすることするものとすること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 48484848 号号号号    

    

    

建築行政建築行政建築行政建築行政におけるにおけるにおけるにおける違反建築再発防止策違反建築再発防止策違反建築再発防止策違反建築再発防止策にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその３３３３））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    現在現在現在現在のののの法制下法制下法制下法制下ではではではでは、、、、違法建築違法建築違法建築違法建築にににに係係係係るるるる民事訴訟民事訴訟民事訴訟民事訴訟においてにおいてにおいてにおいて、、、、明明明明らかにらかにらかにらかに建築基準法建築基準法建築基準法建築基準法にににに違反違反違反違反するするするする行行行行

為為為為があったがあったがあったがあった場合場合場合場合でもでもでもでも、、、、裁判裁判裁判裁判のののの長期化長期化長期化長期化によるによるによるによる被害者被害者被害者被害者のののの精神的負担精神的負担精神的負担精神的負担やややや訴訟費用訴訟費用訴訟費用訴訟費用のののの低減低減低減低減をををを回避回避回避回避するするするする

ためためためため、、、、和解和解和解和解というというというという判断判断判断判断にににに妥協妥協妥協妥協することがすることがすることがすることが多多多多くくくく、、、、そのそのそのその場合場合場合場合、、、、違法建違法建違法建違法建築築築築をををを行行行行ったったったった建築士建築士建築士建築士にはにはにはには行政行政行政行政

からからからから何何何何らららら処分処分処分処分はなくはなくはなくはなく、、、、再発再発再発再発ののののリスクリスクリスクリスクをををを残残残残すことになすことになすことになすことになるるるる。。。。被害者拡大被害者拡大被害者拡大被害者拡大をををを阻止阻止阻止阻止するするするする社会的責任社会的責任社会的責任社会的責任かかかか

らもらもらもらも、、、、当該建築士当該建築士当該建築士当該建築士にににに何何何何らかのらかのらかのらかの処分処分処分処分をををを下下下下すことがすことがすことがすことが必要必要必要必要でででであるあるあるある。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情事項陳情事項陳情事項陳情事項））））    

・・・・市市市市はははは、、、、建築士建築士建築士建築士のののの違反履歴違反履歴違反履歴違反履歴をををを県県県県のののの担当課担当課担当課担当課とととと共有共有共有共有することすることすることすること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 44449999 号号号号    

    

    

危険危険危険危険ドラッグドラッグドラッグドラッグにににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその１１１１））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    テレビテレビテレビテレビなどでもなどでもなどでもなどでも問題問題問題問題提起提起提起提起されているされているされているされている危険危険危険危険ドラッグドラッグドラッグドラッグはははは、、、、覚醒覚醒覚醒覚醒剤剤剤剤をををを超超超超えるえるえるえる体調悪化体調悪化体調悪化体調悪化やややや事故事故事故事故、、、、事事事事

件件件件につながるにつながるにつながるにつながるおそおそおそおそれのあるれのあるれのあるれのある危険危険危険危険なななな薬物薬物薬物薬物であるためであるためであるためであるため、、、、市民市民市民市民のののの中中中中にもにもにもにも不安不安不安不安がががが広広広広がってがってがってがっているいるいるいる。。。。    

    市市市市としてもとしてもとしてもとしても、、、、使用使用使用使用のののの予防予防予防予防やややや販売販売販売販売ルートルートルートルートのののの摘発摘発摘発摘発、、、、使用禁止使用禁止使用禁止使用禁止のののの広報等広報等広報等広報等をををを整備整備整備整備するするするする必要必要必要必要があるがあるがあるがあるのののの

ではないではないではないではないかかかか。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情事項事項事項事項））））    

・・・・危険危険危険危険ドラッグドラッグドラッグドラッグについてのについてのについてのについての情報情報情報情報（（（（種類種類種類種類やややや使用使用使用使用するとどうなるかするとどうなるかするとどうなるかするとどうなるか等等等等））））をわかりやすくをわかりやすくをわかりやすくをわかりやすく市市市市ののののホーホーホーホー

ムページムページムページムページやややや広報広報広報広報などになどになどになどに掲載掲載掲載掲載することすることすることすること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 50505050 号号号号    

    

    

危険危険危険危険ドラッグドラッグドラッグドラッグにににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその２２２２））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    テレビテレビテレビテレビなどでもなどでもなどでもなどでも問題問題問題問題提起提起提起提起されているされているされているされている危険危険危険危険ドラッグドラッグドラッグドラッグはははは、、、、覚醒覚醒覚醒覚醒剤剤剤剤をををを超超超超えるえるえるえる体調悪化体調悪化体調悪化体調悪化やややや事故事故事故事故、、、、事事事事

件件件件につながるにつながるにつながるにつながるおそおそおそおそれのあるれのあるれのあるれのある危険危険危険危険なななな薬物薬物薬物薬物であるためであるためであるためであるため、、、、市民市民市民市民のののの中中中中にもにもにもにも不安不安不安不安がががが広広広広がってがってがってがっているいるいるいる。。。。    

    市市市市としてもとしてもとしてもとしても、、、、使用使用使用使用のののの予防予防予防予防やややや販売販売販売販売ルートルートルートルートのののの摘発摘発摘発摘発、、、、使用禁止使用禁止使用禁止使用禁止のののの広報等広報等広報等広報等をををを整備整備整備整備するするするする必要必要必要必要があるがあるがあるがあるのののの

ではないではないではないではないかかかか。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情事項事項事項事項））））    

・・・・販売先販売先販売先販売先やややや地元地元地元地元でのでのでのでの情報情報情報情報をををを収集収集収集収集するするするする窓口窓口窓口窓口をををを設置設置設置設置するするするすることことことこと    



陳情第陳情第陳情第陳情第 55551111 号号号号    

    

    

青森市青森市青森市青森市のののの主催主催主催主催するするするする講演会講演会講演会講演会にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    青森市青森市青森市青森市のののの主催主催主催主催するするするする講演会講演会講演会講演会などのなどのなどのなどの講師選定講師選定講師選定講師選定はははは、、、、誰誰誰誰がそのようにがそのようにがそのようにがそのように決決決決めているのかめているのかめているのかめているのか。。。。市民市民市民市民のためのためのためのため

のののの講演会講演会講演会講演会などであなどであなどであなどであるのならばるのならばるのならばるのならば、、、、どのようなどのようなどのようなどのような業種業種業種業種のののの講師講師講師講師にににに来来来来てほしいかてほしいかてほしいかてほしいか、、、、またまたまたまた、、、、誰誰誰誰のののの講演講演講演講演をををを聞聞聞聞

きたいかきたいかきたいかきたいかについてについてについてについて提案提案提案提案やややや意見意見意見意見をををを述述述述べるべるべるべる権利権利権利権利がががが市民市民市民市民にはあるのではないかにはあるのではないかにはあるのではないかにはあるのではないか。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情事項事項事項事項））））    

・・・・青森市役所青森市役所青森市役所青森市役所やややや関係施設関係施設関係施設関係施設にににに「「「「講演会講師提案書講演会講師提案書講演会講師提案書講演会講師提案書」」」」をををを設置設置設置設置しししし、、、、期間期間期間期間をををを設設設設けけけけてててて意見意見意見意見をををを収集収集収集収集しししし、、、、そそそそ

のののの意見意見意見意見ののののもとでもとでもとでもとで講師講師講師講師をををを選定選定選定選定することすることすることすること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 55552222 号号号号    

    

    

保育保育保育保育のののの現状現状現状現状にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその１１１１））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    現行現行現行現行のののの青森市保育所入所案内青森市保育所入所案内青森市保育所入所案内青森市保育所入所案内のののの「「「「食物食物食物食物アレルギーアレルギーアレルギーアレルギーへのへのへのへの対応対応対応対応についてについてについてについて」」」」にはにはにはには、、、、そのそのそのその対応対応対応対応はははは保保保保

育所育所育所育所によってによってによってによって異異異異なるとあなるとあなるとあなるとあるるるるがががが、、、、事実事実事実事実、、、、現行現行現行現行ののののアレルギーアレルギーアレルギーアレルギー対対対対応応応応がががが保育所任保育所任保育所任保育所任せではせではせではせでは、、、、子子子子どもどもどもどものののの命命命命

ににににかかかかかかかかわるわるわるわる重大事重大事重大事重大事がががが起起起起きるきるきるきる可能性可能性可能性可能性がががが高高高高いいいい。。。。    

    食物食物食物食物アレルギーアレルギーアレルギーアレルギー調査票調査票調査票調査票をををを提出提出提出提出していてもしていてもしていてもしていても、、、、給食給食給食給食担当職員担当職員担当職員担当職員によってによってによってによって対応対応対応対応がががが全全全全くくくく違違違違いいいい、、、、呼吸困呼吸困呼吸困呼吸困

難難難難ややややアナフィラキシーアナフィラキシーアナフィラキシーアナフィラキシーなどなどなどなどのののの重篤重篤重篤重篤なななな症状症状症状症状になったになったになったになった場合場合場合場合、、、、緊急時緊急時緊急時緊急時のののの対応策対応策対応策対応策やややや薬薬薬薬などなどなどなどをををを準備準備準備準備してしてしてして

いるのとしていないのではいるのとしていないのではいるのとしていないのではいるのとしていないのでは大大大大きなきなきなきな差差差差があがあがあがあるるるる。。。。    

    行政行政行政行政としてとしてとしてとして、、、、基本的基本的基本的基本的なななな対策対策対策対策やややや方針等方針等方針等方針等をををを全保育所全保育所全保育所全保育所にににに指導指導指導指導などなどなどなど行行行行っているのかっているのかっているのかっているのか。。。。行行行行ってってってっていないいないいないいない

のであればのであればのであればのであれば、、、、子子子子どもどもどもどものののの命命命命をををを守守守守るためるためるためるため、、、、アレルギーアレルギーアレルギーアレルギー対対対対応応応応のののの徹底徹底徹底徹底をををを行政行政行政行政からからからから指導指導指導指導しなければならしなければならしなければならしなければなら

ないとないとないとないと考考考考ええええるるるる。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情事項事項事項事項））））    

・・・・青森市青森市青森市青森市のののの保育方針保育方針保育方針保育方針などがなどがなどがなどが現行現行現行現行でどのようになっているのかでどのようになっているのかでどのようになっているのかでどのようになっているのか、、、、各保育所各保育所各保育所各保育所ののののアレルギーアレルギーアレルギーアレルギー対対対対応応応応のののの

実施状況実施状況実施状況実施状況のののの調査調査調査調査とととと情報開示情報開示情報開示情報開示をををを行行行行うとともにうとともにうとともにうとともに、、、、全保育所全保育所全保育所全保育所にににに共通共通共通共通したしたしたした食物食物食物食物アレルギーアレルギーアレルギーアレルギーのののの対応方対応方対応方対応方

針針針針をををを指導指導指導指導しししし、、、、そのそのそのその内容内容内容内容をまとめたものををまとめたものををまとめたものををまとめたものをホームページホームページホームページホームページやややや市政市政市政市政だよりだよりだよりだより等等等等でででで発表発表発表発表することすることすることすること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 53535353 号号号号    

    

    

保育保育保育保育のののの現状現状現状現状にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその２２２２））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    現行現行現行現行のののの青森市保育所入所案内青森市保育所入所案内青森市保育所入所案内青森市保育所入所案内のののの「「「「食物食物食物食物アレルギーアレルギーアレルギーアレルギーへのへのへのへの対応対応対応対応についてについてについてについて」」」」にはにはにはには、、、、そのそのそのその対応対応対応対応はははは保保保保

育所育所育所育所によってによってによってによって異異異異なるとあなるとあなるとあなるとあるるるるがががが、、、、事実事実事実事実、、、、現行現行現行現行ののののアレルギーアレルギーアレルギーアレルギー対対対対応応応応がががが保育所任保育所任保育所任保育所任せではせではせではせでは、、、、子子子子どもどもどもどものののの命命命命

ににににかかかかかかかかわるわるわるわる重大事重大事重大事重大事がががが起起起起きるきるきるきる可能性可能性可能性可能性がががが高高高高いいいい。。。。    

    食物食物食物食物アレルギーアレルギーアレルギーアレルギー調査票調査票調査票調査票をををを提出提出提出提出していてもしていてもしていてもしていても、、、、給食給食給食給食担当職員担当職員担当職員担当職員によってによってによってによって対応対応対応対応がががが全全全全くくくく違違違違いいいい、、、、呼吸困呼吸困呼吸困呼吸困

難難難難ややややアナフィラキシーアナフィラキシーアナフィラキシーアナフィラキシーなどなどなどなどのののの重篤重篤重篤重篤なななな症状症状症状症状になったになったになったになった場合場合場合場合、、、、緊急時緊急時緊急時緊急時のののの対応策対応策対応策対応策やややや薬薬薬薬などなどなどなどをををを準備準備準備準備してしてしてして

いるのとしていないのではいるのとしていないのではいるのとしていないのではいるのとしていないのでは大大大大きなきなきなきな差差差差があがあがあがあるるるる。。。。    

    行政行政行政行政としてとしてとしてとして、、、、基本的基本的基本的基本的なななな対策対策対策対策やややや方針等方針等方針等方針等をををを全保育所全保育所全保育所全保育所にににに指導指導指導指導などなどなどなど行行行行っているのかっているのかっているのかっているのか。。。。行行行行ってってってっていないいないいないいない

のであればのであればのであればのであれば、、、、子子子子どもどもどもどものののの命命命命をををを守守守守るためるためるためるため、、、、アレルギーアレルギーアレルギーアレルギー対対対対応応応応のののの徹底徹底徹底徹底をををを行政行政行政行政からからからから指導指導指導指導しなければならしなければならしなければならしなければなら

ないとないとないとないと考考考考ええええるるるる。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情事項事項事項事項））））    

・・・・指導指導指導指導をををを行行行行ったったったった中中中中でででで、、、、アレルギーアレルギーアレルギーアレルギー時時時時のののの呼吸困難呼吸困難呼吸困難呼吸困難ややややアナフィラキシーアナフィラキシーアナフィラキシーアナフィラキシーなどなどなどなど保育保育保育保育のののの場面場面場面場面でのでのでのでの緊急緊急緊急緊急

対応対応対応対応マニュアルマニュアルマニュアルマニュアルをををを整備整備整備整備しししし、、、、全保育所全保育所全保育所全保育所にににに配布配布配布配布するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、実施状況実施状況実施状況実施状況をををを年年年年１１１１回調査回調査回調査回調査することすることすることすること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 55554444 号号号号    

    

    

月月月月１１１１回回回回のののの政策研究会開催政策研究会開催政策研究会開催政策研究会開催にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその１１１１））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    議会議会議会議会はははは「「「「政策立案機関政策立案機関政策立案機関政策立案機関」」」」でもあるというのがでもあるというのがでもあるというのがでもあるというのが建前建前建前建前でででであるあるあるあるがががが、、、、市民市民市民市民のののの意見意見意見意見をををを後後後後ろろろろ盾盾盾盾にしたにしたにしたにした政政政政

策提案策提案策提案策提案にはにはにはには至至至至っていっていっていっていないないないない。。。。今今今今はははは執行部執行部執行部執行部のののの総合計画総合計画総合計画総合計画やややや政策政策政策政策のののの評価評価評価評価・・・・検証検証検証検証をををを行行行行うううう過程過程過程過程でででで政策立案政策立案政策立案政策立案

能力能力能力能力をををを高高高高めていくめていくめていくめていく行動行動行動行動をすべきでをすべきでをすべきでをすべきであるあるあるある。。。。市民市民市民市民とととと一体一体一体一体となってとなってとなってとなって市市市市のののの課題課題課題課題にににに対対対対すすすするるるる諸施策諸施策諸施策諸施策をををを具体具体具体具体

的的的的にににに調査調査調査調査・・・・検討検討検討検討していくしていくしていくしていく場場場場があってがあってがあってがあってしかるべきであるしかるべきであるしかるべきであるしかるべきである。。。。    

    議会議会議会議会やややや委員会委員会委員会委員会のののの主催主催主催主催でででで政策研究会政策研究会政策研究会政策研究会をををを開催開催開催開催しししし、、、、市民市民市民市民をををを巻巻巻巻きききき込込込込んでんでんでんで諸課題諸課題諸課題諸課題へのへのへのへの対応対応対応対応をををを模索模索模索模索してしてしてして

いくうちにいくうちにいくうちにいくうちに、、、、市議会市議会市議会市議会へへへへのののの信頼信頼信頼信頼はははは自然自然自然自然にににに回復回復回復回復するでするでするでするであろうあろうあろうあろう。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの事項事項事項事項のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情事項事項事項事項））））    

・・・・最低月最低月最低月最低月１１１１回以上回以上回以上回以上、、、、議会議会議会議会やややや委員会委員会委員会委員会のののの主催主催主催主催でででで市民市民市民市民がががが参加参加参加参加しやすいしやすいしやすいしやすい週末週末週末週末をををを中心中心中心中心にににに「「「「政策研究会政策研究会政策研究会政策研究会」」」」

をををを開催開催開催開催しししし、、、、市民市民市民市民のののの意見意見意見意見をををを蓄積蓄積蓄積蓄積することすることすることすること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 55555555 号号号号    

    

    

月月月月１１１１回回回回のののの政策研究会開催政策研究会開催政策研究会開催政策研究会開催にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその２２２２））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    議会議会議会議会はははは「「「「政策立案機関政策立案機関政策立案機関政策立案機関」」」」でもあるというのがでもあるというのがでもあるというのがでもあるというのが建前建前建前建前でででであるあるあるあるがががが、、、、市民市民市民市民のののの意見意見意見意見をををを後後後後ろろろろ盾盾盾盾にしたにしたにしたにした政政政政

策提案策提案策提案策提案にはにはにはには至至至至っていっていっていっていないないないない。。。。今今今今はははは執行部執行部執行部執行部のののの総合計画総合計画総合計画総合計画やややや政策政策政策政策のののの評価評価評価評価・・・・検証検証検証検証をををを行行行行うううう過程過程過程過程でででで政策立案政策立案政策立案政策立案

能力能力能力能力をををを高高高高めていくめていくめていくめていく行動行動行動行動をすべきでをすべきでをすべきでをすべきであるあるあるある。。。。市民市民市民市民とととと一体一体一体一体となってとなってとなってとなって市市市市のののの課題課題課題課題にににに対対対対すすすするるるる諸施策諸施策諸施策諸施策をををを具体具体具体具体

的的的的にににに調査調査調査調査・・・・検討検討検討検討していくしていくしていくしていく場場場場があってがあってがあってがあってしかるべきであるしかるべきであるしかるべきであるしかるべきである。。。。    

    議会議会議会議会やややや委員会委員会委員会委員会のののの主催主催主催主催でででで政策研究会政策研究会政策研究会政策研究会をををを開催開催開催開催しししし、、、、市民市民市民市民をををを巻巻巻巻きききき込込込込んでんでんでんで諸課題諸課題諸課題諸課題へのへのへのへの対応対応対応対応をををを模索模索模索模索してしてしてして

いくうちにいくうちにいくうちにいくうちに、、、、市議会市議会市議会市議会へへへへのののの信頼信頼信頼信頼はははは自然自然自然自然にににに回復回復回復回復するでするでするでするであろうあろうあろうあろう。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの事項事項事項事項のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情事項事項事項事項））））    

・・・・政策政策政策政策研究会研究会研究会研究会のののの報告報告報告報告をををを議会議会議会議会ウウウウエエエエブサイトブサイトブサイトブサイトでででで行行行行うことうことうことうこと    



陳情第陳情第陳情第陳情第 55556666 号号号号    

    

    

市市市市のののの収支家計簿換算表示収支家計簿換算表示収支家計簿換算表示収支家計簿換算表示にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    青森市青森市青森市青森市のののの収入収入収入収入やややや支出支出支出支出はははは億円単位億円単位億円単位億円単位でででで金額金額金額金額もももも大大大大きくきくきくきく、、、、内訳内訳内訳内訳もももも複雑複雑複雑複雑なななな資料資料資料資料のためのためのためのため一般市民一般市民一般市民一般市民にはにはにはには理理理理

解解解解しづらいものになっていしづらいものになっていしづらいものになっていしづらいものになっているるるる。。。。これをこれをこれをこれを解決解決解決解決するためにするためにするためにするために、、、、三重県三重県三重県三重県のののの鳥羽市議会鳥羽市議会鳥羽市議会鳥羽市議会ではではではでは一般会計決一般会計決一般会計決一般会計決

算算算算をををを家計家計家計家計にににに例例例例ええええ、、、、単位単位単位単位をををを億円億円億円億円からからからから万円万円万円万円にににに換算換算換算換算したしたしたした「「「「鳥羽市鳥羽市鳥羽市鳥羽市のののの家計簿家計簿家計簿家計簿」」」」というというというという資料資料資料資料をををを作成作成作成作成しししし、、、、

わかりやすくわかりやすくわかりやすくわかりやすく市民市民市民市民にににに説明説明説明説明してしてしてしておりおりおりおり、、、、鳥羽市民鳥羽市民鳥羽市民鳥羽市民からもわかりやすいとからもわかりやすいとからもわかりやすいとからもわかりやすいと高高高高いいいい評価評価評価評価をををを得得得得ていていていているるるる。。。。    

    鳥羽市鳥羽市鳥羽市鳥羽市ではではではでは、、、、収入収入収入収入のうちのうちのうちのうち市税市税市税市税やややや使用料等使用料等使用料等使用料等をををを「「「「給料給料給料給料」、」、」、」、地方交付税地方交付税地方交付税地方交付税やややや国国国国、、、、県県県県のののの支出金支出金支出金支出金をををを「「「「親親親親

からのからのからのからの仕送仕送仕送仕送りりりり」、」、」、」、市債市債市債市債をををを「「「「ローンローンローンローンのののの借入借入借入借入」、」、」、」、繰入金繰入金繰入金繰入金をををを「「「「預金預金預金預金からのからのからのからの引引引引きききき出出出出しししし」、」、」、」、支出支出支出支出のうちのうちのうちのうち人人人人

件費件費件費件費をををを「「「「食費食費食費食費」、」、」、」、扶助費扶助費扶助費扶助費をををを「「「「医療費医療費医療費医療費、、、、学費学費学費学費」、」、」、」、公債費公債費公債費公債費をををを「「「「ローンローンローンローン返済返済返済返済」、」、」、」、物件費物件費物件費物件費をををを「「「「子供子供子供子供へのへのへのへの

仕送仕送仕送仕送りりりり」、」、」、」、建設建設建設建設・・・・維持修繕維持修繕維持修繕維持修繕をををを「「「「家家家家のののの改築改築改築改築」」」」などといったなどといったなどといったなどといった、、、、一般市民一般市民一般市民一般市民にににになじなじなじなじみのあるみのあるみのあるみのある言葉言葉言葉言葉にににに変変変変

換換換換していしていしていしているるるる。。。。    

市民感覚市民感覚市民感覚市民感覚にににに寄寄寄寄りりりり添添添添うううう議会議会議会議会にににに信頼信頼信頼信頼はははは寄寄寄寄せられせられせられせられるるるる。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情事項事項事項事項））））    

・・・・青森市青森市青森市青森市のののの一般会計決算一般会計決算一般会計決算一般会計決算のののの単位単位単位単位をををを簡略化簡略化簡略化簡略化しししし、、、、「「「「青森家青森家青森家青森家のののの家計簿家計簿家計簿家計簿」」」」とするわかりやすいとするわかりやすいとするわかりやすいとするわかりやすい資料資料資料資料をををを

作成作成作成作成することすることすることすること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 55557777 号号号号    

    

    

事業仕分事業仕分事業仕分事業仕分けけけけ制度制度制度制度にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその１１１１））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    岐阜県山県市岐阜県山県市岐阜県山県市岐阜県山県市、、、、千葉県八千代市千葉県八千代市千葉県八千代市千葉県八千代市、、、、山梨県北杜市山梨県北杜市山梨県北杜市山梨県北杜市、、、、三重県松三重県松三重県松三重県松阪阪阪阪市市市市などなどなどなどではではではでは、、、、無作為抽出無作為抽出無作為抽出無作為抽出でででで選選選選

ばれたばれたばれたばれた市民市民市民市民がががが参加参加参加参加するするするする事業仕分事業仕分事業仕分事業仕分けけけけ制度制度制度制度のののの実践実践実践実践がががが進進進進んでいんでいんでいんでいるるるる。。。。いずれもいずれもいずれもいずれも、、、、オープンガバメントオープンガバメントオープンガバメントオープンガバメント

時代時代時代時代にふさわしくにふさわしくにふさわしくにふさわしく、、、、ユーストリームユーストリームユーストリームユーストリームでのでのでのでの生中継生中継生中継生中継やややや見学自由見学自由見学自由見学自由などなどなどなど、、、、透明性透明性透明性透明性やややや市民参加市民参加市民参加市民参加をををを高高高高めるめるめるめる

幾幾幾幾つつつつものものものもの手法手法手法手法にににに挑戦挑戦挑戦挑戦しているしているしているしている。。。。    

    事業仕分事業仕分事業仕分事業仕分けをけをけをけを経経経経てててて財政難財政難財政難財政難がががが改善改善改善改善したしたしたした銚子市銚子市銚子市銚子市にににに代表代表代表代表されるようにされるようにされるようにされるように、、、、事業仕分事業仕分事業仕分事業仕分けはけはけはけは、、、、市市市市のののの財政財政財政財政

リスクリスクリスクリスク排除排除排除排除にににに有効有効有効有効なななな手法手法手法手法でででであるあるあるあるがががが、、、、本来本来本来本来、、、、執行部執行部執行部執行部のののの予算案予算案予算案予算案にににに対対対対してしてしてして厳厳厳厳しいしいしいしい監視監視監視監視をををを行行行行うべきはうべきはうべきはうべきは

議会議会議会議会でででであるあるあるある。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情事項事項事項事項））））    

・・・・議会議会議会議会がががが定例会定例会定例会定例会とはとはとはとは別別別別にににに、、、、執行部執行部執行部執行部のののの予算案予算案予算案予算案がががが提出提出提出提出されたされたされたされた時点時点時点時点でででで無作為抽出無作為抽出無作為抽出無作為抽出したしたしたした市民市民市民市民とともにとともにとともにとともに

施設施設施設施設やややや事業事業事業事業のののの仕分仕分仕分仕分けをけをけをけを行行行行うううう制度制度制度制度をつくりをつくりをつくりをつくり、、、、無駄無駄無駄無駄なななな予算執行予算執行予算執行予算執行をををを阻止阻止阻止阻止することすることすることすること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 55558888 号号号号    

    

    

事業仕分事業仕分事業仕分事業仕分けけけけ制度制度制度制度にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその２２２２））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    岐阜県山県市岐阜県山県市岐阜県山県市岐阜県山県市、、、、千葉県八千代市千葉県八千代市千葉県八千代市千葉県八千代市、、、、山梨県北杜市山梨県北杜市山梨県北杜市山梨県北杜市、、、、三重県松三重県松三重県松三重県松阪阪阪阪市市市市などなどなどなどではではではでは、、、、無作為抽出無作為抽出無作為抽出無作為抽出でででで選選選選

ばれたばれたばれたばれた市民市民市民市民がががが参加参加参加参加するするするする事業仕分事業仕分事業仕分事業仕分けけけけ制度制度制度制度のののの実践実践実践実践がががが進進進進んでいんでいんでいんでいるるるる。。。。いずれもいずれもいずれもいずれも、、、、オープンガバメントオープンガバメントオープンガバメントオープンガバメント

時代時代時代時代にふさわしくにふさわしくにふさわしくにふさわしく、、、、ユーストリームユーストリームユーストリームユーストリームでのでのでのでの生中継生中継生中継生中継やややや見学自由見学自由見学自由見学自由などなどなどなど、、、、透明性透明性透明性透明性やややや市民参加市民参加市民参加市民参加をををを高高高高めるめるめるめる

幾幾幾幾つつつつものものものもの手法手法手法手法にににに挑戦挑戦挑戦挑戦しているしているしているしている。。。。    

    事業仕分事業仕分事業仕分事業仕分けをけをけをけを経経経経てててて財政難財政難財政難財政難がががが改善改善改善改善したしたしたした銚子市銚子市銚子市銚子市にににに代表代表代表代表されるようにされるようにされるようにされるように、、、、事業仕分事業仕分事業仕分事業仕分けはけはけはけは、、、、市市市市のののの財政財政財政財政

リスクリスクリスクリスク排除排除排除排除にににに有効有効有効有効なななな手法手法手法手法でででであるあるあるあるがががが、、、、本来本来本来本来、、、、執行部執行部執行部執行部のののの予算案予算案予算案予算案にににに対対対対してしてしてして厳厳厳厳しいしいしいしい監視監視監視監視をををを行行行行うべきはうべきはうべきはうべきは

議会議会議会議会でででであるあるあるある。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情事項事項事項事項））））    

・・・・事業仕分事業仕分事業仕分事業仕分けのけのけのけの様子様子様子様子はははは、、、、ユーストリームユーストリームユーストリームユーストリームでででで生中継生中継生中継生中継することすることすることすること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 55559999 号号号号    

    

    

首長首長首長首長のののの定例会見定例会見定例会見定例会見オープンオープンオープンオープン化化化化にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその１１１１））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    市長市長市長市長のののの定例会見定例会見定例会見定例会見はははは、、、、記者記者記者記者クラブメディアクラブメディアクラブメディアクラブメディアのみがのみがのみがのみが参加参加参加参加をををを許許許許されされされされ、、、、市民市民市民市民がががが質問質問質問質問したいことがしたいことがしたいことがしたいことが必必必必

ずしもずしもずしもずしも質問質問質問質問されされされされないないないない。。。。議事録議事録議事録議事録もあもあもあもあるるるるがががが、、、、改改改改ざんざんざんざんされていないされていないされていないされていない証拠証拠証拠証拠ははははないないないない。。。。    

    長野県知事長野県知事長野県知事長野県知事のののの定例会見定例会見定例会見定例会見はははは、、、、市民市民市民市民にににに開放開放開放開放されておりされておりされておりされており、、、、質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答にもにもにもにも市民市民市民市民がががが参加参加参加参加するするするする。。。。初初初初めめめめはははは

興味本位興味本位興味本位興味本位のののの市民市民市民市民がががが殺到殺到殺到殺到したしたしたしたとのことであるとのことであるとのことであるとのことであるがががが、、、、現在現在現在現在、、、、問題問題問題問題はははは起起起起きていないきていないきていないきていないとのことであるとのことであるとのことであるとのことである。。。。    

    議会議会議会議会はははは、、、、広広広広くくくく民意民意民意民意をををを反映反映反映反映させるさせるさせるさせる点点点点においてにおいてにおいてにおいて、、、、執行部執行部執行部執行部よりよりよりよりすぐすぐすぐすぐれているれているれているれている機関機関機関機関でででであるあるあるある。。。。執行部執行部執行部執行部

にににに率先率先率先率先してしてしてして議長定例会見議長定例会見議長定例会見議長定例会見をををを開催開催開催開催してみてはどうしてみてはどうしてみてはどうしてみてはどうかかかか。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情事項事項事項事項））））    

・・・・首長首長首長首長のののの定例会見定例会見定例会見定例会見ををををオープンオープンオープンオープン化化化化してしてしてして市民市民市民市民にににに開放開放開放開放するようするようするようするよう、、、、議会議会議会議会としてとしてとしてとして要望要望要望要望書書書書をををを提出提出提出提出することすることすることすること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 60606060 号号号号    

    

    

首長首長首長首長のののの定例会見定例会見定例会見定例会見オープンオープンオープンオープン化化化化にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその２２２２））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    市長市長市長市長のののの定例会見定例会見定例会見定例会見はははは、、、、記者記者記者記者クラブメディアクラブメディアクラブメディアクラブメディアのみがのみがのみがのみが参加参加参加参加をををを許許許許されされされされ、、、、市民市民市民市民がががが質問質問質問質問したいことがしたいことがしたいことがしたいことが必必必必

ずしもずしもずしもずしも質問質問質問質問されされされされないないないない。。。。議事録議事録議事録議事録もあもあもあもあるるるるがががが、、、、改改改改ざんざんざんざんされていないされていないされていないされていない証拠証拠証拠証拠ははははないないないない。。。。    

    長野県知事長野県知事長野県知事長野県知事のののの定例会見定例会見定例会見定例会見はははは、、、、市民市民市民市民にににに開放開放開放開放されておりされておりされておりされており、、、、質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答にもにもにもにも市民市民市民市民がががが参加参加参加参加するするするする。。。。初初初初めめめめはははは

興味本位興味本位興味本位興味本位のののの市民市民市民市民がががが殺到殺到殺到殺到したしたしたしたとのことであるとのことであるとのことであるとのことであるがががが、、、、現在現在現在現在、、、、問題問題問題問題はははは起起起起きていないきていないきていないきていないとのことであるとのことであるとのことであるとのことである。。。。    

    議会議会議会議会はははは、、、、広広広広くくくく民意民意民意民意をををを反映反映反映反映させるさせるさせるさせる点点点点においてにおいてにおいてにおいて、、、、執行部執行部執行部執行部よりよりよりよりすぐすぐすぐすぐれているれているれているれている機関機関機関機関でででであるあるあるある。。。。執行部執行部執行部執行部

にににに率先率先率先率先してしてしてして議長定例会見議長定例会見議長定例会見議長定例会見をををを開催開催開催開催してみてはどうしてみてはどうしてみてはどうしてみてはどうかかかか。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情事項事項事項事項））））    

・・・・議会議会議会議会がががが率先率先率先率先してしてしてして議長議長議長議長によるによるによるによるフルオープンフルオープンフルオープンフルオープンのののの定例会見定例会見定例会見定例会見をををを行行行行いいいい、、、、議会議会議会議会のののの自己評価等自己評価等自己評価等自己評価等をををを報告報告報告報告しししし、、、、

市民市民市民市民からのからのからのからの質問質問質問質問にににに答答答答えることえることえることえること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 61616161 号号号号    

    

    

投票率投票率投票率投票率がががが上上上上がるがるがるがる選挙選挙選挙選挙公報公報公報公報にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその１１１１））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    選挙選挙選挙選挙公報公報公報公報にはにはにはには選挙公約選挙公約選挙公約選挙公約とはとはとはとは言言言言えないえないえないえない単単単単にににに耳耳耳耳当当当当たりたりたりたりのよいのよいのよいのよい言葉言葉言葉言葉のののの羅列羅列羅列羅列がががが多多多多くくくく、、、、有権者有権者有権者有権者のののの投票投票投票投票

のののの判断基準判断基準判断基準判断基準としてのとしてのとしてのとしての情報情報情報情報とはとはとはとは呼呼呼呼べべべべないないないない。。。。    

    投票投票投票投票にににに行行行行かないかないかないかない人人人人はははは、、、、まずまずまずまず選挙選挙選挙選挙公報公報公報公報をををを読読読読まないとまないとまないとまないと考考考考えられえられえられえられるるるる。。。。投票投票投票投票にににに行行行行ってもらうってもらうってもらうってもらうためためためためにににに

はははは、、、、まずまずまずまずはははは読読読読みたくなるみたくなるみたくなるみたくなる選挙選挙選挙選挙公報公報公報公報をををを配布配布配布配布すべきですべきですべきですべきであるあるあるある。。。。    

    自分自分自分自分がががが知知知知りたいことにりたいことにりたいことにりたいことに議員候補議員候補議員候補議員候補がががが答答答答えるえるえるえる形式形式形式形式ならばならばならばならば関心関心関心関心をををを持持持持つはずでつはずでつはずでつはずであるあるあるある。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情事項事項事項事項））））    

・・・・選挙選挙選挙選挙公報公報公報公報はははは、、、、事前事前事前事前にににに公募公募公募公募したしたしたした市民市民市民市民からのからのからのからの共通共通共通共通のののの質問質問質問質問にににに答答答答えてもらうえてもらうえてもらうえてもらう方式方式方式方式にすることにすることにすることにすること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 66662222 号号号号    

    

    

投票率投票率投票率投票率がががが上上上上がるがるがるがる選挙選挙選挙選挙公報公報公報公報にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその２２２２））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    選挙選挙選挙選挙公報公報公報公報にはにはにはには選挙公約選挙公約選挙公約選挙公約とはとはとはとは言言言言えないえないえないえない単単単単にににに耳耳耳耳当当当当たりたりたりたりのよいのよいのよいのよい言葉言葉言葉言葉のののの羅列羅列羅列羅列がががが多多多多くくくく、、、、有権者有権者有権者有権者のののの投票投票投票投票

のののの判断基準判断基準判断基準判断基準としてのとしてのとしてのとしての情報情報情報情報とはとはとはとは呼呼呼呼べべべべないないないない。。。。    

    投票投票投票投票にににに行行行行かないかないかないかない人人人人はははは、、、、まずまずまずまず選挙選挙選挙選挙公報公報公報公報をををを読読読読まないとまないとまないとまないと考考考考えられえられえられえられるるるる。。。。投票投票投票投票にににに行行行行ってもらうってもらうってもらうってもらうためためためためにににに

はははは、、、、まずまずまずまずはははは読読読読みたくなるみたくなるみたくなるみたくなる選挙選挙選挙選挙公報公報公報公報をををを配布配布配布配布すべきですべきですべきですべきであるあるあるある。。。。    

    自分自分自分自分がががが知知知知りたいことにりたいことにりたいことにりたいことに議員候補議員候補議員候補議員候補がががが答答答答えるえるえるえる形式形式形式形式ならばならばならばならば関心関心関心関心をををを持持持持つはずでつはずでつはずでつはずであるあるあるある。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情事項事項事項事項））））    

・・・・自由記述自由記述自由記述自由記述のののの欄欄欄欄にはにはにはには、、、、検証可能検証可能検証可能検証可能なななな具体的具体的具体的具体的なななな数値数値数値数値やややや工程表工程表工程表工程表のののの記載記載記載記載をををを義務義務義務義務づづづづけることけることけることけること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 63636363 号号号号    

    

    

公正公正公正公正なななな議長選挙制度議長選挙制度議長選挙制度議長選挙制度にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    青森市議会基本条例第青森市議会基本条例第青森市議会基本条例第青森市議会基本条例第８８８８条条条条にはにはにはには「「「「議会議会議会議会はははは、、、、議長及議長及議長及議長及びびびび副議長副議長副議長副議長のののの選出選出選出選出にににに当当当当たってはたってはたってはたっては、、、、市民公開市民公開市民公開市民公開

のののの場場場場でででで所信所信所信所信をををを表明表明表明表明するするするする機会機会機会機会をををを設設設設けるものとするけるものとするけるものとするけるものとする。」。」。」。」とあとあとあとあるるるるがががが、、、、現状現状現状現状ではではではでは志願者志願者志願者志願者でないでないでないでない者者者者にもにもにもにも

投票投票投票投票できるものでできるものでできるものでできるものでありありありあり、、、、議長選挙議長選挙議長選挙議長選挙のののの実実実実ををををななななしていないとしていないとしていないとしていないと言言言言わざるをわざるをわざるをわざるを得得得得ないないないない。。。。    

    市民市民市民市民のののの政治不信政治不信政治不信政治不信のののの原因原因原因原因のののの１１１１つでもあるつでもあるつでもあるつでもある、、、、水面下水面下水面下水面下のののの調整調整調整調整によによによによりりりり議長議長議長議長ポストポストポストポストをををを回回回回すすすす風習風習風習風習はははは、、、、根根根根

絶絶絶絶させなければなさせなければなさせなければなさせなければならないらないらないらない。。。。    

    生生生生まれまれまれまれ変変変変わったわったわったわった青森市議会青森市議会青森市議会青森市議会をををを市民市民市民市民にににに示示示示すためにもすためにもすためにもすためにも、、、、議長選挙議長選挙議長選挙議長選挙はははは、、、、立候補者立候補者立候補者立候補者のみにのみにのみにのみに投票投票投票投票できできできでき

るるるる規定規定規定規定がががが求求求求められめられめられめられるるるる。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの事項事項事項事項のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情事項事項事項事項））））    

・・・・議長選挙議長選挙議長選挙議長選挙にににに際際際際してしてしてして、、、、議員議員議員議員はははは立候補者立候補者立候補者立候補者にのみにのみにのみにのみ投票投票投票投票できるとするできるとするできるとするできるとする規定規定規定規定をををを議会基本条例第議会基本条例第議会基本条例第議会基本条例第８８８８条条条条にににに

追加追加追加追加することすることすることすること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 64646464 号号号号    

    

    

反問権反問権反問権反問権、、、、反論権反論権反論権反論権のののの付与付与付与付与にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    一般質問一般質問一般質問一般質問のののの際際際際、、、、議員議員議員議員のののの質問質問質問質問にににに対対対対してしてしてして行政職員行政職員行政職員行政職員やややや市長市長市長市長がががが質問質問質問質問のののの論点論点論点論点をはっきりさせるなどのをはっきりさせるなどのをはっきりさせるなどのをはっきりさせるなどの

目的目的目的目的でででで議員議員議員議員にににに逆逆逆逆にににに質問質問質問質問できるできるできるできる権利権利権利権利（（（（反問権反問権反問権反問権））））をををを与与与与えるえるえるえる議会議会議会議会ががががふふふふえていえていえていえているるるる。。。。議会議会議会議会がががが議論議論議論議論するするするする場場場場

であるためにであるためにであるためにであるために、、、、双方双方双方双方がががが質問質問質問質問できてできてできてできて当然当然当然当然とのとのとのとの考考考考えからでえからでえからでえからであるあるあるある。。。。政策過程政策過程政策過程政策過程のののの説明責任説明責任説明責任説明責任をををを市長市長市長市長にににに課課課課

すすすすからにはからにはからにはからには、、、、反問権反問権反問権反問権をををを与与与与えなければえなければえなければえなければ不公正不公正不公正不公正であるであるであるである。。。。    

    反問反問反問反問されることによりされることによりされることによりされることにより筋書筋書筋書筋書きのないきのないきのないきのない展開展開展開展開がががが生生生生まれまれまれまれ、、、、議員議員議員議員もももも質問事項質問事項質問事項質問事項をををを十分精査十分精査十分精査十分精査したしたしたした上上上上でででで政政政政

策論争策論争策論争策論争にににに挑挑挑挑まなければなまなければなまなければなまなければならないらないらないらない。。。。そのことがそのことがそのことがそのことが、、、、よりよりよりより「「「「見見見見たくなるたくなるたくなるたくなる議会議会議会議会」」」」にににに変変変変ええええ、、、、市民市民市民市民のののの関心関心関心関心

をををを呼呼呼呼ぶことになるぶことになるぶことになるぶことになる。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの事項事項事項事項のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情事項事項事項事項））））    

・・・・市長市長市長市長及及及及びびびび行政職員行政職員行政職員行政職員にににに反問権反問権反問権反問権、、、、反論権反論権反論権反論権をををを認認認認めるめるめるめる告示告示告示告示をををを行行行行うことうことうことうこと    



陳情第陳情第陳情第陳情第 66665555 号号号号    

    

    

議員議員議員議員ののののフェイスブックフェイスブックフェイスブックフェイスブック利用促進利用促進利用促進利用促進にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその１１１１））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    フェイスブックフェイスブックフェイスブックフェイスブックはははは、、、、個人個人個人個人がががが直接実名直接実名直接実名直接実名でででで建設的建設的建設的建設的なななな議議議議論論論論ができるためができるためができるためができるため、、、、インターネットインターネットインターネットインターネット上上上上のののの会会会会

議室議室議室議室のようなのようなのようなのような利用利用利用利用がががが可能可能可能可能でありでありでありであり、、、、議員議員議員議員とととと市民市民市民市民ののののダイレクトダイレクトダイレクトダイレクトななななコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションをををを実現実現実現実現するするするする

ためにためにためにために最適最適最適最適ななななツールツールツールツールであるとであるとであるとであると考考考考えるえるえるえる。。。。    

    さらさらさらさらにはにはにはには、、、、フェイスブックフェイスブックフェイスブックフェイスブックはははは、、、、タイムラインタイムラインタイムラインタイムラインとととと呼呼呼呼ばれるばれるばれるばれる時系列表示時系列表示時系列表示時系列表示であるためであるためであるためであるため、、、、議会活動議会活動議会活動議会活動

がががが時系列時系列時系列時系列でででで市民市民市民市民にににに示示示示されるというされるというされるというされるというメリットメリットメリットメリットもあもあもあもあるるるる。。。。    

    既既既既にににに青森市議会議員青森市議会議員青森市議会議員青森市議会議員のうちのうちのうちのうち約約約約３３３３分分分分のののの１１１１ががががフェイスブックフェイスブックフェイスブックフェイスブックにににに登録登録登録登録してしてしてして市民市民市民市民とのやりとりをとのやりとりをとのやりとりをとのやりとりを

始始始始めていめていめていめているるるるがががが、、、、アカウントアカウントアカウントアカウントをををを作成作成作成作成したしたしたしただけでだけでだけでだけで実際更新実際更新実際更新実際更新していないしていないしていないしていない人人人人もももも見受見受見受見受けられけられけられけられるるるる。。。。    

    最大限最大限最大限最大限にににに活用活用活用活用すればすればすればすれば地方自治地方自治地方自治地方自治のののの新新新新しいしいしいしい可能性可能性可能性可能性をををを開拓開拓開拓開拓できるできるできるできるフェイスブックフェイスブックフェイスブックフェイスブックのののの利用利用利用利用をををを促進促進促進促進

すべきですべきですべきですべきであるあるあるある。。。。議員全員議員全員議員全員議員全員によるによるによるによるフェイスブックフェイスブックフェイスブックフェイスブック活用活用活用活用をををを実現実現実現実現すればすればすればすれば、、、、青森市議会青森市議会青森市議会青森市議会はははは市民市民市民市民とととと対話対話対話対話

をするをするをするをする議会議会議会議会としてとしてとしてとして定評定評定評定評をををを得得得得るはずでるはずでるはずでるはずであるあるあるある。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情事項陳情事項陳情事項陳情事項））））    

・・・・全議員全議員全議員全議員をををを対象対象対象対象ににににフェイスブックフェイスブックフェイスブックフェイスブック講習会講習会講習会講習会をををを開催開催開催開催することすることすることすること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 66666666 号号号号    

    

    

議員議員議員議員ののののフェイスブックフェイスブックフェイスブックフェイスブック利用促進利用促進利用促進利用促進にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその２２２２））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    フェイスブックフェイスブックフェイスブックフェイスブックはははは、、、、個人個人個人個人がががが直接実名直接実名直接実名直接実名でででで建設的建設的建設的建設的なななな議議議議論論論論ができるためができるためができるためができるため、、、、インターネットインターネットインターネットインターネット上上上上のののの会会会会

議室議室議室議室のようなのようなのようなのような利用利用利用利用がががが可能可能可能可能でありでありでありであり、、、、議員議員議員議員とととと市民市民市民市民ののののダイレクトダイレクトダイレクトダイレクトななななコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションをををを実現実現実現実現するするするする

ためにためにためにために最適最適最適最適ななななツールツールツールツールであるとであるとであるとであると考考考考えるえるえるえる。。。。    

    さらさらさらさらにはにはにはには、、、、フェイスブックフェイスブックフェイスブックフェイスブックはははは、、、、タイムラインタイムラインタイムラインタイムラインとととと呼呼呼呼ばれるばれるばれるばれる時系列表示時系列表示時系列表示時系列表示であるためであるためであるためであるため、、、、議会活動議会活動議会活動議会活動

がががが時系列時系列時系列時系列でででで市民市民市民市民にににに示示示示されるというされるというされるというされるというメリットメリットメリットメリットもあもあもあもあるるるる。。。。    

    既既既既にににに青森市議会議員青森市議会議員青森市議会議員青森市議会議員のうちのうちのうちのうち約約約約３３３３分分分分のののの１１１１ががががフェイスブックフェイスブックフェイスブックフェイスブックにににに登録登録登録登録してしてしてして市民市民市民市民とのやりとりをとのやりとりをとのやりとりをとのやりとりを

始始始始めていめていめていめているるるるがががが、、、、アカウントアカウントアカウントアカウントをををを作成作成作成作成したしたしたしただけでだけでだけでだけで実際更新実際更新実際更新実際更新していないしていないしていないしていない人人人人もももも見受見受見受見受けられけられけられけられるるるる。。。。    

    最大限最大限最大限最大限にににに活用活用活用活用すればすればすればすれば地方自治地方自治地方自治地方自治のののの新新新新しいしいしいしい可能性可能性可能性可能性をををを開拓開拓開拓開拓できるできるできるできるフェイスブックフェイスブックフェイスブックフェイスブックのののの利用利用利用利用をををを促進促進促進促進

すべきですべきですべきですべきであるあるあるある。。。。議員全員議員全員議員全員議員全員によるによるによるによるフェイスブックフェイスブックフェイスブックフェイスブック活用活用活用活用をををを実現実現実現実現すればすればすればすれば、、、、青森市議会青森市議会青森市議会青森市議会はははは市民市民市民市民とととと対話対話対話対話

をするをするをするをする議会議会議会議会としてとしてとしてとして定評定評定評定評をををを得得得得るはずでるはずでるはずでるはずであるあるあるある。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情事項陳情事項陳情事項陳情事項））））    

・・・・全議員全議員全議員全議員ががががフェイスブックフェイスブックフェイスブックフェイスブックアカウントアカウントアカウントアカウントをををを作成作成作成作成することすることすることすること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 67676767 号号号号    

    

    

青森市青森市青森市青森市議会基本条例議会基本条例議会基本条例議会基本条例にににに関関関関するするするする公聴会公聴会公聴会公聴会のののの開催開催開催開催にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    平成平成平成平成 25252525 年年年年２２２２月月月月 20202020 日日日日にににに議決議決議決議決されたされたされたされた青森市議会基本条例青森市議会基本条例青森市議会基本条例青森市議会基本条例第第第第 24242424 条条条条にはにはにはには、「、「、「、「議会議会議会議会はははは、、、、一般選挙一般選挙一般選挙一般選挙をををを

経経経経たたたた任期開始後任期開始後任期開始後任期開始後できるだけできるだけできるだけできるだけ速速速速やかにやかにやかにやかに、、、、このこのこのこの条例条例条例条例のののの目的目的目的目的がががが達成達成達成達成されているかどうかをされているかどうかをされているかどうかをされているかどうかを議会運営議会運営議会運営議会運営

委員会委員会委員会委員会においてにおいてにおいてにおいて検討検討検討検討するものとするするものとするするものとするするものとする。」。」。」。」とととと記記記記されてされてされてされておりおりおりおり、、、、第第第第２２２２項項項項ににににはははは、「、「、「、「議会議会議会議会はははは、、、、前項前項前項前項のののの規定規定規定規定

によるによるによるによる検討検討検討検討のののの結果結果結果結果にににに基基基基づきづきづきづき、、、、このこのこのこの条例条例条例条例のののの改正改正改正改正をををを含含含含むむむむ適切適切適切適切なななな措置措置措置措置をををを講講講講じるものとするじるものとするじるものとするじるものとする。」。」。」。」とあとあとあとあ

るるるる。。。。    

    以上以上以上以上のののの条文条文条文条文にのっとりにのっとりにのっとりにのっとり、、、、議会議会議会議会はははは、、、、議会基本条例議会基本条例議会基本条例議会基本条例のののの目的目的目的目的がががが市民市民市民市民にににに理解理解理解理解されているかどうかされているかどうかされているかどうかされているかどうか検検検検

証証証証しししし、、、、議会運営委員会議会運営委員会議会運営委員会議会運営委員会でのでのでのでの協議協議協議協議にににに市民市民市民市民のののの意見意見意見意見をををを反映反映反映反映するためのするためのするためのするための公聴会公聴会公聴会公聴会をををを開催開催開催開催すべきですべきですべきですべきであるあるあるある。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情事項陳情事項陳情事項陳情事項））））    

・・・・12121212 月議会開会後速月議会開会後速月議会開会後速月議会開会後速やかやかやかやかにににに、、、、青森市青森市青森市青森市議会基本条例議会基本条例議会基本条例議会基本条例にににに関関関関するするするする公聴会公聴会公聴会公聴会をををを開催開催開催開催しししし、、、、条例見直条例見直条例見直条例見直しのしのしのしの協協協協

議議議議にににに市民市民市民市民からのからのからのからの意見意見意見意見をををを反映反映反映反映させることさせることさせることさせること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 66668888 号号号号    

    

    

議会議会議会議会のののの参考人制度参考人制度参考人制度参考人制度にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    請願請願請願請願・・・・陳情陳情陳情陳情をををを提出提出提出提出したしたしたした市民市民市民市民がががが議会議会議会議会にににに出席出席出席出席しししし、、、、議員議員議員議員とともにとともにとともにとともに議論議論議論議論するするするする議会議会議会議会がふがふがふがふえていえていえていえているるるる。。。。そそそそ

のののの大部分大部分大部分大部分はははは参考人制度参考人制度参考人制度参考人制度をををを活用活用活用活用しておりしておりしておりしており、、、、参考人制度参考人制度参考人制度参考人制度はははは市民市民市民市民をををを参考人参考人参考人参考人としてとしてとしてとして呼呼呼呼ぶことができるぶことができるぶことができるぶことができる

というというというという議会議会議会議会のののの権限権限権限権限をををを定定定定めていめていめていめているるるるがががが、、、、北海道栗山町北海道栗山町北海道栗山町北海道栗山町などなどなどなど幾幾幾幾つつつつかのかのかのかの議会基本条例議会基本条例議会基本条例議会基本条例はははは、、、、市民市民市民市民のののの権限権限権限権限

としてとしてとしてとして定定定定めていめていめていめているるるる。。。。    

    栗山町議会基本条例栗山町議会基本条例栗山町議会基本条例栗山町議会基本条例第第第第４４４４条条条条第第第第３３３３項項項項にはにはにはには、「、「、「、「議会議会議会議会はははは、、、、常任委員会常任委員会常任委員会常任委員会、、、、特別委員会等特別委員会等特別委員会等特別委員会等のののの運営運営運営運営にににに当当当当

たりたりたりたり、、、、参考人制度及参考人制度及参考人制度及参考人制度及びびびび公聴会制度公聴会制度公聴会制度公聴会制度をををを十分十分十分十分にににに活用活用活用活用してしてしてして、、、、町民町民町民町民のののの専門的又専門的又専門的又専門的又はははは政策的識見等政策的識見等政策的識見等政策的識見等をををを議会議会議会議会

のののの討議討議討議討議にににに反映反映反映反映させるものとするさせるものとするさせるものとするさせるものとする。」。」。」。」とあとあとあとあるるるる。。。。    

    開開開開かれたかれたかれたかれた議会議会議会議会とはとはとはとは、、、、市民市民市民市民がががが参加参加参加参加するするするする議会議会議会議会というというというという意味意味意味意味もあもあもあもあるるるる。。。。文字文字文字文字どおりどおりどおりどおり市民市民市民市民がががが議会議会議会議会のののの政策政策政策政策

決定決定決定決定のののの現場現場現場現場にににに参加参加参加参加することをすることをすることをすることを実現実現実現実現させるためさせるためさせるためさせるため、、、、参考人制度参考人制度参考人制度参考人制度をををを整備整備整備整備することはすることはすることはすることは重要重要重要重要であるであるであるである。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情事項陳情事項陳情事項陳情事項））））    

・・・・栗山町議会栗山町議会栗山町議会栗山町議会基本条例基本条例基本条例基本条例をををを参考参考参考参考にににに、、、、青森市青森市青森市青森市議会基本条例議会基本条例議会基本条例議会基本条例にににに参考人制度参考人制度参考人制度参考人制度をををを盛盛盛盛りりりり込込込込んだんだんだんだ条文条文条文条文をををを追加追加追加追加

することすることすることすること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 66669999 号号号号    

    

    

議会議会議会議会ののののペーパーレスペーパーレスペーパーレスペーパーレス化化化化にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその１１１１））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県のののの逗子市議会逗子市議会逗子市議会逗子市議会がががが、、、、議員議員議員議員・・・・執行部執行部執行部執行部ともにともにともにともに紙媒体紙媒体紙媒体紙媒体のののの資料資料資料資料をををを見見見見るのでるのでるのでるのでははははなくなくなくなく、、、、タブレッタブレッタブレッタブレッ

トトトト端末端末端末端末ででででクラウドクラウドクラウドクラウド上上上上にににに保管保管保管保管されたされたされたされた電子電子電子電子ファイルファイルファイルファイルをををを見見見見るるるる取取取取りりりり組組組組みみみみをををを本格的本格的本格的本格的にににに開始開始開始開始していしていしていしているるるる。。。。大大大大

量量量量のののの印刷作業印刷作業印刷作業印刷作業がががが不要不要不要不要になるなどになるなどになるなどになるなど、、、、行政職員行政職員行政職員行政職員のののの作業効率化作業効率化作業効率化作業効率化ややややペーパーレスペーパーレスペーパーレスペーパーレスによるによるによるによる行政行政行政行政コストコストコストコストのののの

削減削減削減削減につなにつなにつなにつながるがるがるがるばかりばかりばかりばかりででででははははなくなくなくなく、、、、議事運営議事運営議事運営議事運営のののの効率化効率化効率化効率化もももも期待期待期待期待できできできできるるるる。。。。    

    議会内議会内議会内議会内ではではではでは、、、、具体的具体的具体的具体的なななな数値数値数値数値、、、、資料資料資料資料にににに基基基基づいたづいたづいたづいた議論議論議論議論がががが行行行行われることになりわれることになりわれることになりわれることになり、、、、議会外議会外議会外議会外ではではではでは、、、、市市市市

民民民民へのへのへのへの政策政策政策政策やややや事業事業事業事業のののの詳詳詳詳しいしいしいしい説明説明説明説明がががが容易容易容易容易になるなどのになるなどのになるなどのになるなどの効果効果効果効果もあもあもあもあるるるる。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情事項事項事項事項））））    

・・・・第一段階第一段階第一段階第一段階としてとしてとしてとして、、、、ペーパーレスペーパーレスペーパーレスペーパーレス化化化化をしたをしたをしたをした場合場合場合場合のののの経費削減額経費削減額経費削減額経費削減額をををを算出算出算出算出することすることすることすること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 70707070 号号号号    

    

    

議会議会議会議会ののののペーパーレスペーパーレスペーパーレスペーパーレス化化化化にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその２２２２））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県のののの逗子市議会逗子市議会逗子市議会逗子市議会がががが、、、、議員議員議員議員・・・・執行部執行部執行部執行部ともにともにともにともに紙媒体紙媒体紙媒体紙媒体のののの資料資料資料資料をををを見見見見るのでるのでるのでるのでははははなくなくなくなく、、、、タブレッタブレッタブレッタブレッ

トトトト端末端末端末端末ででででクラウドクラウドクラウドクラウド上上上上にににに保管保管保管保管されたされたされたされた電子電子電子電子ファイルファイルファイルファイルをををを見見見見るるるる取取取取りりりり組組組組みみみみをををを本格的本格的本格的本格的にににに開始開始開始開始していしていしていしているるるる。。。。大大大大

量量量量のののの印刷作業印刷作業印刷作業印刷作業がががが不要不要不要不要になるなどになるなどになるなどになるなど、、、、行政職員行政職員行政職員行政職員のののの作業効率化作業効率化作業効率化作業効率化ややややペーパーレスペーパーレスペーパーレスペーパーレスによるによるによるによる行政行政行政行政コストコストコストコストのののの

削減削減削減削減につなにつなにつなにつながるがるがるがるばかりばかりばかりばかりででででははははなくなくなくなく、、、、議事運営議事運営議事運営議事運営のののの効率化効率化効率化効率化もももも期待期待期待期待できできできできるるるる。。。。    

    議会内議会内議会内議会内ではではではでは、、、、具体的具体的具体的具体的なななな数値数値数値数値、、、、資料資料資料資料にににに基基基基づいたづいたづいたづいた議論議論議論議論がががが行行行行われることになりわれることになりわれることになりわれることになり、、、、議会外議会外議会外議会外ではではではでは、、、、市市市市

民民民民へのへのへのへの政策政策政策政策やややや事業事業事業事業のののの詳詳詳詳しいしいしいしい説明説明説明説明がががが容易容易容易容易になるなどのになるなどのになるなどのになるなどの効果効果効果効果もあもあもあもあるるるる。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情事項陳情事項陳情事項陳情事項））））    

・・・・ペーパーレスペーパーレスペーパーレスペーパーレス化化化化実現実現実現実現にににに向向向向けてけてけてけて、、、、全員協議会全員協議会全員協議会全員協議会でででで討議討議討議討議することすることすることすること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 71717171 号号号号    

    

    

議会議会議会議会のののの存在意義存在意義存在意義存在意義のののの周知徹底周知徹底周知徹底周知徹底にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    青森市青森市青森市青森市議会基本条例議会基本条例議会基本条例議会基本条例にはにはにはには、、、、議会議会議会議会のののの存在意義存在意義存在意義存在意義がしっかりとがしっかりとがしっかりとがしっかりと明記明記明記明記されていされていされていされているるるる。。。。しかししかししかししかし、、、、市民市民市民市民へへへへ

周知徹底周知徹底周知徹底周知徹底されてされてされてされておらずおらずおらずおらず、、、、議会活動議会活動議会活動議会活動がががが全全全全くくくく市民市民市民市民にににに見見見見えないためにえないためにえないためにえないために、、、、公然公然公然公然とととと議会不要論議会不要論議会不要論議会不要論ががががささやささやささやささや

かれてるかれてるかれてるかれてる。。。。市民市民市民市民にとってにとってにとってにとって議会議会議会議会がががが遠遠遠遠いものといものといものといものと感感感感じられるじられるじられるじられる限限限限りりりり、、、、議員定数削減議員定数削減議員定数削減議員定数削減やややや議員報酬削減議員報酬削減議員報酬削減議員報酬削減のののの

流流流流れもれもれもれも議会軽視議会軽視議会軽視議会軽視のののの市民感情市民感情市民感情市民感情がががが進進進進むにつれてよりむにつれてよりむにつれてよりむにつれてより強強強強まっていくまっていくまっていくまっていく可能性可能性可能性可能性もあもあもあもあるるるる。。。。    

    まずはまずはまずはまずは、、、、議会基本条例議会基本条例議会基本条例議会基本条例のののの内容内容内容内容をををを市民市民市民市民にににに知知知知ってもらいってもらいってもらいってもらい、、、、議会議会議会議会とはとはとはとは何何何何なのかなのかなのかなのか、、、、議会議会議会議会とととと市民市民市民市民のののの関関関関

係係係係はどうあるべきなのかをはどうあるべきなのかをはどうあるべきなのかをはどうあるべきなのかを理解理解理解理解してもらうしてもらうしてもらうしてもらう施策施策施策施策がががが必要必要必要必要になになになになるるるる。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情事項陳情事項陳情事項陳情事項））））    

・・・・会津若松市議会会津若松市議会会津若松市議会会津若松市議会のののの取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに倣倣倣倣いいいい、、、、青森市青森市青森市青森市議会基本条例議会基本条例議会基本条例議会基本条例のののの内容内容内容内容をををを、Ｑ、Ｑ、Ｑ、ＱアンドアンドアンドアンドＡＡＡＡなどをなどをなどをなどを用用用用いいいい

てかみてかみてかみてかみ砕砕砕砕いたいたいたいた、、、、わかりやすいわかりやすいわかりやすいわかりやすい小冊子小冊子小冊子小冊子をををを作成作成作成作成しししし、、、、全戸配布全戸配布全戸配布全戸配布することすることすることすること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 77772222 号号号号    

    

    

青森市青森市青森市青森市議会傍聴規則議会傍聴規則議会傍聴規則議会傍聴規則のののの改正改正改正改正にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその１１１１））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    現在現在現在現在、、、、青森市青森市青森市青森市議会議会議会議会のののの傍聴者傍聴者傍聴者傍聴者にはにはにはには、、、、傍聴規則傍聴規則傍聴規則傍聴規則によりによりによりにより入入入入りりりり口口口口でででで住所住所住所住所、、、、氏名氏名氏名氏名のののの記入記入記入記入がががが課課課課せられせられせられせられるるるる

がががが、、、、これはこれはこれはこれは傍聴傍聴傍聴傍聴するするするする市民市民市民市民をををを不審者不審者不審者不審者のごとくのごとくのごとくのごとく扱扱扱扱うううう規制規制規制規制であであであでありりりり、、、、市民市民市民市民のののの傍聴意欲傍聴意欲傍聴意欲傍聴意欲をををを著著著著しくそしくそしくそしくそいでいでいでいで

いいいいるるるる。。。。    

    傍聴傍聴傍聴傍聴ルールルールルールルールはははは簡素簡素簡素簡素なものになものになものになものに改改改改めめめめ、、、、市民市民市民市民がががが気軽気軽気軽気軽にににに参加参加参加参加できるものにすべきでできるものにすべきでできるものにすべきでできるものにすべきであるあるあるある。。。。    

    議会傍聴規則議会傍聴規則議会傍聴規則議会傍聴規則をををを簡素化簡素化簡素化簡素化することですることですることですることで、、、、よりよりよりより開開開開かれたかれたかれたかれた議会議会議会議会がががが実現実現実現実現できできできできるるるる。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情事項陳情事項陳情事項陳情事項））））    

・・・・議会入議会入議会入議会入りりりり口口口口でのでのでのでの住所住所住所住所、、、、氏名氏名氏名氏名のののの記入記入記入記入をををを廃止廃止廃止廃止することすることすることすること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 77773333 号号号号    

    

    

青森市青森市青森市青森市議会傍聴規則議会傍聴規則議会傍聴規則議会傍聴規則のののの改正改正改正改正にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその２２２２））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    現在現在現在現在、、、、青森市青森市青森市青森市議会議会議会議会のののの傍聴者傍聴者傍聴者傍聴者にはにはにはには、、、、傍聴規則傍聴規則傍聴規則傍聴規則によりによりによりにより入入入入りりりり口口口口でででで住所住所住所住所、、、、氏名氏名氏名氏名のののの記入記入記入記入がががが課課課課せられせられせられせられるるるる

がががが、、、、これはこれはこれはこれは傍聴傍聴傍聴傍聴するするするする市民市民市民市民をををを不審者不審者不審者不審者のごとくのごとくのごとくのごとく扱扱扱扱うううう規制規制規制規制であであであでありりりり、、、、市民市民市民市民のののの傍聴意欲傍聴意欲傍聴意欲傍聴意欲をををを著著著著しくそしくそしくそしくそいでいでいでいで

いいいいるるるる。。。。    

    傍聴傍聴傍聴傍聴ルールルールルールルールはははは簡素簡素簡素簡素なものになものになものになものに改改改改めめめめ、、、、市民市民市民市民がががが気軽気軽気軽気軽にににに参加参加参加参加できるものにすべきでできるものにすべきでできるものにすべきでできるものにすべきであるあるあるある。。。。    

    議会傍聴規則議会傍聴規則議会傍聴規則議会傍聴規則をををを簡素化簡素化簡素化簡素化することですることですることですることで、、、、よりよりよりより開開開開かれたかれたかれたかれた議会議会議会議会がががが実現実現実現実現できできできできるるるる。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情事項事項事項事項））））    

・・・・写真撮影写真撮影写真撮影写真撮影、、、、録画録画録画録画、、、、録音録音録音録音のののの禁止禁止禁止禁止をををを撤廃撤廃撤廃撤廃することすることすることすること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 77774444 号号号号    

    

    

青森市青森市青森市青森市議会傍聴規則議会傍聴規則議会傍聴規則議会傍聴規則のののの改正改正改正改正にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその３３３３））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    現在現在現在現在、、、、青森市青森市青森市青森市議会議会議会議会のののの傍聴者傍聴者傍聴者傍聴者にはにはにはには、、、、傍聴規則傍聴規則傍聴規則傍聴規則によりによりによりにより入入入入りりりり口口口口でででで住所住所住所住所、、、、氏名氏名氏名氏名のののの記入記入記入記入がががが課課課課せられせられせられせられるるるる

がががが、、、、これはこれはこれはこれは傍聴傍聴傍聴傍聴するするするする市民市民市民市民をををを不審者不審者不審者不審者のごとくのごとくのごとくのごとく扱扱扱扱うううう規制規制規制規制であであであでありりりり、、、、市民市民市民市民のののの傍聴意欲傍聴意欲傍聴意欲傍聴意欲をををを著著著著しくそしくそしくそしくそいでいでいでいで

いいいいるるるる。。。。    

    傍聴傍聴傍聴傍聴ルールルールルールルールはははは簡素簡素簡素簡素なものになものになものになものに改改改改めめめめ、、、、市民市民市民市民がががが気軽気軽気軽気軽にににに参加参加参加参加できるものにすべきでできるものにすべきでできるものにすべきでできるものにすべきであるあるあるある。。。。    

    議会傍聴規則議会傍聴規則議会傍聴規則議会傍聴規則をををを簡素化簡素化簡素化簡素化することですることですることですることで、、、、よりよりよりより開開開開かれたかれたかれたかれた議会議会議会議会がががが実現実現実現実現できできできできるるるる。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情事項事項事項事項））））    

・・・・茨城県取手市議会茨城県取手市議会茨城県取手市議会茨城県取手市議会のののの先進事例先進事例先進事例先進事例をををを参考参考参考参考にににに、、、、議場議場議場議場でのでのでのでの市民市民市民市民のののの演説演説演説演説をををを認認認認めることめることめることめること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 77775555 号号号号    

    

    

青森市青森市青森市青森市議会傍聴規則議会傍聴規則議会傍聴規則議会傍聴規則のののの改正改正改正改正にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその４４４４））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    現在現在現在現在、、、、青森市青森市青森市青森市議会議会議会議会のののの傍聴者傍聴者傍聴者傍聴者にはにはにはには、、、、傍聴規則傍聴規則傍聴規則傍聴規則によりによりによりにより入入入入りりりり口口口口でででで住所住所住所住所、、、、氏名氏名氏名氏名のののの記入記入記入記入がががが課課課課せられせられせられせられるるるる

がががが、、、、これはこれはこれはこれは傍聴傍聴傍聴傍聴するするするする市民市民市民市民をををを不審者不審者不審者不審者のごとくのごとくのごとくのごとく扱扱扱扱うううう規制規制規制規制であであであでありりりり、、、、市民市民市民市民のののの傍聴意欲傍聴意欲傍聴意欲傍聴意欲をををを著著著著しくそしくそしくそしくそいでいでいでいで

いいいいるるるる。。。。    

    傍聴傍聴傍聴傍聴ルールルールルールルールはははは簡素簡素簡素簡素なものになものになものになものに改改改改めめめめ、、、、市民市民市民市民がががが気軽気軽気軽気軽にににに参加参加参加参加できるものにすべきでできるものにすべきでできるものにすべきでできるものにすべきであるあるあるある。。。。    

    議会傍聴規則議会傍聴規則議会傍聴規則議会傍聴規則をををを簡素化簡素化簡素化簡素化することですることですることですることで、、、、よりよりよりより開開開開かれたかれたかれたかれた議会議会議会議会がががが実現実現実現実現できできできできるるるる。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情事項陳情事項陳情事項陳情事項））））    

・・・・議会議会議会議会がががが、、、、傍聴規則改正傍聴規則改正傍聴規則改正傍聴規則改正のためののためののためののためのパブリックコメントパブリックコメントパブリックコメントパブリックコメントをををを実施実施実施実施することすることすることすること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 76767676 号号号号    

    

    

週末議会週末議会週末議会週末議会・・・・夜間議会夜間議会夜間議会夜間議会のののの開催開催開催開催にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    平日平日平日平日のののの日中日中日中日中にににに行行行行われるわれるわれるわれる議会議会議会議会にはにはにはには、、、、仕事仕事仕事仕事ののののあるあるあるある市民市民市民市民はははは傍聴傍聴傍聴傍聴にににに行行行行けけけけないないないない。。。。栃木市議会栃木市議会栃木市議会栃木市議会などではなどではなどではなどでは、、、、

週末議会及週末議会及週末議会及週末議会及びびびび夜間議会夜間議会夜間議会夜間議会をををを開催開催開催開催しししし、、、、平日平日平日平日にににに来来来来られないられないられないられない市民市民市民市民にににに対応対応対応対応していしていしていしているるるる。。。。    

    市政市政市政市政にににに関心関心関心関心があってもがあってもがあってもがあっても、、、、平日平日平日平日にににに仕事仕事仕事仕事でででで傍聴傍聴傍聴傍聴できないできないできないできない市民市民市民市民もももも多多多多くいるくいるくいるくいる可能性可能性可能性可能性があがあがあがあるるるる。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情事項陳情事項陳情事項陳情事項））））    

・・・・各定例会各定例会各定例会各定例会のののの日程日程日程日程にににに、、、、週末週末週末週末にににに開開開開くくくく議会及議会及議会及議会及びびびび平日平日平日平日のののの夜夜夜夜間間間間にににに開開開開くくくく議会議会議会議会のののの日程日程日程日程をををを組組組組みみみみ込込込込むことむことむことむこと    



陳情第陳情第陳情第陳情第 93939393 号号号号    

    

    

陳情者陳情者陳情者陳情者のののの口頭陳述口頭陳述口頭陳述口頭陳述のののの機会機会機会機会にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその１１１１））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    市民市民市民市民のののの声声声声であるであるであるである陳情書陳情書陳情書陳情書のののの取取取取りりりり扱扱扱扱いはいはいはいは、、、、これまでこれまでこれまでこれまで陳情者陳情者陳情者陳情者はははは、、、、採択採択採択採択かかかか不採択不採択不採択不採択かのかのかのかの結果結果結果結果のみのみのみのみ知知知知るるるる

ことができたがことができたがことができたがことができたが、、、、これではこれではこれではこれでは委員会委員会委員会委員会のののの委員間討議委員間討議委員間討議委員間討議やややや本会議本会議本会議本会議でのでのでのでの採決採決採決採決がががが、、、、陳情陳情陳情陳情のののの内容内容内容内容をををを正確正確正確正確にににに理理理理

解解解解ししししたたたた上上上上でででで行行行行われたかどうかがわれたかどうかがわれたかどうかがわれたかどうかが不透明不透明不透明不透明でででであるあるあるある。。。。当然当然当然当然にしてにしてにしてにして採択採択採択採択されるべきとされるべきとされるべきとされるべきと感感感感じじじじられられられられるるるる陳情陳情陳情陳情

もももも不採択不採択不採択不採択ととととなっているなっているなっているなっている場合場合場合場合もももも多多多多くくくく、、、、議員議員議員議員とととと市民市民市民市民のののの意識意識意識意識のずれがのずれがのずれがのずれが大大大大きいきいきいきい可能性可能性可能性可能性もあもあもあもあるるるる。。。。    

    2012201220122012 年年年年にににに議会基本条例議会基本条例議会基本条例議会基本条例をををを制定制定制定制定したしたしたした 107107107107 議会議会議会議会のうちのうちのうちのうち、、、、陳情者陳情者陳情者陳情者にににに議員議員議員議員へのへのへのへの説明機会説明機会説明機会説明機会がががが公式公式公式公式にににに設設設設

定定定定されているされているされているされている議会議会議会議会はははは全体全体全体全体のののの７７７７割割割割となっていとなっていとなっていとなっているるるるがががが、、、、青森市議会基本条例青森市議会基本条例青森市議会基本条例青森市議会基本条例にはにはにはには、、、、残念残念残念残念ながらそのながらそのながらそのながらその

ようなようなようなような記述記述記述記述ががががないないないない。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情事項陳情事項陳情事項陳情事項））））    

・・・・希望希望希望希望するするするする陳情者陳情者陳情者陳情者にににに議員議員議員議員へのへのへのへの説明機会説明機会説明機会説明機会がががが保障保障保障保障されるようされるようされるようされるよう、、、、青森市青森市青森市青森市議会基本条例議会基本条例議会基本条例議会基本条例をををを改正改正改正改正するこするこするこするこ

とととと    



陳情第陳情第陳情第陳情第 94949494 号号号号    

    

    

陳情者陳情者陳情者陳情者のののの口頭陳述口頭陳述口頭陳述口頭陳述のののの機会機会機会機会にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその２２２２））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    市民市民市民市民のののの声声声声であるであるであるである陳情書陳情書陳情書陳情書のののの取取取取りりりり扱扱扱扱いはいはいはいは、、、、これまでこれまでこれまでこれまで陳情者陳情者陳情者陳情者はははは、、、、採択採択採択採択かかかか不採択不採択不採択不採択かのかのかのかの結果結果結果結果のみのみのみのみ知知知知るるるる

ことができたがことができたがことができたがことができたが、、、、これではこれではこれではこれでは委員会委員会委員会委員会のののの委員間討議委員間討議委員間討議委員間討議やややや本会議本会議本会議本会議でのでのでのでの採決採決採決採決がががが、、、、陳情陳情陳情陳情のののの内容内容内容内容をををを正確正確正確正確にににに理理理理

解解解解ししししたたたた上上上上でででで行行行行われたかどうかがわれたかどうかがわれたかどうかがわれたかどうかが不透明不透明不透明不透明でででであるあるあるある。。。。当然当然当然当然にしてにしてにしてにして採択採択採択採択されるべきとされるべきとされるべきとされるべきと感感感感じじじじられられられられるるるる陳情陳情陳情陳情

もももも不採択不採択不採択不採択ととととなっているなっているなっているなっている場合場合場合場合もももも多多多多くくくく、、、、議員議員議員議員とととと市民市民市民市民のののの意識意識意識意識のずれがのずれがのずれがのずれが大大大大きいきいきいきい可能性可能性可能性可能性もあもあもあもあるるるる。。。。    

    2012201220122012 年年年年にににに議会基本条例議会基本条例議会基本条例議会基本条例をををを制定制定制定制定したしたしたした 107107107107 議会議会議会議会のうちのうちのうちのうち、、、、陳情者陳情者陳情者陳情者にににに議員議員議員議員へのへのへのへの説明機会説明機会説明機会説明機会がががが公式公式公式公式にににに設設設設

定定定定されているされているされているされている議会議会議会議会はははは全体全体全体全体のののの７７７７割割割割となっていとなっていとなっていとなっているるるるがががが、、、、青森市議会基本条例青森市議会基本条例青森市議会基本条例青森市議会基本条例にはにはにはには、、、、残念残念残念残念ながらそのながらそのながらそのながらその

ようなようなようなような記述記述記述記述ががががないないないない。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情事項陳情事項陳情事項陳情事項））））    

・・・・本会議本会議本会議本会議でのでのでのでの陳情陳情陳情陳情にににに関関関関するするするする委員会委員会委員会委員会のののの審査報告審査報告審査報告審査報告はははは、、、、陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨をををを委員会委員会委員会委員会がどうがどうがどうがどう理解理解理解理解したかをしたかをしたかをしたかを明明明明

確確確確にしたにしたにしたにした上上上上でででで、、、、詳細詳細詳細詳細なななな理由理由理由理由とともにとともにとともにとともに行行行行うことうことうことうこと    



陳情第陳情第陳情第陳情第 95959595 号号号号    

    

    

陳情者陳情者陳情者陳情者のののの口頭陳述口頭陳述口頭陳述口頭陳述のののの機会機会機会機会にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその３３３３））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    市民市民市民市民のののの声声声声であるであるであるである陳情書陳情書陳情書陳情書のののの取取取取りりりり扱扱扱扱いはいはいはいは、、、、これまでこれまでこれまでこれまで陳情者陳情者陳情者陳情者はははは、、、、採択採択採択採択かかかか不採択不採択不採択不採択かのかのかのかの結果結果結果結果のみのみのみのみ知知知知るるるる

ことができたがことができたがことができたがことができたが、、、、これではこれではこれではこれでは委員会委員会委員会委員会のののの委員間討議委員間討議委員間討議委員間討議やややや本会議本会議本会議本会議でのでのでのでの採決採決採決採決がががが、、、、陳情陳情陳情陳情のののの内容内容内容内容をををを正確正確正確正確にににに理理理理

解解解解ししししたたたた上上上上でででで行行行行われたかどうかがわれたかどうかがわれたかどうかがわれたかどうかが不透明不透明不透明不透明でででであるあるあるある。。。。当然当然当然当然にしてにしてにしてにして採択採択採択採択されるべきとされるべきとされるべきとされるべきと感感感感じじじじられられられられるるるる陳情陳情陳情陳情

もももも不採択不採択不採択不採択ととととなっているなっているなっているなっている場合場合場合場合もももも多多多多くくくく、、、、議員議員議員議員とととと市民市民市民市民のののの意識意識意識意識のずれがのずれがのずれがのずれが大大大大きいきいきいきい可能性可能性可能性可能性もあもあもあもあるるるる。。。。    

    2012201220122012 年年年年にににに議会基本条例議会基本条例議会基本条例議会基本条例をををを制定制定制定制定したしたしたした 107107107107 議会議会議会議会のうちのうちのうちのうち、、、、陳情者陳情者陳情者陳情者にににに議員議員議員議員へのへのへのへの説明機会説明機会説明機会説明機会がががが公式公式公式公式にににに設設設設

定定定定されているされているされているされている議会議会議会議会はははは全体全体全体全体のののの７７７７割割割割となっていとなっていとなっていとなっているるるるがががが、、、、青森市議会基本条例青森市議会基本条例青森市議会基本条例青森市議会基本条例にはにはにはには、、、、残念残念残念残念ながらそのながらそのながらそのながらその

ようなようなようなような記述記述記述記述ががががないないないない。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情事項事項事項事項））））    

・・・・委員会委員会委員会委員会でのでのでのでの採決方法採決方法採決方法採決方法をををを、、、、賛成者起立賛成者起立賛成者起立賛成者起立からからからから反対者起立反対者起立反対者起立反対者起立とすることとすることとすることとすること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 100100100100 号号号号    

    

    

政治倫理向上対策政治倫理向上対策政治倫理向上対策政治倫理向上対策にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその１１１１））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    現在現在現在現在、、、、青森市議会議員青森市議会議員青森市議会議員青森市議会議員はははは、、、、政務活動費政務活動費政務活動費政務活動費のののの手引手引手引手引きというきというきというきという運用指針運用指針運用指針運用指針ににににのっとりのっとりのっとりのっとり、、、、収支報告書収支報告書収支報告書収支報告書にににに

領収書領収書領収書領収書のののの添付添付添付添付がががが義務義務義務義務づづづづけられていけられていけられていけられているるるるがががが、、、、そのそのそのその使途使途使途使途がががが適正適正適正適正かどうかかどうかかどうかかどうかをををを審査審査審査審査するのはするのはするのはするのは、、、、青森市議青森市議青森市議青森市議

会政務活動費会政務活動費会政務活動費会政務活動費のののの交付交付交付交付にににに関関関関するするするする条例条例条例条例によればによればによればによれば議長議長議長議長となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、しかもしかもしかもしかも、、、、必要必要必要必要とととと認認認認めらめらめらめられるれるれるれる場場場場

合合合合にのみにのみにのみにのみ審査審査審査審査がががが行行行行われるとされていることからわれるとされていることからわれるとされていることからわれるとされていることから、、、、実際実際実際実際はははは何何何何らららら実効性実効性実効性実効性のあるのあるのあるのある審査審査審査審査はははは行行行行われていわれていわれていわれてい

ないとないとないとないと見見見見ええええるるるる。。。。    

    政務活動費政務活動費政務活動費政務活動費のののの使途使途使途使途はははは、、、、広広広広くくくく市民市民市民市民のののの目目目目にさらされるべきにさらされるべきにさらされるべきにさらされるべきだだだだがががが、、、、無条件無条件無条件無条件にににに公開公開公開公開されているのはされているのはされているのはされているのは

総額総額総額総額のみでのみでのみでのみでありありありあり、、、、議員同士議員同士議員同士議員同士のののの目目目目にににに触触触触れるれるれるれる形形形形でででで、、、、使途使途使途使途のののの妥当性妥当性妥当性妥当性をををを審査審査審査審査するするするする仕組仕組仕組仕組みもまたみもまたみもまたみもまた必要必要必要必要でででで

あるあるあるある。。。。    

    一刻一刻一刻一刻もももも早早早早くくくく、、、、政治不信政治不信政治不信政治不信のののの打開打開打開打開をををを目的目的目的目的としたとしたとしたとした行動行動行動行動をををを起起起起こすこすこすこす必要必要必要必要があがあがあがあるるるる。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情事項事項事項事項））））    

・・・・各会派各会派各会派各会派からからからから１１１１名名名名ずつずつずつずつ選出選出選出選出されたされたされたされた議員議員議員議員のほかのほかのほかのほか、、、、無所属議員無所属議員無所属議員無所属議員及及及及びびびび公募公募公募公募のののの市民市民市民市民でででで構成構成構成構成されるされるされるされる政治政治政治政治

倫理審査会倫理審査会倫理審査会倫理審査会をををを設置設置設置設置しししし、、、、議長議長議長議長にににに提出提出提出提出されるされるされるされる政務活動費政務活動費政務活動費政務活動費のののの収支報告書収支報告書収支報告書収支報告書のののの写写写写しをしをしをしを審査会審査会審査会審査会にもにもにもにも同時同時同時同時

にににに提供提供提供提供されるされるされるされるようにするようにするようにするようにすることことことこと    



陳情第陳情第陳情第陳情第 101101101101 号号号号    

    

    

政治倫理向上対策政治倫理向上対策政治倫理向上対策政治倫理向上対策にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその２２２２））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    現在現在現在現在、、、、青森市議会議員青森市議会議員青森市議会議員青森市議会議員はははは、、、、政務活動費政務活動費政務活動費政務活動費のののの手引手引手引手引きというきというきというきという運用指針運用指針運用指針運用指針ににににのっとりのっとりのっとりのっとり、、、、収支報告書収支報告書収支報告書収支報告書にににに

領収書領収書領収書領収書のののの添付添付添付添付がががが義務義務義務義務づづづづけられていけられていけられていけられているるるるがががが、、、、そのそのそのその使途使途使途使途がががが適正適正適正適正かどうかかどうかかどうかかどうかをををを審査審査審査審査するのはするのはするのはするのは、、、、青森市議青森市議青森市議青森市議

会政務活動費会政務活動費会政務活動費会政務活動費のののの交付交付交付交付にににに関関関関するするするする条例条例条例条例によればによればによればによれば議長議長議長議長となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、しかもしかもしかもしかも、、、、必要必要必要必要とととと認認認認めらめらめらめられるれるれるれる場場場場

合合合合にのみにのみにのみにのみ審査審査審査審査がががが行行行行われるとされていることからわれるとされていることからわれるとされていることからわれるとされていることから、、、、実際実際実際実際はははは何何何何らららら実効性実効性実効性実効性のあるのあるのあるのある審査審査審査審査はははは行行行行われていわれていわれていわれてい

ないとないとないとないと見見見見ええええるるるる。。。。    

    政務活動費政務活動費政務活動費政務活動費のののの使途使途使途使途はははは、、、、広広広広くくくく市民市民市民市民のののの目目目目にさらされるべきにさらされるべきにさらされるべきにさらされるべきだだだだがががが、、、、無条件無条件無条件無条件にににに公開公開公開公開されているのはされているのはされているのはされているのは

総額総額総額総額のみでのみでのみでのみでありありありあり、、、、議員同士議員同士議員同士議員同士のののの目目目目にににに触触触触れるれるれるれる形形形形でででで、、、、使途使途使途使途のののの妥当性妥当性妥当性妥当性をををを審査審査審査審査するするするする仕組仕組仕組仕組みもまたみもまたみもまたみもまた必要必要必要必要でででで

あるあるあるある。。。。    

    一刻一刻一刻一刻もももも早早早早くくくく、、、、政治不信政治不信政治不信政治不信のののの打開打開打開打開をををを目的目的目的目的としたとしたとしたとした行動行動行動行動をををを起起起起こすこすこすこす必要必要必要必要があがあがあがあるるるる。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情事項事項事項事項））））    

・・・・政治倫理審査会政治倫理審査会政治倫理審査会政治倫理審査会はははは、、、、収支報告書収支報告書収支報告書収支報告書がががが提出提出提出提出されるたびにされるたびにされるたびにされるたびに使途使途使途使途のののの妥当性妥当性妥当性妥当性をををを審査審査審査審査ししししたたたた上上上上でででで報告書報告書報告書報告書をををを

作成作成作成作成しししし、、、、議会議会議会議会ウウウウエエエエブサイトブサイトブサイトブサイトにににに公開公開公開公開することすることすることすること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 101010107777 号号号号    

    

    

議会議会議会議会活動活動活動活動のののの可視化可視化可視化可視化にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその１１１１））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    議会制民主主義議会制民主主義議会制民主主義議会制民主主義はははは、、、、主権者主権者主権者主権者であるであるであるである市民市民市民市民のののの多様多様多様多様なななな意見意見意見意見がががが反映反映反映反映されるためにされるためにされるためにされるために、、、、議員議員議員議員のののの集合体集合体集合体集合体でででで

あるあるあるある議会議会議会議会がががが置置置置かれるかれるかれるかれる制度制度制度制度でででであるあるあるある。。。。しかししかししかししかし実際実際実際実際はははは、、、、賛否理由非公開賛否理由非公開賛否理由非公開賛否理由非公開、、、、首長提案首長提案首長提案首長提案のののの議案議案議案議案をををを丸丸丸丸ののののみみみみ、、、、

議員立案議員立案議員立案議員立案のののの条例制定条例制定条例制定条例制定ゼロゼロゼロゼロなどなどなどなど、、、、議会議会議会議会はそのはそのはそのはその存在意義存在意義存在意義存在意義にににに大大大大きなきなきなきな疑問疑問疑問疑問をををを突突突突きつけられてきつけられてきつけられてきつけられていいいいるるるる。。。。    

    議会議会議会議会みずからみずからみずからみずからがががが議会活動議会活動議会活動議会活動をををを可視化可視化可視化可視化すればすればすればすれば、、、、議会軽視議会軽視議会軽視議会軽視にににに歯歯歯歯どどどどめをめをめをめをかけるかけるかけるかけることができことができことができことができるるるる。。。。    

    議会議会議会議会ウウウウエエエエブサイトブサイトブサイトブサイトにはにはにはには、、、、「「「「『『『『開開開開かれたかれたかれたかれた議会議会議会議会』』』』をををを目指目指目指目指すすすす青森市議会青森市議会青森市議会青森市議会のののの役割役割役割役割、、、、仕組仕組仕組仕組みみみみ、、、、活動内容活動内容活動内容活動内容

などをなどをなどをなどを広広広広くくくく市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さまにさまにさまにさまに知知知知っていただきっていただきっていただきっていただき、、、、身近身近身近身近なものとしてなものとしてなものとしてなものとして受受受受けけけけ止止止止めていただけるようめていただけるようめていただけるようめていただけるよう、、、、

わかりやすくわかりやすくわかりやすくわかりやすく紹介紹介紹介紹介しておりますしておりますしておりますしております。」。」。」。」とあとあとあとあるがるがるがるが、、、、議員議員議員議員のののの政務活動費政務活動費政務活動費政務活動費のののの使途使途使途使途をををを市民市民市民市民がががが知知知知るためにるためにるためにるために

はははは、、、、収支報告書等閲覧請求書収支報告書等閲覧請求書収支報告書等閲覧請求書収支報告書等閲覧請求書をををを提出提出提出提出しなければしなければしなければしなければ閲覧閲覧閲覧閲覧できないできないできないできないありさまであるありさまであるありさまであるありさまである。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情事項事項事項事項））））    

・・・・議会議会議会議会ウウウウエエエエブサイトブサイトブサイトブサイトにににに、、、、議員個人議員個人議員個人議員個人のののの政務活動費政務活動費政務活動費政務活動費のののの使途内訳使途内訳使途内訳使途内訳をををを無条件無条件無条件無条件でででで公開公開公開公開することすることすることすること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 101010109999 号号号号    

    

    

議会議会議会議会活動活動活動活動のののの可視化可視化可視化可視化にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその３３３３））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    議会制民主主義議会制民主主義議会制民主主義議会制民主主義はははは、、、、主権者主権者主権者主権者であるであるであるである市民市民市民市民のののの多様多様多様多様なななな意見意見意見意見がががが反映反映反映反映されるためにされるためにされるためにされるために、、、、議員議員議員議員のののの集合体集合体集合体集合体でででで

あるあるあるある議会議会議会議会がががが置置置置かれるかれるかれるかれる制度制度制度制度でででであるあるあるある。。。。しかししかししかししかし実際実際実際実際はははは、、、、賛否理由非公開賛否理由非公開賛否理由非公開賛否理由非公開、、、、首長提案首長提案首長提案首長提案のののの議案議案議案議案をををを丸丸丸丸ののののみみみみ、、、、

議員立案議員立案議員立案議員立案のののの条例制定条例制定条例制定条例制定ゼロゼロゼロゼロなどなどなどなど、、、、議会議会議会議会はそのはそのはそのはその存在意義存在意義存在意義存在意義にににに大大大大きなきなきなきな疑問疑問疑問疑問をををを突突突突きつけられてきつけられてきつけられてきつけられていいいいるるるる。。。。    

    議会議会議会議会みずからみずからみずからみずからがががが議会活動議会活動議会活動議会活動をををを可視化可視化可視化可視化すればすればすればすれば、、、、議会軽視議会軽視議会軽視議会軽視にににに歯歯歯歯どどどどめをめをめをめをかけるかけるかけるかけることができことができことができことができるるるる。。。。    

    議会議会議会議会ウウウウエエエエブサイトブサイトブサイトブサイトにはにはにはには、、、、「「「「『『『『開開開開かれたかれたかれたかれた議会議会議会議会』』』』をををを目指目指目指目指すすすす青森市議会青森市議会青森市議会青森市議会のののの役割役割役割役割、、、、仕組仕組仕組仕組みみみみ、、、、活動内容活動内容活動内容活動内容

などをなどをなどをなどを広広広広くくくく市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さまにさまにさまにさまに知知知知っていただきっていただきっていただきっていただき、、、、身近身近身近身近なものとしてなものとしてなものとしてなものとして受受受受けけけけ止止止止めていただけるようめていただけるようめていただけるようめていただけるよう、、、、

わかりやすくわかりやすくわかりやすくわかりやすく紹介紹介紹介紹介しておりますしておりますしておりますしております。」。」。」。」とあとあとあとあるがるがるがるが、、、、議員議員議員議員のののの政務活動費政務活動費政務活動費政務活動費のののの使途使途使途使途をををを市民市民市民市民がががが知知知知るためにるためにるためにるために

はははは、、、、収支報告書等閲覧請求書収支報告書等閲覧請求書収支報告書等閲覧請求書収支報告書等閲覧請求書をををを提出提出提出提出しなければしなければしなければしなければ閲覧閲覧閲覧閲覧できないできないできないできないありさまであるありさまであるありさまであるありさまである。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情事項事項事項事項））））    

・・・・定例会定例会定例会定例会ごとにごとにごとにごとに議員個人議員個人議員個人議員個人のののの議会活動議会活動議会活動議会活動についてについてについてについて自己評価自己評価自己評価自己評価しししし、、、、議会議会議会議会ウウウウエエエエブサイトブサイトブサイトブサイトにににに公開公開公開公開することすることすることすること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 111111110000 号号号号    

    

    

陳情書提出機会陳情書提出機会陳情書提出機会陳情書提出機会のののの創出創出創出創出にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその１１１１））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    青森市議会青森市議会青森市議会青森市議会ウウウウエエエエブサイトブサイトブサイトブサイトのののの市議会市議会市議会市議会のののの概要概要概要概要のののの項目項目項目項目にはにはにはには、、、、最上段最上段最上段最上段にににに「「「「市民市民市民市民のののの声声声声をををを市政市政市政市政にににに反映反映反映反映すすすす

るるるる市議会市議会市議会市議会」」」」とととと明記明記明記明記されていされていされていされているるるるがががが、、、、結果的結果的結果的結果的にににに毎回毎回毎回毎回のののの定例会定例会定例会定例会でででで審議審議審議審議されるされるされるされる陳情陳情陳情陳情がおおむねがおおむねがおおむねがおおむね１１１１件件件件かかかか

２２２２件件件件となっていることはとなっていることはとなっていることはとなっていることは、、、、市議会市議会市議会市議会がががが市民市民市民市民にににに対対対対してしてしてして適正適正適正適正にににに陳情書陳情書陳情書陳情書のののの提出機提出機提出機提出機会会会会をををを提供提供提供提供していないしていないしていないしていない

ことのことのことのことのあらわあらわあらわあらわれであるとれであるとれであるとれであると考考考考ええええるるるる。。。。    

    青森市議会青森市議会青森市議会青森市議会のののの目的目的目的目的をををを果果果果たすためにもたすためにもたすためにもたすためにも、、、、現在現在現在現在のののの民意民意民意民意をををを市政市政市政市政にににに反映反映反映反映させるさせるさせるさせる不十分不十分不十分不十分なななな仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを改改改改

善善善善することがすることがすることがすることが必要必要必要必要でででであるあるあるある。。。。    

    陳情書陳情書陳情書陳情書のののの提出提出提出提出をををを広広広広くくくく市民市民市民市民にににに求求求求めることがめることがめることがめることが議会議会議会議会にににに望望望望まれまれまれまれるるるる。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情事項事項事項事項））））    

・・・・芦屋市議会芦屋市議会芦屋市議会芦屋市議会のののの陳情書陳情書陳情書陳情書パンフレットパンフレットパンフレットパンフレットをををを参考参考参考参考にににに、、、、市民市民市民市民がががが市市市市にににに意見意見意見意見をををを届届届届けるにはどうすればいいけるにはどうすればいいけるにはどうすればいいけるにはどうすればいい

のかをわかりやすくのかをわかりやすくのかをわかりやすくのかをわかりやすく記載記載記載記載したしたしたしたパンフレットパンフレットパンフレットパンフレットをををを作成作成作成作成してしてしてして市役所市役所市役所市役所にににに設置設置設置設置しししし、、、、全世帯全世帯全世帯全世帯ににににもももも配布配布配布配布すすすす

ることることることること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 111111111111 号号号号    

    

    

陳情書提出機会陳情書提出機会陳情書提出機会陳情書提出機会のののの創出創出創出創出にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその２２２２））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    青森市議会青森市議会青森市議会青森市議会ウウウウエエエエブサイトブサイトブサイトブサイトのののの市議会市議会市議会市議会のののの概要概要概要概要のののの項目項目項目項目にはにはにはには、、、、最上段最上段最上段最上段にににに「「「「市民市民市民市民のののの声声声声をををを市政市政市政市政にににに反映反映反映反映すすすす

るるるる市議会市議会市議会市議会」」」」とととと明記明記明記明記されていされていされていされているるるるがががが、、、、結果的結果的結果的結果的にににに毎回毎回毎回毎回のののの定例会定例会定例会定例会でででで審議審議審議審議されるされるされるされる陳情陳情陳情陳情がおおむねがおおむねがおおむねがおおむね１１１１件件件件かかかか

２２２２件件件件となっていることはとなっていることはとなっていることはとなっていることは、、、、市議会市議会市議会市議会がががが市民市民市民市民にににに対対対対してしてしてして適正適正適正適正にににに陳情書陳情書陳情書陳情書のののの提出機提出機提出機提出機会会会会をををを提供提供提供提供していないしていないしていないしていない

ことのことのことのことのあらわあらわあらわあらわれであるとれであるとれであるとれであると考考考考ええええるるるる。。。。    

    青森市議会青森市議会青森市議会青森市議会のののの目的目的目的目的をををを果果果果たすためにもたすためにもたすためにもたすためにも、、、、現在現在現在現在のののの民意民意民意民意をををを市政市政市政市政にににに反映反映反映反映させるさせるさせるさせる不十分不十分不十分不十分なななな仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを改改改改

善善善善することがすることがすることがすることが必要必要必要必要でででであるあるあるある。。。。    

    陳情書陳情書陳情書陳情書のののの提出提出提出提出をををを広広広広くくくく市民市民市民市民にににに求求求求めることがめることがめることがめることが議会議会議会議会にににに望望望望まれまれまれまれるるるる。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情事項事項事項事項））））    

・・・・市役所市役所市役所市役所にににに陳情書専用陳情書専用陳情書専用陳情書専用ポストポストポストポストをををを設置設置設置設置しししし、、、、広報広報広報広報をををを充実充実充実充実させることさせることさせることさせること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 111111112222 号号号号    

    

    

陳情書提出機会陳情書提出機会陳情書提出機会陳情書提出機会のののの創出創出創出創出にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその３３３３））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    青森市議会青森市議会青森市議会青森市議会ウエブサイトウエブサイトウエブサイトウエブサイトのののの市議会市議会市議会市議会のののの概要概要概要概要のののの項目項目項目項目にはにはにはには、、、、最上段最上段最上段最上段にににに「「「「市民市民市民市民のののの声声声声をををを市政市政市政市政にににに反映反映反映反映すすすす

るるるる市議会市議会市議会市議会」」」」とととと明記明記明記明記されているがされているがされているがされているが、、、、結果的結果的結果的結果的にににに毎回毎回毎回毎回のののの定例会定例会定例会定例会でででで審議審議審議審議されるされるされるされる陳情陳情陳情陳情がおおむねがおおむねがおおむねがおおむね１１１１件件件件かかかか

２２２２件件件件となっていることはとなっていることはとなっていることはとなっていることは、、、、市議会市議会市議会市議会がががが市民市民市民市民にににに対対対対してしてしてして適正適正適正適正にににに陳情書陳情書陳情書陳情書のののの提出機提出機提出機提出機会会会会をををを提供提供提供提供していないしていないしていないしていない

ことのあらわれであるとことのあらわれであるとことのあらわれであるとことのあらわれであると考考考考えるえるえるえる。。。。    

    青森市議会青森市議会青森市議会青森市議会のののの目的目的目的目的をををを果果果果たすためにもたすためにもたすためにもたすためにも、、、、現在現在現在現在のののの民意民意民意民意をををを市政市政市政市政にににに反映反映反映反映させるさせるさせるさせる不十分不十分不十分不十分なななな仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを改改改改

善善善善することがすることがすることがすることが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。    

    陳情書陳情書陳情書陳情書のののの提出提出提出提出をををを広広広広くくくく市民市民市民市民にににに求求求求めることがめることがめることがめることが議会議会議会議会にににに望望望望まれるまれるまれるまれる。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めるめるめるめる。。。。    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情事項事項事項事項））））    

・・・・議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会のののの際際際際にににに、、、、陳情書陳情書陳情書陳情書のののの受受受受けけけけ付付付付けけけけをををを行行行行うことうことうことうこと    



陳情第陳情第陳情第陳情第 111111113333 号号号号    

    

    

陳情書提出機会陳情書提出機会陳情書提出機会陳情書提出機会のののの創出創出創出創出にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその４４４４））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    青森市議会青森市議会青森市議会青森市議会ウエブサイトウエブサイトウエブサイトウエブサイトのののの市議会市議会市議会市議会のののの概要概要概要概要のののの項目項目項目項目にはにはにはには、、、、最上段最上段最上段最上段にににに「「「「市民市民市民市民のののの声声声声をををを市政市政市政市政にににに反映反映反映反映すすすす

るるるる市議会市議会市議会市議会」」」」とととと明記明記明記明記されているがされているがされているがされているが、、、、結果的結果的結果的結果的にににに毎回毎回毎回毎回のののの定例会定例会定例会定例会でででで審議審議審議審議されるされるされるされる陳情陳情陳情陳情がおおむねがおおむねがおおむねがおおむね１１１１件件件件かかかか

２２２２件件件件となっていることはとなっていることはとなっていることはとなっていることは、、、、市議会市議会市議会市議会がががが市民市民市民市民にににに対対対対してしてしてして適正適正適正適正にににに陳情書陳情書陳情書陳情書のののの提出機提出機提出機提出機会会会会をををを提供提供提供提供していないしていないしていないしていない

ことのあらわれであるとことのあらわれであるとことのあらわれであるとことのあらわれであると考考考考えるえるえるえる。。。。    

    青森市議会青森市議会青森市議会青森市議会のののの目的目的目的目的をををを果果果果たすためにもたすためにもたすためにもたすためにも、、、、現在現在現在現在のののの民意民意民意民意をををを市政市政市政市政にににに反映反映反映反映させるさせるさせるさせる不十分不十分不十分不十分なななな仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを改改改改

善善善善することがすることがすることがすることが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。    

    陳情書陳情書陳情書陳情書のののの提出提出提出提出をををを広広広広くくくく市民市民市民市民にににに求求求求めることがめることがめることがめることが議会議会議会議会にににに望望望望まれるまれるまれるまれる。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めるめるめるめる。。。。    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情事項事項事項事項））））    

・・・・陳情書様式陳情書様式陳情書様式陳情書様式をををを簡略化簡略化簡略化簡略化しししし、、、、市議会市議会市議会市議会ウウウウエエエエブサイトブサイトブサイトブサイト上上上上でででで陳情書陳情書陳情書陳情書をををを提出提出提出提出できるできるできるできる体制体制体制体制にすることにすることにすることにすること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 114114114114 号号号号    

    

    

青森市青森市青森市青森市議会基本条例第議会基本条例第議会基本条例第議会基本条例第６６６６条条条条のののの改正改正改正改正にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    平成平成平成平成 25252525 年年年年２２２２月月月月 20202020 日日日日にににに議決議決議決議決されたされたされたされた青森市議会基本条例第青森市議会基本条例第青森市議会基本条例第青森市議会基本条例第６６６６条条条条にはにはにはには、「、「、「、「議会議会議会議会はははは、、、、議案議案議案議案にににに対対対対すすすす

るるるる議員議員議員議員のののの賛否賛否賛否賛否のののの表明表明表明表明をををを市民市民市民市民にににに公表公表公表公表するものとするするものとするするものとするするものとする。」。」。」。」とあとあとあとあるるるるがががが、、、、市民市民市民市民はははは議員議員議員議員のののの賛否賛否賛否賛否にににに関関関関してしてしてして

そのそのそのその理由理由理由理由をををを知知知知るるるる権利権利権利権利があるのにがあるのにがあるのにがあるのに、、、、それをそれをそれをそれを公表公表公表公表していないことはしていないことはしていないことはしていないことは、、、、同条例第同条例第同条例第同条例第５５５５条条条条「「「「議会議会議会議会はははは、、、、そそそそ

のののの透明性透明性透明性透明性をををを高高高高めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、、、、市民市民市民市民にににに対対対対するするするする説明責任説明責任説明責任説明責任をををを果果果果たすためたすためたすためたすため、、、、議会議会議会議会のののの活動活動活動活動にににに関関関関するするするする情報情報情報情報

をををを市民市民市民市民にににに積極的積極的積極的積極的にににに公開公開公開公開するものとするするものとするするものとするするものとする。」。」。」。」にににに照照照照らせばらせばらせばらせば不十分不十分不十分不十分であるとであるとであるとであると考考考考ええええるるるる。。。。    

    市民市民市民市民はははは、、、、賛否理由賛否理由賛否理由賛否理由のないのないのないのない公開公開公開公開にににに意味意味意味意味をををを見見見見いいいい出出出出せずせずせずせず、、、、議会議会議会議会がががが市民感覚市民感覚市民感覚市民感覚をををを反映反映反映反映させたさせたさせたさせた行動行動行動行動ををををとととと

ることをることをることをることを望望望望んでいんでいんでいんでいるるるる。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情事項事項事項事項））））    

・・・・青森市青森市青森市青森市議会基本条例第議会基本条例第議会基本条例第議会基本条例第６６６６条条条条をををを改正改正改正改正しししし、、、、「「「「議会議会議会議会はははは、、、、議案議案議案議案にににに対対対対するするするする議員議員議員議員のののの賛否賛否賛否賛否のののの表明表明表明表明をををを、、、、そのそのそのその

詳細詳細詳細詳細なななな理由理由理由理由ととととともともともともにににに市民市民市民市民にににに公表公表公表公表するものとするするものとするするものとするするものとする」」」」とすることとすることとすることとすること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 111111115555 号号号号    

    

    

青森市青森市青森市青森市議会基本条例制定後議会基本条例制定後議会基本条例制定後議会基本条例制定後のののの経過発表経過発表経過発表経過発表にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその１１１１））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    平成平成平成平成 25252525 年年年年２２２２月月月月 22220000 日日日日にににに議決議決議決議決されたされたされたされた青森市議会基本条例第青森市議会基本条例第青森市議会基本条例第青森市議会基本条例第 24242424 条条条条にはにはにはには、「、「、「、「議会議会議会議会はははは、、、、一般選挙一般選挙一般選挙一般選挙をををを

経経経経たたたた任期開始後任期開始後任期開始後任期開始後できるだけできるだけできるだけできるだけ速速速速やかにやかにやかにやかに、、、、このこのこのこの条例条例条例条例のののの目的目的目的目的がががが達成達成達成達成されているかどうかをされているかどうかをされているかどうかをされているかどうかを議会運営議会運営議会運営議会運営

委員会委員会委員会委員会においてにおいてにおいてにおいて検討検討検討検討するものとするするものとするするものとするするものとする。」。」。」。」とととと記記記記されていされていされていされているるるる。。。。    

    以上以上以上以上のののの条文条文条文条文ににににのっとりのっとりのっとりのっとり、、、、議会議会議会議会はははは、、、、基本条例制定後基本条例制定後基本条例制定後基本条例制定後のののの経過経過経過経過についてについてについてについて多面的多面的多面的多面的なななな評価評価評価評価をををを行行行行いいいい、、、、市市市市

民民民民にににに公開公開公開公開しなければならないとしなければならないとしなければならないとしなければならないと考考考考ええええるるるる。。。。    

    市民市民市民市民がががが知知知知りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思っているっているっているっている情報情報情報情報をををを公開公開公開公開すればすればすればすれば、、、、青森市議会青森市議会青森市議会青森市議会のののの情報公開情報公開情報公開情報公開がががが進進進進むむむむ。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情事項事項事項事項））））    

・・・・12121212 月月月月議会開会後議会開会後議会開会後議会開会後できるだけできるだけできるだけできるだけ速速速速やかやかやかやかにににに、、、、青森市議会議員全個人青森市議会議員全個人青森市議会議員全個人青森市議会議員全個人がががが議会基本条例制定後議会基本条例制定後議会基本条例制定後議会基本条例制定後のののの経過経過経過経過

についてについてについてについて共通共通共通共通のののの様式様式様式様式でででで自己評価自己評価自己評価自己評価をををを行行行行いいいい、、、、結果結果結果結果をまとめたものををまとめたものををまとめたものををまとめたものを議会議会議会議会ホームページホームページホームページホームページやややや議会議会議会議会だだだだ

よりよりよりより等等等等でででで発表発表発表発表することすることすることすること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 111111116666 号号号号    

    

    

青森市青森市青森市青森市議会基本条例制定後議会基本条例制定後議会基本条例制定後議会基本条例制定後のののの経過発表経過発表経過発表経過発表にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその２２２２））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    平成平成平成平成 25252525 年年年年２２２２月月月月 22220000 日日日日にににに議決議決議決議決されたされたされたされた青森市議会基本条例第青森市議会基本条例第青森市議会基本条例第青森市議会基本条例第 24242424 条条条条にはにはにはには、「、「、「、「議会議会議会議会はははは、、、、一般選挙一般選挙一般選挙一般選挙をををを

経経経経たたたた任期開始後任期開始後任期開始後任期開始後できるだけできるだけできるだけできるだけ速速速速やかにやかにやかにやかに、、、、このこのこのこの条例条例条例条例のののの目的目的目的目的がががが達成達成達成達成されているかどうかをされているかどうかをされているかどうかをされているかどうかを議会運営議会運営議会運営議会運営

委員会委員会委員会委員会においてにおいてにおいてにおいて検討検討検討検討するものとするするものとするするものとするするものとする。」。」。」。」とととと記記記記されていされていされていされているるるる。。。。    

    以上以上以上以上のののの条文条文条文条文ににににのっとりのっとりのっとりのっとり、、、、議会議会議会議会はははは、、、、基本条例制定後基本条例制定後基本条例制定後基本条例制定後のののの経過経過経過経過についてについてについてについて多面的多面的多面的多面的なななな評価評価評価評価をををを行行行行いいいい、、、、市市市市

民民民民にににに公開公開公開公開しなければならないとしなければならないとしなければならないとしなければならないと考考考考ええええるるるる。。。。    

    市民市民市民市民がががが知知知知りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思っているっているっているっている情報情報情報情報をををを公開公開公開公開すればすればすればすれば、、、、青森市議会青森市議会青森市議会青森市議会のののの情報公開情報公開情報公開情報公開がががが進進進進むむむむ。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情事項事項事項事項））））    

・・・・青森市民青森市民青森市民青森市民にににに対対対対しししし、、、、議会基本条例制定議会基本条例制定議会基本条例制定議会基本条例制定のののの効果効果効果効果をどれだけをどれだけをどれだけをどれだけ実感実感実感実感したかしたかしたかしたかについてのについてのについてのについてのアンケートアンケートアンケートアンケートをををを

とりとりとりとり、、、、結果結果結果結果をまとめたものををまとめたものををまとめたものををまとめたものを全議員全議員全議員全議員にににに配配配配付付付付するほかするほかするほかするほか、、、、議会議会議会議会ホームページホームページホームページホームページやややや議会議会議会議会だよりだよりだよりだより等等等等でででで

発表発表発表発表することすることすることすること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 117117117117 号号号号    

    

    

特別職報酬等審議会会長特別職報酬等審議会会長特別職報酬等審議会会長特別職報酬等審議会会長のののの議会招致議会招致議会招致議会招致をををを求求求求めるめるめるめる陳情陳情陳情陳情    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22228888 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市桜川四丁目青森市桜川四丁目青森市桜川四丁目青森市桜川四丁目８８８８－－－－２２２２    

                        

                    三国谷三国谷三国谷三国谷    清一清一清一清一    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

１１１１．．．．平成平成平成平成 26262626 年度特別職報酬等審議会年度特別職報酬等審議会年度特別職報酬等審議会年度特別職報酬等審議会（（（（以下以下以下以下「「「「審議会審議会審議会審議会」」」」というというというという））））会議概要会議概要会議概要会議概要によればによればによればによれば、、、、第第第第１１１１回回回回はははは

平成平成平成平成 26262626 年年年年７７７７月月月月 22222222 日日日日（（（（所要時間所要時間所要時間所要時間２２２２時間時間時間時間））））にににに開催開催開催開催されされされされ、、、、人事課長人事課長人事課長人事課長（（（（以下以下以下以下「「「「課長課長課長課長」」」」というというというという））））からからからから

のののの配付資料説明配付資料説明配付資料説明配付資料説明のののの後後後後、、、、質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答がががが行行行行われわれわれわれ、、、、報酬等報酬等報酬等報酬等にににに関関関関するするするする実質的実質的実質的実質的なななな審査審査審査審査はははは行行行行われなかったわれなかったわれなかったわれなかった。。。。    

２２２２．．．．第第第第２２２２回回回回はははは８８８８月月月月 21212121 日日日日（（（（所要時間所要時間所要時間所要時間１１１１時時時時間間間間 45454545 分分分分））））にににに開催開催開催開催されされされされ、、、、課長課長課長課長からからからからのののの配付資料配付資料配付資料配付資料説明説明説明説明及及及及びびびび市市市市

長給料月額会長試案長給料月額会長試案長給料月額会長試案長給料月額会長試案説明説明説明説明のののの後後後後、、、、諮問事項諮問事項諮問事項諮問事項１１１１、、、、特別職特別職特別職特別職のののの報酬等報酬等報酬等報酬等のののの額額額額はははは適正適正適正適正であるかであるかであるかであるかについてについてについてについて、、、、

またまたまたまた、、、、諮問事項諮問事項諮問事項諮問事項２２２２のうちのうちのうちのうち、、、、見直見直見直見直すとすとすとすとすればすればすればすれば市長市長市長市長のののの給料月額給料月額給料月額給料月額はははは幾幾幾幾らがらがらがらが適正適正適正適正かかかかについてについてについてについて審議審議審議審議しししし、、、、

諮問事項諮問事項諮問事項諮問事項１１１１についてはについてはについてはについては適適適適正正正正でないでないでないでないとととと決定決定決定決定しししし、、、、諮問事項諮問事項諮問事項諮問事項２２２２についてはについてはについてはについては市長給料月額市長給料月額市長給料月額市長給料月額はははは 100100100100 万円万円万円万円

とととと決定決定決定決定したしたしたした。。。。    

３３３３．．．．第第第第３３３３回回回回はははは９９９９月月月月 25252525 日日日日（（（（所要時間所要時間所要時間所要時間２２２２時間時間時間時間 45454545 分分分分））））にににに開催開催開催開催されされされされ、、、、課長課長課長課長からからからからのののの配付資料配付資料配付資料配付資料説明説明説明説明及及及及びびびび議議議議

員報酬会長試案員報酬会長試案員報酬会長試案員報酬会長試案説説説説明明明明のののの後後後後､､､､諮問諮問諮問諮問事項事項事項事項２２２２のうちのうちのうちのうち、、、、議員報酬議員報酬議員報酬議員報酬のののの額額額額はははは幾幾幾幾らがらがらがらが適正適正適正適正かかかか及及及及びびびび改定改定改定改定のののの実施実施実施実施

時期時期時期時期はいつからがはいつからがはいつからがはいつからが適当適当適当適当かについてかについてかについてかについて審議審議審議審議しししし、、、、議議議議員報酬員報酬員報酬員報酬についてはについてはについてはについては国会議員国会議員国会議員国会議員のののの歳費歳費歳費歳費をををを基準基準基準基準とするとするとするとする

考考考考ええええ方方方方にににに基基基基づきづきづきづき算定算定算定算定したしたしたした 58585858 万万万万 1000100010001000 円円円円をををを多数決多数決多数決多数決でででで決定決定決定決定しししし、、、、実施時期実施時期実施時期実施時期についてはについてはについてはについては平成平成平成平成 27272727 年年年年１１１１

月月月月１１１１日日日日とととと決定決定決定決定したしたしたした。。。。    

４４４４．．．．第第第第４４４４回回回回はははは 10101010 月月月月６６６６日日日日（（（（所要時間所要時間所要時間所要時間１１１１時間時間時間時間 15151515 分分分分））））にににに開催開催開催開催されされされされ、、、、課長課長課長課長からからからからのののの配付資料説明配付資料説明配付資料説明配付資料説明のののの後後後後、、、、

答申案答申案答申案答申案についてについてについてについて審議審議審議審議しししし、、、、文言文言文言文言をををを一部修正一部修正一部修正一部修正しししし多数決多数決多数決多数決でででで答申案答申案答申案答申案がががが了承了承了承了承されたされたされたされた。。。。    

５５５５．．．．第第第第５５５５回回回回はははは 10101010 月月月月 15151515 日日日日にににに開催開催開催開催されされされされ、、、、福士隆三特別職報酬等審議会会長福士隆三特別職報酬等審議会会長福士隆三特別職報酬等審議会会長福士隆三特別職報酬等審議会会長（（（（以下以下以下以下「「「「会長会長会長会長」」」」というというというという））））

がががが市長市長市長市長へへへへ答申書答申書答申書答申書をををを手交手交手交手交したしたしたした。。。。    

６６６６．．．．審議会審議会審議会審議会はははは５５５５回開催回開催回開催回開催されたがされたがされたがされたが、、、、報酬等額報酬等額報酬等額報酬等額についてについてについてについて実質審議実質審議実質審議実質審議したのはしたのはしたのはしたのは２２２２回回回回であるであるであるである。。。。    

７７７７．．．．市長給料月額会長試案市長給料月額会長試案市長給料月額会長試案市長給料月額会長試案のののの正規分布曲線正規分布曲線正規分布曲線正規分布曲線をををを用用用用いたいたいたいた算定手法算定手法算定手法算定手法はははは青森市青森市青森市青森市オオオオリジナルリジナルリジナルリジナルであるがであるがであるがであるが、、、、恐恐恐恐

らくらくらくらく日本初日本初日本初日本初のののの算定方法算定方法算定方法算定方法であるであるであるである。。。。またまたまたまた、、、、議員報酬会長試案議員報酬会長試案議員報酬会長試案議員報酬会長試案のののの、、、、職員職員職員職員をををを対象対象対象対象としたとしたとしたとした研修会研修会研修会研修会におけにおけにおけにおけ

るるるる大学講師大学講師大学講師大学講師のののの資料資料資料資料にににに基基基基づくづくづくづく国会議員国会議員国会議員国会議員のののの歳費歳費歳費歳費をををを基準基準基準基準とするとするとするとする考考考考ええええ方方方方をををを用用用用いたいたいたいた算定手法算定手法算定手法算定手法がががが実際実際実際実際にににに

実施実施実施実施されるのはされるのはされるのはされるのは、、、、恐恐恐恐らくらくらくらく青森市青森市青森市青森市がががが日本初日本初日本初日本初ののののケースケースケースケースであるであるであるである。。。。なおなおなおなお、、、、会長試案会長試案会長試案会長試案はははは審議会開催前審議会開催前審議会開催前審議会開催前にににに

会長会長会長会長とととと人事課人事課人事課人事課がががが協議協議協議協議・・・・作成作成作成作成しししし、、、、審議会審議会審議会審議会ではではではでは会長試案会長試案会長試案会長試案につにつにつについていていていて多数決多数決多数決多数決でででで決定決定決定決定したものであるしたものであるしたものであるしたものである。。。。

ちなみにちなみにちなみにちなみに、、、、従前従前従前従前はははは、、、、青青青青森市森市森市森市ではではではでは人事院勧告人事院勧告人事院勧告人事院勧告をををを参考参考参考参考としてとしてとしてとして特別職特別職特別職特別職のののの報酬等報酬等報酬等報酬等のののの額額額額をををを算定算定算定算定しておりしておりしておりしており、、、、

全国的全国的全国的全国的にもそれがにもそれがにもそれがにもそれが一一一一般的般的般的般的であるであるであるである。。。。    

８８８８．．．．平成平成平成平成 24242424 年度審議会年度審議会年度審議会年度審議会はははは当初予定当初予定当初予定当初予定のののの審議回審議回審議回審議回数数数数をををを延長延長延長延長してしてしてして審議審議審議審議をしたがをしたがをしたがをしたが、、、、今回今回今回今回はははは日本日本日本日本初初初初のののの算定算定算定算定

手法手法手法手法によるによるによるによる算定算定算定算定であるにもかかわらずであるにもかかわらずであるにもかかわらずであるにもかかわらず、、、、延長延長延長延長することなくすることなくすることなくすることなく予定予定予定予定どおりどおりどおりどおりのののの日程日程日程日程でででで行行行行われわれわれわれ、、、、十分十分十分十分



なななな審議審議審議審議がなされなかったがなされなかったがなされなかったがなされなかった。。。。青森市民青森市民青森市民青森市民のののの理解理解理解理解のためにものためにものためにものためにも、、、、独自独自独自独自のののの算定方法算定方法算定方法算定方法をををを採用採用採用採用したしたしたした会長会長会長会長をををを議議議議

会会会会にににに招致招致招致招致しししし、、、、説明説明説明説明をををを求求求求めるべきであるめるべきであるめるべきであるめるべきである。。。。それがそれがそれがそれが、、、、議会議会議会議会はははは審議会審議会審議会審議会のののの答申答申答申答申をををを素材素材素材素材としてとしてとしてとして議論議論議論議論をすをすをすをす

べしとのべしとのべしとのべしとの答申答申答申答申のののの附帯附帯附帯附帯意見意見意見意見のののの尊重尊重尊重尊重につながるものであるにつながるものであるにつながるものであるにつながるものである。。。。    

    

（（（（陳情事項陳情事項陳情事項陳情事項））））    

        市議会市議会市議会市議会がががが会長会長会長会長をををを招致招致招致招致しししし、、、、会長会長会長会長がががが議会議会議会議会においてにおいてにおいてにおいて答申答申答申答申におけるにおけるにおけるにおける青森青森青森青森オリジナルオリジナルオリジナルオリジナル日本日本日本日本初初初初のののの算算算算定手定手定手定手

法法法法についてについてについてについて詳細詳細詳細詳細なななな説明説明説明説明をするをするをするをすることをことをことをことを求求求求めるめるめるめる。。。。    


