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第１１８回市議会（定例会）提出議案について 

 

議案４３件（人事１４件，一般１９件，条例７件，補正予算３件） 

 

１ 気仙沼市農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 

２ 気仙沼市農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 

３ 気仙沼市農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 

４ 気仙沼市農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 

５ 気仙沼市農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 

６ 気仙沼市農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 

７ 気仙沼市農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 

８ 気仙沼市農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 

９ 気仙沼市農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 

１０ 気仙沼市農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 

１１ 気仙沼市農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 

１２ 気仙沼市農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 

１３ 気仙沼市農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 

１４ 気仙沼市農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 

 

農業委員会等に関する法律に基づき，任期が本年７月２０日からとなる農業

委員会の委員の任命について，議会の同意を求めるものです。 

 

１５ 字の区域の変更について 

宮城県が実施している農山漁村地域復興基盤総合整備事業気仙沼地区（最知

工区）の施行により，農地等の区画に変更が生じるため，最知北最知などの字の

区域を変更するものです。 

 

１６ 第２次気仙沼市総合計画基本構想の改定について 

平成２９年度に策定した第２次気仙沼市総合計画の基本構想について，人口

減少やデジタル化の急速な進展など，社会環境の変化に的確に対応するため改

定するものです。 

記者会見資料 

令和３年６月４日 

総務部総務課 吉田（内線２２１） 

総務部財政課 熊谷（内線２３４） 
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１７ 市道川口町五駄鱈線の路線廃止について 

１８ 市道潮見町五駄鱈線の路線認定について 

１９ 市道老松赤岩港２号線外２路線の路線認定について 

２０ 市道老松赤岩港線の路線廃止について 

２１ 市道赤岩港６号線の路線認定について 

 

都市計画道路潮見町赤岩五駄鱈線整備事業に伴い，それぞれ路線認定，路線廃

止するものです。 

 

２２ 市道潮見町内の脇線外１１路線の路線廃止について 

２３ 市道潮見町８号線の路線認定について 

 

南気仙沼復興市民広場整備事業などにより，当該路線の全部及び一部が事業

の用に供したことから，それぞれ路線認定，路線廃止するものです。 

 

２４ 市道本町川口町線の路線変更について 

２５ 市道川口町１３号線外１路線の路線変更について 

２６ 市道川口町１６号線外１路線の路線認定について 

 

都市計画道路朝日町赤岩港線整備事業に伴い，それぞれ路線認定，路線変更す

るものです。 

 

２７ ２３年災第５７６０号要害漁港海岸要害防潮堤外災害復旧工事（その２）請負

契約に係る変更契約の締結について 

波除けに使用した仮設材の撤去に伴う搬出先に変更が生じたことなどから，

工事費を増額するものです。 

 

２８ 滝浜（唐桑）漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事請負契約に係る変更

契約の締結について 

関係機関との協議により，仮設道路の位置及び延長に変更が生じることなど

から，工事費を増額するものです。 

 

２９ 大谷漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事請負契約に係る変更契約の締

結について 

関係機関との協議により，ボックスカルバート下部の地盤改良工を増工する

ことなどから，工事費を増額するものです。 
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３０ 蔵内漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事請負契約に係る変更契約の締

結について 

関係機関との協議により，防潮堤の使用部材を変更することなどから，工事費

を増額するものです。 

 

３１ 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，第１０分団２部唐桑支所前班及び第

１４分団２部大谷班に配備するため，水槽付消防ポンプ自動車を取得するもの

です。 

 

３２ 財産の無償貸付けについて 

閉校した旧小泉中学校について，未活用財産の有効活用や民間事業者の活力

等を活かした地域の活性化を図るため，建物を無償貸付けするものです。 

 

３３ 財産の無償貸付けについて 

閉校した旧馬籠小学校について，未活用財産の有効活用や民間事業者の活力

等を活かした地域の活性化を図るため，建物を無償貸付けするものです。 

 

３４ 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の改正に伴い，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。 

 

３５ 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 

３６ 気仙沼市営住宅条例の一部を改正する条例制定について 

 

気仙沼市都市計画事業魚町・南町地区被災市街地土地区画整理事業区域内の

登記手続きが完了し，地番が確定したことなどから，施設の位置などについて所

要の改正を行うものです。 

 

３７ 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 

令和４年４月１日付けで大島中学校と鹿折中学校を統合することに伴い，所

要の改正を行うものです。 
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３８ 気仙沼市給水条例の一部を改正する条例制定について 

３９ 気仙沼市簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例制定について 

 

市民生活の基盤である水道事業の健全な経営基盤を構築し，将来にわたり安

全な水道水を安定して供給するため，及び老朽施設の更新等を計画的に進める

上で必要な財源を確保するため，水道料金を改定するものです。 

 

４０ 気仙沼市海水浴場シャワー施設条例制定について 

   海水浴場利用者等の利便を図るため，小田の浜海水浴場外３海水浴場に温水シ

ャワー施設を設置することに関し，条例を制定するものです。 

 

４１ 令和３年度気仙沼市一般会計補正予算 

４２ 令和３年度気仙沼市水道事業会計補正予算 

４３ 令和３年度気仙沼市簡易水道事業会計補正予算 

 ※ 補正予算は，別紙により説明します。 

 

 

行政報告 １件 

 １ 令和２年度各種会計出納閉鎖の状況について 

 

 

報告 １１件 

 １ 専決処分の報告について 

気仙沼市防災物資集積配送基地新築建築本体工事において，防災資機材及び

支援物資の保管整理に必要となるラック設置工を追加し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 

岩井沢漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事（その２）において，防潮堤

の構造形式を変更したこと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。 

 

 ３ 専決処分の報告について 

都市計画道路潮見町赤岩五駄鱈線橋梁上部工工事において，防水目地材を追

加し橋面防水を増工し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。 
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 ４ 専決処分の報告について 

都市計画道路潮見町赤岩五駄鱈線道路改良工事（その３）において，隣接工事

との工程調整に伴い，舗装数量に変更が生じたこと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 専決処分の報告について 

鹿折みどりのふれあい広場整備工事において，入口に車止めゲート等を追加

したこと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。 

 

 ６ 令和２年度気仙沼市一般会計繰越明許費繰越計算書 

７ 令和２年度気仙沼市一般会計事故繰越し繰越計算書 

８ 令和２年度気仙沼市水道事業会計予算繰越計算書 

９ 令和２年度気仙沼市ガス事業会計予算繰越計算書 

１０ 令和２年度気仙沼市下水道事業会計予算繰越計算書 

１１ 令和２年度気仙沼市病院事業会計予算繰越計算書 

 

 

配付 １件 

 １ 指定管理者から提出された「公の施設の管理に関する事業報告書」 
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〈補正予算資料〉

　　　令和３年度　一般会計 ６月補正予算（案）

既定予算額 35,382,770 千円

補正予算額 8,560,909 千円

補正後予算額 43,943,679 千円

〈補正の概要〉

歳出予算

〔主な事業〕

＜新型コロナ対応分＞

① 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 50,703 千円

（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）

　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で，低所得の子育て世帯に対し，

その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から，特別給付金を支給する。

支給対象：次のいずれかに該当する者

　(1) 令和３年４月分の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けている者であって，

　　　令和３年度分の住民税均等割が非課税である者

　(2) 上記(1)のほか，対象児童（18歳年度末までの子（障害児については20歳未満）

　　　※令和３年４月以降令和４年２月末までに生まれる新生児も対象）の養育者であって，

　　　以下のいずれかに該当する者

　　　　・令和３年度分の住民税均等割が非課税である者

　　　　・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し，令和３年度分の住民税

　　　　　均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる者（家計急変者）

給付額：対象児童１人につき50千円（見込み数942人）

支給時期：令和３年７月以降順次支給

＜通常分＞
② コミュニティ助成事業補助金 6,800 千円

　コミュニティ活動の促進を図るため，一般財団法人自治総合センターコミュニティ
助成事業を活用し，コミュニティ活動に必要な備品等の整備を行う自治会に対して
補助を行う。

補助対象組織：
　鹿折地区振興協議会，浦の浜親和会，魚町三区自治会

③ 情報化政策推進事業（デジタル補佐官業務） 1,469 千円
　専門知識や経験を有する外部人材をデジタル補佐官として登用し，自治体デジタル・
トランスフォーメーション（ＤＸ）推進計画及び同手順書に基づくデジタル施策の着実な
推進と，ＣＩＯを中心とするICTガバナンスを確立する。

業務内容：
(1) 本市におけるＤＸ全体像の教示
　行政DX，産業ＤＸ，暮らしのＤＸを含む全体像と実装に係る教示
(2) 行政ＤＸ，暮らしのＤＸへの助言
　行政情報システム標準化，情報セキュリティ対策，手続きのオンライン化など，
国の動向を踏まえた助言
(3) 産業ＤＸへの助言
　デジタル化による市内企業のビジネス機会の拡大など，本市の施策展開に
応じた助言
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④ ローカル・デジタル・トランスフォーメーション（ＬＤＸ)事業 8,660 千円
　急速に進むデジタル化や副業・兼業などの新しい働き方の変化を地方に取り込み，
地域産業を活性化するため，人材を呼び込む仕組みづくりとＤＸを推進する基盤づく
り（デジタルリテラシーの向上，相談体制の整備）を行う。

事業内容：
(1) 専門人材活用促進事業
　企業外の専門人材との協業のあり方について考えるセミナーの開催等
(2) 市内事業者のＬＤＸ促進事業
　個別の相談会，業種ごとの先進事例等の勉強会の開催等
(3) 市内事業者の底上げ事業
　基礎的な業務の効率化，デジタル化を担う人材育成のための講座の開催等

⑤ 唐桑半島ビジターセンター改修事業 7,458 千円
　県有施設である唐桑半島ビジターセンターの本市への譲渡にあわせて，県補助金を
活用して，同施設をトレッキングの拠点として改修する。

事業内容：基本・実施設計業務

⑥ 亀山園地整備事業 18,000 千円

　三陸復興国立公園内の亀山山頂付近の施設のリニューアルを行い，自然との

ふれあいの推進及び自然環境の保全・再生を図る。

事業内容：山頂付近遊歩道整備（設計・測量業務を含む）

　　　　　　　亀山園地整備に関する基本計画策定

⑦ 半造レストハウス改修事業 41,000 千円
　宮城オルレ「気仙沼・唐桑コース」のゴール地点となっている「半造レストハウス」を
改修し，受入環境の向上を図る。

事業内容：外装・内装・設備等の改修

⑧ 漁火パーク改修事業 37,566 千円
　「国民宿舎からくわ荘」の解体に伴い，地域のコンベンション機能の代替施設を
確保するため，漁火パークを改修する。

事業内容：
　２階和室の改修工事（80名程度が一度に利用可能な会場を確保）
　１階トイレの改修工事等
　

⑨ 緊急浚渫推進事業 49,600 千円

　市管理河川において，堆積土砂の浚渫及び支障木の伐採を行い，適正な河川の

維持管理を図る。

事業内容：河川の浚渫及び支障木の伐採業務

　松川川ほか６河川，総延長1.2ｋｍ

＜復興分＞

⑩ 公営住宅債の繰上償還 8,120,547 千円

　公営住宅に係る市債の全額を繰上償還することにより，将来の財政負担の軽減を図る。

実施時期　　　　　　　　令和３年９月

繰上償還する市債　　公営住宅債（令和３年９月定期償還後の未償還分全額）

繰上償還元金　　　　　8,194,946千円（R4.3償還分220,244千円，R4年度以降償還分7,974,702千円）

繰上償還補償金　    　　165,180千円（見込額）

負担軽減見込額　      　246,365千円（定期償還した場合の利子総額411,545千円と補償金との差額）

償還財源　　　　　　　　市営住宅基金

歳入予算

　国庫支出金 199,381千円，県支出金 57,364千円，繰入金 8,162,065千円，市債 129,200千円　等

−7− 



　　　令和３年度　企業会計 ６月補正予算（案）

○ 水道事業会計補正予算　

収益的収入

　既定予算額 1,860,002 千円

　補正予算額〔水道料金の改定に伴う給水収益の補正 〕 61,000 千円

　補正後予算額 1,921,002 千円

収益的支出

　既定予算額 2,085,429 千円

　補正予算額 〔 水道料金の改定に伴う業務費の補正 〕 413 千円

　補正後予算額 2,085,842 千円

○ 簡易水道事業会計補正予算

収益的収入

　既定予算額 76,440 千円

　補正予算額〔 水道料金の改定に伴う給水収益の補正 〕 879 千円

　補正後予算額 77,319 千円
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