
1 各種会計予算総括表

※介護保険事業特別会計は、一般会計繰入金の増に伴う財源振替のみ補正するもの

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　3,423,000

● 国庫支出金

・ 生活困窮者自立支援費負担金（自立相談支援事業）  162

低所得者保険料軽減負担金  12,441  

公立学校施設整備費負担金（蛇田小学校屋内運動場改築事業）  ▲49,055

漁港施設災害復旧費負担金  1,011,073

社会保障・税番号制度システム整備費補助金  61,747

249,700

10款 3,423,000

409,743,873

12,764,872

  今回の補正予算は、社会資本整備総合交付金事業として採択された釜大街道線街路整備事業に要
する経費及び総合運動公園整備事業に要する経費をはじめ、防災集団移転促進事業に要する経費、
低平地整備事業に要する経費、金華山休憩所の災害復旧に要する経費などを措置したもの。併せ
て、臨時福祉給付金や子育て世帯臨時特例給付金の給付に要する経費なども措置したもの。
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臨時福祉給付金給付事業費補助金  210,000  臨時福祉給付金給付事務費補助金  51,820

子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金  51,546

子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金  8,891

特定漁港漁場整備事業費補助金  162,400

社会資本整備総合交付金（丸井戸曽波神線道路改良事業）  18,528

防災・安全社会資本整備交付金（中浦橋釜北橋線交差点改良事業）  9,647

防災・安全社会資本整備交付金（橋りょう点検事業）  5,087

防災・安全社会資本整備交付金（道路定期点検事業）  5,088

防災・安全社会資本整備交付金（金華山公園線災害防除事業）  25,726

防災・安全社会資本整備交付金（南経塚鹿又線道路改良事業）  24,200

社会資本整備総合交付金（総合運動公園整備事業）  801,865

社会資本整備総合交付金（被災市街地再開発事業）  8,775

社会資本整備総合交付金（釜大街道線街路整備事業）  945,863

学校施設環境改善交付金（蛇田小学校屋内運動場改築事業）  ▲73,592

消防防災施設災害復旧費補助金  12,922

緊急スクールカウンセラー等派遣事業費委託金  22,334

● 県支出金

・ 低所得者保険料軽減負担金  6,220  被災地域交流拠点施設整備事業費補助金  76,000

子育て支援対策臨時特例基金特別対策事業費補助金  112,270

地域少子化対策強化交付金  5,500  強い農業づくり交付金  36,667

多面的機能支払推進交付金  1,946  農山漁村地域整備交付金（長渡漁港整備事業）  87,496

商店街再生加速化支援事業費補助金  6,000  広報・安全対策交付金  6,261

水産業施設災害復旧費補助金  466,666  ほ場整備換地業務委託金  7,175

防災教育推進協力校事業費委託金  250

インクルーシブ教育システム構築モデル事業費委託金  2,382

実践的安全教育総合支援事業費委託金  1,500

● 財産収入

・ 土地売払収入  453,123

● 寄附金

・ がんばる石巻応援寄附金  33,463  奨学資金費寄附金  3,486

災害復旧費寄附金  1,413

● 繰入金

（1） 財政調整基金繰入金  756,519

（2） 震災復興基金繰入金  335,488（県交付金分　77,888  現年災分  257,600）

【充当先】 （県）

（県）

（現）

（現）

（現）

（3） 東日本大震災復興交付金基金繰入金　6,268,591

【充当先】

地域コミュニティ再生関係費 27,888

水産業復興対策費

18款 7,360,598 22

ささえあいセンター建設事業費 26,085

3,840

（仮称）女川消防署牡鹿出張所建設事業費 8,000

低平地整備事業費 239,600

34,768漁港施設機能強化事業費

16款 453,123

50,000

市街地防災施設堤防活用整備事業費 10,000

15款 816,333 12

18

17款 38,362 20

観光物産復興対策費
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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）  8,500

コミュニティ助成事業助成金（地域防災組織育成事業分）  2,000

● 市債

・ 放課後児童クラブ室建設事業債  ▲28,500  漁港海岸施設整備事業債  16,500  

道路新設改良事業債  31,800  小学校施設整備事業債  ▲583,900  

保健体育施設整備事業債  123,500

【歳　出】

● 総務費

（1） 社会保障・税番号制度関係費

・ 平成27年10月の個人番号通知及び平成28年1月の個人番号カード交付に

対応するための経費

共済費  822  賃金  5,239  需用費  45  役務費  5,900  備品購入費  2,300

（2） がんばる石巻応援寄附関係費（業務委託料）

・ がんばる石巻応援寄附の受付及び入金案内等の業務委託に要する経費

（3） 市民協働推進費

・ 集会所の改修等に対する補助金

【交付先】

・ （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）

【交付先】

・ ベガルタ仙台レディースの石巻市キャンプに合わせて実施する交流事業に

対する負担金

ベガルタ仙台レディース交流事業負担金  800

（4） 電子計算処理費

・ 社会保障・税番号制度導入に係る基幹系システムの改修等に要する経費

情報システム構築等業務委託料  253,000

パーソナルコンピューター借上料  6,610

（5） がんばる石巻応援基金費（積立金）

・ 4月分として採納した寄附金（2,465件）を基金に積み立てるもの

（6） 震災復興基金費（積立金）

・ 4月分として採納した寄附金（11件）を基金に積み立てるもの

（7） 国県補助金等精算還付金

2款

14,306

低平地整備事業費

防災集団移転促進事業費

防災センター建設事業費

5,897,272

285,760

4,927

【（東）は東日本大震災復興交付金関連事業】

15,000

防災緑地1号整備事業費

28

28

沖行政区 本庁 2,500

道的地区会 河南

14,139

1,800

津波復興拠点整備事業費

10,100

1,413

28

10,500 24

21款 ▲ 440,600 26

団体名 地区 交付額 事業内容

20款

高木西行政区 本庁 800 修繕

団体名 地区 交付額

流留町内会 本庁 1,600

2,300

馬鞍自治会 河北 2,100

28

計 8,500

259,610 28

33,463 28

132,300 28
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・ 市営住宅使用料の過大算定に伴う返還金及び加算金に要する経費

平成10年度以降  346件

過誤納金返還金  87,500  返還加算金  44,800

（8） 防犯関係費

・ 防犯カメラの設置に要する経費

立町、中央周辺  9台設置

需用費  120  防犯カメラ機械警備業務委託料  3,580

（9） 復興まちづくり情報交流館運営費

・ 復興まちづくり情報交流館中央館の指定管理に要する経費

復興まちづくり情報交流館指定管理料  5,500

（10） 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】

・ 被災地域交流拠点施設整備事業の決定団体への補助金

【交付先】

● 民生費

（1） 国民健康保険事業対策費（繰出金）

（東） （2） ささえあいセンター建設事業費

・ 平成27年1月1日時点の公示価格を基に修正した地価単価の上昇及び補償調査の

完了に伴う補償費の不足分に要する経費

用地購入費  3,460  物件移転補償金  31,320

（3） 臨時福祉給付金給付事業費

・ 消費税及び地方消費税率の引上げに伴う低所得者に対する臨時的な措置として

臨時福祉給付金（簡素な給付措置）を給付するために必要な経費

職員手当等  950  需用費  600  役務費  9,720  電話受付窓口運営業務委託料  13,110

データ入力等業務委託料  3,270  臨時福祉給付金給付システム改修業務委託料  24,170

臨時福祉給付金  210,000

（4） 介護保険事業対策費（繰出金）

（5） 民間保育所助成費（補助金）

・ 新設される民間保育所の建設事業に対する補助金

設置予定場所：蛇田字沖地内  平成28年4月開設予定

（6） 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費

・ 消費税及び地方消費税率の引上げに伴う子育て世帯に対する臨時的な措置と

して子育て世帯臨時特例給付金を給付するために必要な経費

職員手当等  600  共済費  230  賃金  1,424  需用費  182  役務費  3,600

申請書作成等業務委託料  1,300

3款

6,971 32

3,700 28

5,500 28

2,000 修繕

開北町内会 本庁

77,988 28

団体名 地区 交付額 事業内容

組替え

計 1,988

大門町三・四丁目町内会 本庁 23,888 建設

沢田行政区 本庁

交付額

桃浦行政区 本庁 25,000

水浜地区会 雄勝 ▲ 25,900

2,000 修繕

月浦行政区 本庁 25,000

水浜地区会 雄勝 25,000

団体名 地区

波板地区会 雄勝 1,000

76,000計

126,304

34,780 32

261,820 32

24,883 34

36

64,382 36
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子育て世帯臨時特例給付金給付システム改修業務委託料  5,500

子育て世帯臨時特例給付金  51,546

（7） 生活保護事務費（備品購入費）

・ 生活保護法の一部改正に伴う生活保護システムの改修に要する経費

● 衛生費

（1） 医療対策費（借上料）

・ 総合支所救護用自動体外式除細動器の借上げに要する経費

（2） 母子保健事業費

・ 父親の育児参加の促進を図るため、育児の基礎知識や子育て支援サービスの

紹介等が記載された父子手帳を作成するもの

父子手帳作成業務委託料  3,500

● 農林水産業費

（1） 農業振興対策費（補助金）

・ 民間農業経営者が産地競争力の向上のための生産関連施設整備を行うことに

対する補助金

生産関連施設整備の内容：麦の穀物乾燥調製施設

（2） 土地改良事業関係助成費

・ 農業の多面的機能維持の事務に要する経費

共済費  153  賃金  1,093  需用費  700

（3） 農業復興推進費

・ 牡鹿地区（谷川浜、大谷川浜）のほ場整備に要する経費

報償費  704  需用費  331  役務費  40  換地設計等業務委託料  6,100

（4） 水産業復興対策費（補助金）

・ 中小水産加工業者等が実施する従業員確保（外国人実習生含む）のための

宿舎整備を宮城県と協調して実施するための経費

対象経費：宿舎の新築、修繕及び増築に要する経費

対象者：従業員確保のための宿舎整備を行う中小水産加工業者等で、かつ、県の

           補助事業の採択を受けた事業者

補助率：補助対象経費から県補助金を控除した額の1/2（上限10,000千円）

（東） （5） 漁港施設機能強化事業費（工事請負費）

・ 海上に転落した際の迅速な避難を行うための避難誘導施設（漁港タラップ）の

設置に要する経費

（6） 長渡漁港農山漁村地域整備事業費（工事請負費）

・ 長渡漁港の基盤整備に要する経費

（7） 石巻漁港荷捌き所施設整備事業費

・ 石巻漁港荷捌き所施設整備及び水産倉庫用地（一部）の取得に要する経費

荷捌き所施設建設工事  197,650  用地購入費  5,600

物件移転補償金  55,000

（8） 漁業集落排水事業特別会計繰出金（東日本大震災関係分）

● 商工費

（1） 商工業振興対策費

・ 石巻かほく商工会が飯野川中心部で実施する街路灯整備への補助金

商店街再生加速化支援事業費補助金  10,000

補助率：宮城県3/6  石巻市  2/6  事業者  1/6

7,175

7款

46

4款

500 40

6款

1,946

36,667

44

10,000 44

258,250 44

42

42

42

44

10,000

105,800 44

50,000

43,460

324 38

3,500 40
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補助限度額：ハード事業  10,000  ソフト事業  3,000（3か年9,000）

事業内容：商店街再生加速化計画の策定、街路灯の整備、イベントの実施

（東） （2） 観光物産復興対策費

・ 鮎川地区の観光客用仮設駐車場の整備に要する経費

仮設駐車場整備業務委託料  4,800

● 土木費

（1） 橋りょう管理費

・ 長寿命化を目的とした橋りょうの補修設計及び点検業務に要する経費

測量調査設計業務委託料  9,300  橋りょう点検業務委託料  9,300

（2） 南経塚鹿又線道路改良事業費

・ 交差点部分の改良に要する経費

道路改良工事  43,000  電力柱等移設費負担金  5,000

（3） 金華山公園線災害防除事業費（工事請負費）

・ 金華山港から公園に向かう市道法面の改良事業に要する経費

（4） 丸井戸曽波神線道路改良事業費

・ 国が実施する旧北上川堤防の嵩上工事と一体で実施する市道改良の

ための工事負担金

丸井戸曽波神線道路改良事業負担金  33,688

（5） 中浦橋釜北橋線交差点改良事業費

・ 中浦橋交差点の車道を１車線拡幅し交通混雑の緩和を図るための測量調査設計

業務委託等に要する経費

測量調査設計業務委託料  10,500  用地購入費  7,600

（6） 市街地防災施設堤防活用整備事業費（業務委託料）

・ 中央一丁目14、15番地区かわまちづくり施設整備に係る実施設計業務に

要する経費

（7） 被災市街地再開発事業費（補助金）

・ 都市計画決定を受けている再開発組合の事業を進めるため、国が緊急的に

補助金の上乗せ支援するための経費

（8） 市街地開発事業特別会計繰出金

（9） 復興街路整備関係費

・ 釜大街道線など復興街路整備事業の早期完了に向けた用地取得に係る

支援業務に要する経費

用地補償総合技術業務委託料  92,000

（東） （10） 防災緑地１号整備事業費

・ 湊西地区において防災緑地1号整備の用地補償等を区画整理事業と一体で

実施するための負担金を措置したもの

公共施設管理者負担金  2,700

（11） 総合運動公園整備事業費

・ 総合運動公園の整備に要する経費

需用費  1,000  事業認可変更業務委託料  3,700  

公園施設整備工事  1,603,730

（東） （12） 津波復興拠点整備事業費

・ 駅南駐輪場の実施設計及び平成27年1月1日時点の公示価格を基に修正した

地価単価の上昇及び補償調査の完了に伴う補償費の不足分に要する経費

実施設計業務委託料  8,830  用地購入費  180  物件移転補償金  9,260

（13） 釜大街道線街路整備事業費

8,775 52

4848,000

8款

4,800

27,000 48

10,000

18,270 52

48

18,100 48

46

18,600

33,688 48

50

92,000 52

2,700 52

1,608,430 52

247,000 52

1,750,000 52
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・ 被災時における避難活動や復旧活動の迅速化と国道398号を補完し、大街道地区の

生活道路への交通集中の分散化を図るための街路整備に要する経費

調査設計等業務委託料  210,000  用地購入費  296,000

物件移転補償金  1,244,000

（東） （14） 低平地整備事業費

・ 半島部の低平地における道路、水路及び嵩上等のための実施設計業務等に要する経費

実施設計業務委託料  357,200  物件移転補償金  239,600

（東） （15） 防災集団移転促進事業費

・ 新市街地の沿道業務用地の買戻し及び被災元地の購入に要する経費

用地購入費  7,192,863

● 消防費

（1） 防災推進費

・ 自主防災組織に対するコミュニティ助成事業助成金

コミュニティ助成金（地域防災組織育成事業分）  2,000

（2） 屋内退避施設管理費

・ 原子力災害に備えた屋内退避施設の管理運営に要する経費

屋内退避施設：網地島開発総合センター、田代島開発総合センター、

                     牡鹿保健センター、寄磯小学校屋内運動場

需用費  2,400  屋内退避施設維持管理等業務委託料  2,768

自家用電気工作物保守点検業務委託料  1,093

（3） （仮称）女川消防署牡鹿出張所建設事業費（備品購入費）

・ 庁用器具等の購入に要する経費

（4） 震災対策機能強化費

・ 民間指定避難所「洞源院」の危険箇所緊急復旧に要する経費

   民間避難生活避難所緊急危険箇所復旧費補助金  10,000

（東） （5） 防災センター建設事業費

・ 平成27年1月1日時点の公示価格を基に修正した地価単価の上昇及び補償調査の

完了に伴う補償費の不足分に要する経費

用地購入費  1,390  物件移転補償金  5,180

● 教育費

（1） 特別支援教育事業費

・ 県の委託事業として実施するインクルーシブ教育システム構築モデル事業に

要する経費

需用費  1,082  備品購入費  1,300

（2） 防災教育推進協力校事業費

・ 鮎川小学校がみやぎ防災教育推進協力校の指定を受けたことに伴う防災教育

モデルづくりに要する経費

報償費  27  旅費  125  需用費  87  役務費  11

（3） 実践的安全教育総合支援事業費

・ 防災、防犯及び交通安全教育の推進に要する経費

報償費  162  旅費  167  需用費  344  役務費  4  備品購入費  823

（4） 奨学資金基金費（積立金）

・ 奨学資金費寄附金受入れ分（4月分（7件））を基金に積み立てるもの

（5） 緊急スクールカウンセラー等派遣事業費

・ スクールカウンセラー等の派遣に要する経費

3,486 58

22,334 58

8,000

2,382 58

250

10款

52

6,261 56

7,192,863 54

9款

2,000 56

596,800

56

10,000 56

6,570 56

1,500 58

58
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需用費  16  緊急スクールカウンセラー等派遣業務委託料  22,292

使用料及び賃借料  26

（6） 蛇田小学校屋内運動場改築事業費

・ 単年度事業で予算措置していた蛇田小学校屋内運動場改築事業において、

国県との協議において2か年事業として実施することとなったことから、予算の

組替えを行うもの

工事監理業務委託料  ▲16,240  屋内運動場改築工事  ▲721,000

備品購入費  ▲10,000

（7） 総合運動公園管理費（工事請負費）

・ 石巻フットボール場電光掲示板の改修に要する経費

● 災害復旧費

（1） 漁港災害復旧費（工事請負費）

・ 災害復旧事業費の追加内示に伴う増額分

（2） 水産業施設災害復旧費（工事請負費）

・ 水産加工団地共同排水処理施設の災害復旧に要する経費

（3） 消防施設等災害復旧費

・ 女川消防署牡鹿出張所及び石巻東消防署の災害復旧に要する経費

工事監理業務委託料  8,000  消防庁舎災害復旧工事  26,000

（4） 金華山休憩所災害復旧費

・ 金華山休憩所の災害復旧に要する経費

工事監理業務委託料  13,000  船舶借上料  1,400  

金華山休憩所災害復旧工事  450,600

3 特別会計の主な内容

● 土地取得特別会計

新市街地の沿道業務用地供給に伴う土地売払収入及び公債費繰上償還の実施

（歳入） 財産売払収入  562,221

（歳出） 公債費（元金）  562,221

● 下水道事業特別会計

県道改良工事に伴う汚水管の移設に要する経費

（歳入） 物件移転補償金  24,000

（歳出） 汚水管渠費  24,000

● 漁業集落排水事業特別会計

処理施設の工期延長に伴い汚泥汲取料が増加するもの

（歳入） 一般会計繰入金  10,000

（歳出） 汚水管渠震災関係費  10,000

● 市街地開発事業特別会計

湊西地区の産業ゾーン整備に係る土地・建物補償金の確定に伴う経費

（歳入） 公共施設管理者負担金  2,700  一般会計繰入金  247,000

（歳出） 被災市街地復興土地区画整理事業費（湊西地区事業費）  249,700

▲ 747,240 60

562,221

11款

1,011,073 64

130,000 62

64

34,000 66

465,000 66

24,000 95

83

756,000

10,000 105

249,700 115
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● 国民健康保険事業特別会計

社会保障・税番号制度導入に伴う国保システムの改修、レセプト点検システムの導入及び

後発医薬品差額通知事業の実施に要する経費

（歳入） 国庫補助金  1,538  一般会計繰入金  6,971  基金繰入金  8,446

（歳出） 総務管理費  15,621  保健事業費  1,334

● 介護保険事業特別会計

市民税非課税世帯の被保険者の介護保険料軽減措置に要する経費

（歳入） 介護保険料  ▲24,883  一般会計繰入金  24,883

4 継続費

【一般会計】（追加） （単位：千円）

【一般会計】（変更） （単位：千円）

款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額

平成27年度 315,960

1,053,20010 教育費 2 小学校費
蛇田小学校屋内運動場改
築事業

平成28年度 737,240

款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額

16,955 127

0 143

6
農林水産業
費

3 水産業費
石巻漁港荷捌き所施
設整備事業

補

正

前

補

正

後

19,354,000

平成25年度 5,945,000

平成26年度 11,229,000

平成27年度 2,180,000

19,551,650

平成25年度 5,945,000

平成26年度 11,229,000

平成27年度 2,377,650
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5 繰越明許費

【一般会計】（追加） （単位：千円）

11

款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額

平成25年度 7,000,000

平成26年度 11,000,000

平成28年度 6,000,000

款 項 事　　業　　名 金　　額

平成27年度 6,000,000

11 災害復旧費 2
農林水産業施
設災害復旧費

漁港災害復旧事業

補

正

前

32,915,000

平成29年度 2,915,000

補

正

後

32,915,000

平成25年度 7,000,000

平成26年度 11,000,000

平成27年度 7,011,073

平成28年度 6,000,000

平成29年度 1,903,927

災害復旧費 5
その他公共施設・
公用施設災害復
旧費

金華山休憩所災害復旧事業 465,000
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6 債務負担行為

【一般会計】（追加） （単位：千円）

【一般会計】（変更） （単位：千円）

事　　　項 期　間 限　度　額

防犯カメラ機械警備業務
平成28年度

～平成32年度
23,565

復興まちづくり情報交流館管理運営業務
平成28年度

～平成29年度
指定管理者と締結する基本協定に基
づく指定管理料

放課後児童クラブ施設借上料（平成２７年度分）
平成28年度

～平成32年度
6,944

事　　　項 期　間 限　度　額

自動体外式除細動器借上料
（平成27年度分）

変
更
前

平成28年度
～平成32年度

12,820

変
更
後

平成28年度
～平成32年度

15,870
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