
 

第２４回 栗原地域合併協議会 

 

                         日 時  平成１７年２月２８日（月） 

                               午後３時００分 

                         場 所  志波姫町「エポカ２１」 

 

会     議     次     第 

 

１ 開  会 

 

 

２ 挨  拶 

 

 

３ 会議録署名委員の指名 

 

 

４ 報告事項 

報告第３７号 合併協定項目について 
報告第３８号 条例、規則の整備状況について 
報告第３９号 栗原市長職務執行者の選任について 
報告第４０号 平成１６年度栗原地域合併協議会事業報告について 

 
５ 議  案 

議案第 ９ 号 栗原地域合併協議会の廃止について 
議案第１０号 平成１６年度栗原地域合併協議会収支決算について 

 
 

６ そ の 他  

 

 

７ 閉  会  
 



報告第３７号 

 

合併協定項目について 

 

 

合併協定項目について、別紙のとおり調整したので報告する。 

 

 

 

 

 

平成１７年２月２８日報告 

 

栗原地域合併協議会 

会長 菅 原 郁 夫     

 



(平成17年2月28日現在）

Ｎｏ 協議番号 協　定　項　目 協　　議　　会　　確　　認　　内　　容 要調整数 調　　　整　　　結　　　果

1 協議第１５号 　納税関係事業について
③ 口座振替については、住民の利便性を考慮して全ての税目を該当金融機関で実施することとする。
口座振替手数料については、統一する方向で調整する。

1 　指定金融機関・指定代理金融機関・収納代理金融機関……一件当たり10円（税別）

2 協議第５５号 　一部事務組合等の取扱い（その２）について
２　鶯沢町外一市九ヶ町村共有林野組合及び鶯沢町外一ヶ町共有林野組合、栗駒町・金成町共有林野組
合については、関係市町村の協議を踏まえ、合併時までに調整するものとする。

1

　鶯沢町外一ヶ町共有林野組合
合併の前日をもって解散し、事務及び所有する財産の内、鶯沢町の持ち分100分の79について
は、新市に引き継ぐものとする。栗駒町の持ち分100分の21については、桜田財産管理会に引
き継ぐものとする。

　　　　　　　合併協議会協定項目調整内容一覧



 
 

所有する土地の一覧 
 

（平成 16 年 1 月 1 日固定資産台帳搭載） 

所在地 地番 地目 地籍（㎡） 権利設定 
（分収林） 価格（円） 処分方法 

鶯沢町字 
南郷野山 

12-3 田 3,347  133,880 

鶯沢町字 
南郷野山 

74 畑 2,971  59,420 

鶯沢町字 
南郷野山 

36 宅地 400.45  512,576 

鶯沢町字 
南郷南沢 

82-2 宅地 19,366.05  104,576,670 

鶯沢町字 
南郷野山 

23-1 山林 437,127
緑資源機構 

栗駒高原森林組合 
6,338,342 

鶯沢町字 
南郷野山 

23-2 山林 1,101  15,965 

鶯沢町字 
南郷野山 

23-4 山林 1,243  18,024 

鶯沢町字 
南郷野山 

23-5 山林 485  7,033 

鶯沢町字 
南郷野山 

23-6 山林 1,753  25,419 

鶯沢町字 
南郷野山 

23-16 山林 871  12,630 

鶯沢町字 
南郷野山 

23-17 山林 3,818  55,361 

鶯沢町字 
南郷野山 

23-29 山林 242,337 農林省 3,513,887 

鶯沢町字 
南郷野山 

23-30 山林 380,989 
緑資源機構 

栗駒高原森林組合 5,524,341 

鶯沢町字 
南郷野山 

23-38 山林 20,313 宮城県 294,539 

鶯沢町字 
南郷野山 

23-39 山林 52,037 宮城県 754,537 

共有持分割合で 
100 分の 79 を

「栗原市」 
 
100 分の 21 を

「桜田財産管理

会」 

資料1



所在地 地番 地目 地籍（㎡） 権利設定 
（分収林） 価格（円） 処分方法 

鶯沢町字 
南郷野山 

23-40 山林 1,542 宮城県 22,359 

鶯沢町字 
南郷野山 

23-41 山林 54,476 宮城県 789,902 

鶯沢町字 
南郷野山 

23-42 山林 79,219 宮城県 1,148,676 

鶯沢町字 
南郷野山 

23-49 山林 20,637 宮城県 299,237 

鶯沢町字 
南郷野山 

28 山林 49,523  718,084 

鶯沢町字 
南郷野山 

40 山林 4,528  65,656 

鶯沢町字 
南郷野山 

41 山林 7,555  109,548 

鶯沢町字 
南郷野山 

61 山林 604,706  8,768,237 

鶯沢町字 
南郷野山 

64 山林 1,355  19,648 

鶯沢町字 
南郷野山 

65-1 山林 461,988  6,698,826 

鶯沢町字 
南郷野山 

68 山林 125,356  1,817,662 

鶯沢町字 
南郷野山 

71 山林 137,965  2,000,493 

鶯沢町字 
南郷野山 

73 山林 177,117  2,568,197 

鶯沢町字 
南郷南沢 

82-1 山林 81,360  1,179,720 

鶯沢町字 
南郷野山 

23-3 原野 415  2,905 

鶯沢町字 
南郷野山 

23-7 原野 809  5,663 

鶯沢町字 
南郷野山 

23-8 原野 1,160  8,120 

鶯沢町字 
南郷野山 

23-9 原野 1,055  7,385 

共有持分割合で 
100 分の 79 を

「栗原市」 
 
100 分の 21 を

「桜田財産管理

会」 



所在地 地番 地目 地籍（㎡） 権利設定 
（分収林） 価格（円） 処分方法 

鶯沢町字 
南郷野山 

23-10 原野 2,377  16,639 

鶯沢町字 
南郷野山 

23-12 原野 1,966  13,762 

鶯沢町字 
南郷野山 

23-13 原野 3,036  21,252 

鶯沢町字 
南郷野山 

23-14 原野 4,961  34,727 

鶯沢町字 
南郷野山 

23-15 原野 10,159  71,113 

鶯沢町字 
南郷野山 

23-18 原野 553  3,871 

鶯沢町字 
南郷野山 

23-20 原野 18,762  131,334 

鶯沢町字 
南郷野山 

23-21 原野 11,550  80,850 

鶯沢町字 
南郷野山 

23-22 原野 2,032  14,224 

鶯沢町字 
南郷野山 

35 原野 1,577  11,039 

鶯沢町字 
南郷野山 

42 原野 1,761  12,327 

鶯沢町字 
南郷野山 

43 原野 2,127  14,889 

鶯沢町字 
南郷野山 

37 溜池 9,029  90,290 

鶯沢町字 
南郷野山 

39 溜池 7,120  71,200 

鶯沢町字 
南郷野山 

12-1 保安林 13,494  97,832 

鶯沢町字 
南郷野山 

12-2 保安林 76,782  556,670 

鶯沢町字 
南郷野山 

23-23 保安林 243,936 
緑資源機構 

栗駒高原森林組合 1,768,536 

鶯沢町字 
南郷野山 

23-24 保安林 363,460 
緑資源機構 

栗駒高原森林組合 2,635,085 

共有持分割合で 
100 分の 79 を

「栗原市」 
 
100 分の 21 を

「桜田財産管理

会」 



所在地 地番 地目 地籍（㎡） 権利設定 
（分収林） 価格（円） 処分方法 

鶯沢町字 
南郷野山 

23-25 保安林 608,955 
緑資源機構 

栗駒高原森林組合 4,414,924 

鶯沢町字 
南郷野山 

23-31 保安林 385,522 
緑資源機構 

栗駒高原森林組合 
2,795,035 

鶯沢町字 
南郷野山 

23-32 保安林 636,374 宮城県 4,613,712 

鶯沢町字 
南郷野山 

23-33 保安林 197,186 緑資源機構 1,429,599 

鶯沢町字 
南郷野山 

23-34 保安林 249,176 
緑資源機構 

栗駒高原森林組合 1,806,526 

鶯沢町字 
南郷野山 

23-36 保安林 188,647 緑資源機構 1,367,691 

鶯沢町字 
南郷野山 

23-37 保安林 950,276 緑資源機構 6,889,501 

鶯沢町字 
南郷野山 

26 保安林 75,473  547,179 

鶯沢町字 
南郷野山 

60 保安林 76,009  551,065 

鶯沢町字 
南郷野山 

63 保安林 675  4,894 

鶯沢町字 
南郷野山 

65-2 保安林 67  486 

鶯沢町字 
南郷野山 

67 保安林 34,642  251,155 

鶯沢町字 
南郷野山 

72 保安林 512,014  3,712,102 

鶯沢町字 
南郷野山 

75 保安林 22,296  161,646 

鶯沢町字 
南郷野山 

77 保安林 781  5,662 

共有持分割合で 
100 分の 79 を

「栗原市」 
 
100 分の 21 を

「桜田財産管理

会」 

合計 ６６筆  7,691,699.50  182,269,747  

※この価格については、平成 16 年度固定資産税評価額の近傍類似価格による。 



報告第３８号 

 

条例、規則の整備状況について 

 

 

合併協定項目「条例、規則等の取扱いについて」において承認された内容に基づき、

「即時施行」、「暫定施行」の区分により整備作業を進めている例規件数について、下記

のとおり報告する。なお、専決処分により即時施行するものとして現在整備作業に当た

っている条例については別紙のとおりである。 

 

記 

    

区 分 即時施行 暫定施行 

条 例 ２５８件   ６件 

規 則 ３０４件   ９件 

 

※今回の報告件数については、今後の例規整備作業の精査により、増減する場合がある。 

 

 

 

平成１７年２月２８日報告 

 

栗原地域合併協議会 

会長 菅 原 郁 夫     

 



　　即時施行予定条例一覧
部会名 分科会 新市の例規名

1 総務 行政 栗原市役所位置設定条例

2 総務 行政 栗原市の休日を定める条例

3 総務 行政 栗原市公告式条例

4 議会事務局 議会事務局 栗原市議会の定例会の回数を定める条例

5 総務 行政 栗原市部設置条例（栗原市課設置条例）

6 総務 行政 栗原市総合支所、支所及び出張所設置条例

7 総務 行政 栗原市情報公開条例

8 総務 行政 栗原市個人情報保護条例

9 総務 行政 栗原市行政手続条例

10 住民 住民 栗原市印鑑の登録及び証明に関する条例

11 住民 住民 栗原市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

12 住民 住民 栗原市住居表示に関する条例

13 総務 消防 栗原市防災会議条例

14 総務 消防 栗原市災害対策本部条例

15 総務 交通・防犯 栗原市交通安全指導員条例

16 企画財政 企画 栗原市住民バス条例

17 総務 管財 栗原市市営駐車場条例

18 総務 管財 栗原市市営駐輪場条例

19 企画財政 企画 瀬峰駅構内東西自由通路条例

20 総務 交通・防犯 栗原市地域安全条例

21 企画財政 企画 栗原市高清水地区コミュニティセンター条例

22 企画財政 企画 栗原市志波姫地区コミュニティ施設条例

23 社会教育 社会教育 栗原市鶯沢振興センター条例

24 企画財政 企画 くりはら交流プラザ条例

25 企画財政 企画 くりはら交流プラザ別館条例

26 企画財政 企画 くりこま高原駅駅前広場条例

27 企画財政 企画 くりこま高原駅オアシスセンター条例

28 総務 行政 栗原市集会所条例

29 総務 行政 栗原市議会議員及び栗原市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例

30 総務 行政 栗原市議会議員及び栗原市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

31 総務 行政 栗原市選挙公報の発行に関する条例

32 議会事務局 議会事務局 栗原市監査委員条例

33 税務 税務 栗原市固定資産評価審査委員会条例

34 企画財政 企画 栗原市総合計画審議会条例

35 総務 人事 栗原市職員定数条例

36 総務 人事 栗原市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

37 総務 人事 栗原市職員の定年等に関する条例

38 総務 人事 栗原市職員の再任用に関する条例

39 総務 人事 栗原市職員の懲戒の手続、効果等に関する条例

40 総務 人事 栗原市職員の服務の宣誓に関する条例

41 総務 人事 栗原市職務に専念する義務の特例に関する条例

42 総務 人事 栗原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

43 総務 人事 栗原市職員の育児休業等に関する条例

44 総務 人事 栗原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

45 総務 人事 栗原市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

46 総務 人事 栗原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

47 総務 人事 栗原市選挙長等の報酬及び費用弁償条例

48 総務 人事 栗原市証人等の実費弁償に関する条例

49 総務 人事 栗原市特別職報酬等審議会条例

50 総務 人事 栗原市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

51 総務 人事 栗原市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

52 総務 人事 栗原市職務執行者の給与及び旅費に関する条例

別　紙



部会名 分科会 新市の例規名

53 総務 人事 栗原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

54 総務 人事 栗原市職員の給与に関する条例

55 総務 人事 栗原市職員の特殊勤務手当に関する条例

56 総務 人事 栗原市職員等の旅費に関する条例

57 総務 管財 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

58 企画財政 財政 栗原市長期継続契約とする契約を定める条例

59 企画財政 財政 栗原市財政状況の公表に関する条例

60 企画財政 財政 栗原市特別会計条例

61 税務 税務 栗原市税条例

62 税務 税務 栗原市固定資産税の課税免除に関する条例

63 税務 税務 栗原市過疎地域自立促進特別措置に係る固定資産税の課税免除に関する条例

64 税務 税務 栗原市農村地域工業等導入地区における固定資産税の課税免除に関する条例

65 税務 税務 栗原市自然環境保全地域等における固定資産税の課税免除に関する条例

66 税務 税務 栗原市低開発地域工業開発促進法に係る固定資産税の免除に関する条例

67 税務 税務 栗原市都市計画税条例

68 税務 税務 栗原市国民健康保険税条例

69 企画財政 財政 栗原市手数料徴収条例

70 税務 税務 栗原市税外諸収入金の督促手数料及び延滞金条例

71 総務 管財 栗原市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

72 企画財政 財政 栗原市財政調整基金条例

73 企画財政 財政 栗原市減債基金条例

74 企画財政 企画 ふるさと市町村圏基金条例

75 企画財政 財政 栗原市立鶯沢小学校校舎建設基金条例

76 企画財政 財政 栗原市立花山中学校校舎建設基金条例

77 学校教育 学校教育 栗原市奨学資金貸与基金条例

78 企画財政 財政 栗原市長寿社会対策基金条例

79 住民 国保 栗原市国民健康保険事業財政調整基金条例

80 住民 国保 栗原市国民健康保険高額療養費貸付基金条例

81 保健福祉 介護保険 栗原市介護給付費準備基金条例

82 保健福祉 介護保険 栗原市介護保険高額介護サービス費等貸付基金条例

83 産業 農林 栗原市高齢者等牛飼奨励対策事業基金条例

84 産業 農林 栗原市花山地区肉用牛の貸付及び譲渡に関する基金条例

85 産業 農林 栗原市家畜導入事業基金条例

86 産業 農林 栗原市栗駒地区優良繁殖牛導入事業基金条例

87 企画財政 財政 栗原市田園文化創造基金条例

88 企画財政 財政 栗原市土地開発基金条例

89 上下水道 上水道 栗原市簡易水道事業財政調整基金条例

90 産業 農村整備 栗原市若柳地区県営ほ場整備事業経常分担金基金条例

91 産業 農村整備 栗原市金成地区県営ほ場整備事業基金条例

92 産業 農村整備 栗原市志波姫地区県営ほ場整備事業基金条例

93 企画財政 財政 栗原市南部学校給食センター建設基金条例

94 産業 農村整備 栗原市亜炭鉱害復旧揚水かんがい施設維持管理基金条例

95 産業 農村整備 栗原市八沢岩の沢地区揚水かんがい施設維持管理基金条例

96 産業 農村整備 栗原市玉沢地区土地改良施設維持管理基金条例

97 企画財政 企画 くりはら田園鉄道線活性化対策基金条例

98 企画財政 財政 栗原市栗駒総合支所整備基金条例

99 産業 農村整備 栗原市一迫地区土地改良事業基金条例

100 企画財政 財政 栗原市花山温泉温湯山荘事業財政調整基金条例

101 企画財政 財政 栗原市千葉三二郎福祉基金条例

102 学校教育 学校教育 栗原市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

103 学校教育 学校教育 栗原市立学校設置条例

104 学校教育 学校教育 栗原市就学指導委員会条例

105 学校教育 学校教育 栗原市立幼稚園授業料徴収条例

106 学校教育 学校教育 栗原市奨学資金貸与条例



部会名 分科会 新市の例規名

107 学校教育 学校教育 栗原市学校給食センター設置条例

108 社会教育 社会教育 栗原市社会教育委員設置条例

109 社会教育 社会教育 栗原市社会教育指導員設置条例

110 社会教育 社会教育 栗原市公民館条例

111 社会教育 社会教育 栗原市生涯学習センター条例

112 社会教育 社会教育 栗原市視聴覚センター条例

113 社会教育 社会教育 栗原市コミュニティセンター条例

114 社会教育 社会教育 栗原市立図書館条例

115 社会教育 社会教育 栗原市伊豆沼交流センター条例

116 社会教育 社会教育 栗原文化会館管理条例

117 社会教育 社会教育 栗原市金成歴史民俗資料館条例

118 社会教育 社会教育 栗原伝統文化の伝承館条例

119 社会教育 社会教育 栗原市郷土文化保存伝習館条例

120 社会教育 社会教育 栗原市寒湯番所跡条例

121 社会教育 社会教育 栗原市千葉周作ゆかりの家条例

122 社会教育 社会教育 杉薬師の里展示･体験学習館設置条例

123 社会教育 社会教育 栗原市スポーツ振興審議会条例

124 社会教育 社会教育 栗原市体育施設条例

125 社会教育 社会教育 栗原市運動公園条例

126 社会教育 社会教育 栗原市野外活動センター条例

127 社会教育 社会教育 栗原市築館Ｂ＆Ｇ海洋センター艇庫設置条例

128 社会教育 社会教育 栗原市文化財保護条例

129 社会教育 社会教育 栗原市細倉鉱山資料館条例

130 社会教育 社会教育 栗原市郷土資料館条例

131 社会教育 社会教育 伊藤記念館条例

132 社会教育 社会教育 白鳥省吾記念館条例

133 社会教育 社会教育 栗原市山王考古館条例

134 社会教育 社会教育 栗原市一迫埋蔵文化財センター条例

135 保健福祉 福祉 栗原市福祉事務所設置条例

136 保健福祉 福祉 栗原市社会福祉法人の助成に関する条例

137 保健福祉 福祉 栗原市災害弔慰金の支給等に関する条例

138 保健福祉 福祉 栗原市地域福祉センター条例

139 保健福祉 福祉 栗原市地域福祉総合ケアセンター条例

140 保健福祉 福祉 栗原市生活センター条例

141 保健福祉 福祉 栗原市高清水地区福祉バス条例

142 保健福祉 福祉
栗原市設置による一迫町老人居室整備資金貸付条例、瀬峰町老人居室整備資金貸付条例の
失効に伴う経過措置を定める条例

143 保健福祉 保育所 栗原市保育の実施に関する条例

144 保健福祉 保育所 栗原市保育所条例

145 保健福祉 福祉 栗原市立児童館条例

146 保健福祉 福祉 栗原市放課後児童クラブ設置条例

147 保健福祉 福祉 栗原市乳幼児医療費の助成に関する条例

148 保健福祉 福祉 栗原市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例

149 保健福祉 福祉 栗原市児童厚生施設設置に関する条例

150 保健福祉 福祉 栗原市すこやか子育て支援金支給条例

151 保健福祉 福祉 栗原市児童福祉審議会条例

152 保健福祉 福祉 栗原市母子生活支援施設条例

153 保健福祉 福祉 栗原市デイサービスセンター条例

154 保健福祉 福祉 栗原市高齢者福祉センター条例

155 保健福祉 福祉 栗原市在宅介護支援センター条例

156 保健福祉 福祉 栗原市敬老金支給条例

157 保健福祉 福祉 栗原市介護予防拠点施設条例

158 保健福祉 福祉 栗原市老人福祉施設条例

159 保健福祉 福祉 栗原市高齢者コミュニティセンター条例

160 保健福祉 福祉 栗原市高齢者交流センター条例



部会名 分科会 新市の例規名

161 保健福祉 福祉 栗原市高齢者生活福祉センター条例

162 保健福祉 福祉 栗原市知的障害児通園施設条例

163 保健福祉 保健 栗原市福祉作業所条例

164 保健福祉 福祉 栗原市乳幼児医療費助成に関する条例

165 住民 国保 栗原市国民健康保険条例

166 病院 病院 栗原市診療所条例

167 保健福祉 介護保険 栗原市介護保険条例

168 保健福祉 保健 栗原市母子健康センター設置条例

169 保健福祉 保健 栗原市保健センター設置条例

170 住民 環境 栗原市廃棄物の減量及び適正処理並びに環境美化の促進に関する条例

171 住民 環境 栗原市衛生センター条例

172 住民 環境 栗原市クリーンセンター及び栗原市最終処分場条例

173 住民 環境 栗原市化製場等に関する条例

174 住民 環境 栗原市墓地、埋葬等に関する法律の施行に関する条例

175 住民 環境 栗原市薬師ヶ丘霊園条例

176 住民 環境 栗原市火葬場条例

177 社会教育 社会教育 栗原市ホタル保護条例

178 産業 農業委員会 栗原市農業委員会の設置及び選挙による委員の定数に関する条例

179 産業 農業委員会 栗原市農業委員会事務局設置条例

180 産業 農林 栗原市多目的研修センター条例

181 産業 農林 栗原市農村環境改善センター条例

182 産業 農林 栗原市農村婦人の家条例

183 産業 農林 栗原市八樟農村交流センター条例

184 産業 農林 栗原市農山村交流センター条例

185 産業 農村整備 栗原市若柳峯地区多目的集落センター条例

186 産業 農林 栗原市農林水産物直売所条例

187 産業 農林 栗原市特産物直売センター設置条例

188 産業 農林 栗原市地域産物展示販売施設条例

189 産業 農林 栗原市一迫地区活性化センター条例

190 産業 農林 栗原市栗駒地区姫松地区活性化センター条例

191 産業 農林 栗原市多目的広場条例

192 産業 農林 栗原市野沢開拓婦人ホーム条例

193 産業 農林 栗原市農産加工室条例

194 産業 農林 栗原市伊豆沼・内沼自然環境保全地域内の鳥類による農作物被害に対する補償条例

195 産業 農林 栗原市貸し農園条例

196 産業 農村整備 栗原市若柳地区排水機場費分担金賦課徴収条例

197 産業 農村整備 栗原市若柳地区土地改良事業施設条例

198 産業 農村整備 栗原市営土地改良事業に要する経費の賦課徴収条例

199 産業 農村整備 栗原市志波姫地区県営土地改良事業償還金徴収条例

200 産業 農村整備 栗原市公害防除特別土地改良事業推進運営委員会条例

201 産業 農村整備 栗原市頭首工管理条例

202 産業 農村整備 栗原市水利に関する分担金徴収条例

203 産業 農村整備 栗原市県営土地改良事業分担金徴収条例

204 産業 農村整備 栗原市若柳地区県営ほ場整備事業非農用地売渡代金管理条例

205 産業 農村整備 栗原市経営体育成基盤整備事業委員会設置条例

206 産業 農村整備 栗原市玉沢地区土地改良運営委員会設置条例

207 産業 農林 栗原市営牧野条例

208 産業 農林 栗原市営牧場条例

209 産業 農林 栗原市有機肥料センター条例

210 産業 農林 栗原市畜産資料展示施設条例

211 産業 農林 栗原市林道の管理に関する条例

212 産業 農林 栗原市森林等における火入れの規制に関する条例

213 産業 農林 栗原市高原創造センター条例

214 産業 農林 栗原市大崩林業センター条例



部会名 分科会 新市の例規名

215 産業 商工観光 栗原市鶯沢就業改善センター条例

216 産業 商工観光 栗原市企業立地促進条例

217 産業 商工観光 栗原市みちのく風土館条例

218 産業 商工観光 栗原市公設小売市場条例

219 産業 商工観光 栗原市金成温泉金成延年閣条例

220 産業 商工観光 栗原市細倉マインパーク条例

221 産業 商工観光 栗原市細倉マインパークの標識に関する条例

222 産業 商工観光 栗原市サンクチュアリセンターつきだて館条例

223 産業 商工観光 栗原市スワントピア交流館条例

224 産業 商工観光 栗原市ハイルザーム栗駒条例

225 産業 農林 栗原市栗駒コテージ条例

226 産業 商工観光 栗原市駒の湯キャンプ場条例

227 産業 商工観光 栗原市駒の湯スキー場条例

228 産業 商工観光 栗原市栗駒高原オートキャンプ場条例

229 産業 商工観光 栗原市花山温泉温湯山荘条例

230 産業 商工観光 栗原市花山青少年旅行村条例

231 産業 商工観光 栗原市いこいの村栗駒条例

232 企画財政 企画 栗原市地区計画等の案の作成手続に関する条例

233 建設 建設 栗原市公園条例

234 上下水道 下水道 栗原市下水道条例

235 上下水道 下水道 栗原市下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例

236 上下水道 下水道 栗原市公共下水道の設置等に関する条例

237 上下水道 下水道 栗原市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

238 上下水道 下水道 栗原市農業集落排水事業分担金条例

239 上下水道 下水道 栗原市戸別合併処理浄化槽事業分担金条例

240 上下水道 下水道 栗原市戸別合併処理浄化槽設置条例

241 建設 建設 栗原市道路占用料等条例

242 総務 管財 栗原市公共物管理条例

243 建設 建設 栗原市建築協定条例

244 建設 公営住宅 栗原市営住宅条例

245 建設 公営住宅 一般市営住宅条例

246 建設 公営住宅 栗原市特定公共賃貸住宅条例

247 上下水道 上水道 栗原市水道事業の設置等に関する条例

248 上下水道 上水道 栗原市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

249 上下水道 上水道 栗原市水道事業給水条例

250 上下水道 上水道 栗原市簡易水道事業等の設置に関する条例

251 上下水道 上水道 栗原市簡易水道事業等給水条例

252 病院 病院 栗原市病院事業の設置等に関する条例

253 病院 病院 栗原市病院診療所使用料及び手数料条例

254 総務 消防 栗原市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

255 総務 消防 栗原市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

256 総務 消防 栗原市消防団条例

257 総務 消防 栗原市消防団員の任免、報酬、費用弁償、服務等に関する条例

258 総務 消防 栗原市火災予防条例

　　即時施行予定暫定条例一覧
例規№ 分科会 新市の例規名

1 学校教育 学校教育 細倉地区生徒に係る通学費の支給に関する条例

2 学校教育 学校教育 中学校生徒に対する通学費補助金交付条例

3 保健福祉 福祉 一迫町在宅健康管理システム家庭用端末機貸与条例

4 住民 環境 鶯沢町環境基本条例

5 企画財政 財政 栗駒山麓観光施設整備事業基金条例

6 社会教育 社会教育 栗駒伝統文化の伝承館設置条例及び栗駒農村環境改善センター設置条例を停止する条例



報告第３９号 
 

栗原市長職務執行者の選任について 
 
 栗原市長職務執行者の選任について、次のとおり報告する。 
 
 
 
 
                        平成１７年２月２８日報告 
 

                        栗原地域合併協議会 
                         会長 菅 原 郁 夫 
 
 
 

 栗原市長職務執行者の選任について 

 
 栗原市長職務執行者  一迫町長 佐藤 覚次郎 

 



報告第４０号 
 
 

平成１６年度栗原地域合併協議会事業報告について 
 
 

平成１６年度栗原地域合併協議会事業について別紙のとおり報告する。 
 
 
 

平成１７年２月２８日報告 
 
 
栗原地域合併協議会 
会長 菅 原 郁 夫 



開催日 事　　業 内　　容 開催場所

志波姫町

エポカ21

築館町

築館町役場 講堂

志波姫町

エポカ21

築館町

築館町立図書館大研修室

築館町

築館町役場 講堂

志波姫町

エポカ21

築館町

栗原文化会館

若柳町

ドリームパル

仙台市

宮城県庁

築館町

築館合同庁舎 第１会議室

築館町

築館合同庁舎 第１会議室

築館町

築館合同庁舎 第１会議室

仙台市

宮城県庁

志波姫町

エポカ21

築館町

築館合同庁舎 第１会議室

志波姫町

エポカ21

築館町

築館町役場 講堂

瀬峰町

テアリホール

築館町

築館合同庁舎 第１会議室

志波姫町

エポカ21

平成１６年　８月１８日（水） 第２３回幹事会
新市予算編成方針について　外
４件

第２１回幹事会
合併協定調印式実施計画並びに
協定書について　外１件

若柳町の住民投票結果並びに合
併関連議案の審議結果について
外１件

平成１６年１２月１３日（月）

第２５回幹事会平成１６年１０月　６日（水）

総務大臣より廃置分合の告示平成１６年１１月１０日（水）

第２１回栗原地域合併協議会

第２1 回合併協議会提案事項に
ついて

第２２回栗原地域合併協議会
廃置分合の告示について　外３
件

第２４回栗原地域合併協議会
栗原地域合併協議会の廃止につ
いて　外５件

第２６回幹事会
第２２回合併協議会提案事項に
ついて

平成１６年　８月　４日（水）

平成１６年　７月２９日（木） 第２０回栗原地域合併協議会

廃置分合決定書について　外４
件

平成１６年１０月１９日（火）

平成１６年　８月３０日（月） 第２４回幹事会 合併準備体制について

平成１６年１０月１５日（金）
宮城県知事より廃置分合決定
書交付

平成１６年度栗原地域合併協議会事業報告

第１７回栗原地域合併協議会
新市建設計画（第６章 財政計
画）について　外４件

平成１６年１２月２０日（月）

第１９回栗原地域合併協議会
合併協定調印式について　外７
件

平成１６年　４月　７日（水）

平成１６年　６月　８日（火）

宮城県知事に廃置分合申請書
提出

平成１６年  ５月２０日（木）

平成１６年　４月１９日（月） 第２０回幹事会
第１８回合併協議会提案事項に
ついて

「協議第３６号一般職の職員の
身分の取扱いについて」の確認
について

平成１６年　４月２１日（水） 第１８回栗原地域合併協議会
合併期日の修正について　外２
件

平成１６年　６月１９日（土） 合併協定調印式 総勢約７００名の関係者出席

平成１６年　５月２６日（水） 第２２回幹事会
第１９回合併協議会提案事項に
ついて　外１件

平成１７年　２月１７日（木）

平成１７年　２月２８日（月）

平成１７年　２月１５日（火） 第２７回幹事会
第２３回合併協議会提案事項に
ついて

平成１７年　２月２２日（火） 第２８回幹事会
第２４回合併協議会提案事項に
ついて

第２３回栗原地域合併協議会



議案第 ９ 号 
 

栗原地域合併協議会の廃止について 
 
 栗原地域合併協議会は、栗原郡築館町、同郡若柳町、同郡栗駒町、同郡高清水町、同

郡一迫町、同郡瀬峰町、同郡鶯沢町、同郡金成町、同郡志波姫町、同郡花山村の合併に

関する協議及び新市建設計画の作成並びにその他の事務の一切が完了し、その任務を終

了したため、合併の前日をもって廃止するものとする。 
 
 
 
 
                        平成１７年 ２月２８日提出 
 

                        栗原地域合併協議会 
                         会長 菅 原 郁 夫 
 
                        平成  年  月  日決定 



議案第 １０ 号 
 

平成１６年度栗原地域合併協議会収支決算について 
 
平成１６年度栗原地域合併協議会の収支については、協議会規約第１９条の規定に基 

づき、解散の日をもって打ち切り、会長がこれを決算し、監査を経て、その結果を栗原

地域合併協議会各委員に報告するものとする。 
 
 
 
                        平成１７年 ２月２８日提出 
 

                        栗原地域合併協議会 
                         会長 菅 原 郁 夫 
 
                        平成  年  月  日決定 


