
1 各種会計予算総括表  　　　 　   （単位：千円）

現計予算額 補正額 計

(A) (B) (A)＋(B)

66,055,531 682,223 66,737,754

1,703,645 1,703,645

628,664 628,664

47,864 47,864

636,120 7,000 643,120

24,719 24,719

7,147,320 7,147,320

17,363 17,363

394,367 394,367

61,842 61,842

19,475,375 19,475,375

1,583,209 1,583,209

4,471 4,471

10,508,114 10,508,114

42,233,073 7,000 42,240,073

6,298,444 102,200 6,400,644

114,587,048 791,423 115,378,471

2 一般会計の主な内容

【歳　入】 千円
事項別
ページ

● 10款　地方交付税 218,806 4

(1)　普通交付税(現計予算額　19,432,027  決定額　19,661,182)  　

● 14款　国庫支出金 449,460 6

(1)　電波遮へい対策事業費等補助金　50,582

(2)　住民生活に光をそそぐ交付金　67,678

(3)　きめ細かな交付金　320,200

(4)　南経塚鹿又線道路改良事業費交付金（5.5/10）　14,322

(5)　中埣橋石巻大橋伊原津一丁目線橋りょう耐震補強事業交付金（5.5/10）　▲3,322

● 15款　県支出金 16,557 8

(1)　介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費補助金(10/10)　

● 21款　市債 ▲ 2,600 10

(1)　橋りょう新設改良事業債　

診療所事業

おしかホエールランド事業

国民健康保険事業

　今回の補正予算は、平成２２年１０月８日に閣議決定された「円高・デフレ対応のための緊
急総合経済対策～新成長戦略実現に向けたステップ２～」において「地域活性化交付金」の創
設が盛り込まれ、国の補正予算が１１月２６日に成立したことを受け、「きめ細かな交付金事
業」（★印１５事業）及び「住民生活に光をそそぐ交付金事業」（☆印５事業）を計上すると
ともに、同じく補正予算で増額された普通交付税を財源とした「市単独の経済対策事業」（※
印１０事業）などを措置したもの。

下水道事業

介護保険事業

後期高齢者医療

農業集落排水事業

石巻市の平成22年度1月補正予算の概要

会　　計　　区　　分

一般会計

老人保健医療

特
　
別
　
会
　
計

小　　　計

漁業集落排水事業

土地取得

水産物地方卸売市場事業

駐車場事業

合              計

浄化槽整備事業

病院事業会計
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【歳　出】 千円
事項別
ページ

● 2款　総務費

(1)　電波遮へい対策関係費 50,582 12

・テレビ共聴施設整備事業費補助金（5組合）：累計22組合、151,765

☆ (2)　住民生活に光をそそぐ交付金基金費（積立金） 34,278 12

● 3款　民生費

(1)　介護基盤緊急整備等特別対策事業費 16,557 14

・介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金（認知症高齢者グループホーム）

     スプリンクラー、通報設備の整備

     あいわグループホーム、グループホーム桜花、グループホームねむの木

     グループホームあゆかわの郷

☆ (2)　要保護児童対策事業費 1,470 16

・児童虐待を防止するためのリーフレット配布に要する経費

● 4款　衛生費

★ （１）　保健相談センター管理費 33,000 18

・設計業務委託料　2,000 

・石巻保健相談センター空調設備改修工事　31,000  

※ (2) 　墓地関係費 18,000 18

・石巻霊園墓所増設工事（4㎡：76区画　5㎡：68区画）

★ (3)　病院事業運営費 102,200 18

・病院事業会計負担金

     医療機器等購入費　40,000

     雄勝病院外壁改修事業　62,200（設計：5,200  工事：57,000）　

● 6款　農林水産業費

★ (1)　水産物地方卸売市場事業特別会計繰出金 7,000 20

・超低温冷蔵施設垂直自動搬送機修繕

★ (2)　漁港管理費 1,000 20

・大泊漁港船揚場波落側溝修繕

● 7款　商工費

★ (1)　石ノ森萬画館運営費 12,000 22

・空調監視制御装置、空調設備及び映像プロジェクター修繕

● 8款　土木費

★ (1)　排水機場維持管理関係費 18,000 24

・北上地区冠水対策に要する経費（ポンプ場改良工事）

     月浜、小田及び菖蒲
ショウブ

田
ダ

ポンプ場

★ (2)　道路街路灯等管理費 10,000 24

・網地島・田代島街路灯等整備工事（ＬＥＤ街路灯：１１６灯）

※ (3)　市道管理関係費 30,000 24

・市道の高潮対策（道路嵩上げ）等に要する経費

     石巻駅・工業港北線ほか4路線
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★ (4)　道路新設改良事業費 42,000 24

・中埣橋石巻大橋伊原津一丁目線側溝改良工事ほか7路線

(5)　南経塚鹿又線道路改良事業費 26,070 24

・南経塚鹿又線道路改良工事：Ｌ＝210ｍ　Ｗ＝10ｍ

　　中埣橋石巻大橋伊原津一丁目線からの組替　6,040

　　交付金の追加配分　20,000   単独分　30  

（6） 中埣橋石巻大橋伊原津一丁目線橋りょう耐震補強事業費 ▲ 6,010 24

　 　・中埣橋耐震補強工事

　　南経塚鹿又線へ組替　▲6,040  単独分　30

★ （7） 一般下水路管理費 23,400 24

・水中ポンプ設置工事（赤堀及び宇田川ゲート、釜下水路）

・赤堀地区高潮堤設置及び樋門改修工事　

★ （8） 一般下水路建設改良費 5,600 24

・測量調査等業務委託料　600  

・中浦横断下水路改良工事（Ｌ＝72ｍ）　5,000  

※ （9） 公園管理費 14,000 26

・土地区画整理地内の公園施設整備に要する経費  

　　南境土地区画整理3号公園（Ａ＝3,344㎡.）

　　渡波北部土地区画整理2号公園（Ａ＝3,444㎡.）

★ （10） 公園管理費 46,000 26

・測量調査等業務委託料　1,000  

・日和山公園施設整備工事（トイレ2箇所、園路整備等）　45,000  

※ （11） 市営住宅管理費 9,300 28

・市営住宅解体工事（桃浦住宅等９棟） 

● 9款　消防費

★ (1)　消防施設関係費 69,300 30

・工事監理委託料　1,300  

・ポンプ置場新築工事（5箇所）　48,000 

　　（石巻）南浜班　（河北）上野・仲町・本町班　（雄勝）船越班　（河南）大番所班　（北上）大指班

・河北消防署耐震補強・外壁防水工事  20,000

※ (2)　災害対策費 8,000 30

・災害用備蓄食糧、避難所用ラジオ、災害用携帯浄水器　2,200  

・学校避難所視聴設備設置業務委託料（テレビ視聴：46箇所）　4,800  

・災害用備品等購入費（コミュニティ放送用ワイドバンド送信機等）　1,000  

※ (3)　防災行政無線通信施設管理費 3,300 30

・戸別受信機等購入費（河南：防災行政ラジオ107台）　2,000  

・:携帯無線機購入費（雄勝：5Ｗ13台）　1,300  

★ (4)　災害対策費 5,600 30

・ヘリポート整備工事（旧網長小学校：Ａ＝1,089㎡）　  

★ (5)　防災行政無線通信施設管理費 10,000 30

・子局設置工事（蛇田恵み野、蛇田東道下、水明北）　  
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● 10款　教育費

※ (1)　教職員住宅管理費 8,700 32

・旧教職員住宅解体工事（旧荻浜小学校等6棟） 

★ (2)　小学校施設維持整備費 10,300 34

・設計業務委託料　800  

・湊第ニ小学校屋内運動場屋根防水改修工事　9,500  

☆ (3)　小学校図書整備事業費 8,300 34

・図書購入（6,778冊）

☆ (4)　中学校図書整備事業費 15,200 36

・図書（7,505冊）及び書架購入

※ (5)　公民館管理費 11,000 38

・設計業務委託料　1,400  

・雄勝公民館改修工事（バルコニー防水、トイレ）　9,600  

☆ (6)　図書館活動費 8,976 38

・賃金（購入図書登録事務等）  476  

・図書及び書架購入　8,500　

(7)　歴史文化資料展示施設整備費 5,600 38

・実施設計業務委託料（空調設備改修）

※ (8)　桃生スポーツ施設管理費 19,000 40

・高圧受電設備等改修、配水管補修工事　

※ (9)　体育館管理費 4,500 40

・吊物機構設備ワイヤーロープ他取替修繕、消防設備等改修等

3 特別会計の主な内容

● 水産物地方卸売市場事業特別会計 7,000 69

　きめ細かな交付金充当事業の増

(歳　入)　　一般会計繰入金　7,000

(歳　出)　　超低温冷蔵施設管理費（垂直自動搬送機修繕）　7,000

● 病院事業会計 102,200 84

（資本的収入）     建設改良費一般会計負担金　102,200

（資本的支出）　    医療機器購入費　40,000

    雄勝病院外壁改修工事　62,200

　きめ細かな交付金充当事業の増
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4 繰越明許費の補正

【一般会計】 （単位：千円）

項 金額

 1　総務管理費 50,582

 1　保健衛生費 33,000

 1　保健衛生費 18,000

 1　保健衛生費 102,200

 3　水産業費 7,000

 3　水産業費 1,000

 1　商工費 12,000

 2　道路橋りょう費 18,000

 2　道路橋りょう費 10,000

 2　道路橋りょう費 30,000

 2　道路橋りょう費 42,000

 2　道路橋りょう費 23,400

 2　道路橋りょう費 5,600

 5　都市計画費 14,000

 5　都市計画費 46,000

 6　住宅費 9,300

 1　消防費 69,300

 1　消防費 8,000

 1　消防費 3,300

 1　消防費 5,600

 1　消防費 10,000

 1　教育総務費 8,700

 2　小学校費 10,300

 6　社会教育費 11,000

 6　社会教育費 5,600

 7　保健体育費 19,000

 7　保健体育費 2,700 10 教育費 総合体育館整備事業

 10 教育費 歴史文化資料展示施設整備事業

 10 教育費 桃生スポーツ施設整備事業

 10 教育費
湊第ニ小学校屋内運動場屋根防水
改修事業（緊急総合経済対策分）

 10 教育費 雄勝公民館改修事業

  9 消防費
防災行政無線子局設置事業（緊急総
合経済対策分）

 10 教育費 旧教職員住宅解体事業

  9 消防費
防災行政無線戸別受信機等整備事
業

  9 消防費
ヘリポート整備事業（緊急総合経済対
策分）

  9 消防費
消防施設整備事業（緊急総合経済対
策分）

  9 消防費 災害対策備蓄物品等整備事業

  8 土木費
公園施設整備事業（緊急総合経済対
策分）

  8 土木費 市営住宅解体事業

  8 土木費
一般下水路建設改良事業（緊急総合
経済対策分）

  8 土木費 公園施設整備事業

  8 土木費
道路新設改良事業（緊急総合経済対
策分）

  8 土木費
一般下水路ポンプ設備等整備事業
（緊急総合経済対策分）

  8 土木費
道路街路灯整備事業（緊急総合経済
対策分）

  8 土木費 市道舗装等改良事業

  7 商工費
石ノ森萬画館改修事業（緊急総合経
済対策分）

  8 土木費
排水機場改良事業（緊急総合経済対
策分）

  6 農林水産業費
水産物地方卸売市場事業特別会計
繰出金（緊急総合経済対策分）

  6 農林水産業費
漁港船揚場補修事業（緊急総合経済
対策分）

  4 衛生費 石巻霊園墓所増設事業

  4 衛生費
病院事業会計負担金（緊急総合経済
対策分）

款

  2 総務費 テレビ共聴施設整備事業

事 　　　業　　　名

石巻保健相談センター設備改修事業
(緊急総合経済対策分)

  4 衛生費
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【水産物地方卸売市場事業特別会計】

（単位：千円）

項 金額

1  1 水産物地方卸売市場費 7,000

5 債務負担行為の補正

【介護保険事業特別会計】

期間

 平成23年度

（資料）

地域活性化交付金の概要

　平成２２年１０月８日に閣議決定された「円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策～新成長戦略実現に

向けたステップ２～」において、「地域活性化交付金」の創設が盛り込まれ、国の補正予算が１１月２６日に成立

①きめ細かな交付金（★印）

　　　ア．本市の基本方針

　　　　　基本方針１：子育て、医療・介護・福祉等の強化による安心を確保する。

　　　　　基本方針２：地域活性化、社会資本整備、中小企業対策等を推進する。

　　　イ．本市の交付申請額　　３２０，２００，０００円（事業費：３９５，４００，０００円）

　　　ウ．本市の対象事業　　石巻保健相談センター改修事業ほか１４事業

②住民生活に光をそそぐ交付金（☆印）

　　　ア．本市の基本方針

　　　　　基本方針１：ＤＶ対策、自殺予防等の弱者対策・自立支援を推進する。

　　　　　基本方針２：知の地域づくりを推進する。

　　　イ．本市の交付申請額　　６７，６７８，０００円（第一次配分額）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１月下旬に同額程度第二次配分予定

　　　ウ．本市の対象事業　　住民生活に光をそそぐ交付金基金費（Ｈ２３～２４の財源として基金積立）ほか４事業

限度額

超低温冷蔵施設改修事業（緊急総合
経済対策分）

水産物地方
卸売市場費

款 事業名

したことによる。

事項

大森在宅介護支援センター管理運営業務
指定管理者と締結する基本協定に
基づく指定管理料
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