
 

 

第１０４回市議会（定例会）提出議案について 

 

議案 ８６件（人事１件，一般１９件，条例４２件，決算１３件，補正予算１１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 

    令和２年１月１日からの３年間を任期とする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。 

 

 ２ 字の区域の変更について 

    魚町・南町地区被災市街地復興土地区画整理事業区域内の字の区域について，

新たな区画を基準に変更するものです。 

 

 ３ 市道魚町栄町線の路線変更について 

    鹿折地区被災市街地復興土地区画整理事業により当該路線の終点の位置等

に変更が生じたことから，路線変更するものです。 

 

 ４ 復興祈念公園造成工事請負契約の締結について 

    当該公園の造成及びアクセス道となる市道栄町新浜町２号線の改良を行う

ため，工事請負契約を締結するものです。 

 

 ５ 道路舗装補修工事（その４）請負契約の締結について 

 ６ 道路舗装補修工事（その５）請負契約の締結について 

 ７ 道路舗装補修工事（その６）請負契約の締結について 

 ８ 道路舗装補修工事（その７）請負契約の締結について 

 

    復旧・復興事業に伴う大型車両の通行により，損傷した市道の舗装補修を行

うため，工事請負契約を締結するものです。 

 

 ９ 公共下水道雨水幹線（松崎片浜地区）函渠築造工事（その１）請負契約の締結

について 

    震災に伴う地盤沈下により，排水機能が低下した松崎片浜地区に雨水幹線を

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 

令和元年８月３０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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１０ 崎浜集会所の指定管理者の指定について 

１１ 中井老人憩の家の指定管理者の指定について 

１２ 小鯖集会所の指定管理者の指定について 

１３ 中集会所の指定管理者の指定について 

１４ 鮪立老人憩の家の指定管理者の指定について 

１５ 舞根集会所の指定管理者の指定について 

１６ 東舞根集会所の指定管理者の指定について 

１７ 石浜集会所の指定管理者の指定について 

１８ 只越集会所の指定管理者の指定について 

１９ 舘老人憩の家の指定管理者の指定について 

２０ 大沢集会所の指定管理者の指定について 

 

    公の施設を管理する指定管理者をそれぞれ指定するものです。 

 

２１ 気仙沼市印鑑条例の一部を改正する条例制定について 

    住民基本台帳法施行令及び印鑑登録証明事務処理要領の改正に伴い，住民票

に記載されている旧氏での印鑑登録及び印鑑登録証明書への旧氏の併記を可

能とするとともに，性自認等への配慮のため，印鑑登録証明書の記載事項から

男女の別を削除するなど，所要の改正を行うものです。 

 

２２ 気仙沼市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例の一

部を改正する条例制定について 

    東日本大震災復興特別区域法第４３条の地方税の課税免除又は不均一課税

に伴う措置が適用される場合等を定める省令の改正に伴い，復興産業集積区域

における固定資産税の課税免除の対象となる資産の取得期限を延長するため，

所要の改正を行うものです。 

 

２３ 気仙沼市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例制定につい

て 

    災害弔慰金の支給等に関する法律の改正に伴い，災害援護資金に係る償還金

の支払猶予や，本市における審査会設置などの規定を追加するため，所要の改

正を行うものです。 
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２４ 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 

２５ 気仙沼市認定こども園条例の一部を改正する条例制定について 

２６ 気仙沼市立幼稚園授業料徴収条例の一部を改正する条例制定について 

 

    本年１０月から実施される幼児教育・保育の無償化に対応するため，所要の

改正を行うものです。 

 

２７ 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の

整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例制定について 

    当該法律の施行に伴い，改正された地方公務員法等を引用する関係６条例の

文言などを整理するため，条例を制定するものです。 

 

２８ 気仙沼市会計年度任用職員の給与等に関する条例制定について 

２９ 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の

整理に関する条例制定について 

 

    地方公務員法及び地方自治法の改正に伴い，令和２年度から会計年度任用職

員制度を導入するに当たり，当該職員の給与等に関する条例を制定するととも

に，気仙沼市職員の給与に関する条例など関係７条例を改正するため，条例を

制定するものです。 

 

３０ 気仙沼市森林環境譲与税基金条例制定について 

    国から森林環境譲与税が交付されることに伴い，これを基金として積み立て，

必要に応じて森林整備やその促進に関する施策に充当するため，条例を制定す

るものです。 

 

３１ 気仙沼市市民農園条例制定について 

    波路上杉ノ下地内に，農業への理解深化，農業振興，農地の保全等を目的と

する当該施設を設置するため，条例を制定するものです。 
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３２ 気仙沼市ワン・テン駐車場条例の一部を改正する条例制定について 

３３ 気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館条例の一部を改正する条例制定について 

３４ 気仙沼市大島開発総合センター条例の一部を改正する条例制定について 

３５ 気仙沼市地域交流センター条例の一部を改正する条例制定について 

３６ 気仙沼市鹿折ふれあいセンター条例の一部を改正する条例制定について 

３７ 気仙沼市保健福祉センター条例の一部を改正する条例制定について 

３８ 気仙沼市火葬場条例の一部を改正する条例制定について 

３９ 気仙沼市本吉農村環境改善センター条例の一部を改正する条例制定について 

４０ 気仙沼市本吉放牧場条例の一部を改正する条例制定について 

４１ 気仙沼市水産振興センター条例の一部を改正する条例制定について 

４２ 気仙沼市漁港管理条例の一部を改正する条例制定について 

４３ 気仙沼市まち・ひと・しごと交流プラザ条例の一部を改正する条例制定について 

４４ 気仙沼市気仙沼駅前駐車場条例の一部を改正する条例制定について 

４５ 気仙沼市内湾地区駐車場条例の一部を改正する条例制定について 

４６ 気仙沼市市場条例の一部を改正する条例制定について 

４７ 気仙沼市下水道条例の一部を改正する条例制定について 

４８ 気仙沼市集落排水処理施設条例の一部を改正する条例制定について 

４９ 気仙沼市市民会館条例の一部を改正する条例制定について 

５０ 気仙沼市立公民館条例の一部を改正する条例制定について 

５１ 気仙沼市はまなすの館条例の一部を改正する条例制定について 

５２ 気仙沼市体育施設条例の一部を改正する条例制定について 

５３ 気仙沼市総合体育館条例の一部を改正する条例制定について 

５４ 気仙沼市唐桑体育館条例の一部を改正する条例制定について 

５５ 気仙沼市本吉総合体育館条例の一部を改正する条例制定について 

５６ 気仙沼市給水条例の一部を改正する条例制定について 

５７ 気仙沼市簡易水道給水条例の一部を改正する条例制定について 

５８ 気仙沼市簡易給水施設条例の一部を改正する条例制定について 

５９ 気仙沼市一般ガス供給条例の一部を改正する条例制定について 

６０ 気仙沼市簡易ガス供給条例の一部を改正する条例制定について 

６１ 気仙沼市プロパンガス供給条例の一部を改正する条例制定について 

６２ 気仙沼市病院事業使用料及び手数料条例の一部を改正する条例制定について 

 

    本年１０月１日からの消費税率引上げに伴い，市の施設の使用料などを改定

するため，所要の改正を行うものです。  
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６３ 平成３０年度気仙沼市一般会計決算認定について 

６４ 平成３０年度気仙沼市土地特別会計決算認定について 

６５ 平成３０年度気仙沼市国民健康保険特別会計決算認定について 

６６ 平成３０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 

６７ 平成３０年度気仙沼市介護保険特別会計決算認定について 

６８ 平成３０年度気仙沼市魚市場特別会計決算認定について 

６９ 平成３０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 

７０ 平成３０年度気仙沼市公共下水道特別会計決算認定について 

７１ 平成３０年度気仙沼市集落排水特別会計決算認定について 

７２ 平成３０年度気仙沼市簡易水道特別会計決算認定について 

７３ 平成３０年度気仙沼市水道事業会計決算認定について 

７４ 平成３０年度気仙沼市ガス事業会計決算認定について 

７５ 平成３０年度気仙沼市病院事業会計決算認定について 

 

７６ 令和元年度気仙沼市一般会計補正予算 

７７ 令和元年度気仙沼市国民健康保険特別会計補正予算 

７８ 令和元年度気仙沼市後期高齢者医療特別会計補正予算 

７９ 令和元年度気仙沼市介護保険特別会計補正予算 

８０ 令和元年度気仙沼市魚市場特別会計補正予算 

８１ 令和元年度気仙沼市公共下水道特別会計補正予算 

８２ 令和元年度気仙沼市集落排水特別会計補正予算 

８３ 令和元年度気仙沼市簡易水道特別会計補正予算 

８４ 令和元年度気仙沼市水道事業会計補正予算 

８５ 令和元年度気仙沼市ガス事業会計補正予算 

８６ 令和元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 市民の森雨天休憩施設の焼失について 

 

  

5



報告 １２件 

 １ 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，現地精査の結果，舗装面積

が増えたこと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 

    ２３年災第５６００号只越漁港海岸只越護岸災害復旧工事において，漁業集

落防災機能強化事業や県事業との施工調整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 専決処分の報告について 

    ２３年災第５７４０号駒形漁港海岸駒形護岸災害復旧工事において，気仙沼

大島大橋開通以降に施工する部分の単価変更や，自走式破砕機の設置及びコン

クリート殻の再生利用などにより工事費が減額となることから，変更契約の締

結について専決処分したものです。 

 

 ４ 専決処分の報告について 

    道路舗装補修工事（その２）において，施工延長及び舗装面積の減工などに

より工事費が減額となることから，変更契約の締結について専決処分したもの

です。 

 

 ５ 平成３０年度気仙沼市非強制徴収債権の放棄について 

 ６ 平成３０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 

 ７ 平成３０年度気仙沼市水道事業会計継続費精算報告書 

 ８ 平成３０年度大島汽船株式会社経営状況について 

 ９ 平成３０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 

１０ 平成３０年度株式会社気仙沼産業センター経営状況について 

１１ 平成３０年度気仙沼地域開発株式会社経営状況について 

１２ 平成３０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〉

　　　令和元年度　一般会計 ９月補正予算（案）

既定予算額 85,708,062 千円

補正予算額 3,244,762 千円

補正後予算額 88,952,824 千円

〈補正の概要〉

歳出予算

〔主な事業〕
＜通常分＞
① 森林環境譲与税基金積立金 17,000 千円

　国から交付される森林環境譲与税を，森林の整備及びその促進に関する施策
に要する経費に充てるため積み立てる。

② 気仙沼市学校教育の在り方検討会議 1,504 千円
　本市学校教育（幼稚園，小・中学校，高等学校）の中・長期的な在り方について，
会議を設置し必要な検討を行う。

③ 市営野球場改修事業 150,000 千円
　仮設住宅が建設されていた市営野球場の来年春のグラウンド復旧に合わせ，老
朽化したスタンドやトイレ等の改修工事を行う。

＜復旧・復興分＞
④ 東日本大震災復興交付金事業基金積立金 2,211,695 千円

　平成30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 道の駅「大谷海岸」はまなすステーション，農林水産物直売センター及び 314,790 千円
処理加工センター災害復旧事業
　現在，暫定的に稼働している道の駅「大谷海岸」の移転・再建と併せて，農林水産物
直売センター及び処理加工センター等を復旧整備し，地域の賑わいを創出する。

構造 ： 木造平屋建て
面積 ： 約1,400㎡

⑥ 小泉海水浴場公衆トイレ・シャワー更衣室等災害復旧事業 50,191 千円
　被災した小泉海水浴場付近の公衆トイレ・シャワー更衣室などを復旧する。

構造 ： 木造平屋建て
面積 ： 約103㎡

⑦ 御伊勢浜海水浴場公衆トイレ・シャワー更衣室災害復旧事業 46,994 千円
　被災した御伊勢浜海水浴場付近の公衆トイレ・シャワー更衣室を復旧する。

内容 ：トイレ棟（ 木造平屋建，約44㎡）
　　　　シャワー・更衣室棟（鉄筋コンクリート造，約45㎡）

歳入予算

地方交付税 745,550千円，国庫支出金 18,742千円，県支出金 10,807千円，繰入金 △387,670千円

繰越金 2,677,321千円，市債 45,903千円　等
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　　　令和元年度　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 8,213,540 千円

補正予算額 18,766 千円

 〔 国民健康保険標準システム導入費用等 〕

補正後予算額 8,232,306 千円

○ 後期高齢者医療特別会計補正予算

既定予算額 969,151 千円

補正予算額 194 千円

〔 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金返還金等〕

補正後予算額 969,345 千円

○ 介護保険特別会計補正予算

既定予算額 6,848,401 千円

補正予算額 130,479 千円

 〔 財政調整基金積立金等 〕

補正後予算額 6,978,880 千円

○ 魚市場特別会計補正予算

既定予算額 485,815 千円

補正予算額 10,621 千円

〔 職員給与費等 〕

補正後予算額 496,436 千円

○ 公共下水道特別会計補正予算

既定予算額 3,538,266 千円

補正予算額 15,051 千円

 〔 職員給与費等 〕

補正後予算額 3,553,317 千円

○ 集落排水特別会計補正予算

既定予算額 79,319 千円

補正予算額 787 千円

 〔 職員給与費等 〕

補正後予算額 80,106 千円

○ 簡易水道特別会計補正予算

既定予算額 109,883 千円

補正予算額 291 千円

 〔 職員給与費等 〕

補正後予算額 110,174 千円
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　　　令和元年度　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 2,062,729 千円

　補正予算額 △ 28,840 千円

 　〔 職員給与費等 〕

　補正後予算額 2,033,889 千円

資本的支出

　既定予算額 4,946,841 千円

　補正予算額 21,441 千円

 　〔 配水管布設工事等 〕

　補正後予算額 4,968,282 千円

○ ガス事業会計補正予算　

収益的支出

　既定予算額 387,803 千円

　補正予算額 619 千円

 　〔 職員給与費等 〕

　補正後予算額 388,422 千円

○ 病院事業会計補正予算　

収益的支出

　既定予算額 11,823,257 千円

　補正予算額 39,594 千円

 　〔 医業費用等 〕

　補正後予算額 11,862,851 千円

資本的支出

　既定予算額 589,041 千円

　補正予算額 663 千円

 　〔 建設改良費 〕

　補正後予算額 589,704 千円
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