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平成２４年第１回青森市議会定例会提出案件 

 

件                    名 
提出 

件数 

予 算 案 

 

○ 平成 24 年度青森市一般会計予算 

 

○ 平成 24 年度青森市競輪事業特別会計予算 

 

○ 平成 24 年度青森市国民健康保険事業特別会計予算 

 

○ 平成 24 年度青森市宅地造成事業特別会計予算 

 

○ 平成 24 年度青森市下水道事業特別会計予算 

 

○ 平成 24 年度青森市公共用地取得事業特別会計予算 

 

○ 平成 24 年度青森市中央卸売市場特別会計予算 

 

○ 平成 24 年度青森市農業集落排水事業特別会計予算 

 

○ 平成 24 年度青森市介護保険事業特別会計予算 

 

○ 平成 24 年度青森市母子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算 

 

○ 平成 24 年度青森市後期高齢者医療特別会計予算 

 

○ 平成 24 年度青森市駐車場事業特別会計予算 

 

○ 平成 24 年度青森市病院事業会計予算 

 

○ 平成 24 年度青森市水道事業会計予算 

 

○ 平成 24 年度青森市自動車運送事業会計予算 

 

○ 平成 24 年度青森市深沢第一財産区特別会計予算 

 

○ 平成 24 年度青森市八重菊第一財産区特別会計予算 

 

○ 平成 24 年度青森市八重菊第二財産区特別会計予算 

 

○ 平成 24 年度青森市新城財産区特別会計予算 

 

○ 平成 24 年度青森市野内財産区特別会計予算 

 

○ 平成 24 年度青森市土橋財産区特別会計予算 

 

○ 平成 24 年度青森市大平財産区特別会計予算 

 

○ 平成 24 年度青森市孫内財産区特別会計予算 
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○ 平成 24 年度青森市大字高田財産区特別会計予算 

 

○ 平成 24 年度青森市大字石江財産区特別会計予算 

 

○ 平成 24 年度青森市安田財産区特別会計予算 

 

○ 平成 24 年度青森市大別内財産区特別会計予算 

 

○ 平成 24 年度青森市七ケ大字財産区特別会計予算 

 

○ 平成 24 年度青森市大字野沢財産区特別会計予算 

 

○ 平成 24 年度青森市金浜財産区特別会計予算 

 

○ 平成 24 年度青森市深沢第二財産区特別会計予算 

 

○ 平成 24 年度青森市大字荒川財産区特別会計予算 

 

○ 平成 24 年度青森市八ツ役財産区特別会計予算 

 

○ 平成 24 年度青森市上野財産区特別会計予算 

 

○ 平成 24 年度青森市野木財産区特別会計予算 

 

○ 平成 24 年度青森市岩渡財産区特別会計予算 

 

○ 平成 24 年度青森市前田財産区特別会計予算 

 

○ 平成 24 年度青森市幸畑財産区特別会計予算 

 

○ 平成 24 年度青森市小館財産区特別会計予算 

 

○ 平成 24 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 24 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 24 年度青森市清水財産区特別会計予算 

 

○ 平成 24 年度青森市桐沢財産区特別会計予算 

 

○ 平成 24 年度青森市大字六枚橋財産区特別会計予算 

 

○ 平成 24 年度青森市大字岡町財産区特別会計予算 

 

○ 平成 24 年度青森市横内財産区特別会計予算 

 

○ 平成 24 年度青森市大字滝沢財産区特別会計予算 

 

○ 平成 24 年度青森市浪岡財産区特別会計予算 

 

○ 平成 24 年度青森市細野財産区特別会計予算 
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○ 平成 24 年度青森市女鹿沢財産区特別会計予算 

 

○ 平成 24 年度青森市本郷財産区特別会計予算 

 

○ 平成 24 年度青森市大字野尻財産区特別会計予算 

 

○ 平成 23 年度青森市一般会計補正予算（第 8号） 

 

○ 平成 23 年度青森市競輪事業特別会計補正予算（第 4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 3号） 

 

○ 平成 23 年度青森市宅地造成事業特別会計補正予算（第 3号） 

 

○ 平成 23 年度青森市下水道事業特別会計補正予算（第 4号） 

 

○ 平成 23 年度青森市中央卸売市場特別会計補正予算（第 3号） 

 

○ 平成 23 年度青森市介護保険事業特別会計補正予算（第 3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 3号） 

 

○ 平成 23 年度青森市駐車場事業特別会計補正予算（第 2号） 

 

○ 平成 23 年度青森市病院事業会計補正予算（第 2号） 

 

○ 平成 23 年度青森市水道事業会計補正予算（第 4号） 

 

○ 平成 23 年度青森市自動車運送事業会計補正予算（第 1号） 

 

 

     計 ６４

条 例 案 

 

○ 青森市自治基本条例検討委員会条例の制定について 

 

○ 青森市住居表示審議会条例の制定について 

 

○ 青森市学校施設整備基金条例の制定について 

 

○ 青森市外国語指導員等の給料及び旅費に関する条例を廃止する条例の制定

について 

 

○ 青森市職員等の旅費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 

 

○ 青森市民図書館条例の一部を改正する条例の制定について 

 

○ 青森市ひとり親家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例の制定につい

て 
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○ 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 

 

○ 青森市デイサービスセンター条例の一部を改正する条例の制定について 

 

○ 青森市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について 

 

○ 青森市屋外広告物条例及び青森市浄化槽保守点検業者登録条例の一部を改

正する条例の制定について 

 

○ 青森市浪岡地域交流施設条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例

の制定について 

 

○ 青森市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

 

○ 青森市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

 

○ 青森市介護保険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 

 

 

     計 １７

単 行 案 

 

○ 特定事業に係る契約の締結について（青森市小学校給食センター等整備運

営事業） 

 

○ 交通事故に係る損害賠償の額の決定について 

 

○ 包括外部監査契約の締結について 

 

○ 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 

 

     計 ５

 

 

 

 

 

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 
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○ 専決処分の報告について 

 

 

     計 ８

合      計 ９４
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○ 予算案 

 

議案第１号 平成 24 年度青森市一般会計予算 

 

議案第２号 平成 24 年度青森市競輪事業特別会計予算 

 

議案第３号 平成 24 年度青森市国民健康保険事業特別会計予算 

 

議案第４号 平成 24 年度青森市宅地造成事業特別会計予算 

 

議案第５号 平成 24 年度青森市下水道事業特別会計予算 

 

議案第６号 平成 24 年度青森市公共用地取得事業特別会計予算 

 

議案第７号 平成 24 年度青森市中央卸売市場特別会計予算 

 

議案第８号 平成 24 年度青森市農業集落排水事業特別会計予算 

 

議案第９号 平成 24 年度青森市介護保険事業特別会計予算 

 

議案第１０号 平成 24 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１１号 平成 24 年度青森市後期高齢者医療特別会計予算 

 

議案第１２号 平成 24 年度青森市駐車場事業特別会計予算 

 

議案第１３号 平成 24 年度青森市病院事業会計予算 

 

議案第１４号 平成 24 年度青森市水道事業会計予算 

 

議案第１５号 平成 24 年度青森市自動車運送事業会計予算 

 

議案第１６号 平成 24 年度青森市深沢第一財産区特別会計予算 

 

議案第１７号 平成 24 年度青森市八重菊第一財産区特別会計予算 

 

議案第１８号 平成 24 年度青森市八重菊第二財産区特別会計予算 

 

議案第１９号 平成 24 年度青森市新城財産区特別会計予算 

 

議案第２０号 平成 24 年度青森市野内財産区特別会計予算 
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議案第２１号 平成 24 年度青森市土橋財産区特別会計予算 

 

議案第２２号 平成 24 年度青森市大平財産区特別会計予算 

 

議案第２３号 平成 24 年度青森市孫内財産区特別会計予算 

 

議案第２４号 平成 24 年度青森市大字高田財産区特別会計予算 

 

議案第２５号 平成 24 年度青森市大字石江財産区特別会計予算 

 

議案第２６号 平成 24 年度青森市安田財産区特別会計予算 

 

議案第２７号 平成 24 年度青森市大別内財産区特別会計予算 

 

議案第２８号 平成 24 年度青森市七ケ大字財産区特別会計予算 

 

議案第２９号 平成 24 年度青森市大字野沢財産区特別会計予算 

 

議案第３０号 平成 24 年度青森市金浜財産区特別会計予算 

 

議案第３１号 平成 24 年度青森市深沢第二財産区特別会計予算 

 

議案第３２号 平成 24 年度青森市大字荒川財産区特別会計予算 

 

議案第３３号 平成 24 年度青森市八ツ役財産区特別会計予算 

 

議案第３４号 平成 24 年度青森市上野財産区特別会計予算 

 

議案第３５号 平成 24 年度青森市野木財産区特別会計予算 

 

議案第３６号 平成 24 年度青森市岩渡財産区特別会計予算 

 

議案第３７号 平成 24 年度青森市前田財産区特別会計予算 

 

議案第３８号 平成 24 年度青森市幸畑財産区特別会計予算 

 

議案第３９号 平成 24 年度青森市小館財産区特別会計予算 

 

議案第４０号 平成 24 年度青森市二ケ大字（後潟・四戸橋）財産区特別会計予算 

 

議案第４１号 平成 24 年度青森市二ケ大字（築木館・諏訪沢）財産区特別会計予算 
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議案第４２号 平成 24 年度青森市清水財産区特別会計予算 

 

議案第４３号 平成 24 年度青森市桐沢財産区特別会計予算 

 

議案第４４号 平成 24 年度青森市大字六枚橋財産区特別会計予算 

 

議案第４５号 平成 24 年度青森市大字岡町財産区特別会計予算 

 

議案第４６号 平成 24 年度青森市横内財産区特別会計予算 

 

議案第４７号 平成 24 年度青森市大字滝沢財産区特別会計予算 

 

議案第４８号 平成 24 年度青森市浪岡財産区特別会計予算 

 

議案第４９号 平成 24 年度青森市細野財産区特別会計予算 

 

議案第５０号 平成 24 年度青森市女鹿沢財産区特別会計予算 

 

議案第５１号 平成 24 年度青森市本郷財産区特別会計予算 

 

議案第５２号 平成 24 年度青森市大字野尻財産区特別会計予算 

 

議案第５３号 平成 23 年度青森市一般会計補正予算（第 8号） 

 

議案第５４号 平成 23 年度青森市競輪事業特別会計補正予算（第 4号） 

 

議案第５５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 3 号） 

 

議案第５６号 平成 23 年度青森市宅地造成事業特別会計補正予算（第 3号） 

 

議案第５７号 平成 23 年度青森市下水道事業特別会計補正予算（第 4号） 

 

議案第５８号 平成 23 年度青森市中央卸売市場特別会計補正予算（第 3号） 

 

議案第５９号 平成 23 年度青森市介護保険事業特別会計補正予算（第 3号） 

 

議案第６０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 3 号） 

 

議案第６１号 平成 23 年度青森市駐車場事業特別会計補正予算（第 2号） 

 

議案第６２号 平成 23 年度青森市病院事業会計補正予算（第 2 号） 
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議案第６３号 平成 23 年度青森市水道事業会計補正予算（第 4 号） 

 

議案第６４号 平成 23 年度青森市自動車運送事業会計補正予算（第 1号） 

 

 

 

○ 条例案 

 

議案第６５号 青森市自治基本条例検討委員会条例の制定について 

 

青森市自治基本条例検討委員会の設置、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６６号 青森市住居表示審議会条例の制定について 

 

青森市住居表示審議会の設置、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６７号 青森市学校施設整備基金条例の制定について 

 

青森市学校施設整備基金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 青森市外国語指導員等の給料及び旅費に関する条例を廃止する条例の制定に

ついて 

 

青森市外国語指導員等の任用に関し所要の整理をするため、現行条例を廃止

しようとするものである。 

 

議案第６９号 青森市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

八戸市への出張に係る新幹線特急料金の支給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７０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、個人市民税における均等割の税率の引上げ等

を行うため、改正しようとするものである。 

 

議案第７１号 青森市民図書館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
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整備に関する法律による図書館法の一部改正に伴い、図書館協議会の委員の任

命の基準を定めるため、改正しようとするものである。 

 

議案第７２号 青森市ひとり親家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について 

 

児童福祉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７３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 

 

障害者自立支援法による更生訓練費の給付に係る経過措置期間の満了に伴い、

所要の改正をしようとするものである。 

 

議案第７４号 青森市デイサービスセンター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７５号 青森市営住宅管理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公営住宅法の一部改正に伴い、公営住宅に係る入居資

格を定めるため、改正しようとするものである。 

 

議案第７６号 青森市屋外広告物条例及び青森市浄化槽保守点検業者登録条例の一部を改正

する条例の制定について 

 

民法等の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の改正をしようとするもの

である。 

 

議案第７７号 青森市浪岡地域交流施設条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の

制定について 

 

青森市浪岡交流センターの指定管理者による管理に関し所要の整理をするた

め、改正しようとするものである。 

 

議案第７８号 青森市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

 

青森市道路占用料徴収条例の一部改正による道路占用料の減額との均衡を図

り、使用料を減額する等のため、改正しようとするものである。 
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議案第７９号 青森市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

 

道路法施行令の一部改正に伴い、所要の改正をしようとするものである。 

 

議案第８０号 青森市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 

介護保険料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８１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 

 

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公営企業法の一部改正に伴い、利益の処分及び資

本剰余金の処分について定め、及び細野・相沢地区簡易水道に係る水源の増設

に伴う所要の改正をするため、改正しようとするものである。 

 

 

 

○ 単行案 

 

議案第８２号 特定事業に係る契約の締結について（青森市小学校給食センター等整備運営事

業） 

 

場  所    青森市大字三内字丸山３９３番地２６１ 

事業内容    （仮称）青森市小学校給食センターの設計、建設、維持管理、

運営等及び青森市中学校給食センターの一部維持管理、運営等 

事業期間    契約締結の日から平成４１年３月３１日まで 

契約の相手方  株式会社青森スクールランチサービス 

        （代表取締役 中舘 亨） 

契約金額    １０，１１９，６０６，５０５円（うち取引に係る消費税及び

地方消費税額 ４８０，９８９，３４３円）に事業契約書約款

の規定による税制改正並びに食数、金利及び物価の変動による

増減額を加算した額 

評価点     ９０．３４ 

関係法令    民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法

律第９条 

 

議案第８３号 交通事故に係る損害賠償の額の決定について 

 

交通事故により生じた損害に係る損害賠償の額について決定するものである。 

 

事故発生年月日 平成１８年１０月２３日 

損害賠償額   ６１，２１７，００７円 
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関係法令    地方自治法第９６条第 1項第１３号 

 

議案第８４号 包括外部監査契約の締結について 

 

平成２４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、 

        １３，７３４，０００円を上限とする。 

契約の相手方  木村 暢 

資 格     公認会計士 

関係法令    地方自治法第２５２条の３６第１項 

 

議案第８５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  青森市本町三丁目１０４番地の地先公有水面埋立地 

確認面積  ７９，２６５．３５ ㎡ 

関係法令  地方自治法第９条の５第１項 

 

議案第８６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

土地を青森市本町三丁目に編入しようとするものである。 

 

編入場所  青森市本町三丁目１０４番地の地先公有水面埋立地 

編入面積  ７９，２６５．３５ ㎡ 

関係法令  地方自治法第２６０条第１項 

 

 

 

○ 報 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     八重田浄化センターNo.２消化タンク改築機械工事 

契約金額    （変更前）２１６，７２０，０００円 
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        （変更後）２１９，５４０，３００円 

        （増 額）  ２，８２０，３００円 

専決処分年月日 平成２４年２月３日 

関係法令    地方自治法第１８０条第 1項及び第２項 

 

報告第２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     蜆貝ポンプ場 No.６雨水ポンプ増設機械工事 

契約金額    （変更前）１６８，７４２，５９１円 

        （変更後）１７１，１３１，１００円 

        （増 額）  ２，３８８，５０９円 

専決処分年月日 平成２４年２月３日 

関係法令    地方自治法第１８０条第 1項及び第２項 

 

報告第３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１０月１９日 

損害賠償額   ７，３２０円 

専決処分年月日 平成２３年１２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４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９日 

損害賠償額   ２３７，７８８円 

専決処分年月日 平成２４年１月５日 

関係法令    地方自治法第１８０条第 1項及び第２項 

 

報告第５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。 
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事故発生年月日 平成２３年１１月１７日 

損害賠償額   ５１，２４０円 

専決処分年月日 平成２４年１月１２日 

関係法令    地方自治法第１８０条第 1項及び第２項 

 

報告第６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２３年１０月５日 

損害賠償額   １６，４６４円 

専決処分年月日 平成２４年１月１６日 

関係法令    地方自治法第１８０条第 1項及び第２項 

 

報告第７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２３年１２月４日 

損害賠償額   ８６，１３３円 

専決処分年月日 平成２４年１月２７日 

関係法令    地方自治法第１８０条第 1項及び第２項 

 

報告第８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２３年１２月３１日 

損害賠償額   １５９，１７０円 

専決処分年月日 平成２４年２月２日 

関係法令    地方自治法第１８０条第 1項及び第２項 

 

 


