
弘前市の未来や街づくりなどについて

話し合う「弘前子ども議会」が、平成

24年12月26日(水)に弘前市議会議場で

開かれました。

弘前子ども議会開催弘前子ども議会開催

午前は小学校40人、午後は中学

校36人の『子ども議員』が、学校

や弘前市をよりよくするために今の

自分たちにできることについて、意

見発表と話し合いを行いました。

平成２５年３月発行
市議会だより
ひろさき

第 30 号

（11月20日(火)　議会運営委員会　会期日程等の協議）

　11月27日(火)　本会議　　　　　開会、会期の決定、

　　　　　　　　　　　　　　　　提案理由の説明

　11月28日(水)～12月３日(月)　　議案熟考

　12月４日(火)　本会議　　　　　一般質問

　12月５日(水)　本会議　　　　　一般質問

　12月６日(木)　本会議　　　　　一般質問

　12月７日(金)　本会議　　　　　一般質問、予算特別

　　　　　　　　　　　　　　　　委員会の設置、

　　　　　　　　　　　　　　　　議案付託

　12月10日(月)　常任委員会　　　総務、厚生、

　　　　　　　　　　　　　　　　経済文教、建設

　12月11日(火)　特別委員会　　　予算審査

　12月12日(水)～12月13日(木)　　議事整理

　12月14日(金)　本会議　　　　　各委員長の報告、

　　　　　　　　　　　　　　　　質疑、討論、表決

　　　　　　　　　　　　　　　　閉会

平成24年
　11月14日(水)　在京弘前関係者交流会
　　　　　　　　（東京都、議長出席）
　11月14日(水)　知事を囲む懇談会
　　　　　　　　（青森市、副議長出席）
　11月15日(木)　全国市議会議長会建設運輸
　　　　　　　　委員会正副委員長会議及び
　　　　　　　　第145回建設運輸委員会
　　　　　　　　（東京都、議長出席）
平成25年
　１月18日(金)　全国市議会議長会建設運輸
　　　　　　　　委員会正副委員長会議
　　　　　　　　（香川県坂出市、議長出席）
　１月29日(火)　全国市議会議長会建設運輸
　　　　　　　　委員会正副委員長会議及び
　　　　　　　　第146回建設運輸委員会
　　　　　　　　（東京都、議長出席）
　１月31日(木)～２月３日(日)
　　　　　　　　弘前圏域ＰＲミッション団
　　　　　　　　（台湾台南市・高雄市、議長参加）
　２月８日(金)　広域行政圏市議会協議会
　　　　　　　　第44回総会
　　　　　　　　（東京都、副議長出席）

平成24年第４回定例会日程 会議等出席状況

平成24年第４回定例会が11月27日から12月14日までの18日間の会期で開かれ、平成24年度各

会計補正予算のほか、弘前市職員給与条例の一部を改正する条例案、弘前市特別職の職員の給

料等に関する条例の一部を改正する条例案などが審議されました。

（審議結果は４ページに掲載）



一 般 質 問
　第４回定例会では、次の20人の議員より一般質問が行われました。

※敬称略。登壇順に記載。　(　)は所属会派名

12月４日(火)

蒔苗　博英（憲政公明）

菊池　　勲（無所属市民の会）

石田　　久（日本共産党）

今泉　昌一（無所属）

栗形　昭一（無所属）

12月５日(水)

伏見　秀人（無所属市民の会）

工藤　良憲（一心会）

佐藤　　哲（一心会）

小田桐慶二（憲政公明）

鳴海　　毅（憲政公明）

12月６日(木)

外崎　勝康（憲政公明）

工藤　光志（憲政公明）

今　　　薫（無所属）

畑山　　聡（望雲会）

越　　明男（日本共産党）

12月７日(金)

石岡千鶴子（弘前市民クラブ）

野村　太郎（憲政公明）

加藤とし子（弘前市民クラブ）

尾﨑　寿一（憲政公明）

小西　勇一（日本共産党）

初日先議議案

○平成24年度弘前市一般会計補正予算（第７号）　　

外６件

＜歳入歳出予算（一般会計分）＞

　補正前の額　　76,315,995千円

　補正額　　　　　 164,240千円

　補正後の額　　76,480,235千円

　給与改定及び新陳代謝等による人件費の整理、並び

に退職手当及び時間外勤務手当の追加などが主なもの

です。

各委員会に付託された主な議案

○工事請負契約の締結について

（８件）

平成24年度弘前市民会館大規模

改修工事（建築躯体更生等工事、

電気設備工事、機械設備工事、舞

台機構設備工事、舞台照明設備工

事）及び平成24年度弘前市立博物

館改修工事（建築工事、電気設備

工事、機械設備工事）の工事請負

契約締結について、議会の議決を

求めるものです。

総 務 常 任 委 員 会

　通常、議案は、委員会に付託して審査した後、本会議最終日で議決します

が、初日先議とは、本会議初日で審議して議決することをいいます。

　今回は、平成24年12月の期末手当等の支給から適用させるため先議したものです。

○弘前市議員報酬、費用弁償等の額及びその支給方法

条例の一部を改正する条例案外３件

　特別職の職員の給与改定に準じ、議会の議員の期末

手当の支給割合を改定するほか、地域における民間事

業の従事者の給与等の状況を勘案し、特別職・教育長

・一般職の期末手当の支給割合を改定するため、条例

の改正をするものです。

○弘前市ひとり親家庭等医療費給

付条例の一部を改正する条例案

県の助成制度の改正に合わせ、

父又は母が配偶者暴力に関する保

護命令を受けた児童を医療費の給

付の対象となる者に加えるなど、

条例の改正をするものです。

厚 生 常 任 委 員 会

○弘前市立公民館条例の一部を改

正する条例案

弘前市立中央公民館相馬館の移

転新築に伴い、位置を変更すると

ともにその使用料を定めるため、

条例の改正をするものです。

経済文教常任委員会

○弘前市営住宅条例の一部を改正

する条例案

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の施

行による公営住宅法の一部改正に

伴い、使用者資格の収入基準を定

めるなど、条例の改正をするもの

です。

建 設 常 任 委 員 会
○平成24年度弘前市一般会計補正

予算（第８号）

＜歳入歳出予算＞

　補正前の額　　76,480,235千円

　補正額　　　　 2,084,203千円

　補正後の額　　78,564,438千円

　弘前駅前地区再開発ビル公共的

利活用に係る事業、「ひろさき健

康福祉改革プロジェクトチーム」

より提案され、24年度に取り組む

事業、東照宮本殿を適切に保存す

るための土地購入費を含む経費等

の計上が主な内容です。

予 算 特 別 委 員 会

ひろさき市議会だより　第30号２

○不動産の取得について

（仮称）駅前分庁舎として使用

するため、区分所有建物の一部を

買入れすることについて、弘前市

議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例第

３条の規定により、議会の議決を

求めるものです。



平成25年第１回定例会日程（予定）
（２月15日(金)　議会運営委員会　　会期日程等の協議）　　　　　　　　　　　
２月22日(金)　開会日（本会議）　開会、会期の決定、提案理由の説明　　　
３月21日(木)　閉会日（本会議）　各委員長の報告、質疑、討論、表決、閉会

議会の本会議（開会日、一般質問、閉会日）はどなたでも傍聴することができます（午前１０時開会）。

傍聴をご希望の方は、市役所庁舎４階の傍聴受付で傍聴券の交付を受けてください。

受付では、住所、氏名の記載が必要です。傍聴券は、交付日限り有効です。

なお、傍聴席の数には限りがあり（傍聴席３２席＋車イス用傍聴スペース２席分）、入室できない場合も

あります。

また、市役所庁舎２階のモニターやインターネットでもご覧いただけます。

陳 情
○平成25年度私立幼稚園助成に関する陳情書

○生活保護基準の引き下げはしないことなど国に意見書提出を求める陳情書

○消費税増税の中止を求める意見書提出の陳情書

○エレベーター保守点検業務に関する陳情書について

※陳情書は、議員に参考配付しました。

委員会等活動報告委員会等活動報告

厚生常任委員会厚生常任委員会

経済文教常任委員会経済文教常任委員会

弘前市保育研究会との懇談会

月日　１月25日(金)

場所　弘前プラザホテル

案件　①保育園の現状について

弘前市教育委員会との懇談会

月日　１月８日(火)

場所　市役所

案件　①（仮称）「子どもの笑顔

　　　　を広げるひろさき市民条

　　　　例」について

議会制度等調査特別委員会議会制度等調査特別委員会
月日　11月12日(月)

場所　市役所

案件　①中間報告書案の協議につ

　　　　いて

　　　②市民に対する広報広聴活動

　　　　の充実に関する件について

産業振興対策等調査特別委員会産業振興対策等調査特別委員会
月日　12月17日(月)

場所　市役所

案件　①広域医療について

　　　②農商工連携について

他市議会 行政視察受入他市議会 行政視察受入
12月25日　福岡県久留米市　４名

１月24日　新潟県長岡市　　２名

２月５日　北海道江別市　　５名

　　　　　３市　　　　　１１名

月日　12月18日(火)

場所　市役所

案件　①市民に対する広報広聴活動

　　　　の充実に関する件について

　　　②その他議会制度改革に関す

　　　　る件について（予算決算特

　　　　別委員会における質疑方法

　　　　について）

月日　１月24日(木)

場所　市内道路及び雪置場

案件　①今冬の除雪及び雪置場の

　　　　状況について(現地調査)

ひろさき市議会だより　第30号 ３

１月24日(木)　除雪の状況（現地調査）

議 議 し本 傍 せ会 を ま会 聴 ん か



発行／弘前市議会
　〒036-8551 弘前市大字上白銀町1-1

　　電話　0172-35-1121

　　Fax 　0172-35-3005

インターネット議会中継、会議録・映像検索システム、

議会の日程、この『議会だより』など、市議会に関する情報は、

弘前市ホームページでも、ご覧になれます。

アドレス
　http://www.city.hirosaki.aomori.jp/gyosei/index.html

ひろさき市議会だよりは環境
にやさしいインキを使用して
います。

平成 24 年第４回定例会審議結果
※議会での慎重審査により、承認、可決となりました。

市 長 提 出 議 案 （46件：議案番号順）

ひろさき市議会だより　第30号４

議 員 提 出 議 案 （１件）

○弘前市議会会議規則の一部を改正する規則案

○事件処分の報告及び承認について（３件：事件処分第14号～第16号）

○平成24年度弘前市一般会計補正予算（第７号）＜初日先議＞

○平成24年度弘前市一般会計補正予算（第８号）

○平成24年度弘前市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）＜初日先議＞

○平成24年度弘前市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）＜初日先議＞

○平成24年度弘前市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）

○平成24年度弘前市介護保険特別会計補正予算（第２号）＜初日先議＞

○平成24年度弘前市介護保険特別会計補正予算（第３号）

○平成24年度弘前市病院事業会計補正予算（第２号）＜初日先議＞

○平成24年度弘前市水道事業会計補正予算（第１号）＜初日先議＞

○平成24年度弘前市水道事業会計補正予算（第２号）

○平成24年度弘前市下水道事業会計補正予算（第１号）＜初日先議＞

○平成24年度弘前市下水道事業会計補正予算（第２号）

○弘前市議員報酬、費用弁償等の額及びその支給方法条例の一部を改正する条例案＜初日先議＞

○弘前市特別職の職員の給料等に関する条例の一部を改正する条例案＜初日先議＞

○弘前市職員給与条例の一部を改正する条例案＜初日先議＞

○弘前市御所温泉条例案

○弘前市ひとり親家庭等医療費給付条例の一部を改正する条例案

○弘前市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例案＜初日先議＞

○弘前市立公民館条例の一部を改正する条例案

○弘前市立図書館条例の一部を改正する条例案

○弘前市文化財施設条例の一部を改正する条例案

○弘前市都市下水路の構造及び維持管理の基準に関する条例案

○弘前市営住宅等整備基準条例案

○弘前市営住宅条例の一部を改正する条例案

○弘前駅前北地区都市再生住宅条例の一部を改正する条例案

○弘前市手数料条例の一部を改正する条例案

○弘前市公共下水道の構造の基準及び維持管理に関する条例案

○工事請負契約の締結について（５件：平成24年度弘前市民会館大規模改修工事（建築躯体更生等工事、

　電気設備工事、機械設備工事、舞台機構設備工事、舞台照明設備工事））

○工事請負契約の締結について（３件：平成24年度弘前市立博物館改修工事（建築工事、電気設備工事、

　機械設備工事））

○不動産の取得について（（仮称）駅前分庁舎）

○津軽広域連合規約の一部変更について

○青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体数の減少及び青森県市町村総合事務組合規約の

　変更について

○指定管理者の指定について（２件：弘前市城東児童館、旧藤田家住宅）

○交通事故による損害賠償請求に関する調停申立て等について

○弘前駅前北地区土地区画整理事業に伴う移転交渉に関する調停申立てについて

○市道路線の認定について




