
平成３０年第１回おいらせ町議会定例会議事日程（第１号） 

 

平成３０年３月７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  会議録署名議員の指名 

       ・３番  木 村 忠 一 議員 

       ・４番  髙 坂 隆 雄 議員 

 

日程第２  会期の決定 

・平成３０年３月７日（水）から３月１２日（月）まで    ６日間 

 

日程第３  諸般の報告 

・議長報告 

 

日程第４  議案の一括上程 

・報告第１号から第３号まで及び承認第１号及び諮問第１号 

並びに議案第１号から第４２号まで       ４７件 

・提案理由の説明（おいらせ町長） 

 

日程第５  予算特別委員会の設置及び議案付託 

・議案第３５号から議案第４２号まで付託           ８件 

・予算特別委員会設置及び正副委員長の互選 

 

日程第６  行政報告 

・まち・ひと・しごと創生総合戦略の進捗状況について 

・八戸圏域連携中枢都市圏ビジョンの変更について 

・保育料の改定について 



平成３０年第１回おいらせ町議会定例会議事日程（第２号） 

 

平成３０年３月８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  一般質問 

 

・ １席   ６番  平 野 敏 彦 議員 

 

日程第 ２  報告第 １号 専決処分の報告について 

（学校給食センター電気設備整備工事請負契約の一

部変更契約の締結について） 

日程第 ３  報告第 ２号 専決処分の報告について 

（学校給食センター厨房設備整備工事請負契約の一

部変更契約の締結について） 

日程第 ４  報告第 ３号 専決処分の報告について 

（学校給食センター外構工事請負契約の一部変更契

約の締結について） 

日程第 ５  承認第 １号 専決処分の承認を求めることについて 

（平成２９年度おいらせ町一般会計補正予算（第７号）

について） 

日程第 ６  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 ７  議案第 １号 おいらせ町教育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 ２号 おいらせ町固定資産評価審査委員会委員の選任につき

同意を求めることについて 

日程第 ９  議案第 ３号 おいらせ町固定資産評価審査委員会委員の選任につき

同意を求めることについて 

日程第１０  議案第 ４号 おいらせ町固定資産評価審査委員会委員の選任につき

同意を求めることについて  



日程第１１  議案第 ５号 おいらせ町職員の修学部分休業に関する条例の制定に

ついて 

日程第１２  議案第 ６号 おいらせ町職員の高齢者部分休業に関する条例の制定

について 

日程第１３  議案第 ７号 おいらせ町職員の配偶者同行休業に関する条例の制定

について 

日程第１４  議案第 ８号 おいらせ町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制定

について 

日程第１５  議案第 ９号 おいらせ町民プール条例の制定について 

 

日程第１６  議案第１０号 おいらせ町執行機関の附属機関の設置等に関する条例

の一部を改正する条例について 

日程第１７  議案第１１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１８  議案第１２号 おいらせ町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

について 

日程第１９  議案第１３号 おいらせ町特定教育・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の一部を改正する

条例について 

日程第２０  議案第１４号 おいらせ町国民健康保険条例の一部を改正する条例に

ついて 

日程第２１  議案第１５号 おいらせ町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正

する条例について 

日程第２２  議案第１６号 おいらせ町介護保険条例の一部を改正する条例につい

て 

日程第２３  議案第１７号 おいらせ町包括的支援事業の実施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２４  議案第１８号 おいらせ町公園条例の一部を改正する条例について 

 

日程第２５  議案第１９号 おいらせ町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例

について 

日程第２６  議案第２０号 おいらせ町菜飯地区計画の区域内における建築物の制

限に関する条例の一部を改正する条例について 

  



日程第２７  議案第２１号 おいらせ町営住宅管理条例の一部を改正する条例につ

いて 

日程第２８  議案第２２号 おいらせ町立学校給食センター条例の一部を改正する

条例について 

日程第２９  議案第２３号 大山将棋記念館条例の一部を改正する条例について 

 

日程第３０  議案第２４号 町道の路線廃止について 

 

日程第３１  議案第２５号 町道の路線認定について 

 

日程第３２  議案第２６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３３  議案第２７号 平成２９年度おいらせ町一般会計補正予算（第８号）

について 

日程第３４  議案第２８号 平成２９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３５  議案第２９号 平成２９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３６  議案第３０号 平成２９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３７  議案第３１号 平成２９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３８  議案第３２号 平成２９年度おいらせ町介護保険特別会計補正予算

（第４号）について 

日程第３９  議案第３３号 平成２９年度おいらせ町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第４号）について 

日程第４０  議案第３４号 平成２９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３０年第１回おいらせ町議会定例会議事日程（第３号） 

 

平成３０年３月９日（金）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２８号 平成２９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 ２  議案第２９号 平成２９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 ３  議案第３０号 平成２９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 ４  議案第３１号 平成２９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 ５  議案第３２号 平成２９年度おいらせ町介護保険特別会計補正予算

（第４号）について 

日程第 ６  議案第３３号 平成２９年度おいらせ町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第４号）について 

日程第 ７  議案第３４号 平成２９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３０年第１回おいらせ町議会定例会議事日程（第４号） 

 

平成３０年３月１２日（月）午前・後１１時３９分開議 

 

１．開会宣告 

 

２．議事日程の報告 

 

日程第 １  議案第３５号 平成３０年度おいらせ町一般会計予算について 

 

日程第 ２  議案第３６号 平成３０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３７号 平成３０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３８号 平成３０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３９号 平成３０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４０号 平成３０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４１号 平成３０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 ８  議案第４２号 平成３０年度おいらせ町病院事業会計予算について 

  



平成３０年第１回おいらせ町議会定例会 

 

予 算 特 別 委 員 会 

 

平成３０年３月 ９ 日（金）午前・後１０時４６分開議から 

平成３０年３月１２日（月）午前・後１１時２０分閉議まで 

 

１．開会宣告 

 

２．付託議案審査 

 

議案第３５号 平成３０年度おいらせ町一般会計予算について 

 

議案第３６号 平成３０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３７号 平成３０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３８号 平成３０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３９号 平成３０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４０号 平成３０年度おいらせ町介護保険特別会計予算について 

 

議案第４１号 平成３０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４２号 平成３０年度おいらせ町病院事業会計予算について 


