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令和２年石巻市議会第１回定例会提出議案一覧 

１ 条例議案（３５件） 

（１）第２号議案   専決処分の報告並びにその承認を求めることについて 

（石巻市立学校の授業料等徴収条例の一部を改正する条例） 

＜改正理由＞ 

 令和元年台風第１９号による災害により被災された生徒の就学機会を確保するため、石巻

市立高等学校の入学者選抜手数料及び入学金について、県立学校と同様に徴収期限の変更又

は免除することができるよう、本条例の一部を改正したもの。 

＜改正内容＞ 

  附則第４項、第５項、第６項及び第７項 

    令和２年度入学者のうち、台風第１９号による災害により被害を受けた者に係る入

学者選抜手数料及び入学金の徴収期限の変更又は免除について新たに規定するほか、

文言を整理するもの。 

  附則 

    施行期日を規定するもの。 

＜公布の日から施行＞ 

 

（２）第３号議案   石巻市行財政改革推進委員会条例 

（３）第４号議案   石巻市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議条例 

（４）第５号議案   石巻市総合交通戦略審議会条例 

（５）第６号議案   石巻市プロポーザル選定委員会条例 

（６）第８号議案   石巻市地域福祉委員会条例 

（７）第９号議案   石巻市老人ホーム入所判定委員会条例 

（８）第１０号議案  石巻市地域密着型サービス運営委員会条例 

（９）第１１号議案  石巻市健康増進計画推進委員会条例 

（10）第１５号議案  石巻市旧北上川堤防利活用協議会条例 

（11）第１６号議案  石巻市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例 

（12）第１８号議案  石巻市立病院倫理委員会条例 

（13）第２１号議案  石巻市表彰に関する条例の一部を改正する条例 

（14）第２２号議案  石巻市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部 

を改正する条例 

（15）第３１号議案  石巻市介護保険条例の一部を改正する条例 

＜制定・改正理由＞ 

 「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律」が本年４月１日から施行され、非

常勤特別職の地方公務員の任用要件が厳格化されることを踏まえ、これまで要綱等により設

置していた各種委員会や会議の委員について、非常勤特別職の地方公務員に任用するため、

各種委員会等の設置根拠を条例に改め、本市の附属機関として位置づけることから、各条例

を制定（改正）するもの。 
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＜制定・改正内容＞ 

（石巻市行財政改革推進委員会条例） 

 行財政改革等の重要事項を調査審議する委員会を設置するため、設置、組織等、委員長及

び副委員長、会議、意見の聴取等、会議の公開並びに委任について規定する条例を制定する

もの。 

 また、附則において、施行期日、会議の招集を規定するほか「石巻市特別職の職員で非常

勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」を一部改正し、「石巻市行財政改革推進委員会委

員」の報酬及び費用弁償について、別表に加えるもの。 

＜令和２年４月１日から施行＞ 

 

（石巻市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議条例） 

 石巻市まち・ひと・しごと創生総合戦略を総合的かつ計画的に推進する会議を設置するた

め、設置、所掌事務、組織、任期、会長及び副会長、会議並びに委任について規定する条例

を制定するもの。 

 また、附則において、施行期日を規定するほか「石巻市特別職の職員で非常勤のものの報

酬及び費用弁償に関する条例」を一部改正し、「石巻市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進

会議委員」の報酬及び費用弁償について、別表に加えるもの。 

＜令和２年４月１日から施行＞ 

 

（石巻市総合交通戦略審議会条例） 

 地域公共交通の基本方針とする石巻市総合交通戦略の策定及び進行管理に関する事項を審

議する審議会を設置するため、設置、所掌事務、組織、委員、会長、会議及び委任について

規定する条例を制定するもの。 

 また、附則において、施行期日を規定するほか「石巻市特別職の職員で非常勤のものの報

酬及び費用弁償に関する条例」を一部改正し、「石巻市総合交通戦略審議会委員」の報酬及び

費用弁償について、別表に加えるもの。 

＜令和２年４月１日から施行＞ 

 

（石巻市プロポーザル選定委員会条例） 

 プロポーザル方式により市が業務委託、建設工事その他の契約を締結する場合の契約の相

手方の候補者の選定を行う委員会を設置するため、設置、定義、所掌事項、組織、委員長、

会議、意見の聴取、守秘義務、庶務及び委任について規定する条例を制定するもの。 

 また、附則において、施行期日を規定するほか「石巻市特別職の職員で非常勤のものの報

酬及び費用弁償に関する条例」を一部改正し、「石巻市プロポーザル選定委員会委員」の報酬

及び費用弁償について、別表に加えるもの。 

＜令和２年４月１日から施行＞ 
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（石巻市地域福祉委員会条例） 

 石巻市地域福祉計画の策定及び推進に関する事項を審議する委員会を設置するため、設置、

所掌事務、組織、任期、会長及び副会長、会議並びに委任について規定する条例を制定する

もの。 

 また、附則において、施行期日、最初の委員の任期、最初の委員会の招集を規定するほか

「石巻市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」を一部改正し、「石

巻市地域福祉委員会委員」の報酬及び費用弁償について、別表に加えるもの。 

＜令和２年４月１日から施行＞ 

 

（石巻市老人ホーム入所判定委員会条例） 

 老人ホームの入所措置及び入所継続の要否について判定を行う委員会を設置するため、設

置、任務、判定基準、組織、委員の任期、委員長、会議、報告、守秘義務、緊急入所措置及

び委任について規定する条例を制定するもの。 

 また、附則において、施行期日、最初の委員の任期、最初の判定委員会の招集を規定する

ほか「石巻市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」を一部改正し、

「石巻市老人ホーム入所判定委員会委員」の報酬及び費用弁償について、別表に加えるもの。 

＜令和２年４月１日から施行＞ 

 

（石巻市地域密着型サービス運営委員会条例） 

 介護保険法に規定する地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスの事業の適正

な運営確保のため、サービス等に要する費用の額や運営の基準等を調査審議する委員会を設

置することから、設置、所掌事務、組織、任期、会長及び副会長、会議、意見の聴取等並び

に委任について規定する条例を制定するもの。 

 また、附則において、施行期日、最初の委員会の招集を規定するほか「石巻市特別職の職

員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」を一部改正し、「石巻市地域密着型サー

ビス運営委員会委員」の報酬及び費用弁償について、別表に加えるもの。 

＜令和２年４月１日から施行＞ 

 

（石巻市健康増進計画推進委員会条例） 

 石巻市健康増進計画に関する事項を審議する委員会を設置するため、設置、所掌事項、組

織、任期、会長及び副会長、会議並びに委任について規定する条例を制定するもの。 

 また、附則において、施行期日、最初の委員の任期、最初の委員会の招集を規定するほか

「石巻市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」を一部改正し、「石

巻市健康増進計画推進委員会委員」の報酬及び費用弁償について、別表に加えるもの。 

＜令和２年４月１日から施行＞ 
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（石巻市旧北上川堤防利活用協議会条例） 

 石巻市中央地区の河川堤防、水域等における、民間事業者等の適正かつ公平な利活用推進

のため、利用区域の範囲及び場所や管理運営等を協議する協議会を設置することから、設置、

所掌事務、組織、任期、座長、会議、会議の公開及び委任について規定する条例を制定する

もの。 

 また、附則において、施行期日、最初の委員の任期を規定するほか「石巻市特別職の職員

で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」を一部改正し、「石巻市旧北上川堤防利活

用協議会委員」の報酬及び費用弁償について、別表に加えるもの。 

＜令和２年４月１日から施行＞ 

 

（石巻市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例） 

 中高層建築物等の建築に伴う近隣関係住民と建築主との紛争の予防及び調整を図る調停委

員会を設置するため、目的、用語の定義、当事者の責務、標識の設置等、説明会の開催、電

波障害の排除、図書の提出、あっせん、あっせんの打切り、調停の申請等、調停の勧告、調

停の打切り、調停の報告、工事の延期等の要請、委員会、組織及び委員、臨時委員、委員の

解職並びに委任について規定する条例を制定するもの。 

また、附則において、施行期日を規定するほか「石巻市特別職の職員で非常勤のものの報

酬及び費用弁償に関する条例」を一部改正し、「石巻市中高層建築紛争調停委員会委員及び臨

時委員」の報酬及び費用弁償について、別表に加えるもの。 

＜令和２年４月１日から施行＞ 

 

（石巻市立病院倫理委員会条例） 

 石巻市立病院で行われる医学研究及び医療行為に関し、倫理的な観点から審査を行う委員

会を設置するため、設置、所掌事項、組織、委員長及び副委員長、会議、審査の申請、審査

の結果等、専門部会、秘密の保持並びに委任について規定する条例を制定するもの。 

 また、附則において、施行期日を規定するほか「石巻市特別職の職員で非常勤のものの報

酬及び費用弁償に関する条例」を一部改正し、「石巻市立病院倫理委員会委員」の報酬及び費

用弁償について、別表に加えるもの。 

＜令和２年４月１日から施行＞ 

 

（石巻市表彰に関する条例の一部を改正する条例） 

  第３条 

市政功労表彰において、候補者に係る欠格条項を新たに規定するもの。 

第６条 

市政功労表彰の候補者を推薦するための「石巻市市政功労者表彰推薦委員会」の設

置について新たに規定するもの。 

  第１１条 

    見出しの「資格の停止」を「表彰の取消し、資格の喪失等」に改め、第３条への欠

格条項規定の追加に伴い、条文を改めるもの。 
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  附則第１項 

    施行期日を規定するもの。 

  附則第２項 

    石巻市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正 

    「石巻市市政功労者表彰推薦委員会委員」の報酬及び費用弁償について、別表に加

えるもの。 

＜令和２年４月１日から施行＞ 

 

（石巻市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部を改正する条例） 

  第４条の２ 

    指定管理者候補の選定を行う「指定管理者候補者選定委員会」の設置について新た

に規定するもの。 

  第５条及び第７条 

    文言の整理を行うもの。 

  附則第１項 

    施行期日を規定するもの。 

  附則第２項 

    石巻市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正 

    「石巻市指定管理者候補者選定委員会委員」の報酬及び費用弁償について、別表に

加えるもの。 

＜令和２年４月１日から施行＞ 

 

（石巻市介護保険条例の一部を改正する条例） 

  第１４条 

    審議会の設置等において、石巻市介護保険運営審議会の調査・審議事項に「地域包

括センターの運営に関する事項」を新たに加えるもの。 

  附則第１項 

    施行期日を規定するもの。 

  附則第２項 

    石巻市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等に関する

基準を定める条例の一部改正 

    第３条第２項及び第４条第３項において「地域包括支援センター運営協議会」を「石

巻市介護保険運営審議会」に改めるもの。 

＜令和２年４月１日から施行＞ 
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（16）第７号議案   石巻市ささえあいセンター条例 

＜制定理由＞ 

医療、介護、保健、福祉等の連携とサービスを一体的に提供する体制を構築するとともに、

地域住民が相互に支えあうことのできる地域づくりを目的とし、本市の地域包括ケアを推進

する拠点として、「石巻市ささえあいセンター」を設置するため、本条例を制定するもの。 

＜制定内容＞ 

 設置、事業、施設利用、入館の制限、利用の許可、許可の制限、目的外利用等の禁止、特

別設備等の設置、許可の取消し等、原状回復、駐車場の使用料等、損害賠償、指定管理者に

よる管理及び委任について規定するもの。 

 また、附則において、施行期日を規定するもの。 

＜令和２年５月３０日から施行＞ 

 

（17）第１２号議案  石巻市土地改良施設管理条例 

＜制定理由＞ 

 中津山地区における国営かんがい排水事業の完了に伴い、鶴家
つ る が

及び後谷地の両排水機場を

適正に運営するため、土地改良法に基づく管理条例を制定するもの。 

＜制定内容＞ 

 趣旨、名称及び位置、施設管理、管理の委託並びに委任について規定するもの。 

 また、附則において施行期日を規定するもの。 

＜令和２年４月１日から施行＞ 

 

（18）第１３号議案  石巻市雄勝拠点エリア条例 

＜制定理由＞ 

雄勝地域の水産・観光・伝統産業の振興、来訪者と市民との交流の促進及び地域の活性化

を図ることを目的とした「石巻市雄勝地域拠点エリア」を本年４月に開設する予定となった

ことから、本条例を制定するもの。 

＜制定内容＞ 

設置、施設、休館日及び開館時間、観覧料、研修室等の利用許可、許可の取消し等、目的

外利用等の禁止、特別設備等の設置、研修室等の使用料、テナント区画等の利用許可、許可

の取消し等、目的外利用等の禁止、特別設備の制限、テナント区画等使用料、原状回復の義

務、観覧料等の減免及び還付、損害賠償の義務、立入りの制限、指定管理者による管理、指

定管理者による自主事業並びに委任について規定するもの。 

また、附則において、施行期日及び準備行為を規定するほか、「石巻市雄勝硯伝統産業会館

条例」、「石巻市雄勝インフォメーションセンター条例」及び「石巻市雄勝石ギャラリー条例」

を廃止するもの。 

＜令和２年４月１日から施行。ただし、準備行為の規定は公布の日から施行＞ 
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（19）第１４号議案  石巻市十八成浜ビーチパーク条例 

＜制定理由＞ 

 市民に海洋レクリエーションと憩いの場を提供し、併せて牡鹿地域の観光の振興、交流の

促進及び地域活性化を図るため、「石巻市十八成浜ビーチパーク」を、本年７月に開設する予

定となったことから、本条例を制定するもの。 

＜制定内容＞ 

 設置目的、施設、施設の利用期間及び利用時間、施設の利用、行為の禁止、行為の制限、

許可の取消し等、利用の禁止又は制限、損害賠償の義務並びに委任について規定するもの。 

また、附則において、施行期日を規定するもの。  

＜令和２年７月１日から施行＞ 

 

（20）第１７号議案  石巻市空家等の適切な管理に関する条例 

＜制定理由＞ 

 適切な管理が行われていない空家等による安全性の低下や公衆衛生の悪化等、今後、問題

の深刻化が懸念されることから、空家等に関する対策及び利活用の実施について必要な事項

を定め、市民等の生命、身体及び財産を保護するとともに、良好な生活環境の保全を図るた

め、本条例を制定するもの。 

＜制定内容＞ 

  目的、定義、市の責務、所有者等の責務、市民等の協力、空家等対策計画、協議会、事

前調査、外観調査、立入調査、特定空家等の認定、助言及び指導、勧告、命令、公示、代

執行、応急措置、関係機関との連携並びに委任について規定するもの。 

  また、附則において、施行期日を規定するもの。 

＜令和２年４月１日から施行＞ 

 

（21）第１９号議案  石巻市交通安全指導員条例を廃止する条例 

＜廃止理由＞ 

 「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律」が本年４月１日から施行され、非

常勤特別職の地方公務員の任用要件が厳格化されることに伴い、これまで非常勤特別職の地

方公務員として任用していた本市の交通安全指導員の身分を有償ボランティアに移行するこ

とから、本条例を廃止するもの。 

＜内容＞ 

 石巻市交通安全指導員条例を廃止するもの。 

＜令和２年４月１日から施行＞ 
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（22）第２０号議案  石巻市雄勝森林公園条例を廃止する条例 

＜廃止理由＞ 

 東日本大震災で避難所として活用され、仮設住宅の設置により休園していた「雄勝森林公

園」の再園について地域住民を交えて検討を重ねてきた結果、利用者へのサービス向上や地

域活性化等が期待できることから、民間活力の導入により再園のための整備及び再園後の管

理運営を行うこととしたため、当該施設の条例を廃止するもの。 

＜内容＞ 

 石巻市雄勝森林公園条例を廃止するもの。 

＜令和２年４月１日から施行＞ 

 

（23）第２３号議案  石巻市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例 

＜改正理由＞ 

 会計年度任用職員の服務の宣誓方法について規定するため、本条例の一部を改正するもの。 

＜改正内容＞ 

  第２条 

    職員の服務の宣誓において、会計年度任用職員の服務の宣誓については、任命権者

が別段の定めをすることができる規定を加えるもの。 

  附則 

    施行期日を規定するもの。 

＜令和２年４月１日から施行＞ 

 

（24）第２４号議案  石巻市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する

条例の一部を改正する条例 

＜改正理由＞ 

 会計年度任用職員制度の導入に伴い、フルタイム会計年度任用職員は常勤職員と同様に、

給料、手当及び旅費の支給対象であることが地方自治法において明確化されたことから、公

務災害補償等の補償基礎額について、常勤職員の公務災害補償に係る平均給与額の例による

ものとするため、本条例の一部を改正するもの。 

＜改正内容＞ 

  第５条 

    補償基礎額において、フルタイム会計年度任用職員にあたる「給料を支給される職

員」を新たに規定するもの。 

  附則 

    施行期日及び経過措置を規定するもの。 

＜令和２年４月１日から施行。この条例による改正後の第５条の規定は、この条例の施行の

日以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償について適用

する。＞ 
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（25）第２５号議案  石巻市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例 

＜改正理由＞ 

 令和２年度から市立小中学校に順次設置予定の「石巻市学校運営協議会」の委員の報酬額

を規定するほか、現在規定されている委員の名称の修正や、廃止されている委員の報酬額の

削除等を行うため、本条例の一部を改正するもの。 

＜改正内容＞ 

 別表中、「学校給食センター運営審議委員会委員」を「学校給食センター運営委員会委員」

に、「石巻市立病院運営審議会委員」を「石巻市病院運営審議会委員」に改め、「石巻文化セ

ンター運営委員会委員」、「石巻市生涯学習推進委員会委員」及び「石巻市行政評価等検討委

員会委員」の項を削り、「石巻市国民保護協議会委員」及び「石巻市農政対策審議会委員」の

報酬（勤務１日につき：９，５００円）のほか、「石巻市学校運営協議会委員」の報酬（年額：

５，０００円）を加えるもの。 

＜公布の日から施行。ただし、別表に石巻市学校運営協議会委員の項を加える改正規定は、

令和２年４月１日から施行＞ 

 

（26）第２６号議案  石巻市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

＜改正理由＞ 

 子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、満１８歳未満の子どもに対しても一律に課税さ

れている国民健康保険税の「均等割」の一部を減免することができるよう、本条例の一部を

改正するもの。 

＜改正内容＞ 

  第２５条 

保険税の減免において、減免対象に満１８歳未満の被保険者が属する世帯を追加す

るほか、減免申請の省略規定を追加し、併せて条文の整理を行うもの。 

  附則第１項 

    施行期日を規定するもの。 

附則第２項 

適用区分について規定するもの。 

＜令和２年４月１日から施行。この条例による改正後の第２５条の規定は、令和２年度以後

の年度分の国民健康保険税について適用し、平成３１年度分までの国民健康保険税について

は、なお従前の例による。＞ 
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（27）第２７号議案  石巻市公共物管理条例の一部を改正する条例 

（28）第３３号議案  石巻市都市公園条例の一部を改正する条例 

（29）第３５号議案  石巻市道路占用料条例の一部を改正する条例 

＜改正理由＞ 

 「道路法施行令の一部を改正する政令」が本年４月１日から施行されることに伴い、国道

の道路占用料に準拠して定めている本市の公共物使用料、都市公園使用料及び道路占用料を

改定するため、各条例の一部を改正するもの。 

＜改正内容＞ 

それぞれの別表に規定する使用料及び占用料を改定するもの。 

また、それぞれの附則において、施行期日及び経過措置を規定するもの。 

＜令和２年４月１日から施行。この条例による改正後の各別表の規定は、この条例の施行の

日以後の徴収すべき使用料（占用料）について適用し、同日前に徴収すべき使用料（占用料）

については、なお従前の例による。＞ 

 

（30）第２８号議案  石巻市立学校設置条例の一部を改正する条例 

＜改正理由＞ 

 平成３０年１２月に石巻中学校及び門脇中学校父母教師会会長の連名で「統合に向けた話

し合いの早期開催を求める要望」があり、両校ＰＴＡ役員との話し合いや学区内住民を対象

とした地区説明会等を開催し検討した結果、「門脇中学校を閉校し、令和３年４月に石巻中学

校に統合」することとなったため、本条例の一部を改正するもの。 

＜改正内容＞ 

  第４条の表 

    「石巻市立門脇中学校」の項を削るもの。 

 ＜令和３年４月１日から施行＞ 

 

（31）第２９号議案  石巻市桃生スポーツ施設条例の一部を改正する条例 

＜改正理由＞ 

 「高須賀地区児童プール」は平成元年度に建設され、地域の協力のもと管理運営を行って

きましたが、経年劣化により大規模な改修が必要となるほか、利用児童の減少やプール当番

員の配置が困難となり、当該施設を廃止・解体することで地域住民と協議が調ったことから、

本条例の一部を改正するもの。 

＜改正内容＞ 

  第２条の表から「高須賀地区児童プール」の項を削り、別表の備考５を削るもの。 

＜令和２年４月１日から施行＞ 
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（32）第３０号議案  石巻市老人憩の家条例の一部を改正する条例 

＜改正理由＞ 

 石巻市行財政運営プランに基づき、「石巻市成田老人憩の家」及び「石巻市馬鞍老人憩の家」

ついて、指定管理者となっている地元の管理運営委員会と協議を行い、「成田自治会」及び「馬

鞍自治会」に無償譲渡することで協議が調ったことから、当該施設を廃止するため、本条例

の一部を改正するもの。 

＜改正内容＞ 

  別表第１ 

    「石巻市成田老人憩の家」及び「石巻市馬鞍老人憩の家」の項を削るもの。 

  附則 

    施行期日を規定するもの。 

＜令和２年４月１日から施行＞ 

 

（33）第３２号議案  石巻市印鑑条例の一部を改正する条例 

＜改正理由＞ 

 「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」が令和元年６月１７日に公布されたことに伴い、総務省の「印鑑登録証明事務処理

要領」の一部が改正されたことから、本条例の一部を改正するもの。 

＜改正内容＞ 

  第２条 

    印鑑登録の資格において、印鑑登録を受けることが出来ない者のうち、「成年被後見

人」を「意思能力を有しない者（前号に掲げる者を除く。）」に改めるもの。 

  第５条及び第６条 

    印鑑登録の制限、印鑑の登録において、印鑑登録証明事務処理要領と整合性を図る

ため、文言を整理するもの。 

  附則 

    施行期日を規定するもの。 

＜公布の日から施行＞ 
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（34）第３４号議案  石巻市震災復興土地区画整理事業施行に関する条例及び石巻市被災

市街地復興土地区画整理事業施行に関する条例の一部を改正する 

条例 

＜改正理由＞ 

 法定利率の見直し等が行われる「民法の一部を改正する法律」が平成２９年６月２日に公

布され、本年４月１日から施行されることに伴い、「土地区画整理法施行令」の一部が改正さ

れたことから、関係する条例の一部を改正するもの。 

＜改正内容＞ 

〇第１条  石巻市震災復興土地区画整理事業施行に関する条例の一部改正 

  第３０条 

〇第２条  石巻市被災市街地復興土地区画整理事業施行に関する条例の一部改正 

  第２５条 

    清算金の分割徴収又は分割交付における清算金に付すべき利子について、次のとお

り改めるもの。 

清算金 改正 現行 

分割徴収 財政融資資金の貸付けの利率 

（換地処分の公告があった日の

翌日における法定利率を超える

ときは法定利率） 

償還期間  ５年以内 

据置期間  なし 

償還方法  元金均等半年賦償還 

財政融資資金の貸付けの利率 

（年６％を超えるときは年６％） 

 

 

償還期間  ５年以内 

据置期間  なし 

償還方法  元金均等半年賦償還 

分割交付 換地処分の公告があった日の翌

日における法定利率 

年６％ 

※法定利率：民法４０４条２項で定める利率（現在の民事５％、商事６％を令和２

年４月１日から３年間は一律３％に引き下げし、以後３年ごと見直し） 

〇附則 

  施行期日及び経過措置を規定するもの。 

＜令和２年４月１日から施行。この条例の施行日の前々日までに換地処分の公告があった場

合における分割徴収又は分割交付に係る清算金に付すべき利子の利率は、この条例による改

正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。＞ 
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（35）第３６号議案  石巻市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

＜改正理由＞ 

 石巻市立病院における東北大学病院などからの応援医師による眼科、耳鼻咽喉科及び皮膚

科の外来診療について、今後も応援医師により継続して診療を行える見込みとなったため、

診療科目に追加するほか、現在内科に包含されている循環器内科、消化器内科及び緩和ケア

内科について、より専門性を広く周知するため、標榜する診療科目の細分化を行うことから、

本条例の一部を改正するもの。 

＜改正内容＞ 

  第１条 

    第２項の表、「石巻市立病院」の診療科目を次のとおり改めるもの。 

改  正 

内科、循環器内科、消化器内科、緩和ケア内科、外科、整形外科、眼科、

耳鼻咽喉科、皮膚科、放射線診断科、麻酔科、リハビリテーション科 

現  行 

内科、外科、整形外科、放射線診断科、麻酔科、リハビリテーション科 

 

  第４条 

    地方自治法の改正に伴い引用条項を改めるもの。 

  附則 

    施行期日を規定するもの。 

＜公布の日から施行。ただし、第４条の改正規定は令和２年４月１日から施行＞ 
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２ 条例外議案（３３件） 

（１）第４６号議案  財産の無償譲渡について 

（２）第４７号議案  財産の無償譲渡について 

＜内  容＞ 

 石巻市成田老人憩の家及び石巻市馬鞍老人憩の家は、現在、地元の管理運営委員会が指定

管理者となっているが、石巻市行財政運営プランに基づき、無償譲渡することで協議が調っ

たことから、それぞれの施設を各自治会に無償譲渡することについて、地方自治法第９６条

第１項第６号の規定に基づき、議会の議決を求めるもの。 

議案番号 譲渡財産・面積等 譲渡の相手方 

第４６号 譲渡財産  建物（石巻市成田老人憩の家、そ

の他附帯設備及び備品一式） 

所在地   石巻市成田字小塚宅地９１番地２ 

延床面積  １３２．４６平方メートル 

構造    木造平屋建て 

評価額   ９７０，０００円相当額 

石巻市成田字小塚宅地９

１番地２ 

成田自治会 

代表者 髙 橋 繁 信 

第４７号 譲渡財産  建物（石巻市馬鞍老人憩の家、そ

の他附帯設備及び備品一式） 

所在地   石巻市馬鞍字百目木１３番地 

延床面積  １８３．０１平方メートル 

構造    木造平屋建て 

評価額   １，３２７，０００円相当額 

石巻市馬鞍字百目木１３

番地 

馬鞍自治会 

代表者 佐々木 正 文 

 

（３）第４８号議案  財産の無償貸付けについて 

＜内  容＞ 

 石巻産業創造株式会社の業務拠点である、産業業務機能支援中核施設「石巻ルネッサンス

館」の用地について、同社への貸付期間が本年３月３１日をもって満了することから、引き

続き同社に無償貸付けすることについて、地方自治法第９６条第１項第６号の規定に基づき、

議会の議決を求めるもの。 

・貸付財産     土地 

・所在地      石巻市開成１番３５ 

・面積       ９，９５６．６８平方メートル 

・貸付けの目的   産業業務機能支援中核施設「石巻ルネッサンス館」用地 

・貸付けの期間   令和２年４月１日から令和５年３月３１日まで 

・貸付けの相手方  石巻市開成１番地３５ 

          石巻産業創造株式会社 

          代表取締役 阿 部 明 夫 

  



 

 
 

 - 15 - 

（４）第４９号議案  財産の取得について 

           （排水パッケージポンプ及び発動発電機） 

＜内  容＞ 

 台風や豪雨による浸水被害現場等において緊急排水作業に使用する排水パッケージポンプ

及び発動発電機を取得することについて、石巻市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例第３条の規定に基づき、議会の議決を求めるもの。 

・取得財産     排水パッケージポンプ及び発動発電機 

・納入場所     市内一円（５か所） 

・数量       各５台 

・取得方法     制限付き一般競争入札 

・取得価格     金９６，２５０，０００円 

・取得の相手方   名取市田高字原１８２番地１号 

株式会社南東北クボタ名取本社 

営業本部長 門 馬 英 敏 

 

（５）第５０号議案  工事委託に関する年度協定の締結について 

           （石巻線陸前稲井・渡波間稲井こ線橋新設工事の施行に関する令和

２年度協定） 

＜内  容＞ 

 平成３０年度に東日本旅客鉄道株式会社と締結した「石巻線陸前稲井・渡波間稲井こ線橋

新設工事の施行に関する協定書」に基づき、石巻線陸前稲井・渡波間稲井こ線橋の整備促進

を図るため、令和２年度における年度協定を締結するに当たり、石巻市議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき、議会の議決を求めるも

の。 

・協定名     石巻線陸前稲井・渡波間稲井こ線橋新設工事の施行に関する令和２年度

協定 

・事業名     石巻線陸前稲井・渡波間稲井こ線橋新設工事 

・年度協定額   金９０４，４９２，０００円 

・協定の相手方  仙台市青葉区五橋一丁目１番１号 

         東日本旅客鉄道株式会社 

         東北工事事務所長 谷 口 俊 一 
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（６）第５１号議案  工事委託に関する年度協定の締結について 

           （石巻線石巻構内小川町踏切拡幅及び水路改修事業の施行に関する

令和２年度協定） 

＜内  容＞ 

 令和元年度に東日本旅客鉄道株式会社と締結した「石巻線石巻構内小川町踏切拡幅及び水

路改修事業の施行に関する協定書」に基づき、石巻線石巻構内小川町踏切拡幅及び水路改修

の整備促進を図るため、令和２年度における年度協定を締結するに当たり、石巻市議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき、議会の議決

を求めるもの。 

・協定名     石巻線石巻構内小川町踏切拡幅及び水路改修事業の施行に関する令和２

年度協定 

・事業名     石巻線石巻構内小川町踏切拡幅及び水路改修事業 

・年度協定額   金２３７，４２６，４８０円 

・協定の相手方  仙台市青葉区五橋一丁目１番１号 

         東日本旅客鉄道株式会社 

         執行役員仙台支社長 坂 井   究 

 

（７）第５２号議案  工事委託に関する年度協定の締結について 

           （仙石線陸前山下・石巻間外１線七窪蛇田線こ線橋新設工事の施行

に関する令和２年度協定） 

＜内  容＞ 

 令和元年度に東日本旅客鉄道株式会社と締結した「仙石線陸前山下・石巻間外１線七窪蛇

田線こ線橋新設工事の施行に関する協定書」に基づき、仙石線陸前山下・石巻間外１線七窪

蛇田線こ線橋の整備促進を図るため、令和２年度における年度協定を締結するに当たり、石

巻市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき、

議会の議決を求めるもの。 

・協定名     仙石線陸前山下・石巻間外１線七窪蛇田線こ線橋新設工事の施行に関す

る令和２年度協定 

・事業名     仙石線陸前山下・石巻間外１線七窪蛇田線こ線橋新設工事 

・年度協定額   金１，２０７，１９２，０００円 

・協定の相手方  仙台市青葉区五橋一丁目１番１号 

         東日本旅客鉄道株式会社 

         東北工事事務所長 谷 口 俊 一 
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（８）第５３号議案  工事請負の契約締結について 

           （（仮称）大須埼
お お す さ き

灯台線道路改良工事） 

＜内  容＞ 

・工事場所    石巻市雄勝町大須字大須ほか１字地内 

・契約の方法   制限付き一般競争入札 

・契約金額    金２１０，８５６，８００円 

・契約の相手方  石巻市門脇字元明神１０番地 

         重吉興業株式会社 

         代表取締役 山 内 ひろみ 

 

（９）第５４号議案  工事請負の契約締結について 

           （長面地区低平地整備工事） 

＜内  容＞ 

・工事場所    石巻市長面字須賀ほか地内 

・契約の方法   制限付き一般競争入札 

・契約金額    金５４１，７５０，０００円 

・契約の相手方  石巻市大街道南二丁目９番１３号 

         遠藤興業株式会社 

         代表取締役 遠 藤  正 樹 

 

（10）第５５号議案  工事請負の契約締結について 

           （石巻工業港運河線橋梁下部工新設工事） 

＜内  容＞ 

・工事場所    石巻市門脇字四番谷地ほか１字地内 

・契約の方法   随意契約 

・契約金額    金３２０，１００，０００円 

・契約の相手方  石巻市大街道南二丁目９番１３号 

         遠藤興業株式会社 

         代表取締役 遠 藤  正 樹 
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（11）第５６号議案  工事請負の契約締結について 

           （七窪蛇田線橋梁上部工製作工事） 

＜内  容＞ 

・工事場所    石巻市清水町一丁目ほか２字地内 

・契約の方法   制限付き一般競争入札 

・契約金額    金３６９，４３１，１７２円 

・契約の相手方  仙台市青葉区中央三丁目２番１号 

         株式会社横河ブリッジ仙台営業所 

         所長 大河原   宏 

 

（12）第５７号議案  工事請負の契約締結について 

           （吉浜橋橋梁災害復旧工事） 

＜内  容＞ 

・工事場所    石巻市北上町十三浜字吉浜ほか３字地内 

・契約の方法   制限付き一般競争入札 

・契約金額    金７５６，１８４，０００円 

・契約の相手方  石巻市三ツ股四丁目３番１号 

         株式会社グリーンシェルター石巻支店 

         支店長 黒 川 裕 久 

 

（13）第５８号議案  工事請負契約の一部を変更する契約の締結について 

           （（仮称）新東内海橋橋梁下部工新設工事） 

＜内  容＞ 

・工事場所    石巻市八幡町一丁目地内 

・契約の方法   随意契約 

・契約金額    変更前 金１４８，８２４，０００円 

        変更後 金１６２，２７８，１００円 

・契約の相手方  石巻市南中里四丁目６番６号ササキビル１Ｆ 

         升川建設株式会社宮城営業所 

         所長 板 花 惣 一 

 

  



 

 
 

 - 19 - 

（14）第５９号議案  工事請負契約の一部を変更する契約の締結について 

           （林道橋橋梁災害復旧工事） 

＜内  容＞ 

・工事場所    石巻市北上町十三浜字菖蒲田地内 

・契約の方法   随意契約 

・契約金額    変更前 金１４１，４８０，０００円 

        変更後 金１９０，９９５，４００円 

・契約の相手方  仙台市青葉区中央二丁目９番２７号 

         東洋建設株式会社東北支店 

         執行役員支店長 田 中 啓 之 

 

（15）第６０号議案  工事請負契約の一部変更について 

           （十八成浜漁港海岸保全施設整備（その３）工事） 

＜内  容＞ 

・請負者     森本組・マルテック特定建設工事共同企業体 

代表者 

仙台市青葉区一番町二丁目１番２号 

株式会社森本組東北支店 

執行役員支店長 久 保 幸 三 

・契約金額    変更前 金４８５，７６７，８００円 

        変更後 金５２３，６１８，８００円 

 

（16）第６１号議案  工事請負契約の一部変更について 

           （大原川さけ人工ふ化場整備工事） 

＜内  容＞ 

・請負者     石巻市恵み野三丁目１番地２ 

株式会社丸本組 

         代表取締役 佐 藤 昌 良 

・契約金額    変更前 金２７４，４５７，０００円 

        変更後 金２９２，３３５，３００円 
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（17）第６２号議案  工事請負契約の一部変更について 

           （屋敷浜猪落線道路改良工事） 

＜内  容＞ 

・請負者     瀬崎組・ヤマゼン雁部組特定建設工事共同企業体 

         代表者 

         石巻市南中里三丁目１５番２１号 

         株式会社瀬崎組 

         代表取締役 瀬 﨑 茂 貴 

・契約金額    変更前 金７７６，２７７，０００円 

        変更後 金６９０，９７８，６００円 

 

（18）第６３号議案  工事請負契約の一部変更について 

           （祝田地区排水ポンプ設備設置工事） 

＜内  容＞ 

・請負者     仙台市青葉区本町二丁目１番２９号 

株式会社石垣東北支店 

         支店長 片 山 浩 司 

・契約金額    変更前 金２６３，３０４，０００円 

        変更後 金３０１，８２３，８００円 

 

（19）第６４号議案  工事請負契約の一部変更について 

           （（仮称）防災マリーナ整備工事） 

＜内  容＞ 

・請負者     石巻市大街道南二丁目９番１３号 

         遠藤興業株式会社 

         代表取締役 遠 藤  正 樹 

・契約金額    変更前 金１，０６０，２９０，０００円 

        変更後 金１，３１４，７６７，３００円 
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（20）第６５号議案  工事請負契約の一部変更について 

           （防災緑地２号施設整備工事） 

＜内  容＞ 

・請負者     石巻市大街道南二丁目９番１３号 

         遠藤興業株式会社 

         代表取締役 遠 藤 正 樹 

・契約金額    変更前 金１，１２１，９２７，７６０円 

        変更後 金１，２４２，３５１，３６０円 

 

（21）第６６号議案  工事請負契約の一部変更について 

           （鹿妻小学校校舎老朽化対策工事） 

＜内  容＞ 

・請負者     石巻市南光町二丁目２番１１号 

         日本製紙石巻テクノ株式会社 

         代表取締役社長 向 井 継 男 

・契約金額    変更前 金２２４，７３０，０００円 

        変更後 金２４４，９７６，６００円 

 

（22）第６７号議案  工事請負契約の一部変更について 

           （稲井小学校校舎老朽化対策工事） 

＜内  容＞ 

・請負者     石巻市南光町一丁目４番２０号 

菱中建設株式会社石巻支店 

         執行役員支店長 加 藤 恭 裕 

・契約金額    変更前 金１５９，２０３，０００円 

        変更後 金１７４，４６１，１００円 

 

（23）第６８号議案  工事請負契約の一部変更について 

           （２３年災明神漁港海岸保全施設災害復旧（その２）工事） 

＜内  容＞ 

・請負者     石巻市恵み野三丁目１番地２ 

株式会社丸本組 

代表取締役 佐 藤 昌 良 

・契約金額    変更前 金１，２８０，１７８，９００円 

        変更後 金１，６５３，６９２，７００円 
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（24）第６９号議案  工事請負契約の一部変更について 

           （２３年災小淵漁港災害復旧工事） 

＜内  容＞ 

・請負者     石巻市大街道北三丁目７番２７号 

新東総業株式会社 

         代表取締役社長 新 田 秀 悦 

・契約金額    変更前 金１，５１１，４２１，４８０円 

        変更後 金１，５９９，６３２，６８０円 

 

（25）第７０号議案  工事請負契約の一部変更について 

           （２３年災小網倉漁港ほか災害復旧工事） 

＜内  容＞ 

・請負者     丸本組・西村組復旧・復興建設工事共同企業体 

代表者 

石巻市恵み野三丁目１番地２ 

株式会社丸本組 

代表取締役 佐 藤 昌 良 

・契約金額    変更前 金１，８９１，９１５，０４０円 

        変更後 金１，９３５，８２２，６４０円 

 

（26）第７１号議案  工事請負契約の一部変更について 

           （２３年災池ノ浜漁港災害復旧工事） 

＜内  容＞ 

・請負者     丸本組・西村組復旧・復興建設工事共同企業体 

代表者 

石巻市恵み野三丁目１番地２ 

株式会社丸本組 

代表取締役 佐 藤 昌 良 

・契約金額    変更前 金１，２６８，６６７，４６０円 

        変更後 金１，３３３，４１０，１６０円 
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（27）第７２号議案  工事請負契約の一部変更について 

           （湊東地区土地区画整理事業宅地造成道路築造工事） 

＜内  容＞ 

・請負者     石巻市大街道北三丁目７番２７号 

         新東総業株式会社 

         代表取締役社長 新 田 秀 悦 

・契約金額    変更前 金１，７２２，７０６，９００円 

        変更後 金１，８９３，１４０，９００円 

 

（28）第７３号議案  工事請負契約の一部変更について 

           （湊西地区土地区画整理事業宅地造成・道路築造工事） 

＜内  容＞ 

・請負者     鴻池組・西武建設・丸本組特定建設工事共同企業体 

         代表者 

         仙台市青葉区中央二丁目９番２７号 

         株式会社鴻池組東北支店 

         常務執行役員支店長 加 藤   康 

・契約金額    変更前 金３，４４４，２６７，９６０円 

        変更後 金３，７４５，４９５，２６０円 

 

（29）第７４号議案  町の区域を新たに画することについて 

（30）第７５号議案  住居表示に関する法律第３条第１項の規定により定めた市街地の 

区域の変更について 

＜内  容＞ 

 湊西地区被災市街地復興土地区画整理事業に伴い、区域内の道路の位置や土地の形状が変

わることから、住民の利便性の向上を図るため、事業区域内において、施行後の土地の形状

にあわせて、町の区域を「湊西一丁目」、「湊西二丁目」及び「湊西三丁目」に新たに画する

ことについて、地方自治法第２６０条第１項の規定に基づき、議会の議決を求めるもの。 

 また、新たな区域に包含される「大門町一丁目」の全部と、「川口町一丁目」、「川口町二丁

目」、「川口町三丁目」、「大門町二丁目」、「明神町一丁目」、「湊町三丁目」及び「湊町四丁目」

の各一部について、本市の住居表示施行区域から除外するもの。 
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（31）第７６号議案  市道路線の認定について 

（32）第７７号議案  市道路線の廃止について 

（33）第７８号議案  市道路線の変更について 

  ＜内  容＞ 

 市道路線の認定、廃止及び変更の内訳 

区別 内 容 路線数 延長（ｍ） 

認定 

市の事業によるもの 

・南浜西部地区低平地整備事業 

 

１路線 

 

１９２．７０ 

計 １路線 １９２．７０ 

廃止 

市の事業によるもの 

・石巻南浜津波復興祈念公園整備事業 

・湊北地区被災市街地復興土地区画整理事業 

 

２２路線 

７路線 

 

△７，５８７．０５ 

△９４４．７４ 

計 ２９路線 △８，５３１．７９ 

変更 

市の事業によるもの 

・湊北地区被災市街地復興土地区画整理事業 

 

６路線 

 

△６５８．７３ 

計 ６路線 ６５８．７３ 
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令和２年石巻市議会第１回定例会追加提出議案一覧 

 

１ 条例外議案（６件） 

（１）第９２号議案  財産の減額貸付けについて 

 市民生活の利便性を確保し、中心市街地活性化や駅前の賑わい創出、また、地元の雇用創

出を図るため庁舎１階の一部を減額貸付けするもの。 

 ・貸 付 財 産  建物（附帯設備を含む。） 

 ・所 在 地  石巻市穀町５６番５ 

 ・構 造  鉄骨・鉄筋コンクリート造６階建 

・貸 付 面 積  ２，５３７．７５平方メートル 

 ・貸 付 け の 期 間  令和２年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

 ・貸 付 け の 相 手 方  秋田県秋田市土崎港北一丁目６番２５号 

イオン東北株式会社 

代表取締役社長 辻󠄀   雅 信 

 ・貸 付 料 の 額  金５，６４８，９４０円（年額） 

 

（２）第９３号議案  工事請負の契約締結について 

           （旧大川小学校震災遺構整備外構工事） 

＜内  容＞ 

・工事場所    石巻市釜谷字韮
にら

島ほか２字地内 

・契約の方法   制限付き一般競争入札 

・契約金額    金２１６，６７９，６７２円 

・契約の相手方  石巻市重吉町７番地１ 

         南光運輸株式会社 

         代表取締役社長 内 田 耕一郎 

 

（３）第９４号議案  市道路線の廃止について 

（４）第９５号議案  市道路線の変更について 

  ＜内  容＞ 

 市道路線の廃止及び変更の内訳 

区別 内 容 路線数 延長（ｍ） 

廃止 

市の事業によるもの 

・被災低平地の利活用（河北地区） 

 

１路線 

 

△１６５．５０ 

計 １路線 △１６５．５０ 

変更 

市の事業によるもの 

・被災低平地の利活用（河北地区） 

 

２路線 

 

△２５０．７０ 

計 ２路線 △２５０．７０ 
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（５）第９６号議案  教育委員会委員を任命するにつき同意を求めることについて 

＜理  由＞ 

 石巻市教育委員会委員の阿
あ

 部
べ

 邦
くに

 英
ひで

 氏が本年５月２５日をもって任期満了となるこ

とから、その後任について、慎重に選考していましたが、人格が高潔で、教育、学術及び文

化に関し識見を有する阿
あ

 部
べ

 邦
くに

 英
ひで

 氏を引き続き任命したく、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第４条第２項の規定に基づき、議会の同意を求めるもの。 

 

（６）第９７号議案  人権擁護委員候補者を推薦するにつき意見を求めることについて 

＜理  由＞ 

 人権擁護委員の佐々木
さ さ き

 芳
よし

 美
み

 氏が、本年６月３０日をもって任期満了となり、また、

委員１名が欠員となっていましたことから、その後任候補者の推薦について、仙台法務局長

から依頼があり、慎重に選考していましたが、人格、識見ともに高く、広く社会の実情に通

じ、人権擁護に関して理解のある佐々木
さ さ き

 芳
よし

 美
み

 氏を引き続き、内
うつ

 海
み

  聡
さとる

 氏を新た

な候補者として推薦したく、人権擁護委員法第６条第３項の規定に基づき、議会の意見を求

めるもの。 

 


