平成２８年第１回青森市議会定例会提出案件
件
○

名

提出
件数

専決処分の承認について（平成 27 年度青森市一般会計補正予算（第 6 号））

専決処分

計

予 算 案

１

○

平成 27 年度青森市一般会計補正予算（第 7 号）

○

平成 27 年度青森市競輪事業特別会計補正予算（第 5 号）

○

平成 27 年度青森市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 5 号）

○

平成 27 年度青森市下水道事業特別会計補正予算（第 4 号）

○

平成 27 年度青森市中央卸売市場特別会計補正予算（第 4 号）

○

平成 27 年度青森市農業集落排水事業特別会計補正予算（第 4 号）

○

平成 27 年度青森市介護保険事業特別会計補正予算（第 5 号）

○

平成 27 年度青森市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 4 号）

○

平成 27 年度青森市病院事業会計補正予算（第 3 号）

○

平成 27 年度青森市水道事業会計補正予算（第 3 号）

○

平成 27 年度青森市自動車運送事業会計補正予算（第 3 号）

○

平成 28 年度青森市一般会計予算

○

平成 28 年度青森市競輪事業特別会計予算

○

平成 28 年度青森市国民健康保険事業特別会計予算

○

平成 28 年度青森市宅地造成事業特別会計予算

○

平成 28 年度青森市下水道事業特別会計予算

○

平成 28 年度青森市卸売市場事業特別会計予算

○

平成 28 年度青森市農業集落排水事業特別会計予算

○

平成 28 年度青森市介護保険事業特別会計予算

○

平成 28 年度青森市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算

○

平成 28 年度青森市後期高齢者医療特別会計予算

－１－

予 算 案

○

平成 28 年度青森市駐車場事業特別会計予算

○

平成 28 年度青森市病院事業会計予算

○

平成 28 年度青森市水道事業会計予算

○

平成 28 年度青森市自動車運送事業会計予算

○

平成 28 年度青森市深沢第一財産区特別会計予算

○

平成 28 年度青森市八重菊第一財産区特別会計予算

○

平成 28 年度青森市八重菊第二財産区特別会計予算

○

平成 28 年度青森市新城財産区特別会計予算

○

平成 28 年度青森市野内財産区特別会計予算

○

平成 28 年度青森市土橋財産区特別会計予算

○

平成 28 年度青森市大平財産区特別会計予算

○

平成 28 年度青森市孫内財産区特別会計予算

○

平成 28 年度青森市大字高田財産区特別会計予算

○

平成 28 年度青森市大字石江財産区特別会計予算

○

平成 28 年度青森市安田財産区特別会計予算

○

平成 28 年度青森市大別内財産区特別会計予算

○

平成 28 年度青森市七ケ大字財産区特別会計予算

○

平成 28 年度青森市大字野沢財産区特別会計予算

○

平成 28 年度青森市金浜財産区特別会計予算

○

平成 28 年度青森市深沢第二財産区特別会計予算

○

平成 28 年度青森市大字荒川財産区特別会計予算

○

平成 28 年度青森市八ツ役財産区特別会計予算

○

平成 28 年度青森市上野財産区特別会計予算

○

平成 28 年度青森市野木財産区特別会計予算

○

平成 28 年度青森市岩渡財産区特別会計予算

○

平成 28 年度青森市前田財産区特別会計予算

－２－

予 算 案

○

平成 28 年度青森市幸畑財産区特別会計予算

○

平成 28 年度青森市小館財産区特別会計予算

○

平成 28 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 28 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 28 年度青森市清水財産区特別会計予算

○

平成 28 年度青森市桐沢財産区特別会計予算

○

平成 28 年度青森市大字六枚橋財産区特別会計予算

○

平成 28 年度青森市大字岡町財産区特別会計予算

○

平成 28 年度青森市横内財産区特別会計予算

○

平成 28 年度青森市大字滝沢財産区特別会計予算

○

平成 28 年度青森市浪岡財産区特別会計予算

○

平成 28 年度青森市細野財産区特別会計予算

○

平成 28 年度青森市女鹿沢財産区特別会計予算

○

平成 28 年度青森市本郷財産区特別会計予算

○

平成 28 年度青森市大字野尻財産区特別会計予算

○

平成 28 年度青森市郷山前財産区特別会計予算

○

平成 27 年度青森市一般会計補正予算（第 8 号）

○

平成 27 年度青森市競輪事業特別会計補正予算（第 6 号）

○

平成 27 年度青森市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 6 号）

○

平成 27 年度青森市宅地造成事業特別会計補正予算（第 2 号）

○

平成 27 年度青森市下水道事業特別会計補正予算（第 5 号）

○

平成 27 年度青森市中央卸売市場特別会計補正予算（第 5 号）

○

平成 27 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 27 年度青森市介護保険事業特別会計補正予算（第 6 号）

○

平成 27 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 27 年度青森市駐車場事業特別会計補正予算（第 3 号）

－３－

○

平成 27 年度青森市病院事業会計補正予算（第 4 号）

○

平成 27 年度青森市水道事業会計補正予算（第 4 号）

○

平成 27 年度青森市自動車運送事業会計補正予算（第 4 号）

計

条 例 案

７６

○

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

○

青森市平和の日条例の制定について

○

青森市まちづくり基本条例の制定について

○

青森市廃置分合及び境界変更に関する住民投票条例の制定について

○

青森市行政不服審査会条例の制定について

○

青森市男女共同参画社会の形成の促進に関する条例検討委員会条例の制定
について

○

地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う
関係条例の整備に関する条例の制定について

○

行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関す
る法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について

○

青森市学校施設耐震化基金条例を廃止する条例の制定について

○

青森市遺児入学祝金等支給条例を廃止する条例の制定について

○

青森市建築審査会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

○

青森市職員定数条例の一部を改正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の一部
を改正する条例の制定について

○

青森市財産区特別会計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
を定める条例の一部を改正する条例の制定について

○

青森市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部
を改正する条例の制定について

－４－

○

青森市消費生活条例の一部を改正する条例の制定について

○

青森市商工業振興条例の一部を改正する条例の制定について

○

青森市農業指導センター条例の一部を改正する条例の制定について

○

青森市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例の制定について

計

単 行 案

２２

○

財産の取得について（中型バス（議会バス）の購入）

○

包括外部監査契約の締結について

○

平成 28 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 28 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 28 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 27 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額の変更
について

○

公立大学法人青森公立大学が徴収する料金の上限の定めに係る認可につい
て

７

計

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

計

４

合

計

－５－

１１０

○

専決処分

議案第１３号

専決処分の承認について
（平成 27 年度青森市一般会計補正予算（第 6 号）
）

○

予算案

議案第１号

平成 27 年度青森市一般会計補正予算（第 7 号）

議案第２号

平成 27 年度青森市競輪事業特別会計補正予算（第 5 号）

議案第３号

平成 27 年度青森市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 5 号）

議案第４号

平成 27 年度青森市下水道事業特別会計補正予算（第 4 号）

議案第５号

平成 27 年度青森市中央卸売市場特別会計補正予算（第 4 号）

議案第６号

平成 27 年度青森市農業集落排水事業特別会計補正予算（第 4 号）

議案第７号

平成 27 年度青森市介護保険事業特別会計補正予算（第 5 号）

議案第８号

平成 27 年度青森市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 4 号）

議案第９号

平成 27 年度青森市病院事業会計補正予算（第 3 号）

議案第１０号

平成 27 年度青森市水道事業会計補正予算（第 3 号）

議案第１１号

平成 27 年度青森市自動車運送事業会計補正予算（第 3 号）

議案第１４号

平成 28 年度青森市一般会計予算

議案第１５号

平成 28 年度青森市競輪事業特別会計予算

議案第１６号

平成 28 年度青森市国民健康保険事業特別会計予算

議案第１７号

平成 28 年度青森市宅地造成事業特別会計予算

議案第１８号

平成 28 年度青森市下水道事業特別会計予算

議案第１９号

平成 28 年度青森市卸売市場事業特別会計予算

－６－

議案第２０号

平成 28 年度青森市農業集落排水事業特別会計予算

議案第２１号

平成 28 年度青森市介護保険事業特別会計予算

議案第２２号

平成 28 年度青森市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算

議案第２３号

平成 28 年度青森市後期高齢者医療特別会計予算

議案第２４号

平成 28 年度青森市駐車場事業特別会計予算

議案第２５号

平成 28 年度青森市病院事業会計予算

議案第２６号

平成 28 年度青森市水道事業会計予算

議案第２７号

平成 28 年度青森市自動車運送事業会計予算

議案第２８号

平成 28 年度青森市深沢第一財産区特別会計予算

議案第２９号

平成 28 年度青森市八重菊第一財産区特別会計予算

議案第３０号

平成 28 年度青森市八重菊第二財産区特別会計予算

議案第３１号

平成 28 年度青森市新城財産区特別会計予算

議案第３２号

平成 28 年度青森市野内財産区特別会計予算

議案第３３号

平成 28 年度青森市土橋財産区特別会計予算

議案第３４号

平成 28 年度青森市大平財産区特別会計予算

議案第３５号

平成 28 年度青森市孫内財産区特別会計予算

議案第３６号

平成 28 年度青森市大字高田財産区特別会計予算

議案第３７号

平成 28 年度青森市大字石江財産区特別会計予算

議案第３８号

平成 28 年度青森市安田財産区特別会計予算

議案第３９号

平成 28 年度青森市大別内財産区特別会計予算

議案第４０号

平成 28 年度青森市七ケ大字財産区特別会計予算

－７－

議案第４１号

平成 28 年度青森市大字野沢財産区特別会計予算

議案第４２号

平成 28 年度青森市金浜財産区特別会計予算

議案第４３号

平成 28 年度青森市深沢第二財産区特別会計予算

議案第４４号

平成 28 年度青森市大字荒川財産区特別会計予算

議案第４５号

平成 28 年度青森市八ツ役財産区特別会計予算

議案第４６号

平成 28 年度青森市上野財産区特別会計予算

議案第４７号

平成 28 年度青森市野木財産区特別会計予算

議案第４８号

平成 28 年度青森市岩渡財産区特別会計予算

議案第４９号

平成 28 年度青森市前田財産区特別会計予算

議案第５０号

平成 28 年度青森市幸畑財産区特別会計予算

議案第５１号

平成 28 年度青森市小館財産区特別会計予算

議案第５２号

平成 28 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５３号

平成 28 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５４号

平成 28 年度青森市清水財産区特別会計予算

議案第５５号

平成 28 年度青森市桐沢財産区特別会計予算

議案第５６号

平成 28 年度青森市大字六枚橋財産区特別会計予算

議案第５７号

平成 28 年度青森市大字岡町財産区特別会計予算

議案第５８号

平成 28 年度青森市横内財産区特別会計予算

議案第５９号

平成 28 年度青森市大字滝沢財産区特別会計予算

議案第６０号

平成 28 年度青森市浪岡財産区特別会計予算

議案第６１号

平成 28 年度青森市細野財産区特別会計予算

－８－

議案第６２号

平成 28 年度青森市女鹿沢財産区特別会計予算

議案第６３号

平成 28 年度青森市本郷財産区特別会計予算

議案第６４号

平成 28 年度青森市大字野尻財産区特別会計予算

議案第６５号

平成 28 年度青森市郷山前財産区特別会計予算

議案第６６号

平成 27 年度青森市一般会計補正予算（第 8 号）

議案第６７号

平成 27 年度青森市競輪事業特別会計補正予算（第 6 号）

議案第６８号

平成 27 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６９号

平成 27 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７０号

平成 27 年度青森市下水道事業特別会計補正予算（第 5 号）

議案第７１号

平成 27 年度青森市中央卸売市場特別会計補正予算（第 5 号）

議案第７２号

平成 27 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７３号

平成 27 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７４号

平成 27 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７５号

平成 27 年度青森市駐車場事業特別会計補正予算（第 3 号）

議案第７６号

平成 27 年度青森市病院事業会計補正予算（第 4 号）

議案第７７号

平成 27 年度青森市水道事業会計補正予算（第 4 号）

議案第７８号

平成 27 年度青森市自動車運送事業会計補正予算（第 4 号）

○

条例案

議案第１２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
人事院及び青森県人事委員会による給与改定に係る勧告を勘案して、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。

－９－

議案第７９号

青森市平和の日条例の制定について
青森市平和の日を定める等のため、制定しようとするものである。

議案第８０号

青森市まちづくり基本条例の制定について
青森市のまちづくりに関する基本的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８１号

青森市廃置分合及び境界変更に関する住民投票条例の制定について
青森市の廃置分合及び境界変更に係る住民投票の実施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８２号

青森市行政不服審査会条例の制定について
青森市行政不服審査会の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８３号

青森市男女共同参画社会の形成の促進に関する条例検討委員会条例の制定に
ついて
青森市男女共同参画社会の形成の促進に関する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８４号

地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関
係条例の整備に関する条例の制定について
地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律による地方公務
員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８５号

行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する
法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について
行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する
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８６号

青森市学校施設耐震化基金条例を廃止する条例の制定について
青森市学校施設耐震化基金を廃止しようとするものである。

－１０－

議案第８７号

青森市遺児入学祝金等支給条例を廃止する条例の制定について
遺児の保護者に対する入学祝金等を支給する事業の終了に伴い、現行条例を
廃止しようとするものである。

議案第８８号

青森市建築審査会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建築基準法の一部改正に伴い、青森市建築審査会の委
員の任期を定める等のため、改正しようとするものである。

議案第８９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９０号

青森市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について
職員の定数を見直すため、改正しようとするものである。

議案第９１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の一部を
改正する条例の制定について
地方公務員災害補償法施行令の一部改正に伴い、傷病補償年金等と同一の事
由により他の法令による年金たる給付が併給される場合の調整率を改定するた
め、改正しようとするものである。

議案第９２号

青森市財産区特別会計条例の一部を改正する条例の制定について
青森市郷山前財産区特別会計を設置するため、改正しようとするものである。

議案第９３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
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行に伴い、建築物エネ
ルギー消費性能向上計画認定申請手数料等を定める等のため、改正しようとす
るものである。

議案第９４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
める条例の一部を改正する条例の制定について
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定
障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正
する省令等による障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

－１１－

律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準
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９５号

青森市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を
改正する条例の制定について
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備
等に関する法律による介護保険法の一部改正等に伴い、所要の改正をしようと
するものである。

議案第９６号

青森市消費生活条例の一部を改正する条例の制定について
不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律による消費者安
全法の一部改正に伴い、本市の消費生活センターの組織及び運営に関する事項
等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９７号

青森市商工業振興条例の一部を改正する条例の制定について
本市の融資制度の対象に、中小企業者と同程度の特定非営利活動法人を加え
るため、改正しようとするものである。

議案第９８号

青森市農業指導センター条例の一部を改正する条例の制定について
青森市農業指導センターにおいて行う事業に家畜に関する事業を加え、及び
同センターの名称を変更するため、改正しようとするものである。

議案第９９号

青森市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例の制定について
食品等事業者が危害分析・重要管理点方式を用いて衛生管理を行う場合の公
衆衛生上講ずべき措置に関する基準を定める等のため、改正しようとするもの
である。

○

単行案

議案第１００号

財産の取得について（中型バス（議会バス）の購入）
青森市議会議員の視察及び研修、他市からの行政視察等に使用する中型バス
を更新するため、取得するものである。
取得する財産

中型バス １台

契約の相手方

いすゞ自動車東北株式会社青森支社青森支店

－１２－

（支店長 千葉 修）
取得価格

３２，３６３，４５２円
（うち取引に係る消費税及び地方消費税額
２，３９７，２９２円）

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３条

議案第１０１号

包括外部監査契約の締結について
平成２８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、
１２，４１０，９２８円を上限とする。
契約の相手方

加藤 聡

資

公認会計士

格

関係法令

議案第１０２号

地方自治法第２５２条の３６第１項

平成２８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２８年度青森市一般会計から平成２８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１０３号

繰り入れる額

１０，３２５，０００円を上限とする額

関係法令

地方財政法第６条

平成２８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２８年度青森市一般会計から平成２８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

－１３－

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１０４号

繰り入れる額

３５，２６４，０００円を上限とする額

関係法令

地方財政法第６条

平成２８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２８年度青森市一般会計から平成２８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のみ
では、駐車場事業特別会計の歳入に不足が生じるため

議案第１０５号

繰り入れる額

２１３，２８２，０００円を上限とする額

関係法令

地方財政法第６条

平成２７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額の変更に
ついて
平成２７年度青森市一般会計から平成２７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額を変更しようとするものである。
繰り入れる額
変更理由

（変更前）

２０２，９９９，０００円を上限とする額

（変更後）

２１８，１７８，０００円を上限とする額

平成２７年度青森市駐車場事業特別会計における収支決算見
込みにより、駐車場使用料の不足額が変更となるため

関係法令

議案第１０６号

地方財政法第６条

公立大学法人青森公立大学が徴収する料金の上限の定めに係る認可について
地方独立行政法人法第２３条第１項の規定に基づき、公立大学法人青森公立大
学から同法人において徴収する使用料について、市長の認可を求める申請があっ
たことから、これを認可しようとするものである。
関係法令

地方独立行政法人法第 23 条

－１４－

○

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に関する契約について、賃金等の急激な変動に対処
するためのインフレスライド条項を適用し、労務単価等の増額をする変更契約に
ついて専決処分したので、その報告をするものである。
工事名

市営住宅小柳第一団地Ｄ棟新築工事

契約金額

（変更前）１,２０７，４４０，０００円
（変更後）１,２２８，９１５，８００円
（増 額）

報告第２号

２１，４７５，８００円

専決処分年月日

平成２８年２月５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。

報告第３号

工事名

富田第一雨水幹線整備工事

契約金額

（変更前）

３０２，８４４，８５３円

（変更後）

２７８，２６７，３３６円

（減 額）

２４，５７７，５１７円

専決処分年月日

平成２８年２月５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
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４号

事故発生年月日

平成２７年１０月１３日

損害賠償額

８４４，６９８円

専決処分年月日

平成２７年１２月２８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。

－１５－

事故発生年月日

平成２８年１月１３日

損害賠償額

１５０，９０８円

専決処分年月日

平成２８年２月５日

関係法令

地方自治法第１８０条第 1 項及び第２項

－１６－

