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令和元年石巻市議会第３回定例会提出議案一覧 

１ 決算認定（２件） 

（１）認定第１号 平成３０年度石巻市一般会計及び各種特別会計決算認定について 

（２）認定第２号 平成３０年度石巻市病院事業会計決算認定について 

 

２ 平成３０年度普通会計の指数等状況 

 

３ 平成３０年度地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途について 

 

４ 条例議案（１５件） 

（１）第１３７号議案  石巻市複合文化施設条例 

＜制定理由＞ 

 芸術文化の振興等による市民の生活の向上、文化芸術等の資料収集・展示による市民の教

養の向上により、本市の文化芸術の発展に寄与することを目的とした「石巻市複合文化施設」

を令和３年３月に供用開始する予定となり、その準備行為を開始することから本条例を制定

するもの。 

＜制定内容＞ 

 第１章「総則」において、設置、構成、第２章「石巻市芸術文化センター」において、開

館時間及び休館日、事業、職員、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、使用料等、使用料等の減免、使用料等の不還付、第

３章「石巻市博物館」において、開館時間及び休館日、事業、職員、観覧料、観覧料の減免、

観覧料の不還付、第４章「雑則」において、入場の制限、賠償責任、指定管理者による管理、

委任について規定するもの。 

 また、附則おいて、施行期日、準備行為を規定するもの。 

＜規則で定める日から施行。ただし、準備行為の規定は公布の日から施行＞ 
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（２）第１３８号議案  石巻市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例 

（３）第１３９号議案  石巻市パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費

用弁償に関する条例 

（４）第１４０号議案  石巻市会計年度任用職員制度移行に伴う関係条例の整備に関す

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」が平成２９年５月１７日に公布さ

れ、令和２年４月１日から施行されることに伴い、臨時・非常勤職員の任用が厳格化され、

会計年度任用職員制度が実施されることから、条例の制定及び関係条例の一部を改正するも

の。 

＜制定・改正内容＞ 

（石巻市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例） 

   地方公務員法第２２条の２第１項第２号の規定により採用されたフルタイム会計年度

任用職員についての趣旨、給与の種類、給料、給料表、職務の級及び号給の基準、給料

の支給、地域手当、通勤手当、給与の減額、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務

手当、勤務１時間当たりの給与額の算出、宿日直手当、特殊勤務手当、初任給調整手当、

期末手当、休職者の給与、給与からの控除、給与の口座振替、委任について規定するも

の。 

   また、附則において、施行期日及び期末手当に関する経過措置を規定するもの。 

（石巻市パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例） 

   地方公務員法第２２条の２第１項第１号の規定により採用されたパートタイム会計年

度任用職員についての趣旨、報酬、時間外勤務報酬、休日勤務報酬、夜間勤務報酬、特

殊勤務報酬、初任給調整報酬、期末手当、報酬の支給方法等、勤務１時間当たりの報酬

額の算出、報酬の減額、報酬からの控除、通勤に係る費用の弁償、出張に係る費用の弁

償、報酬及び費用弁償の特例、休職者の報酬、委任について規定するもの。 

   また、附則において、施行期日及び期末手当に関する経過措置を規定するもの。 

（石巻市会計年度任用職員制度移行に伴う関係条例の整備に関する条例） 

〇第１条  石巻市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正 

  第３条第４項 

    休職の効果において、会計年度任用職員の分限による休職期間について新たに規定

するもの。 

〇第２条  石巻市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正 

  第３条 

    減給の効果において、パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額について新たに

規定するもの。 

〇第３条  石巻市職員の育児休業等に関する条例の一部改正 

  第７条第２項及び第１７条 

    育児休業をしている職員の期末手当等の支給及び部分休業をすることができない職

員において、地方公務員法の改正に伴い文言の整理を行うもの。 
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  第８条 

    育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整において、会計年度任用職員

は除かれることについて、文言を追加するもの。 

〇第４条  石巻市職員の公益法人等への派遣等に関する条例の一部改正 

  第２条第２項第３号 

    職員の派遣において、引用条項を改めるもの。 

〇第５条  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 

  第１条及び第２条 

    趣旨及び条例の適用範囲において、引用条項の改め及び文言の整理を行うもの。 

  第５条及び第６条 

    非常勤の嘱託員の報酬及び非常勤の嘱託員等の費用弁償において、「嘱託員」を「職

員」に改めるもの。 

〇第６条  石巻市職員の給与に関する条例の一部改正 

  第３５条 

    臨時又は非常勤職員の給与において、「臨時又は非常勤職員」、「賃金又は報酬」を

「臨時的任用職員」、「給与」に改め、第３項として、常勤を要しない職員の給与は別

に定める旨の規定を追加するもの。 

〇第７条  石巻市職員等の旅費に関する条例の一部改正 

  第２条第４項 

    定義において、フルタイム会計年度任用職員を支給対象とするため、新たに規定す

るもの。 

〇第８条  石巻市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正 

  第３条 

    任命権者の報告事項において、公表から除かれる職員にフルタイム会計年度任用職

員は含まれない旨を条文に追加するもの。 

〇附則 

    施行期日を規定するもの。 

＜令和２年４月１日から施行＞ 
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（５）第１４１号議案  石巻市支所設置条例の一部を改正する条例 

＜改正理由＞ 

 石巻市蛇田支所について、石巻市蛇田公民館との複合施設として移転新築整備を進めてい

るが、令和２年１月１４日より供用を開始することから、同支所の位置の変更を行うため、

本条例の一部を改正するもの。 

＜改正内容＞ 

  第３条の表 

「石巻市蛇田支所」の位置について、次のとおり改めるもの。 

改  正 

石巻市恵み野二丁目１１番地１ 

現  行 

石巻市蛇田字上中埣９９番地３ 

  附則 

施行期日を規定するもの。 

＜令和２年１月１４日から施行＞ 

 

（６）第１４２号議案  石巻市行政委員設置条例の一部を改正する条例 

（７）第１５１号議案  石巻市消防団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１４日に公布されたことに伴い、関係する条例の一部を改正するも

の。 

＜改正内容＞ 

（石巻市行政委員設置条例の一部を改正する条例） 

  第６条 

    欠格事項において、「成年被後見人又は被保佐人」の文言を削り、条文を改めるもの。 

  第７条 

    第６条の改正に伴い、引用条項を改めるもの。 

  附則 

    施行期日を規定するもの。 

（石巻市消防団条例の一部を改正する条例） 

  第６条 

    欠格条項において、第１号の「成年被後見人又は被保佐人」を削るほか、条文の規

定を整理するもの。 

  第７条 

    第６条の改正に伴い、引用条項を改めるもの。 

  附則 

    施行期日を規定するもの。 

＜令和元年１２月１４日から施行＞ 
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（８）第１４３号議案  石巻市行政財産の用途又は目的外使用に係る使用料に関する条

例の一部を改正する条例 

＜改正理由＞ 

 消費税及び地方消費税の税率が、令和元年１０月１日に、８％から１０％に引き上げられ

ることに伴い、行政財産の使用につき徴収する使用料の金額の範囲について、適正な転嫁を

図るため、本条例の一部を改正するもの。 

＜改正内容＞ 

  第２条第１項第１号 

建物（居住用以外）に係る使用料について、次のとおり８％から１０％により計算

したものに改めるもの。 

区分 改正後 現行 

土地及び居住用住居 

に係る使用料【非課税】 

※現行と同様 当該不動産の時価の１００分

の３以上１００分の１０以内

に相当する金額の範囲内で市

長が定める額 

建物（居住用以外） 

に係る使用料【課 税】 

当該不動産の時価の１００分

の３．３以上１００分の１１以

内に相当する金額の範囲内で

市長が定める額 

当該不動産の時価の１００分

の３．２４以上１００分の１

０．８以内に相当する金額の範

囲内で市長が定める額 

 附則 

    施行期日及び経過措置を規定するもの。 

＜令和元年１０月１日から施行。ただし、改正後の規定は、施行の日以後に使用の許可を受

けた行政財産の使用料について適用し、同日前に使用の許可を受けた行政財産の使用料につ

いては、なお従前の例による。＞ 

 

（９）第１４４号議案  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＞ 

 「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律」が令和元年５月１７日に公布され、幼児

教育・保育の無償化が同年１０月１日から施行されるほか、東日本大震災により被災された

生徒の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、引き続き被災した生徒の

就学の機会を確保するため、来年度においても免除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１条 

本条例に幼稚園の預かり保育料を規定するため、文言を加えるもの。 

第４条 
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幼稚園を利用する３歳から５歳の全ての園児の利用料の無償化に伴い、保育料を無

料に改めるほか、預かり保育料の額及び保育の必要性の認定を受けた園児についての

預かり保育料の無償化を新たに規定するもの。 

  第５条、第６条、第７条及び第８条 

    無償化に伴い、保育料の徴収等に関する項目を削るほか、保育の必要性の認定を受

けられない園児の預かり保育料の徴収等に関して規定するため、条文を整理するも

の。 

  附則第４項 

    市立高等学校の令和２年度分の入学者選抜手数料及び入学金を免除できるよう、適

用する年度を改めるもの。 

  附則 

    施行期日及び経過措置を規定するもの。 

＜令和元年１０月１日から施行。ただし改正後の規定は令和元年１０月１日以後の保育料に

ついて適用し、令和元年９月３０日までの保育料については、なお従前の例による。＞ 

 

（10）第１４５号議案  石巻市公民館条例の一部を改正する条例 

＜改正理由＞ 

 石巻市蛇田公民館について、石巻市蛇田支所との複合施設として移転新築整備を進めてい

るが、令和２年１月１４日に供用を開始することから、本条例の一部を改正するもの。 

＜改正内容＞ 

  第３条の表 

「石巻市蛇田公民館」の位置について、次のとおり改めるもの。 

改  正 

石巻市恵み野二丁目１１番地１ 

現  行 

石巻市蛇田字上中埣２６番地 

  別表第１ 

使用料の表中、蛇田公民館の部において、各室使用料を改めるほか、冷暖房の項に

おいて、蛇田公民館各室の冷暖房設備器具使用料を改めるもの。 

  附則 

    施行期日及び経過措置を規定するもの。 

＜令和２年１月１４日から施行。ただし、改正後の別表第１の使用料の表の規定は、施行の

日以後の許可に基づき徴収すべき使用料について適用し、同日前の許可等に基づき徴収すべ

き使用料については、なお従前の例による。＞ 
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（11）第１４６号議案  石巻市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例及び石巻市認可保育所等の保育料に関する

条例の一部を改正する条例 

＜改正理由＞ 

 「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律」が令和元年５月１７日に公布され、幼児

教育・保育の無償化が同年１０月１日から施行されることに伴い、関係する条例の一部を改

正するもの。 

＜改正内容＞ 

〇第１条  石巻市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部改正 

  第２条、第３条、第５条から第１１条、第１４条、第１６条から第２１条、第２４条か

ら第２８条、第３０条、第３２条、第３４条から第４１条、第４３条、第４６条、第４７

条、第４９条から第５２条、附則第２条及び附則第４条 

法改正により、子育てのための施設等利用給付が創設され、子育てのための教育・

保育給付に関わるものとの区別のため、「支給認定」、「支給認定保護者」、「支給認定子

ども」等の用語が「教育・保育給付認定」、「教育・保育給付認定保護者」、「教育・保

育給付認定子ども」にそれぞれ改められたことから、関係する条文において、法改正

に伴う文言や引用条項等の整理を行うもの。 

  第１３条 

   利用者負担額等の受領において、幼児教育・保育の無償化に伴う特定教育・保育に

係る利用者負担額の支払い、食事の提供に要する費用の取扱いについて条文を整理す

るほか、子育てのための施設等利用給付の創設に伴う文言等の整理を行うもの。 

  第４２条 

    特定教育・保育施設等との連携において、特定地域型保育事業者による代替保育の

提供に係る連携施設の確保義務の緩和及び満３歳以上の幼児に係る保育所型事業所内

保育事業者の連携施設の免除に係る要件についての条項を追加するほか、子育てのた

めの施設等利用給付の創設に伴う文言等の整理を行うもの。 

〇第２条  石巻市認可保育所等の保育料に関する条例の一部改正 

  別表第１ 

    幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する３歳から５歳の全ての子どもに係る利

用料の無償化に伴い、１号認定子ども及び２号認定子どもに係る保育料について無償

とするため、表を改めるもの。 

  別表第３ 

    法改正により、保育料から保育の実施に係る食事の提供に要する費用が切り離され、

実費負担となることから、一時預かり料から食事の提供に要する費用相当額を減額す

るため、表を改めるもの。 

〇附則 

    施行期日及び経過措置を規定するもの。 
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＜令和元年１０月１日から施行。ただし、改正後の条例の規定は、令和元年１０月１日以後

の保育料及び一時預かり料について適用し、令和元年９月３０日までの保育料及び一時預か

り料については、なお従前の例による。＞ 

 

 

【参考】子ども・子育て支援法における幼児教育・保育の無償化の対象者・対象範囲等 

１ 幼稚園、保育所、認定こども園等               （金額は上限額） 

区    分 

０歳～２歳 ３歳～５歳 

保育の必要性あり 
住民税非課税世帯 

保育の必要性あり 保育の必要性なし 

・市立幼稚園 該当なし 無償 無償 

・私立幼稚園 該当なし 月額 25,700 円まで 月額 25,700 円まで 

・幼稚園の預かり保育 該当なし 月額 11,300 円まで 該当なし 

・認可保育所 無償 無償 該当なし 

・認定こども園 無償 無償 
無償 

（預かり保育は対象外） 

・地域型保育事業 無償 無償 該当なし 

・認可外保育施設 

・病児保育事業 

・一時預かり事業 

・ファミリー・サポー
ト・センター事業 

月額 42,000 円まで 月額 37,000 円まで 該当なし 

・幼稚園、認可保育所、認定こども園の給食費について 

     ３～５歳児：年収 360 万円未満相当世帯及び第 3 子以降の児童は、給食費のうち副食費

分が免除 

０～２歳児：保育料に含まれる 

２ 就学前の障害児の発達支援 

・就学前の障害児（３～５歳児）の発達支援（児童発達支援事業所）の利用料を無償化 
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（12）第１４７号議案  石巻市印鑑条例の一部を改正する条例 

＜改正理由＞ 

 「住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令」が令和元年４月１７日に公布され、同

年１１月５日から施行されることに伴う改正のほか、性的マイノリティの方の理解と人権に

配慮するため、印鑑登録の登録事項及び印鑑登録証明書への性別表記の廃止を行うため、本

条例の一部を改正するもの。 

＜改正内容＞ 

〇第１条  石巻市印鑑条例の一部改正 

  第２条、第６条及び第１５条 

    印鑑登録の資格、印鑑の登録及び印鑑登録証明書において、国の「印鑑登録証明事

務処理要領」と整合性を図るため、文言の整理を行うもの。 

  第５条 

    登録印鑑の制限において、外国人住民の印鑑登録における通称の記載に係る引用条

項を改めるほか、文言の整理を行うもの。 

〇第２条  石巻市印鑑条例の一部改正 

  第５条、第６条第１項第４号、第１３条及び第１５条第１項第１号 

    住民票及びマイナンバーカード等に本人から「旧氏」を併記する届出がされている

場合、記載されている「旧氏」での印鑑登録が可能となったため、印鑑登録原票及び

印鑑登録証明書の氏名欄に「旧氏」併記するため条文等を改めるもの。 

  第６条第１項第６号、第１５条第１項第３号 

    印鑑の登録及び印鑑登録証明書において、「男女の別」を規定する各号を削るも

の。 

〇附則 

    施行期日を規定するもの。 

＜第１条の規定は令和元年１１月５日から、第２条の規定は令和２年２月１日から施行＞ 
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（13）第１４８号議案  石巻市水産物地方卸売市場条例の一部を改正する条例 

＜改正理由＞ 

 消費税及び地方消費税の税率が、令和元年１０月１日に、８％から１０％に引き上げられ

るとともに、軽減税率が導入されることに伴い、受益者負担の適正化を図るため、本条例の

一部を改正するもの。 

＜改正内容＞ 

  別表 

    市場施設の使用料について、次のとおり算出方法を内税計算から外税計算に改める

もの。 

区分 改正 現行 

卸売場使用料 

 石巻売場 

 牡鹿売場 

卸売金額（消費税及び地方消

費税額を除く。）の１，０００

分の５に１.１を乗じた額 

卸売金額（消費税及び地方消

費税額を含む。）の１，０００

分の５ 

  附則 

    施行期日を規定するもの。 

＜令和元年１０月１日から施行＞ 

 

（14）第１４９号議案  石巻市下水道条例等の一部を改正する条例 

＜改正理由＞ 

 消費税及び地方消費税の税率が、令和元年１０月１日に、８％から１０％に引き上げられ

ることに伴い、一定期間ごとの検針により使用料を把握し料金を確定する下水道使用料、浄

化槽使用料、農業集落排水処理施設使用料及び漁業集落排水処理施設使用料の料金算定期間

に消費税率８％の期間と消費税率１０％の両方の期間が存在する場合は、旧税率の８％が経

過措置として適用されるため、関係する条例の一部を改正するもの。 

＜改正内容＞ 

〇第１条  石巻市下水道条例の一部改正 

  附則第４項及び第５項 

    旧税率を適用する経過措置を新たに規定するもの。 

〇第２条  石巻市浄化槽事業条例の一部改正 

  附則第４項及び第５項 

    旧税率を適用する経過措置を新たに規定するもの。 

〇第３条  石巻市農業集落排水処理施設条例の一部改正 

  附則第４項及び第５項 

    旧税率を適用する経過措置を新たに規定するもの。 

〇第４条  石巻市漁業集落排水処理施設条例の一部改正 

  附則第４項及び第５項 

    旧税率を適用する経過措置を新たに規定するもの。 

〇附則 

   施行期日を規定するもの。 
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＜令和元年１０月１日から施行＞ 

 

（15）第１５０号議案  石巻市営住宅条例の一部を改正する条例 

＜改正理由＞ 

 特に高齢化が進んでいる半島沿岸部において、過疎地域に指定されている河北地区、雄勝

地区、北上地区、牡鹿地区では入居要件を緩和し６０歳以下の単身入居を認めているが、同

様の住環境にある荻浜地区についても、市内の他の過疎地域と同様に単身者の入居要件を緩

和し空き家の解消及び地域の活性化を図るため、本条例の一部を改正するもの。 

＜改正内容＞ 

  附則第９項 

    単身者の入居要件を緩和する地域に「市長が規則で定める地域」を加えるもの。 

  附則 

    施行期日を規定するもの。 

＜令和元年１０月１日から施行＞ 

 

 

 

５ 予算議案（９件） 

（１）第１５２号議案  令和元年度石巻市一般会計補正予算（第３号） 

（２）第１５３号議案  令和元年度石巻市下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

（３）第１５４号議案  令和元年度石巻市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

（４）第１５５号議案  令和元年度石巻市浄化槽整備事業特別会計補正予算（第１号） 

（５）第１５６号議案  令和元年度石巻市市街地開発事業特別会計補正予算（第１号） 

（６）第１５７号議案  令和元年度石巻市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

（７）第１５８号議案  令和元年度石巻市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

（８）第１５９号議案  令和元年度石巻市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

（９）第１６０号議案  令和元年度石巻市病院事業会計補正予算（第２号） 
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６ 条例外議案（２９件） 

（１）第１６１号議案  財産の取得について 

            （食器洗浄機） 

＜内  容＞ 

経年により劣化した、河北学校給食センターの食器洗浄機を更新のため取得することにつ

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 食器洗浄機 

・納入場所 石巻市相野谷字今泉前２８番地１（河北学校給食センター） 

・数量 １台 

・取得方法 指名競争入札 

・取得価格 金５４，２３０，０００円 

・取得の相手方 仙台市宮城野区扇町七丁目２番２３号 

 日本調理機株式会社東北支店 

 支店長 八 島 博 久 

 

（２）第１６２号議案  財産の処分について 

＜内  容＞ 

 応急仮設住宅の集約に伴い、分譲を一部再開した石巻トゥモロービジネスタウンの土地を

売払いすることについて、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。 

・種  類 土地 

・地  目 宅地 

・所 在 地 石巻トゥモロービジネスタウン内 

        石巻市開成１番４２ 

・面  積 ８，６５４．７４平方メートル 

・売払価格 金８７，４１２，８７４円 

・処 分 先 宮城県仙台市泉区八乙女四丁目２番地の２ 

みやぎ生活協同組合 

代表理事 宮 本   弘 
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（３）第１６３号議案  工事請負の契約締結について 

            （針岡地区排水施設整備工事） 

＜内  容＞ 

・工事場所    石巻市針岡字浦ほか２字地内 

・契約の方法   制限付き一般競争入札 

・契約金額    金２５９，１６０，０００円 

・契約の相手方  石巻市馬鞍字間々合５４番地１ 

         ヤマヨシ髙橋組株式会社 

         代表取締役 髙 橋 吉 一 

 

（４）第１６４号議案  工事請負の契約締結について 

            （稲井小学校校舎老朽化対策工事） 

＜内  容＞ 

・工事場所    石巻市真野字八の坪１１６番地１ 

・契約の方法   制限付き一般競争入札（総合評価方式） 

・契約金額    金１５９，２０３，０００円 

・契約の相手方  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 

 

（５）第１６５号議案  工事請負の契約締結について 

            （鹿妻小学校校舎老朽化対策工事） 

＜内  容＞ 

・工事場所    石巻市鹿妻北二丁目２番１号 

・契約の方法   制限付き一般競争入札（総合評価方式） 

・契約金額    金２２４，７３０，０００円 

・契約の相手方  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 
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（６）第１６６号議案  工事請負の契約締結について 

            （河南西中学校水泳プール建設工事） 

＜内  容＞ 

・工事場所    石巻市北村字小崎一３７番地２ 

・契約の方法   制限付き一般競争入札（総合評価方式） 

・契約金額    金１８８，１００，０００円 

・契約の相手方  石巻市鹿又字八幡下８４番地 

         株式会社角張工務店 

         代表取締役 角 張   守 

 

（７）第１６７号議案  工事請負の契約締結について 

            （北上中学校校舎老朽化対策工事） 

＜内  容＞ 

・工事場所    石巻市北上町十三浜字小田９３番地１ 

・契約の方法   制限付き一般競争入札（総合評価方式） 

・契約金額    金１７７，５６７，５００円 

・契約の相手方  石巻市大街道東一丁目４番１８号 

         株式会社ジュウハン 

         代表取締役 髙 橋 敏 文 

 

（８）第１６８号議案  工事請負の契約締結について 

            （新明治橋橋梁災害復旧（その２）工事） 

＜内  容＞ 

・工事場所    石巻市大瓜字鷲ノ巣ほか１字地内 

・契約の方法   制限付き一般競争入札 

・契約金額    金６７９，２５０，０００円 

・契約の相手方  仙台市青葉区春日町１０番１２号 

         矢田工業株式会社仙台支店 

         支店長 下 澤 準 治 
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（９）第１６９号議案  工事請負の契約締結について 

            （釣石橋橋梁災害復旧（その３）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   制限付き一般競争入札 

・契約金額    金１３４，２２５，３００円 

・契約の相手方  仙台市太白区茂庭字中ノ瀬東１３番地の５ 

         ライブディック株式会社 

         代表取締役 古 屋 靖 公 

 

（10）第１７０号議案  工事請負の契約締結について 

            （尾の崎海岸線道路災害復旧（その２）工事） 

＜内  容＞ 

・工事場所    石巻市尾崎字名越山ほか２字地内 

・契約の方法   制限付き一般競争入札 

・契約金額    金２５９，９２４，５００円 

・契約の相手方  石巻市桃生町給人町字東町９１番地３ 

         株式会社東北建設 

         代表取締役 沓 掛 吉 德 

 

（11）第１７１号議案  工事請負の契約締結について 

            （本地橋橋梁災害復旧（その２）工事） 

＜内  容＞ 

・工事場所    石巻市北上町橋浦字上大須地内 

・契約の方法   制限付き一般競争入札 

・契約金額    金６２６，３４０，０００円 

・契約の相手方  石巻市大街道西二丁目１番９８号 

         株式会社倉元建設東北本部 

         本部長 倉 元 孝 輔 
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（12）第１７２号議案  工事請負の契約締結について 

            （雄勝総合支所・雄勝公民館複合施設災害復旧建設工事） 

＜内  容＞ 

・工事場所    石巻市雄勝町雄勝字下雄勝１２番４２ほか１か所 

・契約の方法   制限付き一般競争入札 

・契約金額    金８７５，６００，０００円 

・契約の相手方  青木あすなろ・豊和建設特定建設工事共同企業体 

代表者 

仙台市太白区長町三丁目７番１３号 

青木あすなろ建設株式会社東北支店 

支店長 沖   二 郎 

 

（13）第１７３号議案  工事請負の契約締結について 

            （雄勝総合支所・雄勝公民館複合施設災害復旧電気設備工事） 

＜内  容＞ 

・工事場所    石巻市雄勝町雄勝字下雄勝１２番４２ほか１か所 

・契約の方法   制限付き一般競争入札（総合評価方式） 

・契約金額    金１５１，６９０，０００円 

・契約の相手方  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 

 

（14）第１７４号議案  工事請負契約の一部変更について 

            （（仮称）ささえあいセンター建設工事） 

＜内  容＞ 

・請負者     青木あすなろ・豊和建設特定建設工事共同企業体 

代表者 

仙台市太白区長町三丁目７番１３号 

青木あすなろ建設株式会社東北支店 

支店長 沖   二 郎 

・契約金額    変更前 金１，６４０，６２８，０００円 

        変更後 金１，６７９，６６８，１００円 
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（15）第１７５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２３９，００４，０００円 

        変更後 金２６１，７３０，０００円 

 

（16）第１７６号議案  工事請負契約の一部変更について 

            （流留真野沢田線道路改良（その２）工事） 

＜内  容＞ 

・請負者     石巻市門脇字捨喰３１番地の１ 

大正建設株式会社 

代表取締役 大 槻 正 治 

・契約金額    変更前 金２３５，２３７，９３２円 

        変更後 金３１２，８２２，０００円 

 

（17）第１７７号議案  工事請負契約の一部変更について 

            （石巻市立北上小学校移転新築機械設備工事） 

＜内  容＞ 

・請負者     石巻市大橋二丁目１番地の１ 

株式会社晃和工業 

代表取締役 千 葉 政 武 

・契約金額    変更前 金２２０，８６０，０００円 

        変更後 金２４０，５４５，６００円 
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（18）第１７８号議案  工事請負契約の一部変更について 

            （２３年災長面漁港災害復旧（その２）工事） 

＜内  容＞ 

・請負者     東北・ケーユーケー復旧・復興建設工事共同企業体 

代表者 

石巻市桃生町給人町字東町９１番地３ 

株式会社東北建設 

代表取締役 沓 掛 吉 德 

・契約金額    変更前 金２４０，６５１，０００円 

        変更後 金２５８，６３７，１００円 

 

（19）第１７９号議案  工事請負契約の一部変更について 

            （２３年災長面漁港海岸保全施設災害復旧（その３）工事） 

＜内  容＞ 

・請負者     本間組・若生工業・武山興業特定建設工事共同企業体 

代表者 

仙台市青葉区本町一丁目１１番１号 

株式会社本間組東北支店 

執行役員支店長 江 端   東 

・契約金額    変更前 金４，７４７，７８２，６００円 

        変更後 金４，８１０，４６２，８００円 

 

（20）第１８０号議案  工事請負契約の一部変更について 

            （２３年災名振漁港海岸保全施設災害復旧ほか整備工事） 

＜内  容＞ 

・請負者     若築建設・津田海運・宝栄建設特定建設工事共同企業体 

代表者 

石巻市三ツ股二丁目６番６０号 

若築建設株式会社石巻営業所 

所長 後 藤 俊 明 

・契約金額    変更前 金３，６２３，９８６，４４０円 

        変更後 金３，６５６，９６９，９４０円 
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（21）第１８１号議案  工事請負契約の一部変更について 

            （２３年災船越漁港災害復旧工事） 

＜内  容＞ 

・請負者     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 

・契約金額    変更前 金３３７，９８１，６８０円 

        変更後 金３２３，２２４，５６０円 

 

（22）第１８２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１，３６４，４４６，０８０円 

        変更後 金１，５１１，４２１，４８０円 

 

（23）第１８３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１，４８５，９０５，０４０円 

        変更後 金１，８９１，９１５，０４０円 
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（24）第１８４号議案  工事請負契約の一部変更について 

            （蛇田排水ポンプ場建設その２工事） 

＜内  容＞ 

・請負者     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 

・契約金額    変更前   金９１７，３８４，４００円 

        変更後 金１，１０２，８８６，２８０円 

 

（25）第１８５号議案  訴えの提起について 

（26）第１８６号議案  訴えの提起について 

＜内  容＞ 

石巻南浜津波復興祈念公園事業用地である、石巻市南浜町三丁目１３番１８ほか９筆の土

地及び石巻市南浜町四丁目２番５の土地について、土地の相続人と用地交渉を進めているが、

契約の締結に応じず、又は事理弁識能力に欠いている疑いがあり、成年後見人も選任されて

いない相続人がいるため、土地収用法に基づく収用裁決においても用地取得が困難な状況に

あることから、当該持分を有するほかの共有者を被告として全面的価格賠償の判決を求める

共有物分割請求訴訟を仙台地方裁判所石巻支部に提起するため、地方自治法第９６条第１項

第１２号の規定に基づき、議会の議決を求めるもの。 

 

〇訴えの要旨 

  第１８５号議案 

    共有物分割請求の対象となる石巻市南浜町三丁目１３番１８ほか９筆の各土地は、

東日本大震災前は、石巻市の市道として管理されていた土地であるが、不動産登記簿

上は１５名の共有名義であった。 

本件土地の登記名義人１５名は亡くなっており、その相続人は買取開始時点におい

て合計２４５名であり、そのうち２３７名分の持分については、本市が持分を買い取

る契約を締結する等により、その持分合計２４，３００分の２３，５８４を取得済み

又は取得予定であるが、残る８名については、契約の締結に応じず、又は事理弁識能

力に欠いている疑いがあるが、成年後見人が選任されていないため、本市は契約によ

りその持分を買い取ることが出来ない状況にある。 

本市が本件土地の残る部分２４，３００分の７１６を取得するためには、当該持分

を有する者を被告として共有物分割請求訴訟を提起し、判決を得る方法が適切である

と判断されることから、同訴訟を提起するもの。 
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第１８６号議案 

共有物分割請求の対象となる石巻市南浜町四丁目２番５の土地は、東日本大震災前

は登記名義人３名がそれぞれ持分３分の１を保有する共有道路地であった。 

本件土地の登記名義人３名のうち１名は亡くなっており、本市は存命の登記名義人

２名から本市が持分を買い取る契約を締結し、その持分合計３分の２を取得済みであ

るが、亡くなった登記名義人の法定相続人５名については、契約の締結に応じず、又

は事理弁識能力に欠いている疑いがあるが、成年後見人が選任されていないため、本

市は契約によりその持分を買い取ることが出来ない状況にある。 

本市が本件土地の残る部分３分の１を取得するためには、当該持分を有する者を被

告として共有物分割請求訴訟を提起し、判決を得る方法が適切であると判断されるこ

とから、同訴訟を提起するもの。 

〇訴訟遂行上の方針 

（１）訴訟において本市の請求が認容されないときは、上訴するものとする。 

 （２）本件訴訟について、被告らの責めに帰すべき事由は何ら認められず、本件訴訟費用

を被告らに負担させることは妥当ではないため、本件訴訟の判決内容にかかわらず、

訴訟費用は本市の負担とする判決を求める。 

 （３）議決後、本市が本件土地の共有者の一部から共有部分を取得した場合その他本件土

地の共有者に変動が生じ、それに伴い、訴えの相手方を変更する必要が生じた場合、

変動後の共有者を訴えの相手方とする。 

 

（27）第１８７号議案  字の区域を新たに画することについて 

＜内  容＞ 

 石巻市北村地区で施行された、県営ほ場整備事業青木川地区の工事完了に伴い、事業区

域内の石巻市北村字朝日前ほか１２の字の全部及び一部の区域を、施行した土地の形状に

合わせて、北村字新大番所、北村字青木の字の区域を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。 

 

（28）第１８８号議案  市道路線の認定について 

（29）第１８９号議案  市道路線の廃止について 

＜内  容＞ 

市道路線の認定及び廃止の内訳 

区別 内 容 路線数 延長（ｍ） 

認定 

被災市街地復興土地区画整理事業によるもの ３路線 ７０．００ 

民間の開発行為によるもの ２路線 ３１８．９３ 

計 ５路線 ３８８．９３ 

廃止 
県の事業によるもの ２路線 △１３０．９９ 

計 ２路線 △１３０．９９ 
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令和元年石巻市議会第３回定例会追加提出議案一覧 

 

１ 条例外議案（２件） 

（１）第１９０号議案  工事請負の契約締結について 

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

＜内  容＞ 

・工事場所    石巻市雄勝町明神字明神地内 

・契約の方法   指名競争入札 

・契約金額    金１，２８０，１７８，９００円 

・契約の相手方  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 

 

（２）第１９１号議案  工事請負の契約締結について 

            （真野大橋橋梁災害復旧工事） 

＜内  容＞ 

・工事場所    石巻市真野字新殿田ほか１字地内 

・契約の方法   制限付き一般競争入札 

・契約金額    金９３７，４３８，７００円 

・契約の相手方  仙台市泉区南光台東一丁目３１－８ 

         株式会社石原組東北支店 

         支店長 安 住 元 邦 


