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平成２０年第３回青森市議会定例会提出予定案件 
 

件                    名 
提出 

件数 

予 算 案 

 

○ 平成 20 年度青森市大字野尻財産区特別会計予算 

 

○ 平成 20 年度青森市一般会計補正予算（第 4号） 

 

○ 平成 20 年度青森市競輪事業特別会計補正予算（第 1号） 

 

○ 平成 20 年度青森市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 1号） 

 

○ 平成 20 年度青森市土地区画整理事業特別会計補正予算（第 1号） 

 

○ 平成 20 年度青森市下水道事業特別会計補正予算（第 1号） 

 

○ 平成 20 年度青森市中央卸売市場特別会計補正予算（第 1号） 

 

○ 平成 20 年度青森市老人保健事業特別会計補正予算（第 1号） 

 

○ 平成 20 年度青森市霊園特別会計補正予算（第 1号） 

 

○ 平成 20 年度青森市農業集落排水事業特別会計補正予算（第 1号） 

 

○ 平成 20 年度青森市介護保険事業特別会計補正予算（第 1号） 

 

○ 平成 20 年度青森市学校給食特別会計補正予算（第 1号） 

 

○ 平成 20 年度青森市母子寡婦福祉資金貸付金特別会計補正予算（第 1号） 

 

○ 平成 20 年度青森市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 1号） 

 

○ 平成 20 年度青森市病院事業会計補正予算（第 1号） 

 

○ 平成 20 年度青森市新城財産区特別会計補正予算（第 1号） 

 

○ 平成 20 年度青森市岩渡財産区特別会計補正予算（第 1号） 

 

○ 平成 20 年度青森市幸畑財産区特別会計補正予算（第 1号） 

 

○ 平成 20 年度青森市小館財産区特別会計補正予算（第 1号） 

 

○ 平成 20 年度青森市特定基金特別会計補正予算（第 1号） 

 

 

     計 ２０

条 例 案 

 

○ 青森市特別職報酬等審議会条例及び青森市特別職の職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例の制定について 

 

○ 青森市観光交流情報施設条例の制定について 



－２－ 

 

○ 青森市女鹿沢財産区特別会計条例を廃止する条例の制定について 

 

○ 青森市職員の休職の理由を定める条例及び公益法人等への職員の派遣等に

関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

○ 青森市市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

○ 青森市財産区特別会計条例の一部を改正する条例の制定について 

 

○ 青森市立小学校条例の一部を改正する条例の制定について 

 

○ 青森市浅虫海づり公園条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

     計 ８

単 行 案 

 

○ 契約の締結について（八重田浄化センター分離槽機能追加機械工事） 

 

○ 契約の締結について（八重田浄化センター沈砂池設備改築機械工事） 

 

○ 契約の締結について（新田浄化センター中央監視設備改築工事） 

 

○ 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） 

 

○ 新たに生じた土地の確認について 

 

○ 新たに生じた土地の字名について 

 

○ 青森地域広域事務組合規約の変更について 

 

○ 青森地域広域事務組合の共同処理する事務の変更に伴う財産処分について 

 

○ 青森市土地開発公社定款の変更について 

 

 

      計 ９

決  算 

 

○ 決算の認定について 

 （平成 19 年度青森市一般会計・特別会計歳入歳出決算） 

 

○ 決算の認定について（平成 19 年度青森市病院事業会計決算） 

 

○ 決算の認定について（平成 19 年度青森市水道事業会計決算） 

 

○ 決算の認定について（平成 19 年度青森市自動車運送事業会計決算） 

 

 

      計 ４
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報  告 

 

○ 継続費精算報告について 

 

○ 健全化判断比率の報告について 

 

○ 資金不足比率の報告について 

 

○ 専決処分の報告について 

 

○ 専決処分の報告について 

 

○ 専決処分の報告について 

 

 

     計 ６

合      計 ４７
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○ 予算案 

 

議案第１３１号 平成 20 年度青森市大字野尻財産区特別会計予算 

 

議案第１３２号 平成 20 年度青森市一般会計補正予算（第 4号） 

 

議案第１３３号 平成 20 年度青森市競輪事業特別会計補正予算（第 1号） 

 

議案第１３４号 平成 20 年度青森市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 1 号） 

 

議案第１３５号 平成 20 年度青森市土地区画整理事業特別会計補正予算（第 1 号） 

 

議案第１３６号 平成 20 年度青森市下水道事業特別会計補正予算（第 1号） 

 

議案第１３７号 平成 20 年度青森市中央卸売市場特別会計補正予算（第 1号） 

 

議案第１３８号 平成 20 年度青森市老人保健事業特別会計補正予算（第 1号） 

 

議案第１３９号 平成 20 年度青森市霊園特別会計補正予算（第 1 号） 

 

議案第１４０号 平成 20 年度青森市農業集落排水事業特別会計補正予算（第 1 号） 

 

議案第１４１号 平成 20 年度青森市介護保険事業特別会計補正予算（第 1号） 

 

議案第１４２号 平成 20 年度青森市学校給食特別会計補正予算（第 1号） 

 

議案第１４３号 平成 20 年度青森市母子寡婦福祉資金貸付金特別会計補正予算（第 1号） 

 

議案第１４４号 平成 20 年度青森市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 1 号） 

 

議案第１４５号 平成 20 年度青森市病院事業会計補正予算（第 1 号） 

 

議案第１４６号 平成 20 年度青森市新城財産区特別会計補正予算（第 1号） 

 

議案第１４７号 平成 20 年度青森市岩渡財産区特別会計補正予算（第 1号） 

 

議案第１４８号 平成 20 年度青森市幸畑財産区特別会計補正予算（第 1号） 

 

議案第１４９号 平成 20 年度青森市小館財産区特別会計補正予算（第 1号） 

 

議案第１５０号 平成 20 年度青森市特定基金特別会計補正予算（第 1号） 

 



－５－ 

○ 条例案 

 

議案第１３０号 青森市特別職報酬等審議会条例及び青森市特別職の職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例の制定について 

 

地方自治法の一部改正に伴い、議員報酬と委員等の報酬の区分を明確化するた

め、所要の改正をしようとするものである。 

 

議案第１５１号 青森市観光交流情報施設条例の制定について 

 

青森市観光交流情報施設を設置するため、制定しようとするものである。 

 

議案第１５２号 青森市女鹿沢財産区特別会計条例を廃止する条例の制定について 

 

青森市女鹿沢財産区議会の廃止に伴い、青森市女鹿沢財産区特別会計条例を廃

止する等のため、制定をしようとするものである。 

 

議案第１５３号 青森市職員の休職の理由を定める条例及び公益法人等への職員の派遣等に

関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の一部改正に伴い、

所要の改正をしようとするものである。 

 

議案第１５４号 青森市市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

地方税法等の一部改正に伴い、個人住民税における寄附金税制の見直し及び公

的年金からの特別徴収制度を導入する等のため、所要の改正をしようとするもの

である。 

 

議案第１５５号 青森市財産区特別会計条例の一部を改正する条例の制定について 

 

青森市大字野尻財産区特別会計を設置するため、改正をしようとするものであ

る。 

 

議案第１５６号 青森市立小学校条例の一部を改正する条例の制定について 

 

孫内小学校、鶴ヶ坂小学校及び戸門小学校を廃止するため、改正しようとする

ものである。 

 

議案第１５７号 青森市浅虫海づり公園条例の一部を改正する条例の制定について 

 

青森市浅虫海づり公園に利用料金制度を導入するため、改正しようとするもの

である。 



－６－ 

○ 単行案 

 

議案第１５８号 契約の締結について（八重田浄化センター分離槽機能追加機械工事） 

 

場  所    青森市八重田一丁目１番１号 

工事内容    No.３消化タンク撹拌機設置工等一式 

契約の相手方  住友重機械エンバイロメント株式会社東北支店 

        （支店長 中沢 春和） 

契約金額    ２１８，５２６，０００円 

        （うち取引に係る消費税及び地方消費税額 

                         １０，４０６，０００円） 

完  工    平成２２年３月１９日予定 

関係法令    地方自治法第９６条第１項第５号 

 

議案第１５９号 契約の締結について（八重田浄化センター沈砂池設備改築機械工事） 

 

場  所    青森市八重田一丁目１番１号 

工事内容    揚砂機取替工等一式 

契約の相手方  前澤工業株式会社東北支店 

        （支店長 津島 正範） 

契約金額    ２３４，１５０，０００円 

        （うち取引に係る消費税及び地方消費税額 

                         １１，１５０，０００円） 

完  工    平成２１年３月２０日予定 

関係法令    地方自治法第９６条第１項第５号 

 

議案第１６０号 契約の締結について（新田浄化センター中央監視設備改築工事） 

 

場  所    青森市新田三丁目１番１号 

工事内容    監視制御設備取替工等一式 

契約の相手方  株式会社東芝東北支社 

        （支社長 田﨑 茂） 

契約金額    １８９，０００，０００円 

        （うち取引に係る消費税及び地方消費税額 

                          ９，０００，０００円） 

完  工    平成２２年３月１９日予定 

関係法令    地方自治法第９６条第１項第５号 

 

議案第１６１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） 

 

新あおもり農業協同組合の解散及び青森農業協同組合の設立に伴い、青森市ふ

れあい農園の指定管理者を再指定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 青森市大字羽白字富田１９０番地４ 

   名称 青森農業協同組合 

指定の期間 平成２０年１２月１日から平成２３年３月３１日まで 

関係法令  地方自治法第２４４条の２第３項 

 

議案第１６３号 新たに生じた土地の確認について 

 

公有水面埋立工事の竣功により、市の区域内に新たに土地が生じたので、この

土地を確認しようとするものである。 

 

確認場所  青森市大字六枚橋字磯打１１の５、１４、１５、２５の１７から２

５の２０まで、２５の２２から２５の２７まで、２５の４２の地先

公有水面埋立地 

確認面積  １３，４２１．３６ ㎡ 

関係法令  地方自治法第９条の５第１項 

 

議案第１６４号 新たに生じた土地の字名について 

 

公有水面埋立工事の竣功により、市の区域内に新たに土地が生じたので、この

土地を青森市大字六枚橋字磯打に編入しようとするものである。 

 

編入場所  青森市大字六枚橋字磯打１１の５、１４、１５、２５の１７から２

５の２０まで、２５の２２から２５の２７まで、２５の４２の地先

公有水面埋立地 

編入面積  １３，４２１．３６ ㎡ 

関係法令  地方自治法第２６０条第１項 

 

議案第１６５号 青森地域広域事務組合規約の変更について 

 

青森地域広域事務組合の共同処理する事務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１６６号 青森地域広域事務組合の共同処理する事務の変更に伴う財産処分について 

 

青森広域事務組合の共同処理する事務の変更に伴う財産処分について協議する

ためのものである。 

 

関係法令   地方自治法第２８９条及び第２９０条 

 

議案第１６７号 青森市土地開発公社定款の変更について 



－８－ 

 

公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正に伴い、所要の変更をしようとす

るものである。 

 

関係法令   公有地の拡大の推進に関する法律第１４条第 2項 

 

 

 

○ 決 算 

 

議案第１６８号 決算の認定について 

 （平成１９年度青森市一般会計・特別会計歳入歳出決算） 

 

平成１９年度青森市一般会計・特別会計歳入歳出決算について、その認定を求

めるものである。 

 

関係法令   地方自治法第２３３条第３項 

 

議案第１６９号 決算の認定について（平成１９年度青森市病院事業会計決算） 

 

平成１９年度青森市病院事業会計決算について、その認定を求めるものである。 

 

関係法令   地方公営企業法第３０条第４項 

 

議案第１７０号 決算の認定について（平成１９年度青森市水道事業会計決算） 

 

平成１９年度青森市水道事業会計決算について、その認定を求めるものである。 

 

関係法令   地方公営企業法第３０条第４項 

 

議案第１７１号 決算の認定について（平成１９年度青森市自動車運送事業会計決算） 

 

平成１９年度青森市自動車運送事業会計決算について、その認定を求めるもの

である。 

 

関係法令   地方公営企業法第３０条第４項 
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○ 報 告 

 

報告第１６号 継続費精算報告について 

 

新城小学校校舎等改築事業及び浪岡体育館建設事業の継続費に係る継続年度が

平成１９年度で終了したので、その精算報告をするものである。 

 

関係法令     地方自治法施行令第１４５条第２項 

 

報告第１７号 健全化判断比率の報告について 

 

報告第１８号 資金不足比率の報告について 

 

報告第１９号 専決処分の報告について 

 

事故に係る和解及び損害賠償の額の決定について専決処分したので、その報告

をするものである。 

 

事故発生年月日  平成１９年４月８日 

損害賠償額    ２１３，４８８円 

専決処分年月日  平成２０年７月２３日 

関係法令     地方自治法第１８０条第 1項及び第２項 

 

報告第２０号 専決処分の報告について 

 

交通事故に係る和解及び損害賠償の額の決定について専決処分したので、その

報告をするものである。 

 

事故発生年月日  平成２０年３月１３日 

損害賠償額    ９８，５３３円 

専決処分年月日  平成２０年８月１日 

関係法令     地方自治法第１８０条第 1項及び第２項 

 

報告第２１号 専決処分の報告について 

 

事故に係る和解及び損害賠償の額の決定について専決処分したので、その報告

をするものである。 

 

事故発生年月日  平成２０年７月１日 

損害賠償額    ９７，５０３円 

専決処分年月日  平成２０年８月１日 

関係法令     地方自治法第１８０条第 1項及び第２項 

 


