
記者発表資料 

平成２４年８月３１日 

総務部総務課・財政課 

担当：鈴木・瀬戸（２２１・２３４） 

 

第４７回市議会（定例会）提出議案について 

 

議 案 ３６件（人事３件，一般４件，条例５件，決算１６件，補正予算８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 

本年１２月３１日をもって任期が満了する人権擁護委員の候補者の国への推

薦について，議会の意見を求めるものです。 

  

 ４ 防災行政無線（デジタル移動系）システム整備工事請負契約の締結について 

工事請負契約の締結に当たり，地方自治法の規定により提案するものです。 

内容は，防災対策に必要な情報の収集及び伝達を迅速に行うためのデジタル移

動系の防災行政無線を整備するものです。 

 

 ５ 気仙沼市鹿折金山資料館の指定管理者の指定について 

本年１０月１日から平成２９年３月３１日までの間，公の施設である本施設を

管理する指定管理者を指定するため，地方自治法の規定により提案するものです。 

 

 ６ 気仙沼市総合体育館の指定管理者の指定について 

本年１０月１日から平成２８年３月３１日までの間，公の施設である本施設を

管理する指定管理者を指定するため，地方自治法の規定により提案するものです。 

 

 ７ 気仙沼市総合体育館の指定管理者の指定期間の変更について 

現在の指定管理者の指定期間を変更するため，地方自治法の規定により提案す

るものです。 

 

 ８ 気仙沼市保育所条例の一部を改正する条例制定について 

   一景島保育所の名称及び位置を変更するため，改正するものです。 

 

 ９ 気仙沼市障害児通園施設条例の一部を改正する条例制定について 

障害者自立支援法及び児童福祉法の一部改正に伴い，引用条文の整理等を行う
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とともに，施設の位置を変更するため，改正するものです。 

 

１０ 気仙沼市営墓地条例の一部を改正する条例制定について 

東日本大震災で被災した市営墓地使用者に対し，墓所返還に係る使用料全額還

付を可能とするため，改正するものです。 

 

１１ 気仙沼市立学校の設置に関する条例の一部を改正する条例制定について 

浦島小学校及び鹿折小学校を来年４月１日に統合するため，改正するものです。 

 

１２ 気仙沼市東日本大震災復興特別区域法第２８条第１項の規定に基づく準則を

定める条例制定について 

東日本大震災復興特別区域法に基づき，復興産業集積区域内における製造業な

どに係る工場等の緑地面積等の割合を定めるため，制定するものです。 

 

１３ 平成２３年度気仙沼市一般会計決算認定について 

１４ 平成２３年度気仙沼市土地特別会計決算認定について 

１５ 平成２３年度気仙沼市国民健康保険特別会計決算認定について 

１６ 平成２３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 

１７ 平成２３年度気仙沼市介護保険特別会計決算認定について 

１８ 平成２３年度気仙沼市魚市場特別会計決算認定について 

１９ 平成２３年度気仙沼市青果市場特別会計決算認定について 

２０ 平成２３年度気仙沼市索道特別会計決算認定について 

２１ 平成２３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 

２２ 平成２３年度気仙沼市駐車場特別会計決算認定について 

２３ 平成２３年度気仙沼市公共下水道特別会計決算認定について 

２４ 平成２３年度気仙沼市集落排水特別会計決算認定について 

２５ 平成２３年度気仙沼市簡易水道特別会計決算認定について 

２６ 平成２３年度気仙沼市水道事業会計決算認定について 

２７ 平成２３年度気仙沼市ガス事業会計決算認定について 

２８ 平成２３年度気仙沼市病院事業会計決算認定について 

いずれも市監査委員の審査を経ている決算について，法律の規定に基づき，議

会の認定をお願いするものです。 
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２９ 平成２４年度気仙沼市一般会計補正予算 

３０ 平成２４年度気仙沼市国民健康保険特別会計補正予算 

３１ 平成２４年度気仙沼市介護保険特別会計補正予算 
４ページ以降の

「補正予算資料」

により説明 

３２ 平成２４年度気仙沼市公共下水道特別会計補正予算 

３３ 平成２４年度気仙沼市集落排水特別会計補正予算 

３４ 平成２４年度気仙沼市簡易水道特別会計補正予算 

３５ 平成２４年度気仙沼市水道事業会計補正予算 

３６ 平成２４年度気仙沼市病院事業会計補正予算 

 

 

報 告 ９件 

 １ 専決処分の報告について 

 ２ 専決処分の報告について 

 ３ 平成２３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２３年度気仙沼市一般会計継続費精算報告書 

 ５ 平成２３・２４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 

 ６ 平成２３・２４年度株式会社気仙沼産業センター経営状況について 

 ７ 平成２３・２４年度大島汽船株式会社経営状況について  

 ８ 平成２３・２４年度気仙沼地域開発株式会社経営状況について 

 ９ 平成２３・２４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２４年度　一般会計９月補正予算（案）

既定予算額 150,198,037 千円

補正予算額 27,325,248 千円

補正後予算額 177,523,285 千円

〈補正の概要〉

歳出予算

〔主な事業〕

① 地域住民組織活動費補助金 16,422 千円

 気仙沼地域の自治会に対し，コミュニティ活動の活発化による組織の維持・充実を

図るとともに，震災からの新しいまちづくりを推進するため，活動費を助成する。

　（唐桑地域，本吉地域及び応急仮設住宅自治組織については，同程度の補助金

　　を交付している）

〔 交付内容：均等割 64,000円　　世帯数割 300円 〕

② 派遣職員経費 234,409 千円

 地方自治法に基づき，職員を他自治体から受け入れ，災害復旧と復興等を進める。

〔 職員数53人：人件費に係る負担金，災害赴任手当，宿舎用調度品等 〕

③ 介護基盤復興まちづくり整備事業費補助金 90,000 千円

 被災した地域において，地域包括ケアの体制づくりを行うため，在宅サービス等を

行う拠点整備事業に対しての補助金

〔 デイサービスセンター　３か所 〕

④ 日本ユニセフ協会助成インフルエンザ予防接種 14,186 千円

 日本ユニセフ協会の助成により，インフルエンザの予防接種を行い流行を防ぐ。

対象者：生後6ヶ月～中学3年生

助成額：1回あたり2,000円

実施期間：平成24年10月1日～平成25年1月31日

⑤ 緊急雇用創出事業 144,176 千円

 震災による失業者の地域雇用創出を図る。

〔 内容：臨時職員の雇用，コールセンター人材育成事業委託，震災関連業務委託等 〕

⑥ 魚市場背後地排水管布設工事 22,000 千円

 魚市場周辺の衛生環境向上のため，背後地に排水管を整備する。

〔 魚市場前臨港道路等 〕

⑦ 漁港施設用地盛土工事 12,600 千円

 共同利用施設等を整備する漁港施設用地の盛土を行う。

宿舞根漁港水産施設用地，大谷漁港共同利用施設用地

蔵内漁港共同利用施設用地，日門漁港共同利用施設用地，日門漁港倉庫用地
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⑧ 官民連携による小規模防災集団移転促進事業(気仙沼方式)実現化調査事業 14,000 千円

 市と民間事業者が連携・協働した「小規模な防災集団移転事業」の実現化の調査

を行う。

調査の内容：基本条件等の整理，事業候補地の選定等，再建ニーズと登録制度

　　　　　　　　 事業制度案の検討，モデル地区シミュレーション，事業制度の構築

委託先：東京大学

⑨ 十八鳴浜及び九九鳴き浜保存整備事業 16,200 千円

 津波や地盤沈下の影響による倒木・塩害木等を伐採撤去し，鳴砂の保全や景観保

護，安全確保を図る。

・十八鳴浜：伐採150本，抜根100本

・九九鳴き浜：伐採400本

⑩ 消防屯所及び消防防災用車両等の復旧費 229,981 千円

 被災した施設・車両等の復旧を図る。

消防屯所：大沢(津谷)消防屯所 １か所

消防車両等：消防ポンプ車,小型動力ポンプ付積載車等　12台

　　　　　　　　 小型動力ポンプ10台

⑪ 農林施設災害復旧費 37,447 千円

  5月3日の大雨により被災した農業施設及び林道の復旧を図る。

〔 頭首工6か所，林道4か所 〕

⑫ 農林業維持振興事業補助金 7,483 千円

 5月3日の大雨により被災した林業施設復旧費に係る補助金

〔 作業道55か所　　補助率：6/10 〕

⑬ 本吉農林水産物直売センター災害復旧事業 42,995 千円

  被災した施設の復旧を図る。

⑭ 市道等災害復旧費 395,835 千円

 5月3日の大雨，6月の台風４号，今冬期凍上により被災した道路等の復旧を図る。

5月3日の大雨：市道法面崩壊29か所，河川護岸欠壊等65か所

6月の台風４号：市道路面流失等48か所，河川護岸欠壊等8か所

今冬期凍上：市道22か所

【復興交付金事業】

⑮ 東日本大震災復興交付金事業基金積立金 12,875,778 千円

 震災復興交付金を基金に積み立てる。

【復興交付金事業】

⑯ 水産業共同利用施設復興整備事業 8,890,000 千円

 南気仙沼地区及び鹿折地区への水産加工施設等の集積を促進するため，造成

地に施設を建設する費用の補助

補助対象施設：水産加工処理施設，水産物鮮度保持施設

　　　　　　　　（※中小企業庁グループ補助金等からの振り替えによる申請は不可）

補助率：対象事業費の7/8
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【復興交付金事業】

⑰ 防災集団移転促進事業に伴う道路整備事業 273,675 千円

 防災集団移転地へのアクセス道路調査・設計等業務を行う。

・浪板２区 L=300m ・ 知川原地区 L=350m

・笹が陣地区 L=150m ・松崎前浜地区 L=1,600m

・赤岩小田地区 L=100m ・松崎浦田地区 L=400m

・波路上杉の下地区 L=400m

【復興交付金事業】

⑱ 防災集団移転促進事業 1,943,805 千円

 防災集団移転地を整備するため，測量・調査，土地取得，造成工事等を行う。

・只越　・小鯖　・浪板２　・小々汐　・笹が陣　・ 知川原　・赤岩石兜

・赤岩小田　・松崎前浜　・松崎浦田　・波路上内田　・波路上杉の下

・大谷向山　・津谷　・小泉東　・小泉浜

【復興交付金事業】

⑲ 防災集団移転促進事業個別計画策定事業 456,563 千円

 防災集団移転候補地の事前調査や事業費の積算を行う。

〔 不動産鑑定等 〕

【復興交付金事業】

⑳ 街路整備事業　 160,000 千円

市街地幹線道路の拡幅等を行うため調査・測量・設計を行う。

・内の脇老松線第2工区 L=470m

・本町宮口下線第3・4工区 L=1,340m ・浜港線 L=330m

・仲町魚市場線 L=330m ・(仮称)本浜町線 L=120m

【復興交付金事業】

21 緊急防災空地整備事業 509,000 千円

 土地区画整理事業に併せて公共用地を確保する。

・鹿折地区 20,000㎡　　・南気仙沼地区 2,410㎡

用途：道路，公園，緑地，河川

【復興交付金事業】

22 災害公営住宅整備事業 97,187 千円

災害公営住宅を整備するため調査・測量・設計・用地取得等を行う。

〔 ・小鯖地区 20戸   ・南郷地区 160戸（債務負担行為設定） 〕

歳入予算

地方交付税 2,784,552千円，国県支出金 13,683,564千円，寄附金 120,036千円

基金繰入金 9,846,295千円，繰越金 699,559千円，市債 149,842千円等

6



　　　平成２４年度　特別会計９月補正予算（案）

○ 国民健康保険特別会計補正予算

既定予算額 9,057,550 千円

補正予算額 1,086,287 千円

 〔 東日本大震災による医療費一部負担金の免除に伴う保険給付費等 〕

補正後予算額 10,143,837 千円

○ 介護保険特別会計補正予算

既定予算額 5,862,489 千円

補正予算額 140,016 千円

〔 平成23年度介護給付費等返還金等〕

補正後予算額 6,002,505 千円

○ 公共下水道特別会計補正予算

既定予算額 4,000,409 千円

補正予算額 370,251 千円

 〔 施設災害復旧事業費等 〕

補正後予算額 4,370,660 千円

○ 集落排水特別会計補正予算

既定予算額 77,005 千円

補正予算額 2,690 千円

〔 施設管理費の増額 〕

補正後予算額 79,695 千円

○ 簡易水道特別会計補正予算

既定予算額 68,802 千円

補正予算額 1,252 千円

 〔 施設管理費の増額等 〕

補正後予算額 70,054 千円

　　　平成２４年度　企業会計９月補正予算（案）

○ 水道事業会計補正予算　

既定予算額 3,327,935 千円

補正予算額 213,618 千円

 〔 施設災害復旧事業費等 〕

補正後予算額 3,541,553 千円

○ 病院事業会計補正予算

既定予算額 10,994,107 千円

補正予算額 21,836 千円

 〔 医業費用の組み替え等 〕

補正後予算額 11,015,943 千円
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