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議案第 37号 29.6.1
専決処分の承認を求めることについて
（損害賠償額の決定及び和解について）

29.6.15 承　　認

議案第 38号 29.6.1
専決処分の承認を求めることについて
（五所川原市税条例の一部を改正する条
例の制定について）

29.6.15 承　　認

議案第 39号 29.6.1

専決処分の承認を求めることについて
（五所川原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の制定について）

29.6.15 承　　認

議案第 40号 29.6.1

専決処分の承認を求めることについて
（五所川原市過疎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
する条例の制定について）

29.6.15 承　　認

議案第 41号 29.6.1
専決処分の承認を求めることについて
（五所川原市国民健康保険税条例の一部
を改正する条例の制定について）

29.6.15 承　　認

議案第 42号 29.6.1
専決処分の承認を求めることについて
（五所川原市都市計画税条例の一部を改
正する条例の制定について）

29.6.15 承　　認

議案第 43号 29.6.1

専決処分の承認を求めることについて
（五所川原市承認企業立地計画に従って
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
の制定について）

29.6.15 承　　認

議案第 44号 29.6.1
平成２９年度五所川原市一般会計補正予
算（第１号）

29.6.15 原案可決

議案第 45号 29.6.1
五所川原市農業委員会の委員等の定数に
関する条例の制定について

29.6.15 原案可決

議案第 46号 29.6.1
五所川原市附属機関に関する条例の一部
を改正する条例の制定について

29.6.15 原案可決

議案第 47号 29.6.1
五所川原市体育施設設置条例の一部を改
正する条例の制定について

29.6.15 原案可決

議案第 48号 29.6.1
五所川原市地域包括支援センターの運営
及び職員の基準を定める条例の一部を改
正する条例の制定について

29.6.15 原案可決

議案第 49号 29.6.1
五所川原市市営住宅管理条例の一部を改
正する条例の制定について

29.6.15 原案可決

議案第 50号 29.6.1
工事請負契約の締結について
（新庁舎車庫地中熱利用設備工事）

29.6.15 原案可決

議案第 51号 29.6.1
市道路線の認定について
（七ツ館３１号線）

29.6.15 原案可決

議案第 52号 29.6.1
市道路線の認定について
（はるにれ歩道７号線）

29.6.15 原案可決

議案第 53号 29.6.1
市道路線の廃止について
（若葉９号線）

29.6.15 原案可決

議案第 54号 29.6.1
財産の取得について
（２．６ｍ級ロータリ除雪車）

29.6.15 原案可決

議案第 55号 29.6.1
財産の取得について
（１．５ｍ級ロータリ除雪車）

29.6.15 原案可決

議案第 56号 29.6.1
教育委員会委員の任命について
（丁子谷　悟 氏）

29.6.1 同　　意

議案第 57号 29.6.1
教育委員会委員の任命について
（奈良　陽子 氏）

29.6.1 同　　意

議案第 58号 29.6.1
固定資産評価審査委員会委員の選任につ
いて（竹谷　博則 氏）

29.6.1 同　　意

議案第 59号 29.6.1
固定資産評価審査委員会委員の選任につ
いて（前田　正廣 氏）

29.6.1 同　　意

議案第 60号 29.6.1
固定資産評価審査委員会委員の選任につ
いて（田中　久義 氏）

29.6.1 同　　意
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議案第 61号 29.6.1
嘉瀬財産区管理会財産区管理委員の選任
について（松川　兼良 氏）

29.6.1 同　　意

議案第 62号 29.6.1
嘉瀬財産区管理会財産区管理委員の選任
について（岩村　治 氏）

29.6.1 同　　意

議案第 63号 29.6.1
嘉瀬財産区管理会財産区管理委員の選任
について（木村　勇 氏）

29.6.1 同　　意

議案第 64号 29.6.1
嘉瀬財産区管理会財産区管理委員の選任
について（小松　常一 氏）

29.6.1 同　　意

議案第 65号 29.6.1
嘉瀬財産区管理会財産区管理委員の選任
について（齊藤　昌男 氏）

29.6.1 同　　意

議案第 66号 29.6.1
嘉瀬財産区管理会財産区管理委員の選任
について（須崎　悠悦 氏）

29.6.1 同　　意

議案第 67号 29.6.1
嘉瀬財産区管理会財産区管理委員の選任
について（松川　兼治 氏）

29.6.1 同　　意

議案第 68号 29.6.1
相内財産区管理会財産区管理委員の選任
について（古川　芳照 氏）

29.6.1 同　　意

議案第 69号 29.6.1
相内財産区管理会財産区管理委員の選任
について（佐藤　秀昭 氏）

29.6.1 同　　意

議案第 70号 29.6.1
相内財産区管理会財産区管理委員の選任
について（柏谷　肇 氏）

29.6.1 同　　意

議案第 71号 29.6.1
相内財産区管理会財産区管理委員の選任
について（三和　孝幸 氏）

29.6.1 同　　意

議案第 72号 29.6.1
脇元財産区管理会財産区管理委員の選任
について（村元　尚悦 氏）

29.6.1 同　　意

議案第 73号 29.6.1
脇元財産区管理会財産区管理委員の選任
について（竹谷　博 氏）

29.6.1 同　　意

議案第 74号 29.6.1
脇元財産区管理会財産区管理委員の選任
について（藤田　靖 氏）

29.6.1 同　　意

議案第 75号 29.6.1
脇元財産区管理会財産区管理委員の選任
について（山田　正伸 氏）

29.6.1 同　　意

議案第 76号 29.6.1
十三財産区管理会財産区管理委員の選任
について（工藤　伍郎 氏）

29.6.1 同　　意

議案第 77号 29.6.1
十三財産区管理会財産区管理委員の選任
について（秋田谷　又三郎 氏）

29.6.1 同　　意

議案第 78号 29.6.1
十三財産区管理会財産区管理委員の選任
について（奈良　広樹 氏）

29.6.1 同　　意

議案第 79号 29.6.1
十三財産区管理会財産区管理委員の選任
について（八木澤　淳 氏）

29.6.1 同　　意

議案第 80号 29.6.1
十三財産区管理会財産区管理委員の選任
について（柳谷　榮 氏）

29.6.1 同　　意

議案第 81号 29.6.1
人権擁護委員の候補者の推薦について
（中村　健 氏）

29.6.1 同　　意

議案第 82号 29.6.1
人権擁護委員の候補者の推薦について
（成田　徹夫 氏）

29.6.1 同　　意

議案第 83号 29.6.1
人権擁護委員の候補者の推薦について
（秦　優子 氏）

29.6.1 同　　意

議案第 84号 29.6.15
監査委員の選任について
（小田桐　宏之 氏）

29.6.15 同　　意

議案第 85号 29.6.15
五所川原市名誉市民の決定について
（山田　春雄 氏）

29.6.15 同　　意

請願第　3号
29.5.19
受　理

治安維持法犠牲者国家賠償法の制定につ
いて国への意見書の提出に関する請願

29.6.15 不 採 択

発議第  1号 29.6.1
青森県立金木高等学校の存続に関する意
見書

29.6.1 原案可決

29.6.1
西北五環境整備事務組合議会の議員の選
挙（木村　清一 議員）

29.6.1 選　　挙



29.6.15

五所川原市選挙管理委員及び同補充員の
選挙
  委　員 ： 白川　昭麿 氏、
            高谷　博昭 氏、
      　    田中　節雄 氏、
            松本　善夫 氏
  補充員 ： 竹内　義博 氏、
            新岡　幸浩 氏、
            秋田　英樹 氏、
            三和　金春 氏

29.6.15 選　　挙


