
 

－１－ 

令和２年第４回青森市議会定例会提出案件 

 

件                    名 
提出 

件数 

 

予 算 案 

 

 

○ 令和 2 年度青森市一般会計補正予算（第 8 号） 

 

○ 令和 2 年度青森市一般会計補正予算（第 9 号） 

 

○ 令和 2 年度青森市競輪事業特別会計補正予算（第 2 号） 

 

○ 令和 2 年度青森市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 2 号） 

 

○ 令和 2 年度青森市卸売市場事業特別会計補正予算（第 3 号） 

 

○ 令和 2 年度青森市介護保険事業特別会計補正予算（第 2 号） 

 

○ 令和 2 年度青森市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計補正予算（第 2 号） 

 

○ 令和 2 年度青森市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 2号） 

 

○ 令和 2 年度青森市病院事業会計補正予算（第 3 号） 

 

○ 令和 2 年度青森市下水道事業会計補正予算（第 2号） 

 

○ 令和 2 年度青森市農業集落排水事業会計補正予算（第 2 号） 

 

○ 令和 2 年度青森市水道事業会計補正予算（第 2 号） 

 

○ 令和 2 年度青森市自動車運送事業会計補正予算（第 2 号） 

 

 

     計 

 

 

 

 

１３ 

 

条 例 案 

 

 

 

○ 青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 

 

○ 青森市税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例等の一部を改正す

る条例の制定について 

 

○ 青森市承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税免

除の特別措置に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

○ 青森市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

 

○ 青森市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

     計 ５ 

 

 

単 行 案 

 

 

○ 財産の取得について（ノートパソコンの購入） 

 

○ 財産の取得について（タブレットパソコンの購入） 

 

 

 

 



 

－２－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単 行 案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市立すみれ寮） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市立後潟児童館等） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市立浪岡中央児童館等） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市総合福祉センター等） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市青森駅前自転車等駐車場） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市古川市民センター） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市沖館市民センター） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市森の広場） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市西部工業団地多目的施設） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市ふれあい農園） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（南北後潟館） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（野木ふるさと館） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（牛館ふれあいセンター） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（女鹿沢農村センター） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（銀農村センター） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（増館農村センター） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（五本松農村センター） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（吉野田農村センター） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（徳長農村センター） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（郷山前農村センター） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（孫内農村センター） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市営八甲田放牧地第一牧場等） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（月見野森林公園） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（浅虫温泉森林公園） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（郷山前農村公園） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（杉沢農村公園） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

－３－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単 行 案 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（本郷農村公園） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（北中野農村公園） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市浪岡交流センター） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（青函連絡船メモリアルシップ八甲

田丸及び青森港旅客船ターミナルビル） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（下石川ふれあいセンター） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（なごやかプラザ福田） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（下町幸永会館） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（浪岡茶屋町会館） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（増館健康センター） 

 

○ 字の名称の変更について 

 

○ 黒石地区清掃施設組合の共同処理する事務の変更及び黒石地区清掃施設組

合規約の変更について 

 

○ 市道の路線の廃止について 

 

○ 市道の路線の認定について 

 

 

     計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ４１ 

 

 

報  告 

 

 

 

○ 専決処分の報告について 

 

 

     計 １ 

合      計 ６０ 
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○ 予算案 

 

議案第１４４号 令和 2年度青森市一般会計補正予算（第 8号） 

 

議案第１４６号 令和 2年度青森市一般会計補正予算（第 9号） 

 

議案第１４７号 令和 2年度青森市競輪事業特別会計補正予算（第 2号） 

 

議案第１４８号 令和 2年度青森市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 2号） 

 

議案第１４９号 令和 2年度青森市卸売市場事業特別会計補正予算（第 3号） 

 

議案第１５０号 令和 2年度青森市介護保険事業特別会計補正予算（第 2号） 

 

議案第１５１号 令和 2年度青森市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計補正予算（第 2号） 

 

議案第１５２号 令和 2年度青森市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 2号） 

 

議案第１５３号 令和 2年度青森市病院事業会計補正予算（第 3号） 

 

議案第１５４号 令和 2年度青森市下水道事業会計補正予算（第 2号） 

 

議案第１５５号 令和 2年度青森市農業集落排水事業会計補正予算（第 2号） 

 

議案第１５６号 令和 2年度青森市水道事業会計補正予算（第 2号） 

 

議案第１５７号 令和 2年度青森市自動車運送事業会計補正予算（第 2号） 

 

 

○ 条例案 

 

議案第１４５号 青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 

 

人事院及び青森県人事委員会による給与改定に係る勧告を勘案して、職員の

期末手当の支給月数を改定するため、改正しようとするものである。 

 

議案第１５８号 青森市税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例等の一部を改正する

条例の制定について 

 

地方税法の一部改正に伴い、所要の改正をしようとするものである。 
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議案第１５９号 青森市承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税免除

の特別措置に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律等の

一部改正に伴い、所要の改正をしようとするものである。 

 

議案第１６０号 青森市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

 

道路法施行令の一部改正を勘案し、道路占用料を改定するため、改正しよう

とするものである。 

 

議案第１６１号 青森市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

 

都市公園の占用に係る使用料を改定し、及び都市公園に公募の方法により自

動販売機を設置する場合の使用料を定めるため、改正しようとするものである。 

 

 

○ 単行案 

 

議案第１６２号 財産の取得について（ノートパソコンの購入） 

 

市職員の在宅勤務を可能とする環境を整備するため、取得するものである。 

 

取得する財産  ノートパソコン ２００台 

契約の相手方  株式会社青森電子計算センター 

        （代表取締役 八島 勝） 

取得価格    １９，７５６，０００円 

        （うち取引に係る消費税及び地方消費税額 

                        １，７９６，０００円） 

関係法令    青森市議会の議決に付さなければならない契約並びに財産の

取得及び処分に関する条例第３条 

 

議案第１６３号 財産の取得について（タブレットパソコンの購入） 

 

市職員の在宅勤務及びウェブ会議を可能とする環境を整備するため、取得す

るものである。 

 

取得する財産  タブレットパソコン ２６０台 

契約の相手方  株式会社ビジネスサービス青森支店 

        （常務取締役支店長 川村 智之） 

取得価格    １９，７３４，０００円 

        （うち取引に係る消費税及び地方消費税額 

                        １，７９４，０００円） 



 

－６－ 

関係法令    青森市議会の議決に付さなければならない契約並びに財産の

取得及び処分に関する条例第３条  

 

議案第１６４号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市立すみれ寮） 

 

青森市立すみれ寮の指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市大字新城字平岡７４６番地 

            名称 社会福祉法人敬仁会 

               （理事長 丹野 智有） 

         指定の期間 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第１０条 

 

議案第１６５号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市立後潟児童館等） 

 

青森市立後潟児童館、青森市立戸山児童館、青森市立野内児童館、青森市立

高田児童館、青森市立安田児童館、青森市立相野児童館、青森市立平新田児童

館、青森市立三内児童館及び青森市立奥内児童館の指定管理者の指定をしよう

とするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市本町四丁目１番３号 

            名称 社会福祉法人青森市社会福祉協議会 

               （会長 窪田 正昭） 

         指定の期間 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第１０条 

 

議案第１６６号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市立浪岡中央児童館等） 

 

青森市立浪岡中央児童館、青森市立五本松児童館、青森市立王余魚沢児童館、

青森市立女鹿沢児童館、青森市立平川児童館、青森市立吉野田児童館、青森市

立杉高児童館及び青森市浪岡高齢者いきいきセンターの指定管理者の指定をし

ようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市浪岡大字五本松字羽黒平３１番地 

            名称 特定非営利活動法人ＮＰＯ婆娑羅凡人舎 

               （代表理事 佐藤 道留） 

         指定の期間 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第１０条 

 

 



 

－７－ 

議案第１６７号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市総合福祉センター等） 

 

青森市総合福祉センター、青森市福祉増進センター及び青森市中央デイサー

ビスセンターの指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市本町四丁目１番３号 

            名称 社会福祉法人青森市社会福祉協議会 

               （会長 窪田 正昭） 

         指定の期間 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第１０条 

 

議案第１６８号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市青森駅前自転車等駐車場） 

 

青森市青森駅前自転車等駐車場の指定管理者の指定をしようとするものであ

る。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市松原一丁目１７番１１号 

            名称 青森アドセック株式会社 

               （代表取締役 小林 正基） 

         指定の期間 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第１０条 

 

議案第１６９号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市古川市民センター） 

 

青森市古川市民センターの指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市古川三丁目７番１４号 

            名称 青森市古川市民センター管理運営協議会 

               （会長 千葉 滋） 

         指定の期間 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条 

               第２項において準用する同条例第１０条 

 

議案第１７０号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市沖館市民センター） 

 

青森市沖館市民センターの指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市沖館一丁目１番１１号 

            名称 青森市沖館市民センター管理運営協議会 
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               （会長 伊藤 良治） 

         指定の期間 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条 

               第２項において準用する同条例第１０条 

 

議案第１７１号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市森の広場） 

 

青森市森の広場の指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市大字新城字山田６１６番地２ 

            名称 新城縁故者委員会 

（委員長 坂本 昌俊） 

         指定の期間 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条 

               第２項において準用する同条例第１０条 

 

議案第１７２号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市西部工業団地多目的施設） 

 

青森市西部工業団地多目的施設の指定管理者の指定をしようとするものであ

る。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市大字新城字平岡２５８番地９ 

            名称 株式会社城ヶ倉観光 

               （代表取締役 宮本 健四郎） 

         指定の期間 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第１０条 

 

議案第１７３号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市ふれあい農園） 

 

青森市ふれあい農園の指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市大字羽白字富田１９０番地４ 

            名称 青森農業協同組合 

               （代表理事組合長 雪田 徹） 

         指定の期間 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第１０条 

 

議案第１７４号 公の施設の指定管理者の指定について（南北後潟館） 

 

南北後潟館の指定管理者の指定をしようとするものである。                                        
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         指定管理者となる団体 

            所在 青森市大字後潟字平野１７番地７ 

            名称 南北後潟館管理運営協議会 

（会長 大科 武雄） 

         指定の期間 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条 

               第２項において準用する同条例第１０条 

 

議案第１７５号 公の施設の指定管理者の指定について（野木ふるさと館） 

 

野木ふるさと館の指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市大字野木字山口１４０番地２ 

            名称 野木ふるさと館管理運営協議会 

（会長 櫻田 喜代壽） 

         指定の期間 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条 

               第２項において準用する同条例第１０条 

 

議案第１７６号 公の施設の指定管理者の指定について（牛館ふれあいセンター） 

 

牛館ふれあいセンターの指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市大字牛館字松枝８４番地３ 

            名称 牛館ふれあいセンター管理運営協議会 

（会長 北田 政友） 

         指定の期間 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条 

               第２項において準用する同条例第１０条 

 

議案第１７７号 公の施設の指定管理者の指定について（女鹿沢農村センター） 

 

女鹿沢農村センターの指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市浪岡大字女鹿沢字西花岡３５番地２ 

            名称 女鹿沢農村コミュニティーセンター連絡協議会 

（会長 髙谷 伴幸） 

         指定の期間 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条 

               第２項において準用する同条例第１０条 
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議案第１７８号 公の施設の指定管理者の指定について（銀農村センター） 

 

銀農村センターの指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市浪岡大字銀字杉田２４３番地１ 

            名称 銀町内会 

（会長 前田 正彦） 

         指定の期間 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条 

               第２項において準用する同条例第１０条 

 

議案第１７９号 公の施設の指定管理者の指定について（増館農村センター） 

 

増館農村センターの指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市浪岡大字増館字宮元１００番地１ 

            名称 増館町内会 

（会長 須藤 章輝） 

         指定の期間 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条 

               第２項において準用する同条例第１０条 

 

議案第１８０号 公の施設の指定管理者の指定について（五本松農村センター） 

 

五本松農村センターの指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市浪岡大字五本松字羽黒平４０番地１ 

            名称 五本松農村センター管理委員会 

（会長 太田 健） 

         指定の期間 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条 

               第２項において準用する同条例第１０条 

 

議案第１８１号 公の施設の指定管理者の指定について（吉野田農村センター） 

 

吉野田農村センターの指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市浪岡大字吉野田字樋田３７１番地４ 

            名称 吉野田町内会 
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（会長 一戸 悟） 

         指定の期間 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条 

               第２項において準用する同条例第１０条 

 

議案第１８２号 公の施設の指定管理者の指定について（徳長農村センター） 

 

徳長農村センターの指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市浪岡大字徳才子字福田４番地１ 

            名称 北部農業構造改善センター管理運営委員会 

（運営委員長 天内 則雄） 

         指定の期間 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条 

               第２項において準用する同条例第１０条 

 

議案第１８３号 公の施設の指定管理者の指定について（郷山前農村センター） 

 

郷山前農村センターの指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市浪岡大字郷山前字村元１０番地１ 

            名称 郷山前町内会 

（会長 工藤 德弘） 

         指定の期間 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条 

               第２項において準用する同条例第１０条 

 

議案第１８４号 公の施設の指定管理者の指定について（孫内農村センター） 

 

孫内農村センターの指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市大字孫内字北原２３番地２ 

            名称 孫内町会 

（町会長 我満 勝彦） 

         指定の期間 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条 

               第２項において準用する同条例第１０条 
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議案第１８５号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市営八甲田放牧地第一牧場等） 

 

青森市営八甲田放牧地第一牧場、青森市営八甲田放牧地第二牧場、青森市営

八甲田放牧地第三牧場、青森市営八甲田放牧地育成牧場及び青森市営柴森山放

牧場の指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市大字羽白字富田１９０番地４ 

            名称 青森農業協同組合  

               （代表理事組合長 雪田 徹） 

         指定の期間 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第１０条 

 

議案第１８６号 公の施設の指定管理者の指定について（月見野森林公園） 

 

月見野森林公園の指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市大字高田字日野２６番地２ 

            名称 森林組合あおもり 

（代表理事組合長 髙坂 繁光） 

         指定の期間 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第１０条 

 

議案第１８７号 公の施設の指定管理者の指定について（浅虫温泉森林公園） 

 

浅虫温泉森林公園の指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市大字浅虫字蛍谷７０番地 

            名称 一般社団法人浅虫温泉観光協会 

（会長 中村 彰利） 

         指定の期間 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第１０条 

 

議案第１８８号 公の施設の指定管理者の指定について（郷山前農村公園） 

 

郷山前農村公園の指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市浪岡大字郷山前字村元１０番地１ 

            名称 郷山前町内会 

（会長 工藤 德弘） 



 

－１３－ 

         指定の期間 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条 

               第２項において準用する同条例第１０条 

 

議案第１８９号 公の施設の指定管理者の指定について（杉沢農村公園） 

 

杉沢農村公園の指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市浪岡大字杉沢字井ノ下２６番地１ 

            名称 杉沢町内会 

（会長 森 隆） 

         指定の期間 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条 

               第２項において準用する同条例第１０条 

 

議案第１９０号 公の施設の指定管理者の指定について（本郷農村公園） 

 

本郷農村公園の指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市浪岡大字本郷字篠原８５番地５ 

            名称 本郷町内会 

（会長 鎌田 幸春） 

         指定の期間 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条 

               第２項において準用する同条例第１０条 

 

議案第１９１号 公の施設の指定管理者の指定について（北中野農村公園） 

 

北中野農村公園の指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市浪岡大字北中野字天王９４番地 

            名称 北中野町内会 

（会長 伊藤 芳男） 

         指定の期間 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条 

               第２項において準用する同条例第１０条 

 

議案第１９２号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市浪岡交流センター） 

 

青森市浪岡交流センターの指定管理者の指定をしようとするものである。                                           
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         指定管理者となる団体 

            所在 青森市浪岡大字浪岡字細田１０５番地１ 

            名称 浪岡商協 

               （代表 小倉 尚裕） 

         指定の期間 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第１０条 

 

議案第１９３号 公の施設の指定管理者の指定について（青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸

及び青森港旅客船ターミナルビル） 

 

青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸及び青森港旅客船ターミナルビルの指

定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市勝田二丁目２４番７号 

            名称 特定非営利活動法人あおもりみなとクラブ 

               （理事長 渡部 正人） 

         指定の期間 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第１０条 

 

議案第１９４号 公の施設の指定管理者の指定について（下石川ふれあいセンター） 

 

下石川ふれあいセンターの指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市浪岡大字下石川字平野２６１番地１ 

            名称 下石川町内会 

（会長職務代理者 副会長 櫛引 章） 

         指定の期間 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条 

               第２項において準用する同条例第１０条 

 

議案第１９５号 公の施設の指定管理者の指定について（なごやかプラザ福田） 

 

なごやかプラザ福田の指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市浪岡福田二丁目４番地３ 

            名称 福田町内会 

（会長 野呂 一則） 

         指定の期間 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条 

               第２項において準用する同条例第１０条 
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議案第１９６号 公の施設の指定管理者の指定について（下町幸永会館） 

 

下町幸永会館の指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市浪岡大字浪岡字細田１０２番地１０ 

            名称 下町町内会 

               （会長 成田 將夫） 

         指定の期間 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条 

               第２項において準用する同条例第１０条 

 

議案第１９７号 公の施設の指定管理者の指定について（浪岡茶屋町会館） 

 

浪岡茶屋町会館の指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市浪岡大字浪岡字林本７９番地２ 

            名称 茶屋町町内会 

（会長 永井 三雄） 

         指定の期間 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条 

               第２項において準用する同条例第１０条 

 

議案第１９８号 公の施設の指定管理者の指定について（増館健康センター） 

 

増館健康センターの指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市浪岡大字増館字宮元１００番地１ 

            名称 増館町内会 

（会長 須藤 章輝） 

         指定の期間 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条 

               第２項において準用する同条例第１０条 

 

議案第１９９号 字の名称の変更について 

 

地域自治区の設置期間の満了に伴い、「浪岡」を字の名称に用いるため、変更

しようとするものである。 

 

（変更前の字の名称） 

 大字浪岡、大字五本松、大字王余魚沢、大字女鹿沢、大字下十川、大字増
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館、大字樽沢、大字銀、大字郷山前、大字吉野田、大字下石川、大字杉沢、

福田、大字高屋敷、大字徳才子、大字大釈迦、大字長沼、大字北中野、大字

吉内、大字本郷、大字相沢及び大字細野が付く字 

    

（変更後の字の名称） 

浪岡大字浪岡、浪岡大字五本松、浪岡大字王余魚沢、浪岡大字女鹿沢、浪

岡大字下十川、浪岡大字増館、浪岡大字樽沢、浪岡大字銀、浪岡大字郷山前、

浪岡大字吉野田、浪岡大字下石川、浪岡大字杉沢、浪岡福田、浪岡大字高屋

敷、浪岡大字徳才子、浪岡大字大釈迦、浪岡大字長沼、浪岡大字北中野、浪

岡大字吉内、浪岡大字本郷、浪岡大字相沢及び浪岡大字細野が付く字 

 

関係法令   地方自治法第２６０条第１項 

 

議案第２００号 黒石地区清掃施設組合の共同処理する事務の変更及び黒石地区清掃施設組合

規約の変更について 

 

                     黒石地区清掃施設組合の共同処理する事務及び同組合の規約の変更について

協議するためのものである。 

 

関係法令   地方自治法第２８６条第１項及び第２９０条 

 

議案第２０１号 市道の路線の廃止について 

 

篠田三丁目２８号線ほか８路線の市道を廃止しようとするものである。 

 

総延長   １，５９６．３ｍ 

総面積   １１，７３２㎡ 

関係法令  道路法第１０条第１項及び第３項において準用する同法第８条第２項 

 

議案第２０２号   市道の路線の認定について 

 

新田６９号線ほか３８路線を市道として認定しようとするものである。 

 

総延長   ４，５８９．５ｍ 

総面積   ３８，２８０㎡ 

関係法令  道路法第８条第１項及び第２項    

 

     

○ 報 告 

 

報告第３７号  専決処分の報告について 

 

交通事故に係る和解及び損害賠償の額の決定について専決処分したので、そ
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の報告をするものである。 

 

事故発生年月日  令和２年８月３０日 

損害賠償額    ３，４６５円 

専決処分年月日  令和２年１０月２２日 

関係法令     地方自治法第１８０条第１項及び第２項 

 


