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平成２３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 

 
○ 平成 23 年度青森市一般会計補正予算（第 7号） 
 
○ 平成 23 年度青森市競輪事業特別会計補正予算（第 3 号） 
 
○ 平成 23 年度青森市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 2号） 
 
○ 平成 23 年度青森市宅地造成事業特別会計補正予算（第 2号） 
 
○ 平成 23 年度青森市下水道事業特別会計補正予算（第 3号） 
 
○ 平成 23 年度青森市中央卸売市場特別会計補正予算（第 2号） 
 
○ 平成 23 年度青森市農業集落排水事業特別会計補正予算（第 2号） 
 
○ 平成 23 年度青森市介護保険事業特別会計補正予算（第 2号） 
 
○ 平成 23 年度青森市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 2 号） 
 
○ 平成 23 年度青森市病院事業会計補正予算（第 1 号） 
 
○ 平成 23 年度青森市水道事業会計補正予算（第 3 号） 
 
○ 平成 23 年度青森市大字荒川財産区特別会計補正予算（第 1 号） 
 
○ 平成 23 年度青森市岩渡財産区特別会計補正予算（第 1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 
 
○ 青森市暴力団排除条例の制定について 
 
○ 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 
 
○ 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 
 
○ 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 
 
○ 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 
 
○ 青森市景観条例の一部を改正する条例の制定について 
 
○ 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 
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     計 

 
８ 

単 行 案 

 
○ 契約の締結について（青森市立東中学校校舎改築工事） 
 
○ 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） 
 
○ 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） 
 
○ 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） 
 
○ 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） 
 
○ 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） 
 
○ 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） 
 
○ 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） 
 
○ 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） 
 
○ 公の施設の指定管理者の指定について（杉沢農村公園） 
 
○ 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（合浦公園等） 
 
○ 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１４ 

報  告 

 
○ 専決処分の報告について 
 
○ 専決処分の報告について 
 
○ 専決処分の報告について 
 
○ 専決処分の報告について 
 
○ 専決処分の報告について 
 
○ 専決処分の報告について 
 
○ 専決処分の報告について 
 
     計 

 
 
 
 
 
 
 
 

７ 

合      計 ４２ 

 



－３－ 

○ 予算案 

 

議案第１５０号 平成 23 年度青森市一般会計補正予算（第7 号） 

 

議案第１５１号 平成 23 年度青森市競輪事業特別会計補正予算（第 3 号） 

 

議案第１５２号 平成 23 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１５３号 平成 23 年度青森市宅地造成事業特別会計補正予算（第 2 号） 

 

議案第１５４号 平成 23 年度青森市下水道事業特別会計補正予算（第 3 号） 

 

議案第１５５号 平成 23 年度青森市中央卸売市場特別会計補正予算（第 2 号） 

 

議案第１５６号 平成 23 年度青森市農業集落排水事業特別会計補正予算（第 2 号） 

 

議案第１５７号 平成 23 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１５８号 平成 23 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１５９号 平成 23 年度青森市病院事業会計補正予算（第1 号） 

 

議案第１６０号 平成 23 年度青森市水道事業会計補正予算（第3 号） 

 

議案第１６１号 平成 23 年度青森市大字荒川財産区特別会計補正予算（第 1 号） 

 

議案第１６２号 平成 23 年度青森市岩渡財産区特別会計補正予算（第 1 号） 
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○ 条例案 

 

議案第１４９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 

 

青森県人事委員会による県職員の給与改定に係る勧告を勘案して、一般職の職

員の給料月額を改定する等のため、改正しようとするものである。 

 

議案第１６３号 青森市暴力団排除条例の制定について 

 

市民生活又は事業活動に与える暴力団の影響を排除することについて必要な事

項を定めるため、制定しようとするものである。 

 

議案第１６４号 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 

 

スポーツ基本法の施行に伴い、所要の改正をしようとするものである。 

 

議案第１６５号 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 
 

障害者自立支援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。 

 

議案第１６６号 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 

 

戸籍総合情報システムの導入に伴い、所要の改正をしようとするものである。 

 

議案第１６７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 

 

青森市立野沢小学校及び青森市立栄山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１６８号 青森市景観条例の一部を改正する条例の制定について 

 

景観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。 

 

議案第１６９号 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 

 

青森市民病院に病理診断科を設置し、並びに青森市民病院及び青森市立浪岡病

院の診療科名を変更するため、改正しようとするものである。 
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○ 単行案 

 

議案第１７０号 契約の締結について（青森市立東中学校校舎改築工事） 

 

場  所    青森市大字八幡林字熊谷２８番地 外 

構  造    鉄筋コンクリート造 ４階建 

延べ床面積   ５，７２４．９６㎡ 

   

契約の相手方  藤本・今特定建設工事共同企業体 

        （株式会社藤本建設、株式会社今工務店） 

契約金額    １，１２８，５４０，０００円 

        （うち取引に係る消費税及び地方消費税額 

                         ５３，７４０，０００円） 

完  工    平成２５年７月３１日予定 

関係法令    青森市議会の議決に付さなければならない契約並びに財産の取

得及び処分に関する条例第２条 

 

議案第１７１号 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） 

 

場  所    青森市大字八幡林字熊谷２８番地 外 

工事内容    電気設備工事一式 

契約の相手方  八興電気株式会社 

        （代表取締役社長 五十嵐 秀一） 

契約金額    １３９，４７１，５００円 

        （うち取引に係る消費税及び地方消費税額 

                          ６，６４１，５００円） 

完  工    平成２５年７月３１日予定 

関係法令    青森市議会の議決に付さなければならない契約並びに財産の取

得及び処分に関する条例第２条 

 

議案第１７２号 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） 

 

場  所    青森市桜川八丁目1５番 1 号 

構  造    鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 ２階建 

延べ床面積   １，６０８．３２㎡ 

契約の相手方  倉橋建設株式会社 

        （代表取締役 倉橋 純造） 

契約金額    ４３２，０７５，０００円 

        （うち取引に係る消費税及び地方消費税額 

                         ２０，５７５，０００円） 

完  工    平成２４年１２月２８日予定 

関係法令    青森市議会の議決に付さなければならない契約並びに財産の取
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得及び処分に関する条例第２条 

 

議案第１７３号 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） 

 

場  所    青森市大字野尻字野田６０番地 

構  造    鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 ２階建 

延べ床面積   １，３５３．７１㎡ 

契約の相手方  丸八鐵工建設株式会社 

        （代表取締役 齊藤 拓男） 

契約金額    ３６３，３００，０００円 

        （うち取引に係る消費税及び地方消費税額 

                         １７，３００，０００円） 

完  工    平成２４年１２月２８日予定 

関係法令    青森市議会の議決に付さなければならない契約並びに財産の取

得及び処分に関する条例第２条 

 

議案第１７４号 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） 

 

青森市森林博物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 青森市松原一丁目１６番２５号 

   名称 青森県森林組合連合会 

      （代表理事会長 本間 家大） 

指定の期間 平成２４年４月１日から平成２９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４条 

 

議案第１７５号 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） 

 

青森市合浦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 青森市奥野三丁目７番１号 

   名称 社会福祉法人藤聖母園 

      （理事長 三浦 裕） 

指定の期間 平成２４年４月１日から平成２９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４条 

 

議案第１７６号 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） 

 

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
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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 前田 保） 

指定の期間 平成２４年４月１日から平成２８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４条 

 

議案第１７７号 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） 

 

青森市男女共同参画プラザ及び青森市働く女性の家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 青森市新町一丁目３番７号 

   名称 Ａ＆Ａグループ 

      （代表者 野呂 和生） 

指定の期間 平成２４年４月１日から平成２９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４条 

 

議案第１７８号 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） 

 

青森市りんご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 青森市大字羽白字富田一九〇番地四 

   名称 青森農業協同組合 

      （代表理事組合長 相坂 陸秀） 

指定の期間 平成２４年４月１日から平成２６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４条 

 

議案第１７９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上１１番地 

   名称 杉沢町内会 
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      （会長 石村 基） 

指定の期間 平成２４年４月１日から平成２８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４条 

 

議案第１８０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。 

 

指定管理者となる団体 

   所在 青森市新町一丁目６番１２号 

   名称 特定非営利活動法人ソーシャル・キャピタル・サービス青森 

      （理事長 工藤 公） 

指定の期間 平成２４年４月１日から平成２９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４条 

 

議案第１８１号 公の施設の指定管理者の指定について（合浦公園等） 

 

合浦公園、野木和公園、野木中央公園、本町公園、戸山中央公園、戸山西公園、

奥野中央公園、はまだて公園、浜田中央公園、八ツ役北公園、平和公園、駅前公

園、新青森駅前公園及び青森市スポーツ公園わくわく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 青森市合浦二丁目１７番５０号 

   名称 パークメンテ青い森グループ 

      （会長 千葉 洋一） 

指定の期間 平成２４年４月１日から平成２９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４条 

 

議案第１８２号 市道の路線の廃止について 

 

新田５７号線ほか３路線の市道を廃止しようとするものである。 

 

総延長   ２，００７．６ｍ 

総面積   ４２，０９７㎡ 

関係法令  道路法第１０条第１項及び第３項 

 

 

議案第１８３号 市道の路線の認定について 

 

新田６３号線ほか１７路線を市道として認定しようとするものである。 
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総延長   ２，５５３．０ｍ 

総面積   ３８，７９５㎡ 

関係法令  道路法第８条第１項及び第２項 

 

 

 

○ 報 告 

 

報告第４２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２３年９月８日 

損害賠償額    ４４，３６５円 

専決処分年月日  平成２３年１０月１１日 

関係法令     地方自治法第１８０条第１項及び第２項 

 

報告第４３号 専決処分の報告について 

 

相手方に対し、学校給食費の支払を請求する訴えの提起について専決処分した

ので、その報告をするものである。 

 

相 手 方     田中 ふさ子 

事 件 名     学校給食費請求事件  

請求金額     ５０，２７６円 

専決処分年月日  平成２３年１０月２０日 

関係法令     地方自治法第１８０条第１項及び第２項 

 

報告第４４号 専決処分の報告について 

 

相手方に対し、学校給食費の支払を請求する訴えの提起について専決処分した

ので、その報告をするものである。 

 

相 手 方     三上 千代子  

事 件 名     学校給食費請求事件  

請求金額     ２９，６８４円 

専決処分年月日  平成２３年１０月２０日 

関係法令     地方自治法第１８０条第１項及び第２項 

 

報告第４５号 専決処分の報告について 
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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２３年９月１４日 

損害賠償額    ５，２２０円 

専決処分年月日  平成２３年１０月２６日 

関係法令     地方自治法第１８０条第１項及び第２項 

 

報告第４６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２３年１月３０日 

損害賠償額    ９０，７１０円 

専決処分年月日  平成２３年１１月１７日 

関係法令     地方自治法第１８０条第１項及び第２項 

 

報告第４７号 専決処分の報告について 

 

議会の議決を経た工事請負契約について、工事施工上変更を余儀なくされる部

分が生じたため専決処分したので、その報告をするものである。 

 

工事名     新ごみ処理施設アクセス道路工事 

契約金額    （変更前）７９５，３７５，０００円 

        （変更後）８６７，３９９，７５０円 

        （増 額） ７２，０２４，７５０円 

専決処分年月日 平成２３年１１月１７日 

関係法令    地方自治法第１８０条第 1項及び第２項 

 

報告第４８号 専決処分の報告について 

 

議会の議決を経た工事請負契約について、工事施工上変更を余儀なくされる部

分が生じたため専決処分したので、その報告をするものである。 

 

工事名     新ごみ処理施設造成工事 

契約金額    （変更前）７３１，７０３，０００円 

        （変更後）７９９，３２８，２５０円 

        （増 額） ６７，６２５，２５０円 

専決処分年月日 平成２３年１１月１７日 

関係法令    地方自治法第１８０条第 1項及び第２項 

 


