
平成２７年１１月

むつ市議会第２２６回定例会会議録

目 次

第１号 １１月２７日（金）

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

………………………………………………………………………………………………本日の会議に付した事件 ３

…………………………………………………………………………………………………………出席、欠席議員 ４

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

………………………………………………………………………………………………………事務局職員出席者 ５

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

………………………………………………………………………………………………………………諸般の報告 ６

……………………………………………………………………………………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 議案上程、提案理由説明 １５

…………………………………………………………………………………日程第５ 議案質疑、討論、採決 １５

…………………………議案第 ８２号 むつ市副市長に選任する者につき同意を求めることについて １５

…………………………………………………………日程第６～日程第８２ 議案一括上程、提案理由説明 １６

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

第２号 １２月８日（火）

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

……………………………………………………………………………………………本日の会議に付した事件 １９

………………………………………………………………………………………………………出席、欠席議員 ２０

………………………………………………………………………………………………説明のため出席した者 ２０

……………………………………………………………………………………………………事務局職員出席者 ２２

………………………………………………………………………………………………………………開 議 ２３

………………………………………………………………………………………………………副市長就任挨拶 ２３

……………………………………………………………………………………………………………諸般の報告 ２３

………………………………………………………………………………日程第１ 議案上程、提案理由説明 ２３

…………………………………………………………………………………………………日程第２ 一般質問 ２４

………………………………………………………………………………………………………原田敏匡議員 ２４

……………………………………………………………………………………………………鎌田ちよ子議員 ３３

………………………………………………………………………………………………………工藤祥子議員 ４３

………………………………………………………………………………………………………濵田栄子議員 ５２



………………………………………………………………………………………………………………散 会 ５７

）第３号 １２月９日（水

…………………………………………………………………………………………………議事日程（第３号） ５９

……………………………………………………………………………………………本日の会議に付した事件 ５９

………………………………………………………………………………………………………出席、欠席議員 ６０

………………………………………………………………………………………………説明のため出席した者 ６０

……………………………………………………………………………………………………事務局職員出席者 ６２

………………………………………………………………………………………………………………開 議 ６３

……………………………………………………………………………………………………………諸般の報告 ６３

…………………………………………………………………………………………………日程第１ 一般質問 ６３

………………………………………………………………………………………………………菊池光弘議員 ６３

………………………………………………………………………………………………………横垣成年議員 ７２

………………………………………………………………………………………………………目時睦男議員 ８３

………………………………………………………………………………………………………佐賀英生議員 ９３

……………………………………………………………………………………………………………散 会 １０２

）第４号 １２月１０日（木

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

…………………………………………………………………………………………本日の会議に付した事件 １０５

……………………………………………………………………………………………………出席、欠席議員 １０６

……………………………………………………………………………………………説明のため出席した者 １０６

…………………………………………………………………………………………………事務局職員出席者 １０７

……………………………………………………………………………………………………………開 議 １０８

…………………………………………………………………………………………………………諸般の報告 １０８

………………………………………………………………………………………………日程第１ 一般質問 １０８

……………………………………………………………………………………………………東 健而議員 １０８

……………………………………………………………………………………………………………散 会 １１８

）第５号 １２月１５日（火

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

…………………………………………………………………………………………本日の会議に付した事件 １２１

……………………………………………………………………………………………………出席、欠席議員 １２２

……………………………………………………………………………………………説明のため出席した者 １２２

…………………………………………………………………………………………………事務局職員出席者 １２４

……………………………………………………………………………………………………………開 議 １２５



…………………………………………………………………………………………………………諸般の報告 １２５

…………………………………………………………………日程第１～日程第２ 議案質疑、委員会付託 １２５

……………………………………………………議案第 ８３号 むつ市個人番号の利用に関する条例 １２５

……………………………………………………議案第 ８４号 むつ市税条例の一部を改正する条例 １２６

………………………………………………………………………………………………日程第３ 議案質疑 １３２

………………………………………………議案第 ８５号 むつ市手数料条例の一部を改正する条例 １３２

………………………………………………………………日程第４～日程第２３ 議案質疑、委員会付託 １３３

………………………………議案第 ８６号 むつ市みどりのさきもり館条例の一部を改正する条例 １３３

………………………………………………議案第 ８７号 むつ市公民館条例の一部を改正する条例 １３３

…………………………議案第 ８８号 むつ市脇野沢地域交流センター条例の一部を改正する条例 １３３

……………………………議案第 ８９号 むつ市海と森ふれあい体験館条例の一部を改正する条例 １３３

………………………………………議案第 ９０号 むつ市下北自然の家条例の一部を改正する条例 １３３

……………………………………議案第 ９１号 むつ市釜臥山スキー場条例の一部を改正する条例 １３３

………………………………………議案第 ９２号 むつ市兎沢スキー場条例の一部を改正する条例 １３３

…………………………………議案第 ９３号 むつ市かまふせビレッジ条例の一部を改正する条例 １３３

………………………………………………議案第 ９４号 むつ市体育館条例の一部を改正する条例 １３３

…………………………………議案第 ９５号 むつ市ウェルネスパーク条例の一部を改正する条例 １３３

…………………………………議案第 ９６号 むつ市脇野沢総合運動場条例の一部を改正する条例 １３３

…………………………議案第 ９７号 むつ市ふれあいスポーツパーク条例の一部を改正する条例 １３３

…………………………………議案第 ９８号 むつ市城ヶ沢地区集会所条例の一部を改正する条例 １３３

……………………………議案第 ９９号 むつ市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例 １３３

…………………議案第１００号 むつ市大畑地区コミュニティセンター条例の一部を改正する条例 １３３

………………議案第１０１号 むつ市脇野沢地区コミュニティセンター条例の一部を改正する条例 １３３

……………………………………………議案第１０２号 むつ市介護保険条例の一部を改正する条例 １３３

………………………………………………議案第１０３号 むつ市児童館条例の一部を改正する条例 １３３

…………………………………………議案第１０４号 むつ市老人憩の家条例の一部を改正する条例 １３３

…………………………………議案第１０５号 むつ市老人福祉センター条例の一部を改正する条例 １３３

……………………………………………………………………………………………日程第２４ 議案質疑 １３６

……………………………………………議案第１０６号 むつ市都市公園条例の一部を改正する条例 １３６

……………………………………………………………日程第２５～日程第６０ 議案質疑、委員会付託 １３９

……………………………………………議案第１０７号 むつ市駅前広場条例の一部を改正する条例 １３９

………………………………………議案第１０８号 むつ市イベント広場条例の一部を改正する条例 １３９

………………議案第１０９号 むつ市早掛レイクサイドヒルキャンプ場条例の一部を改正する条例 １３９

…………………………議案第１１０号 むつ市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 １３９

…………………議案第１１１号 むつ市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例 １３９

…………………………………………………議案第１１２号 むつ市斎場条例の一部を改正する条例 １３９



……………………………………………議案第１１３号 むつ市墓地公園条例の一部を改正する条例 １３９

…………………………………議案第１１４号 むつ市野菜集荷貯蔵施設条例の一部を改正する条例 １３９

…………………………………議案第１１５号 むつ市林業研修集会施設条例の一部を改正する条例 １３９

…………………………………………議案第１１６号 むつ市営牧野設置条例の一部を改正する条例 １３９

……………………………議案第１１７号 むつ市営脇野沢家畜管理施設条例の一部を改正する条例 １３９

議案第１１８号 むつ市脇野沢畜産流通加工施設及び農村活性化施設条例の一部を改正す

………………………………………………………………………………………る条例 １３９

…………………………………議案第１１９号 むつ市酪農研修センター条例の一部を改正する条例 １３９

………………………………議案第１２０号 むつ市地域特産品生産施設条例の一部を改正する条例 １３９

…………………………………議案第１２１号 むつ市宮後ふれあい牧場条例の一部を改正する条例 １３９

………………………議案第１２２号 むつ市地方卸売市場大畑町魚市場条例の一部を改正する条例 １３９

…………………………………議案第１２３号 むつ市脇野沢海づり公園条例の一部を改正する条例 １３９

………………………………議案第１２４号 むつ市マリンハウス脇野沢条例の一部を改正する条例 １３９

……………………………………………議案第１２５号 むつ市産業会館条例の一部を改正する条例 １３９

…………………………………………議案第１２６号 むつ市観光物産館条例の一部を改正する条例 １３９

…………………………………議案第１２７号 むつ市観光交流センター条例の一部を改正する条例 １３９

…………………………………………議案第１２８号 むつ市脇野沢温泉条例の一部を改正する条例 １３９

………………………………………議案第１２９号 むつ市脇野沢野営場条例の一部を改正する条例 １３９

……………………………………議案第１３０号 むつ市奥薬研修景公園条例の一部を改正する条例 １３９

……………………………………………議案第１３１号 むつ市温泉事業条例の一部を改正する条例 １３９

…………………………………議案第１３２号 むつ市ふれあい温泉川内条例の一部を改正する条例 １３９

……………………………………議案第１３３号 むつ市陶芸品生産施設条例の一部を改正する条例 １３９

…………………………………議案第１３４号 むつ市湯野川温泉濃々園条例の一部を改正する条例 １３９

………………………………議案第１３５号 むつ市脇野沢流通センター条例の一部を改正する条例 １３９

……………………議案第１３６号 むつ市脇野沢リフレッシュセンター条例の一部を改正する条例 １３９

…………………………………………議案第１３７号 むつ市観光遊覧船条例の一部を改正する条例 １３９

………………………………………………議案第１３８号 むつ市下水道条例の一部を改正する条例 １３９

……………………………議案第１３９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 １３９

………………議案第１４０号 むつ市都市計画下水道事業受益者負担金条例の一部を改正する条例 １３９

………………………議案第１４１号 むつ市下水道事業等受益者分担金条例の一部を改正する条例 １３９

………………………………………議案第１４２号 むつ市水道事業給水条例の一部を改正する条例 １３９

……………………………………………………………日程第６１～日程第６８ 議案質疑、委員会付託 １３９

………………………議案第１４３号 むつ市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例 １３９

……………………議案第１４４号 むつ市住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例 １４０

………………………………………………………議案第１４５号 むつ市保育所条例を廃止する条例 １４０

…………………………………………………議案第１４６号 工事請負契約の一部変更契約について １４０



………………………………………………………………議案第１４７号 指定管理者の指定について １４０

………………………………………………………………議案第１４８号 指定管理者の指定について １４０

…………………………………………………………………議案第１４９号 市道路線の認定について １４１

…………………………………………………………………議案第１５０号 市道路線の廃止について １４１

………………………………………………………………………………………会議録署名議員の追加指名 １４１

……………………………………………………………日程第６９～日程第７４ 議案質疑、討論、採決 １４１

……………………議案第１５１号 むつ市監査委員に選任する者につき同意を求めることについて １４１

…………議案第１５２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 １４２

議案第１５３号 むつ市固定資産評価審査委員会の委員に選任する者につき同意を求める

………………………………………………………………………………ことについて １４３

議案第１５４号 むつ市固定資産評価審査委員会の委員に選任する者につき同意を求める

………………………………………………………………………………ことについて １４３

……………議案第１５５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 １４４

……………………………………………………議案第１５６号 平成27年度むつ市一般会計補正予算 １４４

……………………………………………………………日程第７５～日程第７７ 議案質疑、委員会付託 １４７

……………………………………議案第１５７号 平成27年度むつ市国民健康保険特別会計補正予算 １４８

………………………………………議案第１５８号 平成27年度むつ市下水道事業特別会計補正予算 １４９

議案第１５９号 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 １４９

…………………………………………………………………………………日程第７８ 報告に対する質疑 １４９

………………………………………………………報告第 ３６号 専決処分した事項の報告について １４９

……………………………………………………………………………………………………………散 会 １４９

）第６号 １２月２２日（火

………………………………………………………………………………………………議事日程（第６号） １５１

…………………………………………………………………………………………本日の会議に付した事件 １５３

……………………………………………………………………………………………………出席、欠席議員 １５４

……………………………………………………………………………………………説明のため出席した者 １５４

…………………………………………………………………………………………………事務局職員出席者 １５５

……………………………………………………………………………………………………………開 議 １５６

…………………………………………………………………………………………………………諸般の報告 １５６

………………………………………………………………………………………………日程第１ 行政報告 １５６

……………………………………………………日程第２～日程第７２ 委員長報告、質疑、討論、採決 １５７

……………………………………………………議案第 ８３号 むつ市個人番号の利用に関する条例 １６４

……………………………………………………議案第 ８４号 むつ市税条例の一部を改正する条例 １６４

………………………………………………議案第 ８５号 むつ市手数料条例の一部を改正する条例 １６５



………………………………議案第 ８６号 むつ市みどりのさきもり館条例の一部を改正する条例 １６５

………………………………………………議案第 ８７号 むつ市公民館条例の一部を改正する条例 １６５

…………………………議案第 ８８号 むつ市脇野沢地域交流センター条例の一部を改正する条例 １６５

……………………………議案第 ８９号 むつ市海と森ふれあい体験館条例の一部を改正する条例 １６５

………………………………………議案第 ９０号 むつ市下北自然の家条例の一部を改正する条例 １６５

……………………………………議案第 ９１号 むつ市釜臥山スキー場条例の一部を改正する条例 １６５

………………………………………議案第 ９２号 むつ市兎沢スキー場条例の一部を改正する条例 １６５

…………………………………議案第 ９３号 むつ市かまふせビレッジ条例の一部を改正する条例 １６５

………………………………………………議案第 ９４号 むつ市体育館条例の一部を改正する条例 １６５

…………………………………議案第 ９５号 むつ市ウェルネスパーク条例の一部を改正する条例 １６５

…………………………………議案第 ９６号 むつ市脇野沢総合運動場条例の一部を改正する条例 １６５

…………………………議案第 ９７号 むつ市ふれあいスポーツパーク条例の一部を改正する条例 １６５

…………………………………議案第 ９８号 むつ市城ヶ沢地区集会所条例の一部を改正する条例 １６５

……………………………議案第 ９９号 むつ市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例 １６５

…………………議案第１００号 むつ市大畑地区コミュニティセンター条例の一部を改正する条例 １６５

………………議案第１０１号 むつ市脇野沢地区コミュニティセンター条例の一部を改正する条例 １６５

……………………………………………議案第１０２号 むつ市介護保険条例の一部を改正する条例 １６５

………………………………………………議案第１０３号 むつ市児童館条例の一部を改正する条例 １６５

…………………………………………議案第１０４号 むつ市老人憩の家条例の一部を改正する条例 １６５

…………………………………議案第１０５号 むつ市老人福祉センター条例の一部を改正する条例 １６５

……………………………………………議案第１０６号 むつ市都市公園条例の一部を改正する条例 １６９

……………………………………………議案第１０７号 むつ市駅前広場条例の一部を改正する条例 １６９

………………………………………議案第１０８号 むつ市イベント広場条例の一部を改正する条例 １６９

………………議案第１０９号 むつ市早掛レイクサイドヒルキャンプ場条例の一部を改正する条例 １６９

…………………………議案第１１０号 むつ市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 １６９

…………………議案第１１１号 むつ市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例 １６９

…………………………………………………議案第１１２号 むつ市斎場条例の一部を改正する条例 １６９

……………………………………………議案第１１３号 むつ市墓地公園条例の一部を改正する条例 １６９

…………………………………議案第１１４号 むつ市野菜集荷貯蔵施設条例の一部を改正する条例 １６９

…………………………………議案第１１５号 むつ市林業研修集会施設条例の一部を改正する条例 １６９

…………………………………………議案第１１６号 むつ市営牧野設置条例の一部を改正する条例 １６９

……………………………議案第１１７号 むつ市営脇野沢家畜管理施設条例の一部を改正する条例 １６９

議案第１１８号 むつ市脇野沢畜産流通加工施設及び農村活性化施設条例の一部を改正す

………………………………………………………………………………………る条例 １６９

…………………………………議案第１１９号 むつ市酪農研修センター条例の一部を改正する条例 １６９

………………………………議案第１２０号 むつ市地域特産品生産施設条例の一部を改正する条例 １６９



…………………………………議案第１２１号 むつ市宮後ふれあい牧場条例の一部を改正する条例 １６９

………………………議案第１２２号 むつ市地方卸売市場大畑町魚市場条例の一部を改正する条例 １６９

…………………………………議案第１２３号 むつ市脇野沢海づり公園条例の一部を改正する条例 １６９

………………………………議案第１２４号 むつ市マリンハウス脇野沢条例の一部を改正する条例 １６９

……………………………………………議案第１２５号 むつ市産業会館条例の一部を改正する条例 １６９

…………………………………………議案第１２６号 むつ市観光物産館条例の一部を改正する条例 １６９

…………………………………議案第１２７号 むつ市観光交流センター条例の一部を改正する条例 １６９

…………………………………………議案第１２８号 むつ市脇野沢温泉条例の一部を改正する条例 １６９

………………………………………議案第１２９号 むつ市脇野沢野営場条例の一部を改正する条例 １６９

……………………………………議案第１３０号 むつ市奥薬研修景公園条例の一部を改正する条例 １６９

……………………………………………議案第１３１号 むつ市温泉事業条例の一部を改正する条例 １６９

…………………………………議案第１３２号 むつ市ふれあい温泉川内条例の一部を改正する条例 １６９

……………………………………議案第１３３号 むつ市陶芸品生産施設条例の一部を改正する条例 １６９

…………………………………議案第１３４号 むつ市湯野川温泉濃々園条例の一部を改正する条例 １６９

………………………………議案第１３５号 むつ市脇野沢流通センター条例の一部を改正する条例 １６９

……………………議案第１３６号 むつ市脇野沢リフレッシュセンター条例の一部を改正する条例 １６９

…………………………………………議案第１３７号 むつ市観光遊覧船条例の一部を改正する条例 １６９

………………………………………………議案第１３８号 むつ市下水道条例の一部を改正する条例 １６９

……………………………議案第１３９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 １６９

………………議案第１４０号 むつ市都市計画下水道事業受益者負担金条例の一部を改正する条例 １６９

………………………議案第１４１号 むつ市下水道事業等受益者分担金条例の一部を改正する条例 １６９

………………………………………議案第１４２号 むつ市水道事業給水条例の一部を改正する条例 １６９

………………………議案第１４３号 むつ市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例 １７４

……………………議案第１４４号 むつ市住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例 １７５

………………………………………………………議案第１４５号 むつ市保育所条例を廃止する条例 １７５

…………………………………………………議案第１４６号 工事請負契約の一部変更契約について １７５

………………………………………………………………議案第１４７号 指定管理者の指定について １７６

………………………………………………………………議案第１４８号 指定管理者の指定について １７６

…………………………………………………………………議案第１４９号 市道路線の認定について １７６

…………………………………………………………………議案第１５０号 市道路線の廃止について １７７

……………………………………議案第１５７号 平成27年度むつ市国民健康保険特別会計補正予算 １７７

………………………………………議案第１５８号 平成27年度むつ市下水道事業特別会計補正予算 １７７

議案第１５９号 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 １７７

……………………………………………………日程第７３ 各常任委員会の所管事務継続審査について １７８

……………………………………………………………………………………………………………閉 会 １７８



……………………………………………………………………………………………………………署名議員 １７９

参考資料

………………………………………………………………………………………………………会期日程表 １８１

……………………………………………………………………………………………………議案等一覧表 １８３

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