
原案可決
※１

原案可決

否決(可
否同数の
ため議長
裁決）
※２

※１ 他の議案等より先に開会日に審議し、議決したもの。

　　可否同数の場合は、議長は裁決権を行使し、可否を決定します。

反対：２０

【市政会】
小田桐金三、奥谷進、渋谷勲、里村
誠悦、小倉尚裕、丸野達夫、中村節
雄、神山昌則、木戸喜美男、舘山善
也
【自由民主党】
長谷川章悦、嶋田肇、中田靖人
【社民党・市民の会】
海老名鉄芳
【日本共産党】
藤原浩平、舘田瑠美子、村川みど
り、葛西育弘、天内慎也、山脇智

平成23年第４回定例会　議案・請願・陳情審議結果一覧

賛否が分かれた案件

■平成23年度青森市一般会計補正予算
　(第７号)

賛成：３４

【市政会】
小田桐金三、奥谷進、渋谷勲、里村
誠悦、小倉尚裕、丸野達夫、中村節
雄、神山昌則、木戸喜美男、舘山善
也
【自由民主党】
間山勲、長谷川章悦、大矢保、小豆
畑緑、嶋田肇、中田靖人、山本治男
【社民党･市民の会】
斎藤憲雄、仲谷良子、三上武志、藤
田誠、橋本尚美、海老名鉄芳
【市民クラブ】
秋村光男、木下靖、奈良祥孝、上林
英一、工藤健、竹山美虎
【公明党】
柴田久子、赤木長義、渡部伸広、山
本武朝
【無所属】
奈良岡隆

※２ 地方自治法に特別の定めがある場合を除き、議会の議事は過半数で決定します。この場合、議長には表決権がありません。

賛成の議員 反対の議員

賛成：２９

【市政会】
小田桐金三、奥谷進、渋谷勲、里村
誠悦、小倉尚裕、丸野達夫、中村節
雄、神山昌則、木戸喜美男、舘山善
也
【自由民主党】
間山勲、長谷川章悦、大矢保、小豆
畑緑、嶋田肇、中田靖人、山本治男
【社民党･市民の会】
橋本尚美
【市民クラブ】
秋村光男、木下靖、奈良祥孝、上林
英一、工藤健、竹山美虎
【公明党】
柴田久子、赤木長義、渡部伸広、山
本武朝
【無所属】
奈良岡隆

反対：１１

【社民党･市民の会】
斎藤憲雄、仲谷良子、三上武志、藤
田誠、海老名鉄芳
【日本共産党】
藤原浩平、舘田瑠美子、村川みど
り、葛西育弘、天内慎也、山脇智

■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

■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)

採決結果

反対：６

【日本共産党】
藤原浩平、舘田瑠美子、村川みど
り、葛西育弘、天内慎也、山脇智

賛成：２０

【自由民主党】
間山勲、大矢保、小豆畑緑、山本治
男
【社民党･市民の会】
斎藤憲雄、仲谷良子、三上武志、藤
田誠、橋本尚美
【市民クラブ】
秋村光男、木下靖、奈良祥孝、上林
英一、工藤健、竹山美虎
【公明党】
柴田久子、赤木長義、渡部伸広、山
本武朝
【無所属】
奈良岡隆



不採択

不採択

不採択

賛成：３３
【市政会】
小田桐金三、奥谷進、渋谷勲、里村
誠悦、小倉尚裕、丸野達夫、中村節
雄、神山昌則、木戸喜美男、舘山善
也
【社民党･市民の会】
斎藤憲雄、仲谷良子、三上武志、藤
田誠、橋本尚美、海老名鉄芳
【日本共産党】
藤原浩平、舘田瑠美子、村川みど
り、葛西育弘、天内慎也、山脇智
【市民クラブ】
秋村光男、木下靖、奈良祥孝、上林
英一、工藤健、竹山美虎
【公明党】
柴田久子、赤木長義、渡部伸広、山
本武朝
【無所属】
奈良岡隆

反対：７

【自由民主党】
間山勲、長谷川章悦、大矢保、小豆
畑緑、嶋田肇、中田靖人、山本治男

■住宅リフォーム助成制度の今年度
  予算の増額及び来年度の継続実施
  を求める陳情（継続審査中のもの）

■住宅リフォーム助成制度の来年度
　継続実施を求める陳情

■青森ねぶた祭により、本市の経済
　効果をより発展させるための陳情
　（陳情第14号）

平成23年第４回定例会　議案・請願・陳情審議結果一覧

賛否が分かれた案件 賛成の議員 反対の議員 採決結果

賛成：３４

【市政会】
小田桐金三、奥谷進、渋谷勲、里村
誠悦、小倉尚裕、丸野達夫、中村節
雄、神山昌則、木戸喜美男、舘山善
也
【自由民主党】
間山勲、長谷川章悦、大矢保、小豆
畑緑、嶋田肇、中田靖人、山本治男
【社民党･市民の会】
斎藤憲雄、仲谷良子、三上武志、藤
田誠、橋本尚美、海老名鉄芳
【市民クラブ】
秋村光男、木下靖、奈良祥孝、上林
英一、工藤健、竹山美虎
【公明党】
柴田久子、赤木長義、渡部伸広、山
本武朝
【無所属】
奈良岡隆

反対：６

【日本共産党】
藤原浩平、舘田瑠美子、村川みど
り、葛西育弘、天内慎也、山脇智

賛成：２９

【市政会】
小田桐金三、奥谷進、渋谷勲、里村
誠悦、小倉尚裕、丸野達夫、中村節
雄、神山昌則、木戸喜美男、舘山善
也
【自由民主党】
間山勲、長谷川章悦、大矢保、小豆
畑緑、嶋田肇、中田靖人、山本治男
【社民党･市民の会】
仲谷良子
【市民クラブ】
秋村光男、木下靖、奈良祥孝、上林
英一、工藤健、竹山美虎
【公明党】
柴田久子、赤木長義、渡部伸広、山
本武朝
【無所属】
奈良岡隆

反対：１１

【社民党･市民の会】
斎藤憲雄、三上武志、藤田誠、橋本
尚美、海老名鉄芳
【日本共産党】
藤原浩平、舘田瑠美子、村川みど
り、葛西育弘、天内慎也、山脇智

不採択と決することに

不採択と決することに

不採択と決することに



不採択

否決

原案可決

平成23年第４回定例会　議案・請願・陳情審議結果一覧

賛否が分かれた案件 賛成の議員 反対の議員 採決結果

■原子力発電所の新増設の中止と既設炉
　の廃炉処理のロードマップを明確にす
　ることを求める意見書

賛成：１７

【社民党･市民の会】
斎藤憲雄、仲谷良子、三上武志、藤
田誠、橋本尚美、海老名鉄芳
【日本共産党】
藤原浩平、舘田瑠美子、村川みど
り、葛西育弘、天内慎也、山脇智
【公明党】
柴田久子、赤木長義、渡部伸広、山
本武朝
【無所属】
奈良岡隆

反対：２３

【市政会】
小田桐金三、奥谷進、渋谷勲、里村
誠悦、小倉尚裕、丸野達夫、中村節
雄、神山昌則、木戸喜美男、舘山善
也
【自由民主党】
間山勲、長谷川章悦、大矢保、小豆
畑緑、嶋田肇、中田靖人、山本治男
【市民クラブ】
秋村光男、木下靖、奈良祥孝、上林
英一、工藤健、竹山美虎

■国民健康保険に対する国庫負担の大
　幅引き上げ等を求める意見書

賛成：３３

【市政会】
小田桐金三、奥谷進、渋谷勲、里村
誠悦、小倉尚裕、丸野達夫、中村節
雄、神山昌則、木戸喜美男、舘山善
也
【社民党･市民の会】
斎藤憲雄、仲谷良子、三上武志、藤
田誠、橋本尚美、海老名鉄芳
【日本共産党】
藤原浩平、舘田瑠美子、村川みど
り、葛西育弘、天内慎也、山脇智
【市民クラブ】
秋村光男、木下靖、奈良祥孝、上林
英一、工藤健、竹山美虎
【公明党】
柴田久子、赤木長義、渡部伸広、山
本武朝
【無所属】
奈良岡隆

反対：７

【自由民主党】
間山勲、長谷川章悦、大矢保、小豆
畑緑、嶋田肇、中田靖人、山本治男

■青森ねぶた祭により、本市の経済効果
　をより発展させるための陳情
　（陳情第16号）

賛成：３３

【市政会】
小田桐金三、奥谷進、渋谷勲、里村
誠悦、小倉尚裕、丸野達夫、中村節
雄、神山昌則、木戸喜美男、舘山善
也
【社民党･市民の会】
斎藤憲雄、仲谷良子、三上武志、藤
田誠、橋本尚美、海老名鉄芳
【日本共産党】
藤原浩平、舘田瑠美子、村川みど
り、葛西育弘、天内慎也、山脇智
【市民クラブ】
秋村光男、木下靖、奈良祥孝、上林
英一、工藤健、竹山美虎
【公明党】
柴田久子、赤木長義、渡部伸広、山
本武朝
【無所属】
奈良岡隆

反対：７

【自由民主党】
間山勲、長谷川章悦、大矢保、小豆
畑緑、嶋田肇、中田靖人、山本治男

不採択と決することに



否決

原案可決

否決

■後期高齢者医療制度廃止と新高齢者
　医療制度白紙撤回を求める意見書

賛成：１３

【社民党･市民の会】
斎藤憲雄、仲谷良子、三上武志、藤
田誠、橋本尚美、海老名鉄芳
【日本共産党】
藤原浩平、舘田瑠美子、村川みど
り、葛西育弘、天内慎也、山脇智
【無所属】
奈良岡隆

反対：２７

【市政会】
小田桐金三、奥谷進、渋谷勲、里村
誠悦、小倉尚裕、丸野達夫、中村節
雄、神山昌則、木戸喜美男、舘山善
也
【自由民主党】
間山勲、長谷川章悦、大矢保、小豆
畑緑、嶋田肇、中田靖人、山本治男
【市民クラブ】
秋村光男、木下靖、奈良祥孝、上林
英一、工藤健、竹山美虎
【公明党】
柴田久子、赤木長義、渡部伸広、山
本武朝

平成23年第４回定例会　議案・請願・陳情審議結果一覧

賛否が分かれた案件 賛成の議員 反対の議員 採決結果

■高齢者が安心して受けられる介護
　保障制度の実現を求める意見書

賛成：２２

【市政会】
小倉尚裕、中村節雄、神山昌則
【社民党･市民の会】
斎藤憲雄、仲谷良子、三上武志、藤
田誠、橋本尚美、海老名鉄芳
【日本共産党】
藤原浩平、舘田瑠美子、村川みど
り、葛西育弘、天内慎也、山脇智
【市民クラブ】
秋村光男、木下靖、奈良祥孝、上林
英一、工藤健、竹山美虎
【無所属】
奈良岡隆

反対：１８

【市政会】
小田桐金三、奥谷進、渋谷勲、里村
誠悦、丸野達夫、木戸喜美男、舘山
善也
【自由民主党】
間山勲、長谷川章悦、大矢保、小豆
畑緑、嶋田肇、中田靖人、山本治男
【公明党】
柴田久子、赤木長義、渡部伸広、山
本武朝

■生活保護の老齢加算復活を求める
　意見書

賛成：１８

【社民党･市民の会】
斎藤憲雄、仲谷良子、三上武志、藤
田誠、橋本尚美、海老名鉄芳
【日本共産党】
藤原浩平、舘田瑠美子、村川みど
り、葛西育弘、天内慎也、山脇智
【市民クラブ】
秋村光男、木下靖、奈良祥孝、上林
英一、工藤健、竹山美虎

反対：２２

【市政会】
小田桐金三、奥谷進、渋谷勲、里村
誠悦、小倉尚裕、丸野達夫、中村節
雄、神山昌則、木戸喜美男、舘山善
也
【自由民主党】
間山勲、長谷川章悦、大矢保、小豆
畑緑、嶋田肇、中田靖人、山本治男
【公明党】
柴田久子、赤木長義、渡部伸広、山
本武朝
【無所属】
奈良岡隆



原案可決

原案可決

原案可決

■視覚障害者からテレビを遠ざけない
　地上デジタルテレビ放送を求める
　意見書

賛成：３４

【市政会】
奥谷進、渋谷勲、里村誠悦、丸野達
夫
【自由民主党】
間山勲、長谷川章悦、大矢保、小豆
畑緑、嶋田肇、中田靖人、山本治男
【社民党･市民の会】
斎藤憲雄、仲谷良子、三上武志、藤
田誠、橋本尚美、海老名鉄芳
【日本共産党】
藤原浩平、舘田瑠美子、村川みど
り、葛西育弘、天内慎也、山脇智
【市民クラブ】
秋村光男、木下靖、奈良祥孝、上林
英一、工藤健、竹山美虎
【公明党】
柴田久子、赤木長義、渡部伸広、山
本武朝
【無所属】
奈良岡隆

反対：６

【市政会】
小田桐金三、小倉尚裕、中村節雄、
神山昌則、木戸喜美男、舘山善也

■鳥獣被害防止対策の充実を求める
　意見書

賛成：３８

【市政会】
小田桐金三、奥谷進、渋谷勲、里村
誠悦、丸野達夫、神山昌則、木戸喜
美男、舘山善也
【自由民主党】
間山勲、長谷川章悦、大矢保、小豆
畑緑、嶋田肇、中田靖人、山本治男
【社民党･市民の会】
斎藤憲雄、仲谷良子、三上武志、藤
田誠、橋本尚美、海老名鉄芳
【日本共産党】
藤原浩平、舘田瑠美子、村川みど
り、葛西育弘、天内慎也、山脇智
【市民クラブ】
秋村光男、木下靖、奈良祥孝、上林
英一、工藤健、竹山美虎
【公明党】
柴田久子、赤木長義、渡部伸広、山
本武朝
【無所属】
奈良岡隆

反対：２

【市政会】
小倉尚裕、中村節雄

平成23年第４回定例会　議案・請願・陳情審議結果一覧

採決結果

■防災会議に女性の視点を取り入れる
　ことを求める意見書

賛成：３８

【市政会】
小田桐金三、奥谷進、渋谷勲、里村
誠悦、丸野達夫、神山昌則、木戸喜
美男、舘山善也
【自由民主党】
間山勲、長谷川章悦、大矢保、小豆
畑緑、嶋田肇、中田靖人、山本治男
【社民党･市民の会】
斎藤憲雄、仲谷良子、三上武志、藤
田誠、橋本尚美、海老名鉄芳
【日本共産党】
藤原浩平、舘田瑠美子、村川みど
り、葛西育弘、天内慎也、山脇智
【市民クラブ】
秋村光男、木下靖、奈良祥孝、上林
英一、工藤健、竹山美虎
【公明党】
柴田久子、赤木長義、渡部伸広、山
本武朝
【無所属】
奈良岡隆

反対：２

【市政会】
小倉尚裕、中村節雄

賛否が分かれた案件 賛成の議員 反対の議員



原案可決

原案可決

原案可決
■農地及び農業委員会制度の堅持を
　求める意見書

賛成：３１

【市政会】
小田桐金三、奥谷進、渋谷勲、里村
誠悦、丸野達夫、木戸喜美男、舘山
善也
【自由民主党】
間山勲、長谷川章悦、大矢保、小豆
畑緑、嶋田肇、中田靖人、山本治男
【社民党･市民の会】
斎藤憲雄、仲谷良子、三上武志、藤
田誠、橋本尚美、海老名鉄芳
【日本共産党】
藤原浩平、舘田瑠美子、村川みど
り、葛西育弘、天内慎也、山脇智
【公明党】
柴田久子、赤木長義、渡部伸広、山
本武朝
【無所属】
奈良岡隆

反対：９

【市政会】
小倉尚裕、中村節雄、神山昌則
【市民クラブ】
秋村光男、木下靖、奈良祥孝、上林
英一、工藤健、竹山美虎

■国民生活の安心と向上を図る各種
　基金事業の継続を求める意見書

賛成：３８

【市政会】
小田桐金三、奥谷進、渋谷勲、里村
誠悦、丸野達夫、神山昌則、木戸喜
美男、舘山善也
【自由民主党】
間山勲、長谷川章悦、大矢保、小豆
畑緑、嶋田肇、中田靖人、山本治男
【社民党･市民の会】
斎藤憲雄、仲谷良子、三上武志、藤
田誠、橋本尚美、海老名鉄芳
【日本共産党】
藤原浩平、舘田瑠美子、村川みど
り、葛西育弘、天内慎也、山脇智
【市民クラブ】
秋村光男、木下靖、奈良祥孝、上林
英一、工藤健、竹山美虎
【公明党】
柴田久子、赤木長義、渡部伸広、山
本武朝
【無所属】
奈良岡隆

反対：２

【市政会】
小倉尚裕、中村節雄

■農業の再生に向けた施策の充実を
　求める意見書

賛成：３１

【市政会】
小田桐金三、奥谷進、渋谷勲、里村
誠悦、丸野達夫、木戸喜美男、舘山
善也
【自由民主党】
間山勲、長谷川章悦、大矢保、小豆
畑緑、嶋田肇、中田靖人、山本治男
【日本共産党】
藤原浩平、舘田瑠美子、村川みど
り、葛西育弘、天内慎也、山脇智
【市民クラブ】
秋村光男、木下靖、奈良祥孝、上林
英一、工藤健、竹山美虎
【公明党】
柴田久子、赤木長義、渡部伸広、山
本武朝
【無所属】
奈良岡隆

反対：９

【市政会】
小倉尚裕、中村節雄、神山昌則
【社民党･市民の会】
斎藤憲雄、仲谷良子、三上武志、藤
田誠、橋本尚美、海老名鉄芳
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賛否が分かれた案件 賛成の議員 反対の議員 採決結果



原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決
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採決結果

■平成23年度青森市特別会計（8件）・病院事業
会計・水道事業会計・財産区特別会計（2件）補
正予算

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

■青森市暴力団排除条例の制定について 全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

全会一致の案件

■スポーツ基本法の施行に伴う関係条例の整理に
関する条例の制定について

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

■青森市議会議員その他非常勤の職員の公務災害
補償等に関する条例及び青森市消防団員等公務災
害補償条例の一部を改正する条例の制定について

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

■青森市手数料条例の一部を改正する条例の制定
について

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

■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

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

■青森市景観条例の一部を改正する条例の制定に
ついて

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

■青森市公営企業の設置等に関する条例の一部を
改正する条例の制定について

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

■契約の締結について（青森市立東中学校校舎改
築工事）

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

■契約の締結について（青森市立東中学校校舎改
築電気設備工事）

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

■契約の締結について（青森市立筒井中学校屋内
運動場改築工事）

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

■契約の締結について（青森市立横内小学校屋内
運動場改築工事）

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

■公の施設の指定管理者の指定について（青森市
森林博物館）

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

■公の施設の指定管理者の指定について（青森市
合浦デイサービスセンター）

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

■公の施設の指定管理者の指定について（青森市
中央デイサービスセンター）

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

■公の施設の指定管理者の指定について（青森市
男女共同参画プラザ及び青森市働く女性の家）

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

■公の施設の指定管理者の指定について（青森市
りんごセンター）

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

■公の施設の指定管理者の指定について（杉沢農
村公園）

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）



原案可決

原案可決

原案可決

採択

継続審査

採択

継続審査

同意

同意

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決
■災害に強い日本の構築に向けた社会資本整備を
求める意見書

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

■定期接種に関し、早期に国の制度確立を求める
意見書

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

■免税軽油制度の継続を求める意見書 全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

■人権擁護委員候補者の推薦について
田中　昌子氏

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

■青森市議会会議規則の一部を改正する規則の制
定について

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

■青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸の保存に
関する陳情

全　会　一　致 （継続審査に　賛成：40　反対：0）

■財産区管理委員の選任について
（横内財産区）清藤　鐵則氏、今　信一郎氏、對
馬　聡氏　（安田財産区）相馬　清憲氏、柴田
欽一氏、相馬　順二氏、三上　悦郎氏　（桐沢財
産区）佐　安年氏、千葉　稔夫氏　（深沢第一
財産区）貝森　強氏、千　敏夫氏　（深沢第二
（川目平）財産区）須藤　敬人氏　（八重菊第一
財産区）千葉　均氏　（大別内財産区）神　二郎
氏、佐藤　一二氏

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

■道路（通学路）整備に関する陳情 全　会　一　致 （継続審査に　賛成：40　反対：0）

■元気都市あおもり住宅リフォーム助成事業の継
続を求める陳情

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

採決結果

■公の施設の指定管理者の指定について（合浦公
園等）

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

■市道の路線の廃止について 全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

全会一致の案件

■市道の路線の認定について 全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

■青森市財務規則に関する陳情（継続審査中のも
の）

平成23年第４回定例会　議案・請願・陳情審議結果一覧


