
 

 

第９８回市議会（定例会）提出議案について 

 

議案 ４７件（人事３件，一般１３件，条例８件，決算１３件，補正予算１０件） 

 １ 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 ２ 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 ３ 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

    平成３１年１月１日から任期の人権擁護委員候補者の国への推薦について，

議会の意見を求めるものです。 

 

 ４ 公有水面の埋立てに関する意見について 

    県知事から求められた大沢（津谷）漁港の公有水面の埋立てに係る意見提出

について，議会の議決を求めるものです。 

 

 ５ 市道中瀬６号線の路線認定について 

    市道中瀬１号線と中瀬松崎五駄鱈線とを結ぶ公衆用道路について，路線認定

するものです。 

 

 ６ 市道金子線の路線変更について 

 ７ 市道金子４号線の路線認定について 

 ８ 市道津谷川右岸線の路線変更について 

    金子線道路整備事業により当該路線の起点及び終点の位置等に変更が生じ

たことから，それぞれ路線認定，路線変更するものです。 

 

 ９ 石浜（唐桑）漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事（その２）請負契約の

締結について 

    被災した漁港の背後集落を防護するレベル１津波対応の防潮堤を整備する

とともに，隣接する船揚場を復旧するため，工事請負契約を締結するものです。 

 

１０ 梶ヶ浦地区漁集事業１号集落道外整備工事請負契約の締結について 

    被災した漁港施設と集落を結ぶ集落道のほか，避難路，漁業活動の再開に資

する水産関係用地を整備するため，工事請負契約を締結するものです。 

記者会見資料 

平成３０年８月３１日 

総務部総務課 菅野（内線２２１） 

総務部財政課 熊谷（内線２３４） 
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１１ 御伊勢浜海岸砂浜養浜工事の合併工事に関する基本協定の締結について 

    御伊勢浜海水浴場の再開に向け，県及び市がそれぞれ施工する砂浜養浜工事

について，県が一括して実施するため，合併工事に関する協定を締結するもの

です。 

 

１２ 宿地区災害公営住宅周辺環境整備工事請負契約の締結について 

    市営宿浦住宅を建築した唐桑運動場の代替施設として，隣接する津波被災跡

地に新たな運動場を整備するため，工事請負契約を締結するものです。 

 

１３ 気仙沼市松岩都市下水路ポンプ場の災害復旧事業に係る建設工事委託に関す

る協定（その４）の締結について 

    被災した松岩都市下水路ポンプ場の放流渠，吐き口，放流ゲート室を復旧す

るため，建設工事委託に関する協定を締結するものです。 

 

１４ 財産の取得について 

    老朽化した消防団車両の更新に当たり，新たに小型動力ポンプ付普通積載車

を取得するものです。 

 

１５ 財産の取得について 

１６ 財産の取得について 

    新魚市場における高度衛生管理体制の構築に向けて，場内で使用する電動フ

ォークリフトを取得するものです。 

 

１７ 気仙沼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の一部

を改正する条例制定について 

    国が定める家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い，代

替保育に係る連携施設の確保義務緩和等について規定するため，所要の改正を

行うものです。 

 

１８ 気仙沼市児童厚生施設条例の一部を改正する条例制定について 

    市児童福祉施設等再編整備計画に基づき，南町児童遊園を廃止するため，所

要の改正を行うものです。 
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１９ 気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館条例制定について 

    被災した気仙沼向洋高校旧校舎等を保存し，併せて震災伝承館を整備するに

当たり，震災の記憶と教訓を伝え，防災・減災教育の充実や多様な交流促進を

図る拠点施設として供用するため，施設の設置及び管理に係る条例を制定する

ものです。 

 

２０ 気仙沼市鹿折ふれあいセンター条例制定について 

    鹿折地区被災市街地復興土地区画整理事業地内に鹿折ふれあいセンターを

整備し，被災した旧総合市民福祉センター「やすらぎ」内にあった鹿折公民館

を位置付けるとともに，市民の文化の向上及び福祉の増進を図るための拠点施

設として供用するため，施設の設置及び管理に係る条例を制定するものです。 

 

２１ 気仙沼市債権管理条例制定について 

    市の債権管理方針を明確化し，市民負担の公平性を確保するため，債権管理

の適正化に係る条例を制定するものです。 

 

２２ 気仙沼市水産振興センター条例制定について 

    被災した水産振興センターを再建し，併せて市民・観光客などが利用できる

クッキングスタジオを整備するに当たり，水産業の総合的な振興を図り，魚食

普及，食育推進，観光振興の拠点施設として供用するため，施設の設置及び管

理に係る条例を制定するものです。 

 

２３ 気仙沼市まち・ひと・しごと交流プラザ条例制定について 

    被災した観光物産センター（エースポート）及び勤労青少年ホームを合築再

建するに当たり，観光と地場産業の総合的な振興を図り，多様な人材による対

話と共創の拠点施設として供用するため，施設の設置及び管理に係る条例を制

定するものです。 

 

２４ 気仙沼市病院事業審議会条例制定について 

    病院事業の健全な運営を図り，医療の質の向上に資するため，市病院事業審

議会の設置に係る条例を制定するものです。 
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２５ 平成２９年度気仙沼市一般会計決算認定について 

２６ 平成２９年度気仙沼市土地特別会計決算認定について 

２７ 平成２９年度気仙沼市国民健康保険特別会計決算認定について 

２８ 平成２９年度気仙沼市後期高齢者医療特別会計決算認定について 

２９ 平成２９年度気仙沼市介護保険特別会計決算認定について 

３０ 平成２９年度気仙沼市魚市場特別会計決算認定について 

３１ 平成２９年度気仙沼市唐桑半島ビジターセンター事業特別会計決算認定について 

３２ 平成２９年度気仙沼市公共下水道特別会計決算認定について 

３３ 平成２９年度気仙沼市集落排水特別会計決算認定について 

３４ 平成２９年度気仙沼市簡易水道特別会計決算認定について 

３５ 平成２９年度気仙沼市水道事業会計決算認定について 

３６ 平成２９年度気仙沼市ガス事業会計決算認定について 

３７ 平成２９年度気仙沼市病院事業会計決算認定について 

 

３８ 平成３０年度気仙沼市一般会計補正予算 

３９ 平成３０年度気仙沼市後期高齢者医療特別会計補正予算 

４０ 平成３０年度気仙沼市介護保険特別会計補正予算 

４１ 平成３０年度気仙沼市魚市場特別会計補正予算 

４２ 平成３０年度気仙沼市公共下水道特別会計補正予算 

４３ 平成３０年度気仙沼市集落排水特別会計補正予算 

４４ 平成３０年度気仙沼市簡易水道特別会計補正予算 

４５ 平成３０年度気仙沼市水道事業会計補正予算 

４６ 平成３０年度気仙沼市ガス事業会計補正予算 

４７ 平成３０年度気仙沼市病院事業会計補正予算 

 ※ 補正予算は，別紙により説明します。 

 

行政報告 １件 

 １ 職員の不祥事について 
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報告 １０件 

 １ 専決処分の報告について 

    鮪立地区外漁集事業集落道外整備工事において，切土法面部植生工の変更な

どにより工事費が増額となることから，変更契約の締結について専決処分した

ものです。 

 

 ２ 専決処分の報告について 

    蔵内地区外漁集事業集落道外整備工事において，地盤改良工の追加などによ

り工事費が増額となることから，変更契約の締結について専決処分したもので

す。 

 

 ３ 平成２９年度気仙沼市健全化判断比率及び資金不足比率について 

 ４ 平成２９年度気仙沼市水道事業会計継続費精算報告書 

 ５ 平成２９年度気仙沼市病院事業会計継続費精算報告書 

 ６ 平成２９年度大島汽船株式会社経営状況について 

 ７ 平成２９年度気仙沼ケーブルネットワーク株式会社経営状況について 

 ８ 平成２９年度株式会社気仙沼産業センター経営状況について 

 ９ 平成２９年度気仙沼地域開発株式会社経営状況について 

１０ 平成２９年度株式会社本吉町産業振興公社経営状況について 
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〈補正予算資料〉

　　　平成３０年度　一般会計 ９月補正予算（案）

既定予算額 94,894,174 千円

補正予算額 1,000,625 千円

補正後予算額 95,894,799 千円

〈補正の概要〉

歳出予算

〔主な事業〕
＜通常分＞
① 農林業維持振興事業補助金 3,300 千円

　農林業の維持及び振興を図るため，事業に要する経費の一部を補助する。
対象団体 ： 南三陸農業協同組合
事業内容 ： 本吉水稲育苗施設の育苗機械設備更新
補助率 ： 対象事業費の１／３以内

② 龍舞崎駐車場整備事業 17,868 千円
　気仙沼大島大橋開通により自家用車で訪れる観光客の増加に対応するため，龍舞崎
駐車場を拡張する。

整備面積 ： 約1,300㎡（約40台分）

③ 道路維持修繕事業（大島地区） 10,000 千円
　気仙沼大島大橋開通による通行車両等の安全確保を図るため，区画線を設置する。

実施箇所 ： 市道田尻駒形線ほか５路線
施工延長 ： L＝5,870ｍ

＜復旧・復興分＞
④ 東日本大震災復興交付金事業基金積立金 1,520,819 千円

　平成29年度事業費の確定により生じた復興交付金の決算剰余金を基金に
積み戻す。

⑤ 水産業共同利用施設復興整備事業補助金【復興交付金事業】 52,572 千円
 水産加工施設等の集積を促進するため，集積地において水産物加工処理施設
または水産物鮮度保持施設を建設する事業者に対して支援する。

補助対象 ： 赤岩港水産加工団地において，水産物加工処理施設または
　　　　　　　水産物鮮度保持施設を建設する事業者
補助率 ： 補助対象事業費の７／８以内

⑥ 創造的産業復興支援事業費補助金 15,000 千円
　地域資源等の活用，社会・地域課題の解決などを伴う新たな事業展開を
する事業者や起業者を支援する。

対象者 ： 個人，個人事業主，中小企業
補助率 ： １/２以内

⑦ 防災集団移転に伴う道路整備事業【復興交付金事業】 185,200 千円
　防災集団移転促進事業等により新たに造成された団地への道路を整備する。

事業箇所 ： 長磯浜地区，波路上杉ノ下地区，面瀬地区
事業内容 ： 用地取得，物件等補償

補助限度額 ： 新規事業展開枠　上限 10,000千円　下限 1,000千円
　　　　　　　　   起業支援枠　　　　上限  2,000千円　下限    500千円
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⑧ 災害公営住宅給水管凍結対策事業 40,000 千円
　災害公営住宅の一部において，給水管の凍結対策工事を行う。

対象住宅 ： 鹿折南，気仙沼駅前，四反田，幸町，内の脇，南郷
改修内容 ： 凍結防止ヒーターの追加設置

⑨ 海の道トイレ災害復旧事業 32,300 千円
　被災した海の道トイレを復旧する。

復旧場所 ： 港町地内
建物面積 ： 約54㎡

⑩ 浦の浜公衆トイレ災害復旧事業 13,825 千円
　被災した浦の浜公衆トイレを復旧する。

復旧場所 ： 浦の浜地内
建物面積 ： 約22㎡

⑪ 漁港施設等災害復旧事業 △ 1,000,000 千円
　被災した第１種漁港の漁港施設等を復旧する。

　川原漁港防潮堤工事について，各事業年度における工程（出来高予定額）を
精査し，本年度の事業費を減額する。

歳入予算

地方交付税 159,942千円，県支出金 5,729千円，繰越金　2,488,104千円

国庫支出金 △992,368千円，繰入金 △652,217千円，市債 △53,523千円　等
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　　　平成３０年度　特別会計 ９月補正予算（案）

○ 後期高齢者医療特別会計補正予算

既定予算額 949,777 千円

補正予算額 4,163 千円

〔後期高齢者医療システム改修等〕

補正後予算額 953,940 千円

○ 介護保険特別会計補正予算

既定予算額 6,814,194 千円

補正予算額 82,433 千円

 〔 財政調整基金積立金等 〕

補正後予算額 6,896,627 千円

○ 魚市場特別会計補正予算

既定予算額 495,462 千円

補正予算額 △ 3,394 千円

〔 職員給与費等 〕

補正後予算額 492,068 千円

○ 公共下水道特別会計補正予算

既定予算額 3,065,942 千円

補正予算額 7,600 千円

 〔 事業費等 〕

補正後予算額 3,073,542 千円

○ 集落排水特別会計補正予算

既定予算額 73,754 千円

補正予算額 0 千円

 〔 歳入予算の組替等 〕

補正後予算額 73,754 千円

○ 簡易水道特別会計補正予算

既定予算額 112,090 千円

補正予算額 △ 1,576 千円

 〔 職員給与費等 〕

補正後予算額 110,514 千円
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　　　平成３０年度　企業会計 ９月補正予算（案）

○ 水道事業会計補正予算　

収益的支出

　既定予算額 2,023,863 千円

　補正予算額 △ 35,934 千円

 　〔 職員給与費等 〕

　補正後予算額 1,987,929 千円

資本的支出

　既定予算額 4,289,853 千円

　補正予算額 396,108 千円

 　〔 舘山導水ポンプ場沈砂池導水管布設工事等 〕

　補正後予算額 4,685,961 千円

○ ガス事業会計補正予算　

収益的支出

　既定予算額 363,248 千円

　補正予算額 △ 3,786 千円

 　〔 職員給与費等 〕

　補正後予算額 359,462 千円

○ 病院事業会計補正予算　

収益的支出

　既定予算額 11,811,215 千円

　補正予算額 699 千円

 　〔病院事業審議会運営費等 〕

　補正後予算額 11,811,914 千円
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