
1 各種会計予算総括表

○ 人件費

4,308

44,226

漁業集落排水事業

農業集落排水事業

19,774,655

介護保険事業

小　　　計

病院事業会計

一般会計

特別会計

水産物地方卸売市場事業

下水道事業

会 計 区 分

現計予算額

(A)

263,334,000

9,238,448

一般会計

会　　計　　区　　分

土地取得

水産物地方卸売市場事業

特
　
別
　
会
　
計

後期高齢者医療

駐車場事業

浄化槽整備事業

国民健康保険事業

下水道事業

27,930,599

合              計

427,178

22,408

325,683,337

2,407,803

59,941,534

10,363,502

1,543,959

111,915

石巻市の平成24年度6月補正予算の概要

994,943

28,568

17,503,647

補正額

340,189

▲ 233,652

(B)

28,279,526

131,189

217,738

▲ 521

▲ 193

17,843,836

353,962,863

2,538,992

60,159,272

10,362,981

1,543,959

19,774,655

28,568

291,264,599

(A)＋(B)

（単位：千円）

22,408

193,526

9,238,448

計

44,033

1,106,858

農業集落排水事業

浄化槽整備事業

▲ 4,011

▲ 85

▲ 193

漁業集落排水事業 4,308

現計予算額 補正額

(A) (B)

病院事業会計

合 計

12,638,875

347,245

48,860

273,540

12,301

8,236

1,385,307

14,371,427

（単位：千円）

▲ 162,549

▲ 5,130

▲ 841

計

(A)＋(B)

▲ 7,730

▲ 175,409

12,476,326

342,115

48,019

269,529

12,216

8,043

1,377,577

14,196,018
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2 一般会計の主な内容

【歳　入】

● 地方交付税

・ 震災復興特別交付税

● 国庫支出金

（1） 障害者自立支援介護給付費等負担金　▲15,001

（2） 障害児通所給付費負担金　15,001

（3） 災害復旧費国庫負担金　197,478

（小学校　96,666　中学校　96,946　高等学校　3,866）

（4） 市町村合併推進体制整備費補助金　65,120

（ホームページサーバ更新事業　15,120　道路台帳整備事業　50,000）

（5） 東日本大震災復興交付金（基金積立）　19,679,390

（6） 社会資本整備総合交付金（総合運動公園整備事業）　40,000

（7） 情報通信技術利活用事業費補助金　235,791

（8） 学校施設環境改善交付金　139,164

（小学校　62,957　中学校　76,207）

（9） 災害復旧費国庫補助金　12,080

（文教施設　6,747　その他公共施設・公用施設　5,333）

（10） 農と福祉の連携によるシニア能力活用モデル事業費交付金　3,474

（11） 特定漁港漁場整備事業費補助金　453,333

（12） 協働教育プラットフォーム事業費委託金　2,134

● 県支出金

（1） 障害者自立支援介護給付費等負担金　▲7,501

（2） 障害児通所給付費負担金　7,501

（3） 電源立地地域対策交付金　209,141

（4） 介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費補助金　300

（5） 地域支え合い体制づくり助成事業費補助金　▲23,050

（6） 住まい対策拡充等支援基金事業費補助金　62,400

（7） 被災者健康支援事業費補助金　50,338

（8） 震災等緊急雇用対応事業費補助金　160,158

（9） 被災地域農業復興総合支援事業費補助金　1,050,000

14款 20,827,964 6

事項別
ページ

2,200,000

千円

410款

  今回の補正予算は、第2回目の配分可能額通知のあった「東日本大震災復興交付金」や県の
交付金等により、新たに事業化する復興事業として、被災農地の「生産基盤整備」をはじ
め、北上地区に整備する「共同乾燥調製貯蔵施設」や漁港における漁業者の作業の安全等を
確保する「ソーラー照明設備」の設置、漁港用地の嵩上げ等に要する経費を措置したほか、
水産物地方卸売市場事業会計特別会計から組み替えて実施する「石巻漁港荷捌き所」の整備
費、災害に強い情報受発信網の整備経費、民間事業者が実施する津波避難場所整備に対する
補助金、観光復興プランの策定や観光イベント等への支援経費、民間企業からの支援による
保育所等の遊具整備費及び水産業、教育、観光施設等に係る災害復旧経費などについて、所
要額を措置したもの。
　また、給与改定や独自削減に伴う職員人件費及び広域行政事務組合負担金の整理と併せ、
復興事業に充当するため職員給与独自削減等により捻出された財源を原資とする「震災復興
基金」への積立金を措置したもの。

15款 2,879,415 12
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（10） 農業経営高度化支援事業費補助金　483,211

（11） 漁港施設機能強化事業費補助金　451,300

（12） 原子力・エネルギーに関する教育支援事業費補助金　3,000

（13） 水産業施設災害復旧費補助金　372,000

（14） 経済センサス委託金　130

（15） 実践的防災教育総合支援事業費委託金　4,000

（16） 学び支援コーディネーター等配置事業費委託金　7,616

（17） 問題を抱える子ども等の自立支援事業費委託金　971

（18） スクールソーシャルワーカー配置事業費委託金　4,142

（19） 被災ミュージアム再興事業費委託金　43,758

● 財産収入

（1） 電源立地地域対策交付金事業基金収入　40

（2） 東日本大震災復興交付金基金収入　2,721

● 寄附金

・ 災害復旧費寄附金　25,277　児童福祉施設整備費寄附金　98,795

奨学資金費寄附金　4,600　保健体育施設整備費寄附金　40,720　

● 繰入金

（1） 財政調整基金繰入金　▲317,149

（2） 震災復興基金繰入金　188,800（県交付金分　21,800　独自分　167,000）

【充当先】 （県）

（県）

（県）

（県）

（独）

（独）

（独）

（独）

（3） 21世紀の田園文化創造基金繰入金　 1,050,000  

【充当先】

（4） 東日本大震災復興交付金基金繰入金　647,173

【充当先】

小学校災害復旧費（備品購入費） 6,000

出土遺物収蔵施設整備事業費 84,000

釜幹線用水路測量設計等委託料 21,000

共同乾燥調製貯蔵施設整備工事及び測量設計等委託料

農業復興方針策定業務委託料 4,000

埋蔵文化財発掘調査事業費 34,844

被災市街地再開発事業費 30,000

石巻港復興活性化プロジェクト関係費 5,784

16款 2,761 18

17款 169,392 20

石巻焼きそばフェスティバル補助金

石ノ森萬画館開設準備委託料

マンガを使った街づくり推進事業委託料

10,000

500

5,000

11,000

物産市等開催・参加支援事業費補助金

石巻観光ボランティア協会復興支援事業費補助金

50,000

災害ＦＭ中継局設置事業費 141,120

新墓地整備事業費 40,800

漁業活動ソーラー照明設置業務委託料

18款 1,568,824 22

観光復興プラン策定業務委託料 6,300

津波避難場所整備事業費補助金

258,750

林道利活用事業測量設計等委託料 10,875

100,000

災害公営住宅管理システム導入業務委託料等 16,000
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● 諸収入

・ コミュニティ助成事業助成金（一般コミュニティ事業分）　16,100　

消防団員公務災害補償等収入　3,232　

コミュニティ助成事業助成金（地域防災組織育成事業分）　3,100　

毛利コレクション調査データ修復事業委託金　▲4,189

● 市債

・ 公園整備事業債　38,000　小学校施設整備事業債　23,700

小学校耐震化整備事業債　73,000　中学校耐震化整備事業債　129,300

【歳　出】（給与改定・職員給与独自削減分は省略）

● 総務費

（1） 街づくり推進関係費

・ （財）自治総合センターから交付決定されたコミュニティ助成金（一般コミュニティ事業分）

の決定団体への交付金

【交付先】

（2） 電源立地地域対策交付金事業基金費（積立金）

・ 県から交付される電源立地地域対策交付金を基金へ積み立てするもの。

（3） 震災復興基金費（積立金）

・ 職員給与独自削減等分を基金に積み増しするもの。

積立金内訳：職員給与独自削減分　169,053　災害復旧費寄附金　25,277

（4） 広域行政事務推進費

・ 石巻地区広域行政事務組合総務負担金（給与改定及び職員給与独自削減分の整理）

（5） 国内姉妹都市・友好都市交流推進費

・ 山形県河北町との友好都市締結10周年記念事業実施に要する経費

【主な事業内容と実施時期】

友好都市締結記念式典及びイベント 平成24年8月4日（土）

スポーツ少年団交流 平成24年9月15日（土）～17日（月）　

※3日間のうちの2日間

山形県河北町

（6） 地域コミュニティ再生関係費

・ 被災した集会所の改修等に対する補助金

【交付先】

【実施場所】

【（東）は東日本大震災復興交付金関連事業】

河北

河北

雄勝

北上

地区

事業内容

新築

改修・付帯設備修繕

本庁

本庁

本庁

施設名

境谷地会館

地区

裏沢田集会所

16,100

194,330 30

計

30209,181

女川自治会

2,500

交付額

2,500

2,300

2,500

2,100

2,500

1,700

桑浜羽坂地区会

皿貝自治会

団体名

裏行政区

浜江場行政区

大瓜棚橋行政区

五十五人部落会

16,100 30

21款 264,000

2款

26

30▲ 1,399

850 30

20款 18,243 24

76,751 30

本庁

本庁
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【補助率】 10/10

（7） 東日本大震災復興交付金基金費（積立金）

・ 第2回目の配分可能額通知に基づく東日本大震災復興交付金及び利子収入を基金へ

積み立てするもの。

積立金内訳：東日本大震災復興交付金　19,679,390　利子収入　2,721

（8） 経済センサス費

・ 調査委託金の追加に伴う調査経費（時間外勤務手当）の増額

● 民生費

（1） 自立支援給付費

・ 制度改正に伴う「障害児通所給付費」への予算の一部組替え

（2） 障害者福祉施設整備事業費

・ 多機能型福祉施設トータルサポートセンターの整備に対する補助金

交付先：社会福祉法人夢みの里

施設名：多機能型福祉施設トータルサポートセンターみんなの夢広場

　　　　　（竣工：平成24年9月）

所在地：鹿妻南一丁目

施設概要：敷地面積　934㎡　建物規模等　鉄筋コンクリート3階建て（765㎡）

業務内容：生活介護・自立訓練・就労継続支援・短期入所・相談支援（平成24年10月から）

　　　　　　　（身体・知的・精神の各障害者を対象）

補助金額：国・県補助金対象額から補助金を控除した法人負担分の一部（上限1/2）

（3） 介護基盤緊急整備等特別対策事業費

・ 認知症高齢者グループホームが実施する火災通報装置の設置に対する補助金

交付先：グループホーム桜花

所在地：元倉二丁目

（4） 介護保険事業対策費（繰出金）

（5） 保育所震災関係費

・ 児童福祉施設整備費寄附金による遊具の整備等に要する経費

整備保育所数：20保育所

　　　　　　　　　　※上記のほか、石巻地区保育所に乳幼児用シャワーパンを設置する。

整備遊具：滑り台、ジョイントプール、ブランコ、ジャングルジム、はん登棒　など

（6） 放課後児童クラブ震災関係費

改修

改修・付帯設備修繕

改修・付帯設備修繕

新築

44

80,795 46

3,000 46

新築

改修・付帯設備修繕

改修・付帯設備修繕

改修

改修・付帯設備修繕

改修・付帯設備修繕

本庁

南中里会館

大瓜井内・井内西部集会所

大橋会館

山下会館

青葉会館

祝田一区集会所

河北

河北

本庁

本庁

本庁

本庁

本庁

鳥屋森公民館

鶴家公民館

▲ 521

河北

改修・付帯設備修繕

改修

42

不動町集会所

福貴浦会館

牧浜集会所

谷地公民館

18,480

本庁

130

3款

▲ 30,002

300 44

38

42

19,682,111 30

本庁

本庁
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・ 児童福祉施設整備費寄附金による備品等の購入に要する経費

整備クラブ数：16クラブ

購入備品：テレビ、冷蔵庫、書庫、テーブル、ランドセルロッカー　など

（7） 障害児通所給付費

・ 制度改正に伴う障害者自立支援給付費（介護給付・訓練等給付費（児童デイサービス

分））の自立支援給付費からの予算の組替え

（8） 被災者生活支援事業費

・ 看護師等の専門職による相談支援・生活支援の実施に要する経費及び人件費補正

サポートセンター事業運営委託料　39,350

仮設住宅への巡回訪問を実施してきた市立病院看護師の配置転換に伴い、新た

に看護師等の専門職による相談支援・生活支援に切り替えるための委託経費

人件費補正　▲796

● 衛生費

（東） （1） 新墓地整備事業費

・ 新墓地整備のための測量調査等に要する経費

測量調査等業務委託料

（2） 各種検診等震災関係費

・ 18歳以上39歳以下の市民に対する被災者特別健診の実施に要する経費

各種健診委託料　49,656　事務費　682

対象者：昭和48年4月1日から平成7年3月31日生まれの市民

事業期間：平成24年7月1日から平成24年12月28日まで

検査項目

基本健康診査：診察（問診・身体計測・血圧測定）、血液、尿

詳細健康診査：心電図、眼底、貧血等

（3） し尿処理対策費

・ 石巻地区広域行政事務組合し尿処理施設負担金

（給与改定及び職員給与独自削減分の整理）

（4） ごみ処理対策費

・ 石巻地区広域行政事務組合ごみ焼却施設負担金

（給与改定及び職員給与独自削減分の整理）

（5） 浄化槽整備事業特別会計繰出金

● 労働費

（1） 震災等緊急雇用対応事業費

・ 県補助金内示に連動した事業費の追加

震災被災者等就労支援業務委託料

震災被災者行政サポート事業ほか2事業等の事業費追加（雇用予定者数37人増）

● 農林水産業費

（東） （1） 21世紀の田園文化創造基金費（積立金）

・ 県からの被災地域農業復興総合支援事業費補助金を基金へ積み立てするもの。

（2） 農業集落排水事業特別会計繰出金

（東） （3） 農業復興対策費

▲ 85 58

2,015,358 58

5款

160,158 56

6款

1,050,000 58

▲ 1,461 54

52

52

54

30,002 46

38,554 50

▲ 193

50,338

▲ 2,000

51,000

4款

54
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・ 被災した農地の基盤整備に要する経費

農地集積促進事業等委託料（測量試験費等）　546,005

地区：大川、北上、飯野川、真野大谷地、三輪田

完了年度：平成27年度

・ 仮設住宅入居者への心身のケアを目的に農園を提供するＮＰＯ法人への補助金

農と福祉の連携によるシニア能力活用モデル事業費補助金　3,474

　 交付先：ＮＰＯ法人北上経営総合研究所

農園所在地　大瓜字上台32-1　ほか

予定区画数　45（面積：2,326㎡）

　　　　 　ＮＰＯ法人石巻復興支援ネットワーク

農園所在地　南境字金沢98-1　ほか

予定区画数　30（面積：759㎡）

・ 県が実施する被災農地の基盤整備に対する負担金

東日本大震災農地整備県営事業負担金　32,879

地区：大川、北上、飯野川、真野大谷地、三輪田

・ 共同乾燥調製貯蔵施設の整備に要する経費

工事費　1,369,500　測量設計等委託料　30,500　計　1,400,000

整備場所：北上町橋浦字大須地内

施設概要：450ha規模（3,000ｔ）

・ 津波被害地域の農業復興方針策定に要する経費

農業復興方針策定業務委託料　5,000

方針策定区域：石巻、河北、北上

・ 釜幹線用水路の暗渠化と緊急時の避難路等としての利用を目的とした施設整備に要

する経費

釜幹線用水路測量設計等委託料　28,000

水路延長　L＝1,800m

（4） 農業集落排水事業特別会計繰出金（東日本大震災関係分）

（東） （5） 林業復興対策費

・ 災害時の復旧・避難活動時に利用可能とするため、林道を整備し、県道等へ接続する

ための経費

林道利活用事業測量設計等委託料

整備場所：針岡地区

（6） 水産物地方卸売市場事業特別会計繰出金

（東） （7） 水産業復興対策費

・ 漁港における漁業者の安全等を確保する照明設備の設置に要する経費

漁業活動ソーラー照明設置業務委託料

設置数：44港（55箇所）　335基（停電の影響を受けないソーラ式LED照明）

（8）

（9） 石巻漁港荷捌き所施設整備事業費

・ 石巻漁港荷捌き所整備に向けた設計等に要する経費（当初、市場会計で実施予定の

施設整備を一般会計で実施することによる予算の組み替え）

測量調査等業務委託料　50,000　設計業務委託料　630,000

設計監修等業務委託料　18,600　事務費　2,577

（東） （10） 漁港施設機能強化事業費

▲ 63,200 58

14,500 60

600,000 62

▲ 841

345,000

62

62701,177

水産物地方卸売市場事業特別会計繰出金（東日本大震災関係分）

62

▲ 86,811 62

－7－



・ 災害復旧事業を並行して実施する漁港用地の嵩上げ等に要する経費

漁港施設機能強化工事

H24施工箇所：22箇所（長面、前網、小渕、給分、小網倉、牧ノ浜、折ノ浜　など）

工事内容：用地嵩上げ（一部では、物揚場整備も実施）

● 商工費

（1） 石ノ森萬画館運営費

・ 施設再開に向けた準備に要する経費

石ノ森萬画館開設準備委託料

委託先：㈱街づくりまんぼう

委託内容：施設再開及び10周年記念イベント実施のための準備業務

委託期間：3ヶ月間

（2） 観光物産復興対策費

・ 復興に向けた街づくりの推進と観光イベント等への支援に要する経費

マンガを使った街づくり推進事業委託料　50,000

委託内容：石巻復興キャラクター制作・グッズ開発　など

委託先：㈱街づくりまんぼう

観光復興プラン策定業務委託料　6,300

委託内容：基礎調査（観光を取り巻く環境整理等）、意向把握（各種団体ヒアリング

　　　　　　　等）、基本理念・目標設定　など

物産市等開催・参加支援事業費補助金　10,000

物産市等イベント開催支援事業

市内で開催する物産市等の事業（市奨励地元産品等の販売促進を伴うもの。）

補助率　10/10　上限750千円

物産市等イベント参加支援事業

他地域で開催される物産市等での地元産品等の展示、販売事業

補助率　10/10　上限250千円

石巻観光ボランティア協会復興支援事業費補助金　500

交付先：石巻観光ボランティア協会

補助対象：チラシ作成経費等諸経費、組織強化経費　など

石巻焼きそばフェスティバル補助金　5,000

交付先：（仮称）東北４大やきそばフェスティバル実行委員会

開催時期：10月6日（土）から8日（月）のうちの2日間

開催場所：石ノ森萬画館大型バス駐車場等市中心部を周遊する形で予定

● 土木費

（東） （1） 石巻港復興活性化プロジェクト関係費

・ 大型客船の寄港時歓迎イベントを通じた石巻港の早期復興に要する経費

事業用備品購入費　3,230

石巻港大型客船誘致協議会負担金　4,000

客船寄港を活用した石巻港及び地域観光の復興ＰＲ経費等

寄港予定客船及び日程：にっぽん丸　9月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　ぱしふぃっくびいなす　9月26日

（2） 下水道事業特別会計繰出金

7款

11,000

8款

64

71,800 64

22,374 72

7,230 70

－8－



（3） 公園管理費

・ 災害救助関連施設の原状復旧事業完了後の施設維持管理等委託料

追波川河川運動公園陸上競技場芝生養生管理業務

（4） 下水道事業特別会計繰出金（東日本大震災関係分）

（東） （5） 被災市街地再開発事業費

・ 被災市街地の整備を行う再開発組合等への補助金

（6） 総合運動公園整備事業費

・ 総合運動公園第三工区の実施設計に要する経費

実施設計業務委託料　80,000　事務費　160

（東） （7） 災害復興住宅整備事業費

・ 災害公営住宅管理システムの整備に要する経費

災害公営住宅管理システム導入業務委託料　13,500

災害公営住宅管理システム機器購入費　6,500

● 消防費

（1） 常備消防費

・ 石巻地区広域行政事務組合消防負担金（給与改定及び職員給与独自削減分の整理）

（2） 消防団費

・ 消防団統一に伴う被服等の購入経費

消防団旗・地区団旗・編上げ安全靴・アポロキャップ・救命胴衣

（3） 消防施設関係費

・ 消防ポンプ置場新築工事

災害復旧事業として実施することによる予算の組み替え

（4） 水防対策費

・ 震災により亡くなられた水防従事者遺族への遺族補償年金の支給に要する経費

2名　各1,616千円

（5） 災害対策費

・ （財）自治総合センターから交付決定されたコミュニティ助成金（地域防災組織育成事

業分）の決定団体への交付金

【交付先】

（6） 地域防災力向上対策費

・ 災害情報の一元的集約、配信システムの構築及び無線ＬＡＮ技術による災害に強い通

信網の整備と民間事業者等が実施する津波避難場所整備への支援に要する経費

災害に強い情報連携システム構築業務委託料　707,375

取得情報：避難者安否確認、避難所ニーズ、交通、施設等被害　など

配信情報等：避難勧告・解除、避難所開設、避難所安否確認、救命救急　など

整備内容：災害救護活動支援システム、災害情報提供システム、公衆無線ＬＡＮ

　　　　　　　ネットワーク(避難場所等（204箇所）にアンテナ設置予定）

9款

20,000 74

807,375

80,160 72

▲ 20,648 76

32,000 76

3,100

76

72

40,000 72

▲ 401,185 72

地区名

中央三丁目

立町二丁目

1,300

補助額

16,000

24,000

事業内容

基本計画作成・測量・地盤調査等

基本計画作成・測量・地盤調査等

76

▲ 8,000 76

3,232 76

1,700

3,100

井内東部町内会自主防災会

中里第二自主防災会

地区 交付額団体名

本庁 1,400

本庁

計
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津波避難場所整備事業費補助金　100,000

対象施設：民間事業者等が所有する建築物の一部を、地域住民のために避難場所

　　　　　　　として新設又は増設する施設（ただし、市との管理協定を締結が前提）

対象経費：外付け階段、屋上フェンス、屋上デッキ、自家発電・蓄電設備（太陽光

　　　　　　　発電を含む。）、案内表示板、備蓄品倉庫　など

補助金算定方法：対象経費に収容可能人数から従業者数を差し引いた割合を

　　　　　　　　　　　 乗じ、さらに補助率（1/2）を乗じた金額（上限10,000千円）

（東） （7） 災害ＦＭ中継局設置事業費

・ 災害時の情報発信機能強化のためのＦＭラジオ中継局設置に要する経費

災害ＦＭ中継局設置工事　168,000　調査設計等業務委託料　8,400

整備内容：中継局（アンテナポール15ｍ）　8箇所設置予定

　　　　　　　※電波伝搬調査の結果によっては増減もある。　

設置予定箇所：籠峰山、上品山、桃生、大盤平、石峰山、山居山、大草山、駒ヶ峰

（8） 消防団費（東日本大震災関係分）

・ 震災により殉職された消防団員遺族への特別賞じゅつ金支給等に要する経費

1名　30,000千円（市のほか別途、国県から30,000千円づつ支給される。）

支給方法：平成24年7月に表彰状及び賞じゅつ金授与式を開催の後、遺族に対し

　　　　　　　支給する。

● 教育費

（1） 実践的防災教育総合支援事業費

・ 緊急地震速報受信システムを活用した防災教育の充実に要する経費

　 備品購入費（緊急地震速報受信システム10台）　3,150

報償費（講師謝礼金）等　850

（2） 学び支援コーディネーター等配置事業費

・ 長期休暇期間等における学び支援を行うコーディネーター等の配置に要する経費

報償費（講師謝礼金）　5,743

学び支援コーディネーター（１名）

業務内容：夏休み学習会の企画・運営、相談員及び支援員への指導助言　など

学び相談員（6名）

業務内容：児童生徒の学習支援や保護者の学習相談等に関わること　など

学び支援員（15名）

業務内容：児童生徒の学習支援に関わること

費用弁償等　1,873

（3） 原子力・エネルギーに関する教育支援事業費

・ 理科教育備品の整備等に要する経費

備品購入費（微風風力発電機、小型静電高圧発生装置など）　2,743

需用費等　257

（4） 問題を抱える子ども等の自立支援事業費

・ いじめ、不登校、児童虐待など様々な問題を抱える児童生徒の自立支援に要する経費

の追加

指導員賃金　126　費用弁償（学校訪問）　614

（5） 奨学資金貸与基金費（積立金）

・ 奨学資金費寄附金受け入れ分を基金に積み立てするもの。

10款

78

740 78

4,600

76

3,000 78

4,000 78

7,616 78

176,400 76

30,000
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（6） スクールソーシャルワーカー配置事業費

・ スクールソーシャルワーカーの増員等に要する経費

報償費（現在3名を4名に1名増員及び配置日数の増）　3,479　

費用弁償等　663

（7） 学校防災検証事業費

・ 震災時における学校防災状況を客観的に整理検証するために要する経費

目的： も犠牲者が多かった大川小学校における震災当日の避難行動を検証する

　　　　もの。

調査期間：契約日から平成25年3月31日

調査方法及び組織

第三者機関（委託先）において、事務局を設置し、調査委員会やワーキングにより

調査を進める。

業務内容

既存資料の確認・分析、ヒアリング調査、事実認定・報告書作成　など

（8） 小学校耐震補強事業費

・ 校舎及び屋内運動場の耐震補強事業に要する経費

蛇田小学校耐震補強事業費　42,850

二俣小学校耐震補強事業費　69,150

釜小学校屋内運動場耐震補強事業費　9,350

開北小学校屋内運動場耐震補強事業費　9,350

須江小学校屋内運動場耐震補強事業費　9,350

石巻小学校屋内運動場改築事業費　28,000

（9） 中学校耐震補強事業費

・ 校舎及び屋内運動場の耐震補強事業に要する経費

桃生中学校耐震補強事業費　189,150

蛇田中学校屋内運動場耐震補強事業費　14,550

稲井中学校屋内運動場耐震補強事業費　8,750

（10） 幼稚園震災関係費

・ 児童福祉施設整備費寄附金による遊具の整備等に要する経費

稲井・河北・桃生3幼稚園

整備遊具：ブランコ、ジャングルジム、プレードーム、滑り台、ユニット砂場　など

（11） 毛利コレクション調査データ修復事業費

・ 被災ミュージアム再興事業として実施することによる予算の組み替え

（12） 被災ミュージアム再興事業費

・ 雄勝硯伝統産業会館、毛利コレクションデータの修復等に要する経費

嘱託学芸員報酬（2名）　4,500

事務補助員賃金（3名）　3,232

被災資料修復業務委託料　1,827

その他（共済費、消耗品費、備品購入費等）　2,493

・ 被災した文化センター及びおしかホエールランド資料の仮保管に要する経費

被災資料仮収蔵庫借上料　26,040

設置場所：沢田地内（清掃センター敷地内）

              プレハブ構造　600㎡程度

備品購入費（棚、除湿機）　1,386

4,142 78

20,000 78

168,050

43,758 90

80

212,450 84

15,000 88

▲ 4,189 90

－11－



その他（機器借上料、警備業務委託料、消耗品費、損害保険料）　4,280

（東） （13） 埋蔵文化財発掘調査事業費

・ 復興事業予定地等における埋蔵文化財の発掘調査に要する経費

作業員派遣業務委託料　15,786

侵入防止柵設置撤去業務委託料　7,800

分析保存処理業務委託料　1,500

発掘指導業務委託料　420

借上料（重機、現場休憩所、仮設トイレ、発電機、水中ポンプ）　15,120

その他（消耗品費、燃料費、印刷製本費、原材料費等）　5,833

（14） 震災文化財等保護管理費

・ 被災した市指定文化財の復旧支援や出土遺物収蔵施設の維持管理等に要する経費

文化財等復旧復興事業費補助金　417

交付先：宗教法人多福院

事業内容：傾斜や破損した板碑群の復旧工事　補助額：32千円

交付先：牧山零羊崎神社

事業内容：被災した宝筐印塔の修復事業　補助額：385千円

その他（光熱水費、通信運搬費）　538

（東） （15） 出土遺物収蔵施設整備事業費

・ 埋蔵文化財発掘調査に伴い出土する遺物の整理収蔵施設の整備に要する経費

出土遺物収蔵施設設置工事　100,000

設置場所：沢田地内（清掃センター敷地内）

              プレハブ構造　整理作業棟　262.44㎡　収蔵棟　648㎡

備品購入費（乾燥用棚、物品棚、長机等）　5,000

（16） 学校給食センター運営費

・ 石巻西学校給食センター等の修繕及び備品購入に要する経費

修繕料　10,000

備品購入費（食器洗浄機、エアーカーテン、スポットエアコン）　19,000

臨時調理員賃金　1,482

（17） 総合運動公園管理費

・ 保健体育施設整備費寄附金による市民球場の整備等に要する経費

市民球場人工芝設置業務委託料　114,000

全面ロングパイル人工芝　舗装面積　13,455㎡

総合運動公園施設維持管理等委託料　7,000

災害救助関連施設の原状復旧事業完了後のフットボール場芝養生管理

（18） にっこりサンパーク管理費

・ 災害救助関連施設の原状復旧事業完了後の施設維持管理等委託料

にっこりサンパーク野球場芝生養生管理業務

（19） 学校給食センター放射性物質対策事業費

・ 放射性物質検査等に要する経費

検査対象：給食センターから提供する「副食全体」　対象施設：全センター

検査方法：事後検査（1週間分の副食を専門の検査機関でまとめて検査）

検査頻度：週1回（毎週末）　検査項目：放射性セシウム134及び137

検査基準値：100Bq/㎏を超えた値が出た場合は、再検査を行い汚染された食材

　　　　　　　　を特定する。

30,482 94

121,000 94

2,900 94

3,308 94

46,459 90

105,000 92

955 92
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● 災害復旧費

（1） 保育所災害復旧費

・ 北村保育所施設被災度調査経費

（2） 総合福祉会館災害復旧費

・ うしお荘地盤沈下修繕費

（3） 水産業施設災害復旧費

・ 水産加工団地汚水管の修繕及び共同排水処理施設の復旧に要する経費

汚水管修繕料（延長500m）　189,000

汚水管調査設計業務委託料（カメラ調査、修繕設計）　81,900

水産加工団地共同排水処理施設復旧実施設計業務委託料　315,000

（4） 道路橋りょう災害復旧費

・ 事業費の組み替えと人件費の減額（職員給与独自削減等）

（5） 下水路災害復旧費

・ 石橋排水路の災害復旧に要する経費

延長　170m

（6） 小学校災害復旧費

・ 校舎及び屋内運動場等の災害復旧に要する経費

修繕料（山下小学校ほか13校校舎及び屋内運動場）　117,000

小学校災害復旧工事（東浜小学校敷地法面、山下小学校校舎等）　28,000

実施設計業務委託料（湊小学校、渡波小学校、東浜小学校）　117,000

工事監理委託料（山下小学校）　1,000

備品購入費（門脇小学校、湊小学校仮設校舎特別教室用）　6,000

（7） 中学校災害復旧費

・ 校舎の災害復旧等に要する経費

修繕料（門脇中学校ほか10校校舎）　144,000

設計業務委託料（湊中学校）　59,000

備品購入費（荻浜中学校特別教室用）　1,420

（8） 高等学校災害復旧費

・ 市立高等学校の災害復旧に要する経費

設計業務委託料　41,000　地質調査業務委託料　10,000

開発協議資料作成業務委託料　2,100　修繕料　5,800

（9） 図書館災害復旧費

・ 流出図書の購入等に要する経費

図書購入費（7,821冊）　10,014　事務費　107

（10） 桃生インフォメーションプラザ災害復旧費

・ 給水設備及び外溝修繕に要する経費

（11） 御番所公園災害復旧費

・ 災害復旧に向けた実施設計に要する経費

（12） 家族旅行村災害復旧費

・ 災害復旧に向けた実施設計に要する経費

（13） 金華山休憩所災害復旧費

・ 災害復旧に向けた実施設計に要する経費

58,900

204,420

269,000

10,121

15,000

6,500

96

3,200

585,900

▲ 990

53,000

7,000

11款

100

3,500

3,800

100

102

102

102

102

104

104

96

98

104

104
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（14） 庁舎災害復旧費

・ 整備仕様（構造、面積、庁舎配置等）の変更に伴う雄勝総合支所仮設庁舎等借上料

の追加分

（15） 消防施設等災害復旧費

・ 消防ポンプ置場の災害復旧に要する経費

（雄勝）荒班消防ポンプ置場新築工事　9款消防費からの予算組み替え分

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

市場施設整備費の一般会計への組み替えと人件費の補正

（歳入） 国庫支出金　▲146,000　繰入金　▲87,652

（歳出） 水産物地方卸売市場施設整備費　▲232,811　人件費　▲841　

● 下水道事業特別会計

建設費の増額と雨水及び汚水処理対策等に係る財源振替並びに人件費の補正

（歳入） 国庫支出金　496,100　繰入金　▲378,811　市債　222,900

（歳出） 公共下水道建設事業費　344,200　人件費　▲4,011

● 農業集落排水事業特別会計

災害復旧費の増額とこれに係る財源振替等及び人件費の補正

（歳入） 国庫支出金　▲176,000　県支出金　362,400　繰入金　▲63,285　市債　▲11,200

（歳出） 農業集落排水施設災害復旧費　112,000　人件費　▲85

● 浄化槽整備事業特別会計

人件費の補正

（歳入） 繰入金　▲193　

（歳出） 人件費　▲193

● 介護保険事業特別会計

人件費削減に伴う認定審査会共同設置負担金の補正

（歳入） 繰入金　▲521

（歳出） 認定審査会共同設置負担金　▲521

● 病院事業会計

開成仮診療所の開設及び人件費削減等の補正

【収益的収入】　175,586

（1）医業収益　153,750

・ 外来患者診療報酬　153,750

（2）医業外収益　21,836

・ 在宅医療連携拠点事業費補助金

【収益的支出】　131,189

（1）医業費用　131,189

・ 給与費　▲6,291　材料費　115,500　経費　18,380　研究研修費　3,600

131,189

47,000

8,000

189

千円
事項別
ページ

▲ 521

340,189

▲ 193

▲ 233,652

111,915 157

129

104

104

117

179

198
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4 債務負担行為の補正

【一般会計】（追加） （単位：千円）

被災資料仮収蔵庫借上料
平成25年度

～平成28年度
15,960

事　　　項

災害公営住宅整備事業

期　間 限　度　額

平成24年度
～平成26年度

27,000
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