
令 和 ３ 年 ６ 月

むつ市議会第２４８回定例会会議録

目 次

第１号 ６月２日（水）

……………………………………………………………………………………………………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 ３

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

……………………………………………………………………………………………………………開会及び開議 ５

……………………………………………………………………………………………………………表彰状の伝達 ５

………………………………………………………………………………………………………………諸般の報告 ５

……………………………………………………………………………………日程第１ 会議録署名議員の指名 ６

…………………………………………………………………………………………………日程第２ 会期の決定 ６

……………………………………………………………………………………………………日程第３ 行政報告 ６

……………………………………日程第４～日程第５ 議案一括上程、提案理由説明、質疑、討論、採決 １６

…………………………………………議案第３７号 むつ市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 １７

…………………………………………………議案第３８号 むつ市介護保険条例の一部を改正する条例 １７

…………………………………………………………日程第６～日程第２３ 議案一括上程、提案理由説明 １８

………………………………………………………………………………………………………………散 会 １９

第２号 ６月１４日（月）

…………………………………………………………………………………………………議事日程（第２号） ２１

……………………………………………………………………………………………本日の会議に付した事件 ２１

………………………………………………………………………………………………………出席、欠席議員 ２２

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

……………………………………………………………………………………………………事務局職員出席者 ２４

………………………………………………………………………………………………………………開 議 ２５

……………………………………………………………………………………………………………諸般の報告 ２５

…………………………………………………………………………………………………日程第１ 行政報告 ２５

…………………………………………………………………日程第２～日程第３ 議案上程、提案理由説明 ２６

…………………………………………………………………………………………………日程第４ 一般質問 ２６

………………………………………………………………………………………………………原田敏匡議員 ２７

………………………………………………………………………………………………………杉浦弘樹議員 ３３

………………………………………………………………………………………………………斉藤孝昭議員 ３７



………………………………………………………………………………………………………東 健而議員 ４０

………………………………………………………………………………………………………佐藤広政議員 ４７

………………………………………………………………………………………………………村中浩明議員 ５１

………………………………………………………………………………………………………工藤祥子議員 ５５

………………………………………………………………………………………………………………散 会 ６０

第３号 ６月１５日（火）

…………………………………………………………………………………………………議事日程（第３号） ６１

……………………………………………………………………………………………本日の会議に付した事件 ６１

………………………………………………………………………………………………………出席、欠席議員 ６２

………………………………………………………………………………………………説明のため出席した者 ６２

……………………………………………………………………………………………………事務局職員出席者 ６４

………………………………………………………………………………………………………………開 議 ６５

…………………………………………………………………………………………………日程第１ 行政報告 ６５

…………………………………………………………………………………………………日程第２ 一般質問 ７１

………………………………………………………………………………………………………住吉年広議員 ７１

……………………………………………………………………………………………………浅利竹二郎議員 ７６

………………………………………………………………………………………………………佐賀英生議員 ８２

………………………………………………………………………………………………………佐藤 武議員 ８８

……………………………………………………………………………………………………鎌田ちよ子議員 ９３

………………………………………………………………………………………………………濵田栄子議員 ９９

……………………………………………………………………………………………………………散 会 １０４

第４号 ６月１８日（金）

………………………………………………………………………………………………議事日程（第４号） １０５

…………………………………………………………………………………………本日の会議に付した事件 １０６

……………………………………………………………………………………………………出席、欠席議員 １０７

……………………………………………………………………………………………説明のため出席した者 １０７

…………………………………………………………………………………………………事務局職員出席者 １０８

……………………………………………………………………………………………………………開 議 １０９

…………………………………………………………………………………………………………諸般の報告 １０９

…………………………………………………………………………………………………………発言の申出 １０９

………………………………………………………………………………………………………発言の取消し １０９

…………………………………………………日程第１～日程第２０ 議案質疑、委員会付託、一部採決 １０９

………………議案第３９号 むつ市職員の特殊勤務手当の特例に関する条例の一部を改正する条例 １０９

議案第４０号 むつ市事業所における感染症対策の推進に関する条例の一部を改正する



……………………………………………………………………………………………条例 １１０

…………………………………………………議案第４１号 むつ市宇田運動広場条例を廃止する条例 １１０

議案第４２号 財産の取得について

（むつ市役所脇野沢庁舎配備の除雪ドーザを、老朽化に伴い更新するた

…………………………………………………………………………………めのもの） １１１

議案第４３号 青森県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び

……………………………………青森県市町村職員退職手当組合規約の変更について １１１

議案第４４号 青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び青森

………………………………………………県市町村総合事務組合規約の変更について １１１

………………議案第４５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 １１１

………………………………………………………議案第４６号 令和３年度むつ市一般会計補正予算 １１２

……………………………………………議案第４７号 令和３年度むつ市介護保険特別会計補正予算 １１３

議案第４８号 財産の取得について（むつ市消防団川内消防団第８分団配備の水槽付消

………………………………防ポンプ自動車を、老朽化に伴い更新するためのもの） １１４

……………議案第４９号 財産の取得について（老朽化した移動図書館車を更新するためのもの） １１４

……………………………………………報告第 ８号 令和２年度むつ市一般会計継続費繰越計算書 １１４

………………………………………報告第 ９号 令和２年度むつ市一般会計繰越明許費繰越計算書 １１４

………………………………………報告第１０号 令和２年度むつ市一般会計事故繰越し繰越計算書 １１４

………………………………………報告第１１号 令和２年度むつ市水道事業会計継続費繰越計算書 １１５

………………………………………報告第１２号 令和２年度むつ市下水道事業会計予算繰越計算書 １１５

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

………………………………………………（むつ市税条例等の一部を改正する条例） １１５

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

（むつ市半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条

………………………………………………………………例の一部を改正する条例） １１５

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

（むつ市承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産

…………………………………税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例） １１５

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

…………………………………………………（令和２年度むつ市一般会計補正予算） １１６

…………………………………………………日程第２１ 議案上程、提案理由説明、質疑、委員会付託 １１６

議案第５０号 工事請負契約について

（むつ下北未来創生キャンパス整備工事に係る工事請負契約を締結する

………………………………………………………………………………ためのもの） １１６

……………………………………………………………………………………………………………散 会 １１７



第５号 ６月２９日（火）

………………………………………………………………………………………………議事日程（第５号） １１９

…………………………………………………………………………………………本日の会議に付した事件 １２０

……………………………………………………………………………………………………出席、欠席議員 １２１

……………………………………………………………………………………………説明のため出席した者 １２１

…………………………………………………………………………………………………事務局職員出席者 １２２

……………………………………………………………………………………………………………開 議 １２３

…………………………………………………………………………………………………………諸般の報告 １２３

……………………………………………………日程第１～日程第１３ 委員長報告、質疑、討論、採決 １２３

………………議案第３９号 むつ市職員の特殊勤務手当の特例に関する条例の一部を改正する条例 １２６

議案第４０号 むつ市事業所における感染症対策の推進に関する条例の一部を改正する

……………………………………………………………………………………………条例 １２７

…………………………………………………議案第４１号 むつ市宇田運動広場条例を廃止する条例 １２７

議案第４２号 財産の取得について

（むつ市役所脇野沢庁舎配備の除雪ドーザを、老朽化に伴い更新するた

…………………………………………………………………………………めのもの） １２７

議案第４３号 青森県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び

……………………………………青森県市町村職員退職手当組合規約の変更について １２８

議案第４４号 青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び青森

………………………………………………県市町村総合事務組合規約の変更について １２８

……………………………………………議案第４７号 令和３年度むつ市介護保険特別会計補正予算 １２８

議案第４８号 財産の取得について（むつ市消防団川内消防団第８分団配備の水槽付消

………………………………防ポンプ自動車を、老朽化に伴い更新するためのもの） １２８

……………議案第４９号 財産の取得について（老朽化した移動図書館車を更新するためのもの） １２９

議案第５０号 工事請負契約について

（むつ下北未来創生キャンパス整備工事に係る工事請負契約を締結する

………………………………………………………………………………ためのもの） １２９

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

………………………………………………（むつ市税条例等の一部を改正する条例） １２９

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

（むつ市半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条

………………………………………………………………例の一部を改正する条例） １３０

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

（むつ市承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産

…………………………………税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例） １３０

…………………日程第１４～日程第１５ 議員提出議案一括上程、提案理由説明、質疑、討論、採決 １３０



………………………………………………議員提出議案第３号 市長の専決処分事項の指定について １３２

議員提出議案第４号 安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと健康を守るため

………………………………………………………………………………の意見書 １３４

…………………………………………………………………日程第１６ 委員長報告、質疑、討論、採決 １３４

………………………日程第１７ 使用済燃料中間貯蔵施設に関する調査検討特別委員会設置及び付託 １３６

……………………………………………………………………………………………………………閉 会 １３７

……………………………………………………………………………………………………………署名議員 １３９

参考資料

………………………………………………………………………………………………………会期日程表 １４１

……………………………………………………………………………………………………議案等一覧表 １４３

…………………………………………………………………………………………………一般質問通告書 １４５


	目次

