
平成１８年６月

むつ市議会第１８８回定例会会議録

目 次

第１号 ６月１３日（火）

……………………………………………………………………………………………………議事日程（第１号） １

………………………………………………………………………………………………本日の会議に付した事件 ２

…………………………………………………………………………………………………………出席、欠席議員 ３

…………………………………………………………………………………………………説明のため出席した者 ４

………………………………………………………………………………………………………事務局職員出席者 ４

……………………………………………………………………………………………………………開会及び開議 ６

…………………………………………………………………………………………教育委員会委員就任あいさつ ６

……………………………………………………………………………………………………………表彰状の伝達 ６

……………………………………………………………………………………故池田正利議員に対する追悼演説 ７

………………………………………………………………………………………………………………諸般の報告 ９

……………………………………………………………………………………日程第１ 会議録署名議員の指名 ９

…………………………………………………………………………………………………日程第２ 会期の決定 ９

………………………………………………………………………………………日程第３ 議会運営委員の選任 ９

………………………………………………………………日程第４ 下北駅前整備促進特別委員会中間報告 １０

…………………………………………………………………………………………………日程第５ 行政報告 １１

…………………………………………………………日程第６～日程第３２ 議案一括上程、提案理由説明 １５

………………………………………………………………………………………………………………散 会 １８

第２号 ６月２０日（火）

…………………………………………………………………………………………………議事日程（第２号） １９

……………………………………………………………………………………………本日の会議に付した事件 ２０

………………………………………………………………………………………………………出席、欠席議員 ２１

………………………………………………………………………………………………説明のため出席した者 ２２

……………………………………………………………………………………………………事務局職員出席者 ２３

………………………………………………………………………………………………………………開 議 ２４

……………………………………………………………………………………………………………諸般の報告 ２４

……………………………………………………日程第１～日程第２７ 議案質疑、委員会付託、一部採決 ２４

………………………………………………………議案第５１号 むつ市障害福祉計画等策定委員会条例 ２４

議案第５２号 むつ市特別職の職員で非常勤のもの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 ２７

…………………………………………………………議案第５３号 むつ市税条例の一部を改正する条例 ２７



………………………………………議案第５４号 むつ市乳幼児医療費給付条例の一部を改正する条例 ３１

………………………………………………議案第５５号 むつ市営牧野設置条例の一部を改正する条例 ３１

………………………………………議案第５６号 むつ市宮後ふれあい牧場条例の一部を改正する条例 ３１

…………………………………議案第５７号 むつ市漁業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例 ３２

……………………………………………………………………議案第５８号 指定管理者の指定について ３２

……………………………………………………………………議案第５９号 指定管理者の指定について ３３

…………………………………………議案第６０号 下北圏域障害程度区分認定審査会の設置について ３４

…………………議案第６１号 人権擁護委員の候補者に推薦する者につき意見を求めることについて ３５

…………………………………………………………議案第６２号 平成18年度むつ市一般会計補正予算 ３５

………………………………………………議案第６３号 平成18年度むつ市老人保健特別会計補正予算 ３７

………………………………………………議案第６４号 平成18年度むつ市介護保険特別会計補正予算 ３７

…………………………………………報告第 ４号 平成17年度むつ市一般会計繰越明許費繰越計算書 ３７

…………………………………………報告第 ５号 平成17年度むつ市水道事業会計継続費繰越計算書 ３８

……………………………………………………………報告第 ６号 専決処分した事項の報告について ３８

……………………………………………………………報告第 ７号 専決処分した事項の報告について ３８

…………………………………報告第 ８号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて ３８

…………………………………報告第 ９号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて ４１

…………………………………報告第１０号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて ４５

…………………………………報告第１１号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて ４７

…………………………………報告第１２号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて ４７

…………………………………報告第１３号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて ４７

…………………………………報告第１４号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて ４８

…………………………………報告第１５号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて ４９

…………………………………報告第１６号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて ４９

………………………………………………………………………………………………………………散 会 ５０

）第３号 ６月２２日（木

…………………………………………………………………………………………………議事日程（第３号） ５１

……………………………………………………………………………………………本日の会議に付した事件 ５１

………………………………………………………………………………………………………出席、欠席議員 ５２

………………………………………………………………………………………………説明のため出席した者 ５３

……………………………………………………………………………………………………事務局職員出席者 ５４

………………………………………………………………………………………………………………開 議 ５５

……………………………………………………………………………………………………………諸般の報告 ５５

………………………………………………………………………………日程第１ 議案上程、提案理由説明 ５５

…………………………………………………………………………………………………日程第２ 一般質問 ５５



……………………………………………………………………………………………………鎌田ちよ子議員 ５５

………………………………………………………………………………………………………工孝夫議員 ６６

………………………………………………………………………………………………………澤藤一雄議員 ７３

………………………………………………………………………………………………………柴田峯生議員 ８３

………………………………………………………………………………………………………会議時間の延長 ９３

………………………………………………………………………………………………………大澤敬作議員 ９４

………………………………………………………………………………………………………………散 会 ９９

）第４号 ６月２３日（金

………………………………………………………………………………………………議事日程（第４号） １０１

…………………………………………………………………………………………本日の会議に付した事件 １０１

……………………………………………………………………………………………………出席、欠席議員 １０２

……………………………………………………………………………………………説明のため出席した者 １０３

…………………………………………………………………………………………………事務局職員出席者 １０４

……………………………………………………………………………………………………………開 議 １０５

…………………………………………………………………………………………………………諸般の報告 １０５

………………………………………………………………………………日程第１ 議案質疑、討論、採決 １０５

………………………………………………………議案第６５号 平成18年度むつ市一般会計補正予算 １０５

………………………………………………………………………………………………日程第２ 一般質問 １１２

……………………………………………………………………………………………………菊池広志議員 １１２

……………………………………………………………………………………………………佐藤 司議員 １２２

……………………………………………………………………………………………………村川壽司議員 １２７

……………………………………………………………………………………………………東 健而議員 １３２

……………………………………………………………………………………………………………散 会 １４２

）第５号 ６月２７日（火

………………………………………………………………………………………………議事日程（第５号） １４５

…………………………………………………………………………………………本日の会議に付した事件 １４５

……………………………………………………………………………………………………出席、欠席議員 １４６

……………………………………………………………………………………………説明のため出席した者 １４７

…………………………………………………………………………………………………事務局職員出席者 １４７

……………………………………………………………………………………………………………開 議 １４９

…………………………………………………………………………………………………………諸般の報告 １４９

………………………………………………………………………………………………日程第１ 一般質問 １４９

……………………………………………………………………………………………………堺 孝悦議員 １４９

……………………………………………………………………………………………………目時睦男議員 １５７



……………………………………………………………………………………………………慶長德造議員 １６６

……………………………………………………………………………………………………横垣成年議員 １７３

……………………………………………………………………………………………………………散 会 １８５

第６号 ６月３０日（金）

………………………………………………………………………………………………議事日程（第６号） １８７

…………………………………………………………………………………………本日の会議に付した事件 １８８

……………………………………………………………………………………………………出席、欠席議員 １８９

……………………………………………………………………………………………説明のため出席した者 １９０

…………………………………………………………………………………………………事務局職員出席者 １９０

……………………………………………………………………………………………………………開 議 １９１

…………………………………………………………………………………………………………諸般の報告 １９１

……………………………………………………日程第１～日程第１８ 委員長報告、質疑、討論、採決 １９１

……………………………………………………議案第５１号 むつ市障害福祉計画等策定委員会条例 １９７

議案第５２号 むつ市特別職の職員で非常勤のもの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 １９７

………………………………………………………議案第５３号 むつ市税条例の一部を改正する条例 １９７

……………………………………議案第５４号 むつ市乳幼児医療費給付条例の一部を改正する条例 １９７

……………………………………………議案第５５号 むつ市営牧野設置条例の一部を改正する条例 １９８

……………………………………議案第５６号 むつ市宮後ふれあい牧場条例の一部を改正する条例 １９８

………………………………議案第５７号 むつ市漁業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例 １９９

…………………………………………………………………議案第５８号 指定管理者の指定について １９９

…………………………………………………………………議案第５９号 指定管理者の指定について １９９

………………………………………議案第６０号 下北圏域障害程度区分認定審査会の設置について ２００

……………………………………………議案第６３号 平成18年度むつ市老人保健特別会計補正予算 ２００

……………………………………………議案第６４号 平成18年度むつ市介護保険特別会計補正予算 ２００

………………………………報告第 ８号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて ２０１

………………………………報告第１０号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて ２０１

………………………………報告第１１号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて ２０１

………………………………報告第１２号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて ２０２

………………………………報告第１３号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて ２０２

………………………………報告第１６号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて ２０２

………………………………………日程第１９ 議員提出議案上程、提案理由説明、質疑、討論、採決 ２０２

……………………………………………議員提出議案第２号 基地対策予算の増額等を求める意見書 ２０２

…………………………………………………………………………………日程第２０ 議員派遣について ２０３

……………………………………………………………………………………………………………閉 会 ２０４



……………………………………………………………………………………………………………署名議員 ２０５

参考資料

………………………………………………………………………………………………………会期日程表 ２０７

……………………………………………………………………………………………………議案等一覧表 ２０９

…………………………………………………………………………………………………一般質問通告書 ２１１


	第1号　6月13日
	第2号　6月20日
	第3号　6月22日
	第4号　6月23日
	第5号　6月27日
	第6号　6月30日
	署名議員
	参考資料

