
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

継続審査

原案可決

原案可決

原案可決

■平成２５年度青森市深沢第一財産区特別会計
  補正予算（第１号）

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

■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

■配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関
  する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関
  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）

■青森市市税条例等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）

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

■平成２５年度青森市八重菊第一財産区特別会計
  補正予算(第１号) 全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）
■平成２５年度青森市病院事業会計
  補正予算（第３号）

■平成２５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２５年度青森市介護保険事業特別会計
  補正予算(第３号)

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）
■平成２５年度青森市水道事業会計
  補正予算(第３号)
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■平成２５年度青森市農業集落排水事業特別会計
  補正予算(第２号)

採決結果

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

全会一致の案件

■平成２５年度青森市一般会計補正予算(第５号) 全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

■平成２５年度青森市中央卸売市場特別会計
  補正予算(第３号)

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

■平成２５年度青森市八重菊第二財産区特別会計
  補正予算(第１号)

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

■平成２５年度青森市深沢第二財産区特別会計
  補正予算（第１号）

■平成２５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２５年度青森市駐車場事業特別会計
  補正予算(第１号)

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

■平成２５年度青森市自動車運送事業会計
  補正予算（第３号）

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

■平成２５年度青森市国民健康保険事業特別会計
  補正予算(第３号)

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

■平成２５年度青森市下水道事業特別会計
  補正予算(第３号)

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

■平成２５年度青森市幸畑財産区特別会計
  補正予算（第１号）

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

■青森市役所庁舎整備第一期工事設計業務公募型
  プロポーザル審査委員会条例の制定について

継続審査と決することに



原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

認　定

認　定

認　定

認　定

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

同　意

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

■平成２５年度青森市水道事業会計補正予算
（第４号）

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

■平成２５年度青森市一般会計補正予算
（第７号）

■平成２５年度青森市自動車運送事業会計補正
　予算（第４号）

■平成２５年度青森市農業集落排水事業特別会計
  補正予算（第３号）

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

■平成２５年度青森市病院事業会計補正予算
（第４号）

■平成２５年度青森市下水道事業特別会計補正
  予算（第４号）

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

■平成２５年度青森市中央卸売市場特別会計補正
  予算（第４号）

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）■財産区管理委員の選任について

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

■平成２５年度青森市介護保険事業特別会計
  補正予算（第４号）

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

■平成２５年度青森市後期高齢者医療特別会計
　補正予算（第３号）

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

■平成２５年度青森市競輪事業特別会計補正予算
（第４号） 全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

■平成２５年度青森市国民健康保険事業特別会計
  補正予算（第４号）

■契約の締結について（八重田浄化センター汚
  泥棟電気設備改築工事）

■財産の取得について（ロータリ除雪車の購入） 全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

■決算の認定について（平成２４年度青森市
  水道事業会計決算） 全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）
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全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

■青森市農村環境整備共同利用センター条例の一
  部を改正する条例の制定について

採決結果全会一致の案件

■契約の締結について（富田ポンプ場土木工事）

■決算の認定について（平成２４年度青森市
　病院事業会計決算）

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）
■決算の認定について（平成２４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２４年度青森市
  自動車運送事業会計決算） 全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

■平成２５年度青森市一般会計補正予算
 （第６号）

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）



棄却すべきで
あると答申

棄却すべきで
あると答申

採　択

採　択

不採択

不採択

原案可決

原案可決

原案可決

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）
■戸山南公園へ鉄棒の設置を求める陳情

■下水道使用料値下げに関する陳情
全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）
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全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

採決結果全会一致の案件

■ＤＶ根絶のための予防啓発教育の実施に関する
　請願（その１）

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）
■下水道使用料の督促処分に対する異議申立てに
　係る諮問について（諮問第２号）

■ホテル・旅館等建築物の耐震化の促進に関する
　意見書 全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

■鳥獣・海獣被害防止対策の充実を求める意見書

■下水道使用料の督促処分に対する異議申立てに
　係る諮問について（諮問第１号） 全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

■ＤＶ根絶のための予防啓発教育の実施に関する
　請願（その２）

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

■福島第一原子力発電所汚染水問題の対策を着
　実に実施することを求める意見書

全　会　一　致 （賛成：40　反対：0）

棄却すべきであると答申することに

棄却すべきであると答申することに

不採択と決することに

不採択と決することに



原案可決

不採択

不採択

賛成：３２

【自民党新青会】
間山勲、長谷川章悦、渋谷勲、
小豆畑緑、里村誠悦、大矢保、
木戸喜美男、中田靖人、山本治男、
舘山善也
【新政会】
奥谷進、花田明仁、小田桐金三、
嶋田肇、小倉尚裕、中村節雄
【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
【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：８

【自民党新青会】
神山昌則
【社民党･市民の会】
海老名鉄芳
【市民クラブ】
秋村光男、木下靖、工藤健、
奈良祥孝、上林英一、竹山美虎

賛成：３３

【自民党新青会】
間山勲、長谷川章悦、渋谷勲、
小豆畑緑、神山昌則、里村誠悦、
大矢保、木戸喜美男、中田靖人、
山本治男、舘山善也
【新政会】
奥谷進、花田明仁、小田桐金三、
嶋田肇、小倉尚裕、中村節雄
【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
【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：７

【社民党・市民の会】
海老名鉄芳
【市民クラブ】
秋村光男、木下靖、工藤健、
奈良祥孝、上林英一、竹山美虎

■青森市職員の給与の臨時特例に関する
  条例の制定について

平成25年第３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

■公正適切な情報公開を求める陳情

■市役所幹部職員の綱紀粛清に関する
  陳情

賛成：３４

【自民党新青会】
間山勲、長谷川章悦、渋谷勲、
小豆畑緑、神山昌則、里村誠悦、
大矢保、木戸喜美男、中田靖人、
山本治男、舘山善也
【新政会】
奥谷進、花田明仁、小田桐金三、
嶋田肇、小倉尚裕、中村節雄
【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、工藤健、
奈良祥孝、上林英一、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

不採択と決することに

不採択と決することに



不採択

原案可決

原案可決

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

■平成２５年度青森市競輪事業特別会計
  補正予算（第３号）

賛成：３４

【自民党新青会】
間山勲、長谷川章悦、渋谷勲、
小豆畑緑、神山昌則、里村誠悦、
大矢保、木戸喜美男、中田靖人、
山本治男、舘山善也
【新政会】
奥谷進、花田明仁、小田桐金三、
嶋田肇、小倉尚裕、中村節雄
【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、工藤健、
奈良祥孝、上林英一、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

■新生児聴覚検査実施の陳情

賛成：３４

【自民党新青会】
間山勲、長谷川章悦、渋谷勲、
小豆畑緑、神山昌則、里村誠悦、
大矢保、木戸喜美男、中田靖人
山本治男、舘山善也
【新政会】
奥谷進、花田明仁、小田桐金三、
嶋田肇、小倉尚裕、中村節雄
【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、工藤健、
奈良祥孝、上林英一、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

■地方税財源の充実確保に関する意見書

賛成：２９

【自民党新青会】
間山勲、長谷川章悦、渋谷勲、
小豆畑緑、神山昌則、里村誠悦、
大矢保、木戸喜美男、中田靖人、
山本治男、舘山善也
【新政会】
奥谷進、花田明仁、小田桐金三、
嶋田肇、小倉尚裕、中村節雄
【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
【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

【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】
木下靖、工藤健、奈良祥孝、
上林英一、竹山美虎

平成25年第３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

不採択と決することに



原案可決

原案可決

否決

反対：１８

【自民党新青会】
間山勲、長谷川章悦、渋谷勲、
小豆畑緑、神山昌則、里村誠悦、
大矢保、中田靖人、山本治男、
【新政会】
奥谷進、花田明仁、嶋田肇、
小倉尚裕、中村節雄
【公明党】
柴田久子、赤木長義、渡部伸広、
山本武朝

賛成：１９

【自民党新青会】
間山勲、長谷川章悦、渋谷勲、
木戸喜美男、山本治男、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
【無所属】
奈良岡隆

反対：２１

【自民党新青会】
小豆畑緑、神山昌則、里村誠悦、
大矢保、中田靖人
【新政会】
奥谷進、花田明仁、小田桐金三、
嶋田肇、小倉尚裕、中村節雄
【市民クラブ】
秋村光男、木下靖、工藤健、
奈良祥孝、上林英一、竹山美虎
【公明党】
柴田久子、赤木長義、渡部伸広、
山本武朝

賛成：２２

【自民党新青会】
木戸喜美男、舘山善也
【新政会】
小田桐金三
【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、工藤健、
奈良祥孝、上林英一、竹山美虎
【無所属】
奈良岡隆

■今秋の消費税率引き上げ決定に反対
  する意見書

賛否が分かれた案件 賛成の議員

■集団的自衛権に関する憲法解釈を変更
  することに反対する意見書

■ＴＰＰ交渉からの即時脱退と情報公開
  を求める意見書
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反対の議員 採決結果

賛成：２３

【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、工藤健、
奈良祥孝、上林英一、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：１７

【自民党新青会】
間山勲、長谷川章悦、渋谷勲、
小豆畑緑、神山昌則、里村誠悦、
大矢保、木戸喜美男、中田靖人、
山本治男、舘山善也
【新政会】
奥谷進、花田明仁、小田桐金三、
嶋田肇、小倉尚裕、中村節雄



原案可決

否決

原案可決

反対：７

【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

■生活保護の老齢加算復活を求める意見
  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、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、工藤健、
奈良祥孝、上林英一、竹山美虎

反対：２３

【自民党新青会】
間山勲、長谷川章悦、渋谷勲、
小豆畑緑、神山昌則、里村誠悦、
大矢保、木戸喜美男、中田靖人、
山本治男、舘山善也
【新政会】
奥谷進、花田明仁、小田桐金三、
嶋田肇、小倉尚裕、中村節雄
【社民党･市民の会】
橋本尚美
【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

■大規模地震等災害対策の促進を求める
  意見書

賛成：３３

【自民党新青会】
間山勲、長谷川章悦、渋谷勲、
小豆畑緑、神山昌則、里村誠悦、
大矢保、木戸喜美男、中田靖人、
山本治男、舘山善也
【新政会】
奥谷進、花田明仁、小田桐金三、
嶋田肇、小倉尚裕、中村節雄
【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、工藤健、
奈良祥孝、上林英一、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

採決結果
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賛否が分かれた案件

賛成：３８

【自民党新青会】
長谷川章悦、渋谷勲、小豆畑緑、
神山昌則、里村誠悦、木戸喜美男、
中田靖人、山本治男、舘山善也
【新政会】
奥谷進、花田明仁、小田桐金三、
嶋田肇、小倉尚裕、中村節雄
【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、工藤健、
奈良祥孝、上林英一、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

■過労死防止基本法の制定を求める意見
  書

反対：２

【自民党新青会】
間山勲、大矢保

賛成の議員 反対の議員



原案可決
■若い世代が安心して就労できる環境等
  の整備を求める意見書

賛成：34

【自民党新青会】
間山勲、長谷川章悦、渋谷勲、
小豆畑緑、神山昌則、里村誠悦、
大矢保、木戸喜美男、中田靖人
山本治男、舘山善也
【新政会】
奥谷進、花田明仁、小田桐金三、
嶋田肇、小倉尚裕、中村節雄
【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、工藤健、
奈良祥孝、上林英一、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

賛否が分かれた案件 賛成の議員 反対の議員 採決結果
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