平成２６年第１回青森市議会定例会提出案件
件

名

○ 平成 25 年度青森市一般会計補正予算（第 11 号）
○ 平成 26 年度青森市一般会計予算
○ 平成 26 年度青森市競輪事業特別会計予算
○ 平成 26 年度青森市国民健康保険事業特別会計予算
○ 平成 26 年度青森市宅地造成事業特別会計予算
○ 平成 26 年度青森市下水道事業特別会計予算
○ 平成 26 年度青森市公共用地取得事業特別会計予算
○ 平成 26 年度青森市中央卸売市場特別会計予算
○ 平成 26 年度青森市農業集落排水事業特別会計予算
○ 平成 26 年度青森市介護保険事業特別会計予算
予 算 案

○ 平成 26 年度青森市母子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算
○ 平成 26 年度青森市後期高齢者医療特別会計予算
○ 平成 26 年度青森市駐車場事業特別会計予算
○ 平成 26 年度青森市病院事業会計予算
○ 平成 26 年度青森市水道事業会計予算
○ 平成 26 年度青森市自動車運送事業会計予算
○ 平成 26 年度青森市深沢第一財産区特別会計予算
○ 平成 26 年度青森市八重菊第一財産区特別会計予算
○ 平成 26 年度青森市八重菊第二財産区特別会計予算
○ 平成 26 年度青森市新城財産区特別会計予算
○ 平成 26 年度青森市野内財産区特別会計予算
○ 平成 26 年度青森市土橋財産区特別会計予算
○ 平成 26 年度青森市大平財産区特別会計予算
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提出
件数

○ 平成 26 年度青森市孫内財産区特別会計予算
○ 平成 26 年度青森市大字高田財産区特別会計予算
○ 平成 26 年度青森市大字石江財産区特別会計予算
○ 平成 26 年度青森市安田財産区特別会計予算
○ 平成 26 年度青森市大別内財産区特別会計予算
○ 平成 26 年度青森市七ケ大字財産区特別会計予算
○ 平成 26 年度青森市大字野沢財産区特別会計予算
○ 平成 26 年度青森市金浜財産区特別会計予算
○ 平成 26 年度青森市深沢第二財産区特別会計予算
○ 平成 26 年度青森市大字荒川財産区特別会計予算
○ 平成 26 年度青森市八ツ役財産区特別会計予算
○ 平成 26 年度青森市上野財産区特別会計予算
○ 平成 26 年度青森市野木財産区特別会計予算
予 算 案
○ 平成 26 年度青森市岩渡財産区特別会計予算
○ 平成 26 年度青森市前田財産区特別会計予算
○ 平成 26 年度青森市幸畑財産区特別会計予算
○ 平成 26 年度青森市小館財産区特別会計予算
○ 平成 26 年度青森市二ケ大字（後潟・四戸橋）財産区特別会計予算
○ 平成 26 年度青森市二ケ大字（築木館・諏訪沢）財産区特別会計予算
○ 平成 26 年度青森市清水財産区特別会計予算
○ 平成 26 年度青森市桐沢財産区特別会計予算
○ 平成 26 年度青森市大字六枚橋財産区特別会計予算
○ 平成 26 年度青森市大字岡町財産区特別会計予算
○ 平成 26 年度青森市横内財産区特別会計予算
○ 平成 26 年度青森市大字滝沢財産区特別会計予算
○ 平成 26 年度青森市浪岡財産区特別会計予算
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○ 平成 26 年度青森市細野財産区特別会計予算
○ 平成 26 年度青森市女鹿沢財産区特別会計予算
○ 平成 26 年度青森市本郷財産区特別会計予算
○ 平成 26 年度青森市大字野尻財産区特別会計予算
○ 平成 25 年度青森市一般会計補正予算（第 12 号）
○ 平成 25 年度青森市競輪事業特別会計補正予算（第 5 号）
○ 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 6 号）
予 算 案

○ 平成 25 年度青森宅地造成事業特別会計補正予算（第 1 号）
○ 平成 25 年度青森市下水道事業特別会計補正予算（第 6 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 5 号）
○ 平成 25 年度青森市介護保険事業特別会計補正予算（第 6 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 5 号）
○ 平成 25 年度青森市駐車場事業特別会計補正予算（第 3 号）
○ 平成 25 年度青森市病院事業会計補正予算（第 6 号）
○ 平成 25 年度青森市水道事業会計補正予算（第 6 号）
○ 平成 25 年度青森市自動車運送事業会計補正予算（第 6 号）

計

６５

○

青森市競輪事業施設等整備基金条例の制定について

○

青森市下水道使用料等審議会条例の制定について

○

青森市水道料金等審議会条例の制定について

○

青森市役所支所設置条例の一部を改正する条例の制定について

○

青森市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について

○

青森市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例
の制定について

○

青森市特別職の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

条 例 案

−３−

○

青森市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

○

青森市奨学金貸与条例の一部を改正する条例の制定について

○

青森市地域生活支援事業の実施に関する条例の一部を改正する条例の制定
について

○

青森市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等
を定める条例等の一部を改正する条例の制定について

○

青森市公民館条例の一部を改正する条例の制定について

○

青森市文化観光交流施設条例の一部を改正する条例の制定について

○

青森市立高等看護学院条例の一部を改正する条例の制定について

○

青森市競輪実施条例の一部を改正する条例の制定について

○

青森市地方独立行政法人に係る重要な財産を定める条例の一部を改正する
条例の制定について

条 例 案

計

単 行 案

１７

○

契約の締結について（国民保養センター花岡荘改修事業 花岡荘改築工事）

○

契約の締結について（国民保養センター花岡荘改修事業
工事）

○

公の施設の指定管理者の指定について（青森市浪岡中央公民館）

○

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）

○

包括外部監査契約の締結について

○

平成 26 年度青森市下水道事業特別会計に収入として繰り入れることにつ
いて

○

平成 26 年度青森市農業集落排水事業特別会計に収入として繰り入れるこ
とについて

○

平成 26 年度青森市駐車場事業特別会計に収入として繰り入れることにつ
いて

計

花岡荘機械設備

８
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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

計

６

合

計
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９６

○

予算案

議案第１号

平成 25 年度青森市一般会計補正予算（第 11 号）

議案第２号

平成 26 年度青森市一般会計予算

議案第３号

平成 26 年度青森市競輪事業特別会計予算

議案第４号

平成 26 年度青森市国民健康保険事業特別会計予算

議案第５号

平成 26 年度青森市宅地造成事業特別会計予算

議案第６号

平成 26 年度青森市下水道事業特別会計予算

議案第７号

平成 26 年度青森市公共用地取得事業特別会計予算

議案第８号

平成 26 年度青森市中央卸売市場特別会計予算

議案第９号

平成 26 年度青森市農業集落排水事業特別会計予算

議案第１０号

平成 26 年度青森市介護保険事業特別会計予算

議案第１１号

平成 26 年度青森市母子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算

議案第１２号

平成 26 年度青森市後期高齢者医療特別会計予算

議案第１３号

平成 26 年度青森市駐車場事業特別会計予算

議案第１４号

平成 26 年度青森市病院事業会計予算

議案第１５号

平成 26 年度青森市水道事業会計予算

議案第１６号

平成 26 年度青森市自動車運送事業会計予算

議案第１７号

平成 26 年度青森市深沢第一財産区特別会計予算

議案第１８号

平成 26 年度青森市八重菊第一財産区特別会計予算

議案第１９号

平成 26 年度青森市八重菊第二財産区特別会計予算

議案第２０号

平成 26 年度青森市新城財産区特別会計予算
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議案第２１号

平成 26 年度青森市野内財産区特別会計予算

議案第２２号

平成 26 年度青森市土橋財産区特別会計予算

議案第２３号

平成 26 年度青森市大平財産区特別会計予算

議案第２４号

平成 26 年度青森市孫内財産区特別会計予算

議案第２５号

平成 26 年度青森市大字高田財産区特別会計予算

議案第２６号

平成 26 年度青森市大字石江財産区特別会計予算

議案第２７号

平成 26 年度青森市安田財産区特別会計予算

議案第２８号

平成 26 年度青森市大別内財産区特別会計予算

議案第２９号

平成 26 年度青森市七ケ大字財産区特別会計予算

議案第３０号

平成 26 年度青森市大字野沢財産区特別会計予算

議案第３１号

平成 26 年度青森市金浜財産区特別会計予算

議案第３２号

平成 26 年度青森市深沢第二財産区特別会計予算

議案第３３号

平成 26 年度青森市大字荒川財産区特別会計予算

議案第３４号

平成 26 年度青森市八ツ役財産区特別会計予算

議案第３５号

平成 26 年度青森市上野財産区特別会計予算

議案第３６号

平成 26 年度青森市野木財産区特別会計予算

議案第３７号

平成 26 年度青森市岩渡財産区特別会計予算

議案第３８号

平成 26 年度青森市前田財産区特別会計予算

議案第３９号

平成 26 年度青森市幸畑財産区特別会計予算

議案第４０号

平成 26 年度青森市小館財産区特別会計予算

議案第４１号

平成 26 年度青森市二ケ大字（後潟・四戸橋）財産区特別会計予算

−７−

議案第４２号

平成 26 年度青森市二ケ大字（築木館・諏訪沢）財産区特別会計予算

議案第４３号

平成 26 年度青森市清水財産区特別会計予算

議案第４４号

平成 26 年度青森市桐沢財産区特別会計予算

議案第４５号

平成 26 年度青森市大字六枚橋財産区特別会計予算

議案第４６号

平成 26 年度青森市大字岡町財産区特別会計予算

議案第４７号

平成 26 年度青森市横内財産区特別会計予算

議案第４８号

平成 26 年度青森市大字滝沢財産区特別会計予算

議案第４９号

平成 26 年度青森市浪岡財産区特別会計予算

議案第５０号

平成 26 年度青森市細野財産区特別会計予算

議案第５１号

平成 26 年度青森市女鹿沢財産区特別会計予算

議案第５２号

平成 26 年度青森市本郷財産区特別会計予算

議案第５３号

平成 26 年度青森市大字野尻財産区特別会計予算

議案第５４号

平成 25 年度青森市一般会計補正予算（第 12 号）

議案第５５号

平成 25 年度青森市競輪事業特別会計補正予算（第 5 号）

議案第５６号

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 6 号）

議案第５７号

平成 25 年度青森市宅地造成事業特別会計補正予算（第 1 号）

議案第５８号

平成 25 年度青森市下水道事業特別会計補正予算（第 6 号）

議案第５９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 5 号）

議案第６０号

平成 25 年度青森市介護保険事業特別会計補正予算（第 6 号）

議案第６１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 5 号）

議案第６２号

平成 25 年度青森市駐車場事業特別会計補正予算（第 3 号）
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議案第６３号

平成 25 年度青森市病院事業会計補正予算（第 6 号）

議案第６４号

平成 25 年度青森市水道事業会計補正予算（第 6 号）

議案第６５号

平成 25 年度青森市自動車運送事業会計補正予算（第 6 号）

○

条例案

議案第６６号

青森市競輪事業施設等整備基金条例の制定について
青森市競輪事業施設等整備基金の設置、管理及び処分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６７号

青森市下水道使用料等審議会条例の制定について
青森市下水道使用料等審議会の設置、組織及び運営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６８号

青森市水道料金等審議会条例の制定について
青森市水道料金等審議会の設置、組織及び運営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６９号

青森市役所支所設置条例の一部を改正する条例の制定について
横内支所を廃止するため、改正しようとするものである。

議案第７０号

青森市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について
組織・機構の見直しに伴い、所要の改正をしようとするものである。

議案第７１号

青森市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例の
制定について
地方公務員法の一部改正に伴い、職員の休業の状況の公表について定めるた
め、改正しようとするものである。

議案第７２号

青森市特別職の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
特別職の職員の給料額及び報酬額並びに教育長の給料額を改定するとともに、

−９−

議員報酬等に関する特例措置を定めるため、改正しようとするものである。

議案第７３号

青森市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
青森県人事委員会による県職員の給与等に関する勧告を勘案して、通勤のた
め四輪の自動車を使用する職員の通勤手当の上限額を引き上げるため、改正し
ようとするものである。

議案第７４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
抑留された飼い犬返還手数料について定める等のため、改正しようとするも
のである。

議案第７５号

青森市奨学金貸与条例の一部を改正する条例の制定について
公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関す
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７６号

青森市地域生活支援事業の実施に関する条例の一部を改正する条例の制定に
ついて
青森市地域生活支援事業の事業内容を変更するため、改正しようとするもの
である。

議案第７７号

青森市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定
める条例等の一部を改正する条例の制定について
地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるため
の関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する
省令の施行等に伴い、所要の改正をしようとするものである。

議案第７８号

青森市公民館条例の一部を改正する条例の制定について
青森市横内市民センター陶芸室の設置に伴い使用料の額を定めるため、改正
しようとするものである。

議案第７９号

青森市文化観光交流施設条例の一部を改正する条例の制定について
ねぶたホール及び歴史コーナーの利用料金基準額について１団体１年を単位
とする区分を追加するため、改正しようとするものである。
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議案第８０号

青森市立高等看護学院条例の一部を改正する条例の制定について
青森市立高等看護学院の専修学校設置認可等に伴い、所要の改正をしようと
するものである。

議案第８１号

青森市競輪実施条例の一部を改正する条例の制定について
市が開催する競輪について、青森競輪場以外の競輪場での開催を可能にする
ため、改正しようとするものである。

議案第８２号

青森市地方独立行政法人に係る重要な財産を定める条例の一部を改正する条
例の制定について
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の
整備に関する法律による地方独立行政法人法の一部改正に伴い、同法第６条第
４項に規定する重要な財産を定めるため、改正しようとするものである。

○

単行案

議案第８３号

契約の締結について（国民保養センター花岡荘改修事業

花岡荘改築工事）

場

所

青森市浪岡大字女鹿沢字野尻１４番地１地内

構

造

鉄筋コンクリート造 ２階建

延べ床面積

１，６９０．２４㎡

契約の相手方

内海・山口・工藤建設工事共同企業体
（内海工業株式会社、株式会社山口建設、有限会社工藤建設）

契約金額

５０６，９５２，０００円
（うち取引に係る消費税及び地方消費税額
３７，５５２，０００円）

完

工

関係法令

平成２７年３月２５日予定
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８４号

契約の締結について（国民保養センター花岡荘改修事業

花岡荘機械設備工

事）
場

所

青森市浪岡大字女鹿沢字野尻１４番地１地内

工事内容

機械設備工事一式

契約の相手方

北日本管工業株式会社
（代表取締役

契約金額

秋葉 文和）

１５６，３４２，９６０円
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（うち取引に係る消費税及び地方消費税額
１１，５８０，９６０円）
完

工

平成２７年３月２５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８５号

公の施設の指定管理者の指定について（青森市浪岡中央公民館）
青森市浪岡中央公民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若松１２０番地６
名称 浪岡生涯学習施設管理運営協議会
（会長 野呂 尚史）
指定の期間 平成２６年１０月１日から平成３１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８６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 平成２６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 10 条

議案第８７号

包括外部監査契約の締結について
平成 26 年度に係る包括外部監査契約を締結しようとするものである。
契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法
基本費用及び執務費用並びに実費の合算額とし、
１３，１７５，４６０円を上限とする。
契約の相手方

木村 暢

資

公認会計士

格

関係法令

地方自治法第２５２条の３６第１項
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議案第８８号

平成２６年度青森市下水道事業特別会計に収入として繰り入れることについ
て
平成２６年度青森市一般会計から平成２６年度青森市下水道事業特別会計に、
収入として繰り入れようとするものである。
繰り入れる事由

平成２２年４月の公正取引委員会による私的独占の禁止及び
公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）に
違反した行為があったと認定された土木一式工事Ａ等級業者
に対し請求した損害賠償について、当該業者から納入があっ
た損害賠償金のうち、国庫補助対象事業分については、その
相当額を翌年度に返還する必要があるが、損害賠償金は一般
会計で収入することから、下水道事業特別会計で国への返還
に要する額について会計間の調整が必要であるため

議案第８９号

繰り入れる額

４１，７８２，０００円を上限とする額

関係法令

地方財政法第６条

平成２６年度青森市農業集落排水事業特別会計に収入として繰り入れること
について
平成２６年度青森市一般会計から平成２６年度青森市農業集落排水事業特別会
計に、収入として繰り入れようとするものである。
繰り入れる事由

農業集落排水施設と公共下水道との違いによって使用料に差
が生じないよう同一料金としているところ、繰出基準内での
繰入金のみでは、農業集落排水事業特別会計の歳入に不足が
生じるため

議案第９０号

繰り入れる額

１６，３５１，０００円を上限とする額

関係法令

地方財政法第６条

平成２６年度青森市駐車場事業特別会計に収入として繰り入れることについ
て
平成２６年度青森市一般会計から平成２６年度青森市駐車場事業特別会計に、
収入として繰り入れようとするものである。
繰り入れる事由

駐車場使用料は、周辺施設と均衡のとれた料金設定としてい
ること、及び公用利用の場合における一定時間については使
用料を免除としていることから、繰出基準内での繰入金だけ
では、駐車場事業特別会計の歳入に不足が生じるため

繰り入れる額

１６２，２３３，０００円を上限とする額
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関係法令

○

報

地方財政法第６条

告

報告第１号

専決処分の報告について
議会の議決を経た工事請負に関する契約について、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

青森市立金沢小学校校舎改築工事

契約金額

（変更前）１,２６７，７１７，５００円
（変更後）１,２７３，６１３，８６０円
（増 額）

報告第２号

５，８９６，３６０円

専決処分年月日

平成２６年１月１５日

関係法令

地方自治法第１８０条第 1 項及び第２項

専決処分の報告について
議会の議決を経た工事請負に関する契約について、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

青森市立金沢小学校校舎改築電気設備工事

契約金額

（変更前）１４０，０３４，３００円
（変更後）１４０，７０１，８３５円
（増 額）

報告第３号

６６７，５３５円

専決処分年月日

平成２６年１月１５日

関係法令

地方自治法第１８０条第 1 項及び第２項

専決処分の報告について
議会の議決を経た工事請負に関する契約について、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

青森市立金沢小学校校舎改築暖房換気設備工事

契約金額

（変更前）１２６，６７２，０００円
（変更後）１２７，１２０，３９６円
（増 額）

４４８，３９６円

専決処分年月日

平成２６年１月１５日

関係法令

地方自治法第１８０条第 1 項及び第２項
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報告第４号

専決処分の報告について
議会の議決を経た工事請負に関する契約について、工事施工上変更を余儀なく
される部分等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

青森市浪岡中央公民館改築工事

契約金額

（変更前）７０５，２８５，０００円
（変更後）７１０，７１２，０００円
（増 額）

報告第５号

５,４２７，０００円

専決処分年月日

平成２６年１月３１日

関係法令

地方自治法第１８０条第 1 項及び第２項

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。

報告第６号

事故発生年月日

平成２５年１１月１２日

損害賠償額

５０９，５００円

専決処分年月日

平成２６年１月１０日

関係法令

地方自治法第１８０条第 1 項及び第２項

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２５年１１月１４日

損害賠償額

２３，７５４円

専決処分年月日

平成２６年２月７日

関係法令

地方自治法第１８０条第 1 項及び第２項
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