
平成２６年８月

むつ市議会第２２１回定例会会議録

目 次

第１号 ８月２７日（水）

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

………………………………………………………………………………………………本日の会議に付した事件 １

…………………………………………………………………………………………………………出席、欠席議員 ２

…………………………………………………………………………………………………説明のため出席した者 ２

………………………………………………………………………………………………………事務局職員出席者 ３

……………………………………………………………………………………………………………開会及び開議 ４

………………………………………………………………………………………………………………諸般の報告 ４

…………………………………………………………………………………………………日程第１ 議席の変更 ４

……………………………………………………………………………………日程第２ 会議録署名議員の指名 ４

…………………………………………………………………………………………………日程第３ 会期の決定 ４

……………………………………………………………………………………………………日程第４ 行政報告 ５

……………………………………………………………日程第５～日程第２４ 議案一括上程、提案理由説明 ８

………………………………………………………………………………………………………………散 会 １１

第２号 ９月５日（金）

…………………………………………………………………………………………………議事日程（第２号） １３

……………………………………………………………………………………………本日の会議に付した事件 １３

………………………………………………………………………………………………………出席、欠席議員 １４

………………………………………………………………………………………………説明のため出席した者 １４

……………………………………………………………………………………………………事務局職員出席者 １６

………………………………………………………………………………………………………………開 議 １７

……………………………………………………………………………………………………………諸般の報告 １７

……………………………………………………………日程第１～日程第２ 議案一括上程、提案理由説明 １７

…………………………………………………………………………………………………日程第３ 一般質問 １７

………………………………………………………………………………………………………石田勝弘議員 １７

………………………………………………………………………………………………………東 健而議員 ２８

………………………………………………………………………………………………………佐賀英生議員 ３９

………………………………………………………………………………………………………横垣成年議員 ４７

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

）第３号 ９月８日（月



…………………………………………………………………………………………………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

……………………………………………………………………………………………………………諸般の報告 ６５

…………………………………………………………………………………………………日程第１ 一般質問 ６５

………………………………………………………………………………………………………工藤孝夫議員 ６５

……………………………………………………………………………………………………鎌田ちよ子議員 ７０

…………………………………………………………………………………………会議録署名議員の追加指名 ８０

……………………………………………………………………………………………………浅利竹二郎議員 ８０

………………………………………………………………………………………………………池光弘議員 ８９

………………………………………………………………………………………………………………散 会 ９７

）第４号 ９月９日（火

…………………………………………………………………………………………………議事日程（第４号） ９９

……………………………………………………………………………………………本日の会議に付した事件 ９９

……………………………………………………………………………………………………出席、欠席議員 １００

……………………………………………………………………………………………説明のため出席した者 １００

…………………………………………………………………………………………………事務局職員出席者 １０２

……………………………………………………………………………………………………………開 議 １０３

…………………………………………………………………………………………………………諸般の報告 １０３

………………………………………………………………………………………………日程第１ 一般質問 １０３

……………………………………………………………………………………………………中村正志議員 １０３

……………………………………………………………………………………………………大瀧次男議員 １１４

……………………………………………………………………………………………………………散 会 １２６

）第５号 ９月１１日（木

………………………………………………………………………………………………議事日程（第５号） １２９

…………………………………………………………………………………………本日の会議に付した事件 １２９

……………………………………………………………………………………………………出席、欠席議員 １３０

……………………………………………………………………………………………説明のため出席した者 １３０

…………………………………………………………………………………………………事務局職員出席者 １３１

……………………………………………………………………………………………………………開 議 １３２

…………………………………………………………………………………………………………諸般の報告 １３２



…………………………………………………日程第１～日程第２０ 議案質疑、委員会付託、一部採決 １３２

議案第３８号 むつ市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

…………………………………………………………………………………を定める条例 １３２

…………………議案第３９号 むつ市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 １３７

…………議案第４０号 むつ市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 １３９

………………………………………………………………議案第４１号 むつ市観光交流センター条例 １４２

……………議案第４２号 むつ市教育委員会の委員に任命する者につき同意を求めることについて １４５

………………議案第４３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 １４５

………………議案第４４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 １４６

………………………………………………………議案第４５号 平成26年度むつ市一般会計補正予算 １４６

……………………………………………議案第４６号 平成26年度むつ市介護保険特別会計補正予算 １５１

…………………………………………………議案第４７号 平成25年度むつ市一般会計歳入歳出決算 １５１

…………………………………議案第４８号 平成25年度むつ市国民健康保険特別会計歳入歳出決算 １５１

………………………………議案第４９号 平成25年度むつ市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 １５１

……………………………………議案第５０号 平成25年度むつ市下水道事業特別会計歳入歳出決算 １５１

……………………………議案第５１号 平成25年度むつ市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算 １５１

………………………………………議案第５２号 平成25年度むつ市介護保険特別会計歳入歳出決算 １５１

……………………………………議案第５３号 平成25年度むつ市魚市場事業特別会計歳入歳出決算 １５１

……………………………議案第５４号 平成25年度むつ市水道事業会計利益剰余金の処分について １５１

………………………………………………………議案第５５号 平成25年度むつ市水道事業会計決算 １５１

…………………………………………………………………………議案第５６号 財産の取得について １６３

…………………………………………………………………………議案第５７号 財産の取得について １６３

……………………………………………………………………………………………………………散 会 １６３

）第６号 ９月１９日（金

………………………………………………………………………………………………議事日程（第６号） １６５

…………………………………………………………………………………………本日の会議に付した事件 １６５

……………………………………………………………………………………………………出席、欠席議員 １６６

……………………………………………………………………………………………説明のため出席した者 １６６

…………………………………………………………………………………………………事務局職員出席者 １６７

……………………………………………………………………………………………………………開 議 １６８

…………………………………………………………………………………………………………諸般の報告 １６８

……………………………………………………日程第１～日程第１６ 委員長報告、質疑、討論、採決 １６８

議案第３８号 むつ市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

…………………………………………………………………………………を定める条例 １７１

…………………議案第３９号 むつ市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 １７１



…………議案第４０号 むつ市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 １７２

………………………………………………………………議案第４１号 むつ市観光交流センター条例 １７２

……………………………………………議案第４６号 平成26年度むつ市介護保険特別会計補正予算 １７２

…………………………………………………議案第４７号 平成25年度むつ市一般会計歳入歳出決算 １７２

……………………………………………………………………………………………………発言の取り消し １７４

…………………………………議案第４８号 平成25年度むつ市国民健康保険特別会計歳入歳出決算 １７５

………………………………議案第４９号 平成25年度むつ市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 １７５

……………………………………議案第５０号 平成25年度むつ市下水道事業特別会計歳入歳出決算 １７５

……………………………議案第５１号 平成25年度むつ市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算 １７６

………………………………………議案第５２号 平成25年度むつ市介護保険特別会計歳入歳出決算 １７６

……………………………………議案第５３号 平成25年度むつ市魚市場事業特別会計歳入歳出決算 １７６

……………………………議案第５４号 平成25年度むつ市水道事業会計利益剰余金の処分について １７７

………………………………………………………議案第５５号 平成25年度むつ市水道事業会計決算 １７７

…………………………………………………………………………議案第５６号 財産の取得について １７７

…………………………………………………………………………議案第５７号 財産の取得について １７８

…………………………………………………………………日程第１７～日程第１８ 報告に対する質疑 １７８

………………………………………………報告第２６号 平成25年度むつ市健全化判断比率について １７８

…………………………………報告第２７号 平成25年度むつ市公営企業会計資金不足比率について １７８

…………………………………………………………………………………日程第１９ 議員派遣について １７８

……………………………………………………………………………………………………………閉 会 １７９

……………………………………………………………………………………………………………署名議員 １８１

参考資料

………………………………………………………………………………………………………会期日程表 １８３

……………………………………………………………………………………………………議案等一覧表 １８５

…………………………………………………………………………………………………一般質問通告書 １８７


	第１号　８月２７日
	第２号　９月　５日 
	第３号　９月　８日
	第４号　９月　９日 
	第５号　９月１１日
	第６号　９月１９日
	署名議員
	参考資料

