
平成２８年第１回おいらせ町議会定例会議事日程（第１号） 

 

平成２８年３月３日（木）午前１０時開議 

 

１．開会宣告 

 

２．議事日程の報告 

 

日程第１  会議録署名議員の指名 

       ・１３番  佐々木 光 雄 議員 

       ・１４番  松 林 義 光 議員 

 

日程第２  会期の決定 

・平成２８年３月３日（木）から３月１０日（木）まで   ８日間 

 

日程第３  諸般の報告 

・議長報告 

 

日程第４  所信表明 

・おいらせ町長 

 

日程第５  議案の一括上程 

・諮問第１号並びに議案第２号から第６６号まで       ６６件 

・提案理由の説明（おいらせ町長） 

 

日程第６  予算特別委員会の設置及び議案付託 

・予算特別委員会設置及び正副委員長の互選 

・議案第５８号から議案第６６号まで付託           ９件 

 

日程第７  行政報告 

・おいらせ町教育大綱について 



平成２８年第１回おいらせ町議会定例会議事日程（第２号） 

 

平成２８年３月 ７ 日（月）午前１０時開議 

 

１．開会宣告 

 

２．議事日程の報告 

 

日程第 １  一般質問 

 

・ １席   ７番   山   忠 議員 

 

・ ２席  １４番  松 林 義 光 議員 

 

・ ３席   ６番  平 野 敏 彦 議員 

 

・ ４席  １５番  沼 端   務 議員 

 

・ ５席   １番  澤 上   勝 議員 

 

・ ６席   ４番  髙 坂 隆 雄 議員 

 

  



平成２８年第１回おいらせ町議会定例会議事日程（第３号） 

 

平成２８年３月 ８ 日（火）午前１０時開議 

 

１．開会宣告 

 

２．議事日程の報告 

 

日程第 １  「議案第１６号 おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求め

ることについて」の撤回の件 

日程第 ２  諮問第 １号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めること

について 

日程第 ３  議案第 ２号 おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求める

ことについて 

日程第 ４  議案第 ３号 おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求める

ことについて 

日程第 ５  議案第 ４号 おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求める

ことについて 

日程第 ６  議案第 ５号 おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求める

ことについて 

日程第 ７  議案第 ６号 おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求める

ことについて 

日程第 ８  議案第 ７号 おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求める

ことについて 

日程第 ９  議案第 ８号 おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求める

ことについて 

日程第１０  議案第 ９号 おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求める

ことについて 

日程第１１  議案第１０号 おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求める

ことについて 

日程第１２  議案第１１号 おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求める

ことについて 

日程第１３  議案第１２号 おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求める

ことについて  



日程第１４  議案第１３号 おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求める

ことについて 

日程第１５  議案第１４号 おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求める

ことについて 

日程第１６  議案第１５号 おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求める

ことについて 

日程第１７  議案第１６号 おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求める

ことについて（議案撤回承認のため） 

日程第１８  議案第１７号 おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求める

ことについて 

日程第１９  議案第１８号 おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求める

ことについて 

日程第２０  議案第１９号 おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求める

ことについて 

日程第２１  議案第２０号 おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求める

ことについて 

日程第２２  議案第２１号 おいらせ町防災基本条例の制定について 

 

日程第２３  議案第２２号 おいらせ町駅前広場条例の制定について 

 

日程第２４  議案第２３号 おいらせ町史跡等公園条例の制定について 

 

日程第２５  議案第２４号 おいらせ町農村公園条例の一部を改正する条例につい

て 

日程第２６  議案第２５号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する

条例について 

日程第２７  議案第２６号 おいらせ町職員の分限に関する手続及び効果に関する

条例の一部を改正する条例について 

日程第２８  議案第２７号 おいらせ町一般職の職員の給与に関する条例等の一部

を改正する条例について 

日程第２９  議案第２８号 おいらせ町人事行政の運営等の状況の公表に関する条

例の一部を改正する条例について 

  



日程第３０  議案第２９号 おいらせ町特別職の職員の給料等に関する条例並びに

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を

改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関す

る条例の一部を改正する条例について 

日程第３１  議案第３０号 おいらせ町特別参事の設置及び給与等に関する条例の

一部を改正する条例について 

日程第３２  議案第３１号 おいらせ町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一

部を改正する条例について 

日程第３３  議案第３２号 おいらせ町職員に関する旅費支給条例及びおいらせ町

特別職の職員の旅費支給条例の一部を改正する条例

について 

日程第３４  議案第３３号 おいらせ町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に

関する条例の一部を改正する条例について 

日程第３５  議案第３４号 おいらせ町ハートピア基金条例の一部を改正する条例

について 

日程第３６  議案第３５号 おいらせ町東日本大震災復興交付金基金条例の一部を

改正する条例について 

日程第３７  議案第３６号 おいらせ町町税条例の一部を改正する条例について 

 

日程第３８  議案第３７号 おいらせ町原子力発電施設等立地地域における固定資

産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例

について 

日程第３９  議案第３８号 おいらせ町下水道条例の一部を改正する条例について 

 

日程第４０  議案第３９号 おいらせ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設

備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例について 

日程第４１  議案第４０号 おいらせ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の

人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サ

ービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例に

ついて 

日程第４２  議案第４１号 おいらせ町特別参事の設置及び給与等に関する条例を

廃止する条例について 

 



日程第４３  議案第４２号 町道の路線廃止について 

 

日程第４４  議案第４３号 町道の路線認定について 

 

日程第４５  議案第４４号 行政区域を越える三沢市道の路線廃止の承諾について 

 

日程第４６  議案第４５号 行政区域を越える三沢市道の路線認定の承諾について 

 

日程第４７  議案第４６号 北部児童センター増改築工事（建築）請負契約の締結

について 

日程第４８  議案第４７号 おいらせ町立学校給食センター新設事業用地の取得に

ついて 

日程第４９  議案第４８号 青森県新産業都市建設事業団に委託すべき事業に関す

る計画の一部変更に係る協議について 

日程第５０  議案第４９号 十和田地域広域事務組合規約の変更について 

 

日程第５１  議案第５０号 平成２７年度おいらせ町一般会計補正予算（第５号）

について 

日程第５２  議案第５１号 平成２７年度おいらせ町国民健康保険特別会計補正予

算（第３号）について 

日程第５３  議案第５２号 平成２７年度おいらせ町奨学資金貸付事業特別会計補

正予算（第２号）について 

日程第５４  議案第５３号 平成２７年度おいらせ町公共下水道事業特別会計補正

予算（第３号）について 

日程第５５  議案第５４号 平成２７年度おいらせ町農業集落排水事業特別会計補

正予算（第３号）について 

日程第５６  議案第５５号 平成２７年度おいらせ町介護保険特別会計補正予算

（第３号）について 

日程第５７  議案第５６号 平成２７年度おいらせ町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第２号）について 

日程第５８  議案第５７号 平成２７年度おいらせ町病院事業会計補正予算（第３

号）について （延会のため） 

  



平成２８年第１回おいらせ町議会定例会議事日程（第４号） 

 

平成２８年３月 ９ 日（水）午前１０時開議 

 

１．開会宣告 

 

２．議事日程の報告 

 

日程第 １  議案第５０号 平成２７年度おいらせ町一般会計補正予算（第５号）

について 

日程第 ２  議案第５１号 平成２７年度おいらせ町国民健康保険特別会計補正予

算（第３号）について 

日程第 ３  議案第５２号 平成２７年度おいらせ町奨学資金貸付事業特別会計補

正予算（第２号）について 

日程第 ４  議案第５３号 平成２７年度おいらせ町公共下水道事業特別会計補正

予算（第３号）について 

日程第 ５  議案第５４号 平成２７年度おいらせ町農業集落排水事業特別会計補

正予算（第３号）について 

日程第 ６  議案第５５号 平成２７年度おいらせ町介護保険特別会計補正予算

（第３号）について 

日程第 ７  議案第５６号 平成２７年度おいらせ町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第２号）について 

日程第 ８  議案第５７号 平成２７年度おいらせ町病院事業会計補正予算（第３

号）について  



平成２８年第１回おいらせ町議会定例会議事日程（第５号） 

 

平成２８年３月１０日（木）午前・後４時３５分開議 

 

１．開会宣告 

 

２．議事日程の報告 

 

日程第 １  議案第５８号 平成２８年度おいらせ町一般会計予算について 

 

日程第 ２  議案第５９号 平成２８年度おいらせ町国民健康保険特別会計予算に

ついて 

日程第 ３  議案第６０号 平成２８年度おいらせ町奨学資金貸付事業特別会計予

算について 

日程第 ４  議案第６１号 平成２８年度おいらせ町公共下水道事業特別会計予算

について 

日程第 ５  議案第６２号 平成２８年度おいらせ町農業集落排水事業特別会計予

算について 

日程第 ６  議案第６３号 平成２８年度おいらせ町介護保険特別会計予算につい

て 

日程第 ７  議案第６４号 平成２８年度おいらせ町公共用地取得事業特別会計予

算について 

日程第 ８  議案第６５号 平成２８年度おいらせ町後期高齢者医療特別会計予算

について 

日程第 ９  議案第６６号 平成２８年度おいらせ町病院事業会計予算について 

 

  



平成２８年第１回おいらせ町議会定例会 

 

予 算 特 別 委 員 会 

 

平成２８年３月 ９ 日（水）午前・後２時２７分開議から 

平成２８年３月１０日（木）午前・後４時３５分閉議まで 

 

１．開会宣告 

 

２．付託議案審査 

 

議案第５８号 平成２８年度おいらせ町一般会計予算について 

 

議案第５９号 平成２８年度おいらせ町国民健康保険特別会計予算について 

 

議案第６０号 平成２８年度おいらせ町奨学資金貸付事業特別会計予算について 

 

議案第６１号 平成２８年度おいらせ町公共下水道事業特別会計予算について 

 

議案第６２号 平成２８年度おいらせ町農業集落排水事業特別会計予算について 

 

議案第６３号 平成２８年度おいらせ町介護保険特別会計予算について 

 

議案第６４号 平成２８年度おいらせ町公共用地取得事業特別会計予算について 

 

議案第６５号 平成２８年度おいらせ町後期高齢者医療特別会計予算について 

 

議案第６６号 平成２８年度おいらせ町病院事業会計予算について 


