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会会議等出席状況議等出席状況

(５月29日(火）　議会運営委員会　会期日程等の協議）

 ６月５日(火）　本会議　　　　　開会、会期の決定、

　　　　　　　　　　　　　　　　提案理由の説明

　　　　　　　　特別委員会　　　議会制度等調査

 ６月６日(水）～６月11日(月）　 議案熟考

 ６月12日(火）　本会議　　　　　一般質問

　　　　　　　　常任委員会　　　経済文教

 ６月13日(水）　本会議　　　　　一般質問

 ６月14日(木）　本会議　　　　　一般質問

 ６月15日(金）　本会議　　　　　一般質問、

　　　　　　　　　　　　　　　　予算特別委員会の設置、

　　　　　　　　　　　　　　　　議案付託

　　　　　　　　常任委員会　　　建設

 ６月18日(月）　常任委員会　　　総務、厚生、経済文教

 ６月19日(火）　特別委員会　　　予算審査、議会制度等調査

 ６月20日(水）～６月21日(木）　 議事整理

 ６月22日(金）　本会議　　　　　各委員長の報告、

　　　　　　　　　　　　　　　　質疑、討論、表決、閉会

　平成 24 年第２回定例会が６月５日から６月 22 日までの 18 日間の会期で開かれ、平成 24

年度一般会計補正予算のほか、弘前市税条例の一部を改正する条例案、弘前市国民健康保険

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などが審議さ

れました。 （審議結果は４ページに掲載）

お山参詣の様子

 ５月17日(木）　青森県市議会議長会第１回定期総会

　　　　　　　　（十和田市、議長出席）

 ５月22日(火）　全国市議会議長会第187回理事会

　　　　　　　　（東京都、議長出席）

　　　　　　　　青森県選出国会議員との懇談会

　　　　　　　　（東京都、議長出席）　　　　

５月23日(水）　全国市議会議長会第88回定期総会及び

　　　　　　　　各委員会合同会議

　　　　　　　　（東京都、議長出席）

 ６月27日(水）　青森県市町村振興協会評議員会

　　　　　　　　（青森市、議長出席）

 ７月31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144回建設運輸委員会

　　　　　　　　（東京都、議長出席）

平成 24 年第２回定例会日程
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平 成 2 4 年 第 ２ 回 定 例 会平 成 2 4 年 第 ２ 回 定 例 会

厚生常任委員会 経済文教常任委員会

予算特別委員会

蒔苗　博英（憲政公明）

今泉　昌一（無所属）

越　　明男（日本共産党）

鳴海　　毅（憲政公明）

尾﨑　寿一（憲政公明）

野村　太郎（憲政公明）

佐藤　　哲（一心会）

小西　勇一（日本共産党）

竹谷マツ子（無所属）

加藤とし子（弘前市民クラブ）

畑山　　聡（望雲会）

栗形　昭一（無所属）

石岡千鶴子（弘前市民クラブ）

工藤　光志（憲政公明）

伏見　秀人（無所属市民の会）

　地方税法の一部改正に伴い、国

民健康保険料について東日本大震

災の被災居住用財産の敷地に係る

譲渡期限の延長等の特例措置を講

じるため、条例の改正をするもの

です。

外崎　勝康（憲政公明）

小田桐慶二（憲政公明）

菊池　　勲（無所属市民の会）

石田　　久（日本共産党）

今　　　薫（無所属）

　旧藤田家住宅の所在地の分筆に

伴い地番を変更するとともに、同

施設の管理に指定管理者制度を導

入するため、条例の改正をするも

のです。

　地方税法の一部改正に伴い、個

人の市民税について公的年金等に

係る所得以外の所得を有しなかっ

た者が寡婦（寡夫）控除額の控除

を受けようとする場合に申告書の

提出を不要とするため、条例の改

正をするものです。

総務常任委員会

　第２回定例会では、次の 20 人の議員より一般質問がおこなわれました。

※敬称略。登壇順に記載。　（　）は所属会派名

人 事 案 件

　平成 24 年９月 30 日をもって任期満了する岩
いわさわ

澤つこ委員、西
にしざわ

澤テツ委員、赤
あかひら

平悦
え つ お

男委員の後任候補者として、

西
にしざわ

澤テツ氏（再任）、齊
さいとう

藤幸
さ ち こ

子氏（新任）、山
やまうち

内賢
け ん じ

二氏（新任）を推薦することについて、議会の意見を求める

ものです。

一 般 質 問

＜歳入歳出予算＞

　補正前の額　74,530,000 千円

　　　補正額　　 105,362 千円

　補正後の額　74,635,362 千円

　弘前型スマートシティ構想を策定するための共同研究委託等の経費、

笑顔プロジェクト招待事業など被災地支援に係る経費、豪雪により被害

のあった道路及び農道の復旧に係る経費、住民記録システム改修に係る

経費を追加計上したほか、生命保険年金の二重課税分に係る個人市県民

税返還相当分の寄附金、コミュニティ助成事業の採択による補助金を計

上したものです。

各 委 員 会 に 付 託 さ れ た 主 な 議 案

　６月 12 日（火） 　６月 13 日（水） 　６月 14 日（木） 　６月 15 日（金）

○弘前市税条例の一部を改正する

条例案

○弘前市国民健康保険条例の一部

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

○平成 24 年度弘前市一般会計補正予算（第１号）

○人権擁護委員候補者の推薦について

　今定例会において、建設常任委員会に付託された議案はありませんでした。

他市区議会　行政視察受入他市区議会　行政視察受入
５月９日　徳島県阿南市　　１０名

５月１０日　兵庫県三田市　　　４名

　　　　　三重県松阪市　　　６名

５月１１日　茨城県日立市　　１１名

５月１５日　東京都葛飾区　　１２名

６月２６日　長野県飯山市　　　８名

７月２日　兵庫県加西市　　　７名

７月４日　東京都三鷹市　　　９名

７月５日　栃木県宇都宮市　　１名

７月１０日　山形県長井市　　　７名

７月１０日　広島県呉市　　　　７名

　　　　　広島県廿日市市　　７名

７月１１日　兵庫県三木市　　　９名

　　　　　徳島県阿南市　　　８名

　　　　　福岡県糸島市　　　９名

７月１２日　茨城県筑西市　　　７名

７月１３日　新潟県上越市　　　８名

７月１７日　岐阜県各務原市　　８名

７月１８日　愛知県大府市　　　８名

７月２０日　岩手県花巻市　　　４名

７月２３日　福岡県北九州市　　１名

７月２５日　埼玉県越谷市　　　３名

７月２６日　千葉県四街道市　　９名

　　　　　長野県佐久市　　　３名

　　　　　長野県小諸市　　　３名

７月３０日　愛知県春日井市　　７名

　　　　　千葉県八千代市　　４名

　　　　　千葉県千葉市　　　１名

　　　　　２８市区　　　１８１名



ひろさき市議会だより　第 28 号

委員会等活動報告委員会等活動報告

経済文教常任委員会経済文教常任委員会

月日　６月 12 日

場所　市役所

案件　①りんごカラマツ（不受精果）

　　　　被害調査の実施について

月日　６月 18 日

場所　市役所及び市内りんご園

案件　①りんご生育状況について

　　　②りんご結実調査

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　６月５日

場所　市役所

案件　①議員定数及び議員報酬について

月日　６月 19 日

場所　市役所

案件　①中間報告書案の協議について

月日　７月 18 日

場所　市役所

案件　①議員報酬及び費用弁償等について

産業振興対策等調査特別委員産業振興対策等調査特別委員会

月日　５月 18 日

場所　市役所

案件　①広域観光について

　　　　（白神地域含む）

　　　②カラス対策について

建設常任委員会建設常任委員会

○視察日　　７月 10 日

　視察地　　岡山県倉敷市

　視察項目　①倉敷市景観計画について

○視察日　　７月 11 日

　視察地　　愛媛県今治市

　視察項目　①今治新都市開発整備

　　　　　　　事業について

○視察日　　７月 11 日

　視察地　　愛媛県松山市

　視察項目　①街路整備事業について

議員発議（意見書）

月日　７月 18 日

場所　市役所

案件　①雪置場を含む雪対策

　　　　について

　　　②道路整備及び河川改修

　　　　について

○「こころの健康を守り推進する

基本法（仮称）」の制定を求め

る意見書　　　　     （要約）

　「こころの健康政策構想実現会

議」が平成 22 年５月末に厚生労

働大臣に提出した「こころの健康

政策についての提言書」の中で制

定を強く求めている、①精神医療

改革、②精神保健改革、③家庭支

援の三つを軸として国民すべてを

対象とした、こころの健康につい

ての総合的、長期的な政策を保障

する「こころの健康を守り推進す

る基本法（仮称）」について、政

府において制定するよう強く求め

る。

※意見書の提出先

　衆議院議長、参議院議長、

　内閣総理大臣、総務大臣、

　厚生労働大臣、文部科学大臣

○社会資本整備を国の責任で実施す

る東北地方整備局青森河川国道事

務所・津軽ダム工事事務所の存続

を求める意見書 　　　　（抜粋）

○ＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連

携協定）についての関係国との

協議に関する意見書　　（抜粋）

3

平成 24 年度行政視察

農業委員会との意見交換会

月日　７月５日

場所　市役所

案件　①農業委員会の活動について

　　　②非農地証明について

　　　③耕作放棄地解消モデル事業

　　　　について

楢木地区竜巻被害調査

月日　７月６日

場所　市役所及び

　　　楢木地区りんご園ほか

　次の項目について実現を図るこ

とを求める。

１．社会資本整備と維持管理は、

　引き続き国の責任で実施するこ

　と。

２．津軽ダムの建設、岩木川、平

　川、浅瀬石川の改修・維持管理、

　国道７号の改築・維持管理を担

　う国土交通省東北地方整備局青

　森河川国道事務所・津軽ダム工

　事事務所を存続すること。

３．全国におくれている青森県内

　の社会資本整備の推進と防災・

　維持管理に重点的予算配分をす

　ること。

※意見書の提出先

　衆議院議長、参議院議長、

　内閣総理大臣、総務大臣、

　国土交通大臣

　地域の農業、地域の雇用、地域

の経済を守るため、政府に対し、

「ＴＰＰ交渉参加に向けて関係国

との協議に入る」とした方針を撤

回し、ＴＰＰ交渉参加に向けた事

前協議を中止するよう働きかける

ことを強く要請する。よって、次

の事項について実現を図ることを

求める。

１．「ＴＰＰへの参加に向けて関

係国との協議に入る」とした方

針を撤回し、ＴＰＰ参加に向け

た協議を中止すること。

※意見書の提出先

　衆議院議長、参議院議長、

　内閣総理大臣、総務大臣、

　外務大臣、財務大臣、

　農林水産大臣、経済産業大臣、

　内閣官房長官、

　国家戦略担当大臣

平成 24 年産りんご結実調査

経経経済済済済済文文文文文文教教教教教教教常常常任任任任任任任任委委委委委委員員員員員会会会

議議議議議議会会会会会制制制制制度度度度度等等等等等等調調調調調調査査査査査査特特特特特特別別別別別別委委委委委員員員員会会会会会会会 産産産産産産業業業業業振振振興興興興興対対対対対対策策策策策等等等等等等調調調調調査査査査査特特特特特特別別別別別委委委員員員員員会会会会会会建建建建建設設設設設設常常常常常常任任任委委委委委委委員員員員員員会会会会会会
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アドレス
http://www.city.hirosaki.aomori.jp/gyosei/gikai/index.html

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『市議会だより』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。

（８月28日(火）　議会運営委員会　　会期日程等の協議）
　９月４日(火）　開会日（本会議）　開会、会期の決定、
　　　　　　　　　　　　　　　　　 提案理由の説明
　９月26日(水）　閉会日（本会議）　各委員長の報告、
　　　　　　　　　　　　　　　　   質疑、討論、表決、
　　　　　　　　　　　　　　　　　 閉会

　議会をより身近に感じていただけるよう、９月定

例会から本会議のインターネット配信を開始します。

本会議の様子をリアルタイムでお伝えする「ライブ

中継」と２４時間視聴可能な「録画中継」（本会議の

概ね７日後から）をご覧いただくことができます。

　本会議の日程は、議会ホームページをご覧になる

か、議会事務局までお問い合わせください。

よ り 開 か れ た 議 会 を 目 指 し てよ り 開 か れ た 議 会 を 目 指 し て
　～インターネット議会中継及び会議録・映像検索システムの配信を開始します～

　議会の審議内容をお伝えするため、９月４日（予

定）から会議録検索システムを導入・配信します。

　平成１８年第１回臨時会（市町村合併後）からの本

会議の会議録が閲覧できます。

　また、平成２４年９月定例会以降の会議録では、映

像と会議録が連動したものが閲覧できます（９月定

例会の場合は１１月下旬に配信予定）。

平成24年第２回定例会審議結果
※議会での慎重審査により、承認、可決、同意となりました。

市 長 提 出 議 案 （15 件：議案番号順）

議員発議（意見書） （３件：議案番号順）

○「こころの健康を守り推進する基本法（仮称）」の制定を求める意見書  

○社会資本整備を国の責任で実施する東北地方整備局青森河川国道事務所・津軽ダム工事

  事務所の存続を求める意見書  

○ＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定）についての関係国との協議に関する意見書  

インターネット議会中継 会議録・映像検索システム

平成 24 年第３回定例会日程（予定）

　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。

○事件処分の報告及び承認について（５件：事件処分第７号～第11号） 

○平成24年度弘前市一般会計補正予算（第１号）  

○弘前市税条例の一部を改正する条例案  

○弘前市手数料条例等の一部を改正する条例案  

○弘前市保育所条例の一部を改正する条例案 

○弘前市児童館条例の一部を改正する条例案  

○弘前市国民健康保険条例の一部を改正する条例案  

○弘前市外国語指導員の報酬及び費用弁償に関する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  

○工事請負契約の締結について（平成23年度石川小学校屋内運動場増改築工事（建築工事））  

○人権擁護委員候補者の推薦について（西
にしざわ

澤テツ氏、齊
さいとうさちこ

藤幸子氏、山
やまうちけんじ

内賢二氏）  

●議●会●本●会●議○を●傍●聴○し○ま○せ○ん○か


