
1 各種会計予算総括表

※産業用地整備事業特別会計及び病院事業会計は、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】

● 地方譲与税

・ 地方揮発油譲与税　2,463　自動車重量譲与税　18,439　特別とん譲与税　▲864

● 利子割交付金

● 配当割交付金

▲ 36,875,558

2款 20,038 48

▲ 6,462 56

▲ 8,887,915

3款 199 54

23,218,046

23,049,561

4款

447,837,815

11,406,461

105,706,420

13,074,925

1,678,386

介護保険事業

小　　　計

千円

0

産業用地整備事業 1,951,385 0 1,951,385

国民健康保険事業

  今回の専決補正予算は、地方譲与税、各種交付金、地方交付税等の歳入額確定に伴う補正、被
災者住宅再建補助事業費及び防災集団移転促進事業費をはじめとする「東日本大震災関係分」及
び「災害復旧費」等の事業費整理並びに各種事業費整理に連動した国県支出金、地方債等の財源
調整を主体に行ったもの。

下水道事業

浄化槽整備事業 184,118

(B)

農業集落排水事業

▲ 98,449

市街地開発事業

▲ 24,440水産物地方卸売市場事業

石巻市の平成27年度3月31日付け専決補正予算の概要

508,290

32,809

37,098,606

補正額等

▲ 6,383,797

32,809

484,743

▲ 2,390,197

一般会計

土地取得

現計予算額

(A)

330,724,934

会　　計　　区　　分

▲ 27,987,643

(A)＋(B)

（単位：千円）

460,303

2,035,354

計

302,737,291

4,425,551

特
　
別
　
会
　
計

後期高齢者医療

合              計

30,714,809

410,962,257

508,290

11,406,461

96,818,505

13,074,925

1,678,386

23,058,529

85,669

事項別
ページ

8,968

23,218,046

病院事業会計

漁業集落排水事業
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● 株式等譲渡所得割交付金

● 地方消費税交付金

● 自動車取得税交付金

● 地方交付税

・ 特別交付税　497,048　震災復興特別交付税　▲2,547,170

● 交通安全対策特別交付金

● 国庫支出金

・ 小学校災害復旧費負担金  ▲10,836  　中学校災害復旧費負担金  ▲136,146

循環型社会形成推進交付金  ▲8,987  

社会資本整備総合交付金（新駅整備事業）  ▲42,645

社会資本整備総合交付金（地域住宅事業・公的賃貸住宅分）　6,003

学校施設環境改善交付金（二俣小学校耐震補強事業） ▲5,818

学校施設環境改善交付金（門脇中学校耐震補強事業）  33,422

小学校災害復旧費補助金  ▲89,530　　小学校災害復旧費補助金（過年度分）　85,947

中学校災害復旧費補助金　▲89,530　　中学校災害復旧費補助金（過年度分）　72,459

北上川流木処理作業委託金　▲6,937

● 県支出金

・ 災害弔慰金負担金　▲125,625　　災害障害見舞金負担金　▲2,812

保育所等複合化・多機能化推進事業費補助金　▲16,740

地域医療復興事業費補助金　▲836

在宅医療従事医師育成支援事業補助金　8,099

漁港施設機能強化事業費補助金　131,955

農山漁村地域整備交付金（長渡漁港整備事業）　5,613

水産業施設災害復旧費補助金　▲266,666　　保育所災害復旧費補助金　▲435,634

復興道路整備事業費委託金　▲887,000

● 財産収入

・ 財政調整基金収入  ▲1,615　  公共施設等整備基金収入  ▲105  

奨学資金基金収入　▲66　　（仮称）市民文化ホール建設基金収入　▲118

土地売払収入  ▲1,019,879　

● 寄附金

・ 一般寄附金  20　　がんばる石巻応援寄附金  20,261　　奨学資金費寄附金  1,770　　

市民文化ホール建設費寄附金　613　　災害復旧費寄附金　9,550

▲ 2,050,122

62

11款 ▲ 1,578 66

10款

5款

14款

38,208 58

16款 ▲ 1,021,783

60

68

80

▲ 1,589,646 74

8款 39,247

17款

15款

425,423

▲ 192,598

6款

64

32,214 84
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● 繰入金

（1） 財政調整基金繰入金　▲218,928

（2） 震災復興基金繰入金  ▲1,803,472

（県交付金分　▲350,624  住宅再建分  ▲1,257,573  現年災分  ▲195,275）

【充当先】 応急仮設住宅管理費 （県）

（県）

（住）

（県）

（住）

新駅整備関係費 （現）

（現）

（県）

（現）

（現）

（3） 東日本大震災復興交付金基金繰入金　▲20,563,947

【充当先】

（4） 市営住宅管理運営基金繰入金　▲331

（5） 市街地開発事業特別会計繰入金　8,968

● 諸収入

・ 災害援護資金貸付金元利収入（東日本大震災関係分）  73,640

ゴルフ場利用税損害賠償交付金　142　　

応急仮設住宅共同施設維持管理費等負担金  ▲47,750

物件移転補償金　▲95,200　　石巻市プレミアム付商品券未換金　2,006

地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金返還金　601

送電線下敷地役権設定補償金　6,250

20款

▲ 22,577,710 86

▲ 60,311

▲ 10,000

国県補助金等震災関係精算還付金 23,486

低平地整備事業費

がけ地近接等危険住宅移転事業費

▲ 98,964

▲ 2,087,448

▲ 8,152

669

復興公営住宅整備事業費

被災者生活支援事業費

▲ 2,174,100

病院事業運営費（東日本大震災関係分）

▲ 22,217

▲ 26,000学校給食センター建設事業費

合併処理浄化槽設置復興事業費

▲ 6,550

中小企業等融資関係費 ▲ 2,700

▲ 163,803

一般下水路震災関係費

▲ 143,650

▲ 44,000

▲ 197,724

4,528

雄勝診療所建設事業費

▲ 14,400

防災集団移転促進事業費

18款

浄化槽整備事業特別会計繰出金（東日本大震災関係分）

復興公営住宅等移転支援事業費

被災者住宅再建補助事業費

90

▲ 68,059

内水排除対策費

▲ 15,930,512

▲ 140,250

下水道事業特別会計繰出金（東日本大震災関係分）

水産業復興対策費

復興公営住宅等移転支援事業費 82,887

被災者住宅再建補助事業費 ▲ 1,340,460
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● 市債

・ 放課後児童クラブ室建設事業債　7,000　　児童福祉施設整備事業債　117,600

保健衛生事業債　▲700　　診療所施設整備事業債　▲7,900

清掃運搬施設整備事業債　▲11,200　　農業施設整備事業債　▲3,300

小規模治山対策事業債　▲5,000　　道路新設改良事業債　▲9,500

公営住宅整備事業債　▲33,000　　復興公営住宅整備事業債　▲274,300

消防施設整備事業債　▲10,500　　小学校施設整備事業債　▲198,200

中学校施設整備事業債　▲17,600　　幼稚園施設整備事業債　▲30,600

社会教育施設整備事業債　▲12,100　　保健体育施設整備事業債　▲12,100

災害援護資金貸付金　▲495,162　　借換債　▲17,800　　

道路橋りょう災害復旧事業債（低気圧関係分）　▲3,200

河川災害復旧事業債（低気圧関係分）　▲25,000　　観光施設整備事業債　▲200

【歳　出】

● 総務費

（1） 財政調整基金費（積立金）

（2） 減債基金費（積立金）

（3） がんばる石巻応援基金費（積立金）

・ 2,082件（1月から3月までの寄附金入金分）

（4） 震災復興基金費（積立金）

・ 災害復旧費寄附金  9,550（57件（1月から3月までの寄附金入金分））

・ 震災復興特別交付税分を基金に積み増しするもの  3,851

・ 市街地開発事業特別会計繰入金　6,714

・ 土地売払収入（防災集団移転先宅地）　567,585

・ 石巻市プレミアム付商品券未換金　2,006

（5） 公共施設等整備基金費

（6） 新駅整備関係費

・ 確定に伴う事業費と財源の整理

● 民生費

（東） （1） （仮称）門脇・大街道地区保育所建設事業費

・ 災害復旧費との事業費按分調整による事業費と財源の整理

（2） 渡波地区保育所建設事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・ 災害復旧費との事業費按分調整による事業費と財源の整理

（東） （3） 雄勝地区保育所建設事業費

・ 災害復旧費との事業費按分調整による事業費と財源の整理

（4） 東日本大震災援護費

・ 確定に伴う事業費と財源の整理

（5） 応急仮設住宅管理費

・ 確定に伴う事業費と財源の整理

（東） （6） 被災者住宅再建補助事業費

・ 確定に伴う事業費と財源の整理

（7） 復興公営住宅等移転支援事業費

・ 確定に伴う事業費と財源の整理

▲ 54,300 100

▲ 1,494,299 100

▲ 114,837

3款

96

96589,706

96

100

96

2,073,640

▲ 105

20,261

94▲ 1,042,762

96

▲ 1,615

98

100

98

17,200

21款

▲ 642,877

2款

▲ 206,448

27,200

79,500

【（東）は東日本大震災復興交付金関連事業】

98

96
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● 衛生費

（1） 病院事業運営費（東日本大震災関係分）

・ 病院事業会計の事業費確定に伴う負担金の増

（東） （2） 雄勝診療所建設事業費

・ 確定に伴う事業費と財源の整理

（3） 合併処理浄化槽設置補助事業費

・ 確定に伴う事業費と財源の整理

（東） （4） 合併処理浄化槽設置復興事業費

（5） 浄化槽整備事業特別会計繰出金

（東） （6） 浄化槽整備事業特別会計繰出金（東日本大震災関係分）

・ 確定に伴う事業費と財源の整理

（7） 上水道対策費

・ 石巻地方広域水道企業団負担金

確定に伴う負担金の減

（8） 上水道対策震災関係費

・ 石巻地方広域水道企業団災害復旧事業費負担金

確定に伴う負担金の減

● 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

（東） （2） 水産業復興対策費

・ 確定に伴う事業費と財源の整理

● 商工費

（東） （1） 産業用地整備事業特別会計繰出金

・ 産業用地整備事業特別会計の事業費確定に伴う一般会計繰出金の増

● 土木費

（東） （1） 内水排除対策費

・ 確定に伴う事業費と財源の整理

（2） 一般下水路震災関係費

・ 確定に伴う事業費と財源の整理

（3） 河川総務費

・ 確定に伴う事業費と財源の整理

（4） 下水道事業特別会計繰出金

（東） （5） 下水道事業特別会計繰出金（東日本大震災関係分）

（東） （6） 低平地整備事業費

・ 確定に伴う事業費と財源の整理

（7） 地域住宅事業費（公的賃貸住宅）

・ 確定に伴う事業費と財源の整理

（東） （8） 復興公営住宅整備事業費

・ 確定に伴う事業費と財源の整理

（東） （9） 防災集団移転促進事業費

・ 確定に伴う事業費と財源の整理

（東） （10） がけ地近接等危険住宅移転事業費

・ 確定に伴う事業費と財源の整理

▲ 18,000

▲ 113,307 106

▲ 83,573 104

104▲ 198

120

120

116

114

3,828 102

▲ 7,762 102

112

104

▲ 1,220 106

▲ 6,937

6款

4款

7款

150,075

▲ 24,440

▲ 26,962

▲ 66,000

▲ 10,000

104

8款

▲ 29,622

▲ 34,961

118

116

112

▲ 3,188,101 120

▲ 2,362,000 122

▲ 20,752,680 122

122

▲ 187,000 122

▲ 123,704

▲ 5,428
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● 教育費

（1） 奨学資金基金費（積立金）

・ 奨学資金費寄附金受入分（1月から3月までの9件）を基金に積み立てするもの

震災奨学金寄附金  1,770　積立金利息確定による減  ▲66

（2） 二俣小学校耐震補強事業費

・ 確定に伴う事業費と財源の整理

（3） 門脇中学校耐震補強事業費

・ 確定に伴う事業費と財源の整理

（4） （仮称）市民文化ホール建設基金費

・ 市民文化ホール建設費寄附金受入分（1月から3月までの2件）を基金に

積み立てするもの

市民文化ホール建設費寄附金  613　積立金利息確定による減  ▲118

● 災害復旧費

（1） 保育所災害復旧費

・ 確定に伴う事業費と財源の整理

（2） 水産業施設災害復旧費

・ 平成28年度への組替えに伴う事業費と財源の整理

水産加工団地共同排水処理施設災害復旧費  ▲432,000

（3） 道路橋りょう災害復旧費

・ 確定に伴う事業費と財源の整理

● 公債費

（1） 公債費

・ 市債元金償還費　▲250,137　市債利子等支払費　▲274,216

確定に伴う整理

3 特別会計の主な内容

● 土地取得特別会計

土地売払収入及び償還金利子等の確定に伴う予算の整理を行ったもの

（歳入） 財産売払収入  ▲2,390,197

（歳出） 公債費  ▲2,390,197

● 水産物地方卸売市場事業特別会計

国県補助金等返還金を平成28年度に組替えたことにより予算の整理を行ったもの

（歳入） 繰入金  ▲24,440

（歳出） 償還金　▲24,440

● 下水道事業特別会計

建設費、災害復旧費及び市債の確定に伴う予算の整理を行ったもの

（歳入） 分担金及び負担金  ▲2,536  国庫支出金　129,601　繰入金　▲3,223,062　

市債　▲3,287,800

（歳出） 雨水排水施設管理費  ▲30,000 汚水処理施設管理費　▲58,000  

公共下水道建設費  ▲6,003,153  流域下水道建設費  ▲58,582

災害復旧費  ▲200,000  公債費  ▲34,062

11款

10款

▲ 12,158

▲ 432,000

1,704

千円

▲ 2,390,197 175

▲ 6,383,797

事項別
ページ

130

12款

▲ 524,353 146

140

▲ 123,900 138

126

▲ 117,000 142

▲ 24,440 187

197

▲ 185,465 128

495 134
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● 浄化槽整備事業特別会計

建設費及び償還金利子の確定に伴う予算の整理を行ったもの

（歳入） 分担金及び負担金  ▲28  国庫支出金　▲2,750　繰入金  ▲83,771

市債　▲11,900

（歳出） 建設費  ▲98,297  公債費  ▲152

● 市街地開発事業特別会計

土地売払収入及び一般会計繰出金等を措置したもの

（歳入） 土地売払収入  8,783  繰入金  185  

（歳出） 諸支出金　8,968

● 産業用地整備事業特別会計

須江産業用地に係る財産収入を平成28年度に措置するために歳入予算の整理を

行ったもの

（歳入） 財産貸付収入▲5,075　土地売払収入  ▲145,000  繰入金  150,075  

● 病院事業会計

新市立病院に係る建設改良費の平成27年度分支出額が確定したことにより、歳入予算の

整理を行ったもの

（歳入） 企業債  ▲2,300  一般会計負担金3,828　県補助金　▲1,528  

4 繰越明許費

【一般会計】（追加） （単位：千円）

項 金　　額

69,927

事　　業　　名

（仮称）水産総合振興センター整備事業

0

▲ 98,449

8,968

225

245

震災復興計画推進事業 100,000

市営住宅家賃過誤納金返還事業 26,131

避難誘導施設整備事業 43,460

29,526

テレビ共聴施設整備事業

１　総務管理費

１　総務管理費

１　総務管理費

１　総務管理費

３　水産業費
６　農林水産業
　　費

款

地域情報化推進事業

274

２　総務費

２　総務費

２　総務費

12,800

0 257

２　総務費

６　農林水産業
　　費

３　水産業費
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【産業用地整備事業特別会計】 （単位：千円）

【一般会計】（変更） （単位：千円）

ＦＭ中継局改修・設置事業 5,120

市営住宅法面崩落防止事業 4,698

造船業等集約化支援事業

事　　業　　名

須江地区事業 37,652

変更後

金　　額

事　　業　　名
金　　額

変更前

1,820,118

款 項

款 項

11　災害復旧費
５　その他公共施設・公
　　用施設災害復旧費

地域情報通信施設等災害復旧事業

409,479

23,000

８　土木費

８　土木費

９　消防費

６　住宅費

36,885

雄勝仮設店舗移転事業

がけ地近接等危険住宅移転事業

143,727

企業立地等促進条例助成金事業 3,000

６　住宅費

６　住宅費

１　消防費

３　民生費

３　民生費

３　民生費 46,000

170,579
（仮称）門脇・大街道地区保
育所建設事業

60,600

雄勝地区保育所建設事業 28,800

渡波地区保育所建設事業 37,400 62,000

３　児童福祉費

３　児童福祉費

３　児童福祉費

１　産業用地
    整備事業費

１　産業用地
    整備事業費

７　商工費

７　商工費

８　土木費

１　商工費

１　商工費

７　商工費 １　商工費

防災集団移転促進事業
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594,900

95,230

1,115,594

11　災害復旧費
２　農林水産業施設災
　　害復旧費

水産加工団地共同排水処理
施設復旧事業

1,518,275 948,375

６　農林水産業
　　費

８　土木費 13,80112,413

保育所災害復旧事業 518,000

山崎馬鞍線道路改良事業

11　災害復旧費

３　水産業費

２　道路橋りょう費

１　厚生労働施設災害
　　復旧費

10　教育費 ６　社会教育費 震災文化財等保護事業 93,500

漁業集落防災機能強化事業 853,035
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