
1 各種会計予算総括表

※後期高齢者医療特別会計は、債務負担行為のみ補正するもの

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　2,234,000

● 国庫支出金

・ 社会保障・税番号制度に関する整備事業費補助金　21,398

臨時福祉給付金給付事業費補助金　105,000

臨時福祉給付金給付事務費補助金　58,840

年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金　45,000

被災者支援総合交付金（支え合い活動助成事業）　9,705

農山漁村地域整備交付金（海岸保全施設整備事業）　60,000

社会資本整備総合交付金（流留垂水地区避難路整備事業）　18,700

社会資本整備総合交付金（井内大瓜線歩道設置事業）　14,420

6

4

14款 1,130,761

産業用地整備事業 1,038,254

10,913,283

78,749,143

17,222,436

合              計

132,761
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特
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介護保険事業

小　　　計

土地取得

水産物地方卸売市場事業

農業集落排水事業

浄化槽整備事業

会　　計　　区　　分

一般会計 18,449,267

4,295,332

428,297

現計予算額

(A)

224,768,262

2,274,053

(B)

83,790,195

石巻市の平成28年度6月補正予算の概要

480,903

28,123

20,545,929

補正額等

（単位：千円）

428,297

6,569,385

計

243,217,529

(A)＋(B)

20,545,929

28,123

480,903

21,822,919

1,773,489

17,222,436

事項別
ページ

13,055,851

1,730,102

千円

132,761

314,430,688

21,819,919

市街地開発事業

735,235

3,000

0

病院事業会計

5,041,052

23,629,261

1,730,102

7,485

国民健康保険事業

13,048,366

10款 2,234,000

138,942

338,059,949

11,052,225

  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鋳銭場・住吉町一丁目２号線
等道路改良事業に要する経費のほか、復興公営住宅集会場の環境整備、石巻フットボール場の観客
席増設に要する経費、臨時福祉給付金の給付に要する経費などを措置したもの。
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社会資本整備総合交付金（大瓜南境線道路改良事業）　12,145

社会資本整備総合交付金（釜谷崎橋月浜線道路改良事業）　2,200

社会資本整備総合交付金（青葉西地区道路改良事業）　19,800

社会資本整備総合交付金（田道町一・蛇田新橋線橋りょう整備事業）　2,200

社会資本整備総合交付金（丸井戸曽波神線道路改良事業）　379

社会資本整備総合交付金（鋳銭場・住吉町一丁目２号線等道路改良事業）　661,650

防災・安全社会資本整備交付金（定期点検・長寿命化事業）　26,125

防災・安全社会資本整備交付金（道路ストック修繕事業）　2,970

社会資本整備総合交付金（釜大街道線街路整備事業）　70,229

● 県支出金

・ 被災地域交流拠点施設整備事業費補助金　118,510

担い手確保・経営強化支援事業費補助金　577

経営体育成支援事業費補助金　3,900

被災地域農業復興総合支援交付金　145,581

みやぎ子どもの心のケアハウス運営支援事業費補助金　8,420

水産業施設災害復旧費補助金　256,688

実践的安全教育総合支援事業費委託金　2,000

● 財産収入

・ ２１世紀の田園文化創造基金収入　66

土地売払収入  3,294,205

● 寄附金

・ がんばる石巻応援寄附金  9,413  災害復旧費寄附金  1,095

● 繰入金

（1） 財政調整基金繰入金  ▲382,266

（2） 減債基金繰入金　73,640

（3） 地域づくり基金繰入金　▲37,575

（4） 震災復興基金繰入金  69,109（県交付金分　18,616  現年災分  50,393　独自分　100）

【充当先】 （県）

（独）

（県）

（現）

（現）

（現）

（現）

（現）

（現）

（現）

（現）

（現）

（現）地域防災力向上対策費 28,490

釜大街道線街路整備事業費 2,874

井内大瓜線歩道設置事業費 590

丸井戸曽波神線道路改良事業費 16

90

16

90

青葉西地区道路改良事業費 810

田道町一・蛇田新橋線橋りょう整備事業費

15款 535,676 8

1216款 3,294,271

17款 10,508

100

地域再生拠点エリア整備事業費

釜谷崎橋月浜線道路改良事業費

18款

15,000

18

病院事業運営費（東日本大震災関係分）

11,081,451

15,900

鋳銭場・住吉町一丁目２号線等道路改良事業費 768

流留垂水地区避難路整備事業費 765

地域コミュニティ再生関係費 3,616

企業立地等促進事業費
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（5） 東日本大震災復興交付金基金繰入金　7,404,997

【充当先】

（6） ２１世紀の田園文化創造基金繰入金　145,581

（7） 市営住宅管理運営基金繰入金　37,194

（8） 産業用地整備事業特別会計繰入金　371,285

（9） 土地取得特別会計繰入金　3,399,486

● 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）　12,300

鯨肉頒布収入　2,500

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

・ 道路新設改良事業債　56,500　保健体育施設整備事業債  89,300

【歳　出】

● 総務費

（1） 市民協働推進費

・ 集会所の改修等に対する補助金

【交付先】

※当初予算に計上した40,219千円を、地域コミュニティ再生関係費へ組替え

・ （一財）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】

（2） 国内姉妹都市・友好都市交流推進費

・ 萩市からの訪問団との交流会に要する経費

需用費　1,000　看板製作等業務委託料　100　バス借上料　400　会場借上料　200

日程　7月30日から8月1日

（3） 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（670件）を基金に積み立てるもの

（4） 震災復興基金費（積立金）

・ 災害復旧費寄附金　1,095（4月の15件分）

土地取得特別会計繰入金　3,399,486

本庁 2,500

本庁 2,500

26

計 12,300

1,700 26

9,413 26

本庁 2,300

上釜町内会 本庁 2,500

名振新生会 雄勝 2,500

榎壇区町内会

団体名 地区 交付額 事業内容

津波復興拠点整備事業費

地域防災力向上対策費 62,640

修繕・改修

団体名

本庁 2,644

896

20款

裏沢田集会所

26

16,800 22

21款 145,800 24

防災緑地２号整備事業費

防災集団移転促進事業費

▲ 25,275

地区 交付額

旭町恒心会

【（東）は東日本大震災復興交付金関連事業】

農業復興推進費 57,000

復興公営住宅管理費

7,069,410

4,385

210,666

2款

中里第一町内会

3,400,581
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（5） 震災復興土地管理費 26

・ 新市街地における宅地の一般分譲に伴う、特別会計からの買戻しに要する経費

　 用地購入費　1,554,892

（6） 被災地域交通対策関係費

・ 地域公共交通路線再編等調査に要する経費

（7） 地域コミュニティ再生関係費

・ 石巻中央公民館住吉分館の廃止に伴う集会所の新築に対する補助金

【交付先】

　※当初予算に計上した26,400千円を、被災地域交流拠点施設整備

　　 事業費補助金へ組替え

・ 被災地域交流拠点施設整備事業の実施団体への補助金

【交付先】

（8） 窓口証明関係費

・ 社会保障・税番号制度に関する事業に要する経費

　 地方公共団体情報システム機構負担金

● 民生費

（1） 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

臨時福祉給付金を給付するために必要な経費

職員手当等　1,000　需用費　800 役務費　10,180　臨時福祉給付金　150,000

データ入力等業務委託料　2,050  電話受付窓口運営業務委託料　16,940

臨時福祉給付金給付システム改修業務委託料　27,870　

（2） 介護保険事業対策費（繰出金）

（3） 保育所管理費

・ （仮称）門脇・大街道地区保育所への指定管理制度導入等に要する経費

報奨金　86　費用弁償　9　保育システム改修業務委託料　4,212

（4） 被災者生活支援事業費

・ 被災者の支え合い活動支援に要する経費

支え合い活動支援事業委託料　3,705　支え合い活動支援助成金　6,000

● 衛生費

（1） 医療対策費

・ 石巻ロイヤル病院への建物の譲渡にあたり、老朽化した既存施設の修繕費等に

対する補助金

（2） 病院事業運営費（東日本大震災関係分）

・ 平成27年度に採納した災害復旧費寄附金を、医療機器整備費へ充当するために

要する経費

病院事業会計補助金　100

荒地区会 雄勝 25,000

本庁 25,000

30

7,485 32

1,000

208,840

118,510計

にっこり自治会 北上 25,000

9,705 36

34

団体名 地区 交付額 事業内容

波板行政区 雄勝

25,000本庁

桃生

団体名 地区 交付額

荻浜行政区

万才山部落会

3,700

住吉町町内会

不動町町内会

4,307

17,510

26

122,126

本庁 30,016 新築

26

1,554,892

21,398 28

4款

100,000 38

100 38

3款
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● 農林水産業費

（1） 農業振興対策費

・ 農業経営者の担い手確保、経営発展を支援するための経費

担い手確保・経営強化支援事業費補助金　577

経営体育成支援事業費補助金　3,900

（2） ２１世紀の田園文化創造基金費（積立金）

・ 補助採択による被災地域農業復興総合支援交付金を基金に積み立てるもの

（3） 農業復興推進費

・ 牡鹿地区（谷川浜、大谷川浜）の農業用機械施設整備等に要する経費

測量設計業務委託料  8,210　農業用施設整備業務委託料　12,519

農業用施設整備工事　136,588　農業用機械等購入費　36,791

釜幹線用水路改修工事　76,000

（4） 鯨食普及事業費

・ 鯨肉購入可能量の増による、購入費及び頒布委託に要する経費

鯨肉購入費　1,900　鯨肉保管頒布業務委託料　600

（5） 漁港海岸整備事業費

・ 被災した漁港海岸において、災害復旧事業の対象外となる海岸保全施設

（防潮堤の延伸や陸閘）の整備に要する経費

漁港海岸保全施設整備工事　118,000　用地購入費　2,000

● 商工費

（1） 商工業復興対策費

・ 観光交流施設の運営会社である、株式会社 元気いしのまきへの出資に要する経費

出資金　1,000

（2） 企業立地等促進事業費

・ 本市において新たに創業（第二創業を含む）する方に対する支援に要する経費

創業支援補助金　15,000

● 土木費

（1） 道路ストック長寿命化事業費

・ 長寿命化を目的とした橋りょう等の補修設計及び点検業務に要する経費

橋りょう補修設計業務委託料  19,300　トンネル補修設計業務委託料  3,000

舗装修繕設計業務委託料　16,000　法面補修設計業務委託料　10,500

法面補修工事　47,000

（2） 道路新設改良事業費

・ 大瓜地区通学路線改良工事に要する経費

修繕料  7,200  電力柱等移設費負担金  4,200

（3） 流留垂水地区避難路整備事業費

・ 稲井地区と国道398号線を結ぶ幹線道路の整備に要する経費

道路改良工事　34,000

（4） 井内大瓜線歩道設置事業費

・ 国が実施する災害復旧工事と一体で実施する歩道設置に要する経費

道路改良工事　218　井内大瓜線歩道設置事業負担金  26,000

（5） 丸井戸曽波神線道路改良事業費（国施工負担金事業）

・ 国が実施する堤防嵩上げ工事と一体で実施する整備に要する経費

丸井戸曽波神線道路改良事業負担金  688

40145,647

95,800

46

34,000

1,000

26,218

688

46

2,500

120,000

40

404,477

42

6款

15,000 44

46

11,400

270,108

44

46

42

46

8款

7款
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（6） 大瓜南境線道路改良事業費（国施工負担金事業）

・ 国が実施する堤防嵩上げ工事と一体で実施する整備に要する経費

大瓜南境線道路改良事業負担金  22,081

（7） 釜谷崎橋月浜線道路改良事業費

・ 吉浜地区と国道398号線のアクセス路の改良に要する経費

修繕料　300　道路改良工事  4,000

（8） 青葉西地区道路改良事業費

・ 青葉西地区の道路改良に要する経費

道路改良工事  36,000

（9） 田道町一・蛇田新橋線橋りょう整備事業費

・ 蛇田新橋の架け替えに要する経費

測量調査設計業務委託料 4,000

（10） 鋳銭場・住吉町一丁目2号線等道路改良事業費

・ 石巻駅南北間のアクセス性向上のための道路改良に要する経費

旅費　1,000　需用費　800　建物調査業務委託料　18,700　

基本設計業務委託料　10,000　用地購入費　149,000　

物件移転補償金　999,000

（東） （11） 地域再生拠点エリア整備事業費

・ 雄勝中心部地区及び鮎川浜地区の拠点エリアの整備に要する経費

物件移転補償金（鮎川浜地区）　15,900

（東） （12） 釜大街道線街路整備事業費

・ 釜大街道線街路整備事業に要する経費

用地購入費  16,040  物件移転補償金  111,650

（東） （13） 防災緑地２号整備事業費

・ 防災緑地２号整備事業に要する経費

用地購入費  115,700  物件移転補償金  200,300

（東） （14） 津波復興拠点整備事業費

・ 石巻駅の南側に整備予定である平面駐輪場の用地取得に要する経費

用地購入費  1,120 

（東） （15） 復興公営住宅管理費

・ 修繕料　5,482（集会場への冷暖房器具、カーテン等の設置　13団地分）

市営住宅管理代行等業務委託料　31,500（ごみ集積場改修　63団地分）

公共下水道事業受益者負担金　694

借上型住宅入居者負担軽減負担金　5,000

（東） （16） 防災集団移転促進事業費

・ 新市街地の用地買戻し及び被災元地の購入に要する経費

用地購入費　4,905,440　防災集団移転促進事業費補助金  4,709,000

● 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）  2,000

（東） （2） 地域防災力向上対策費

・ FM中継局の改修・設置に要する経費

FM中継局改修・設置業務委託料　78,300

・ 津波避難施設併設型消防ポンプ置場の整備に要する経費

実施設計業務委託料　950　地質調査業務委託料　640　

津波避難施設整備工事　26,900

46

9款

2,000 54

50

36,000

42,676 52

1,120 50

46

4,000 46

50

46

22,081

54

9,614,440 52

316,000

1,178,500 46

15,900 50

127,690

4,300

106,790
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● 教育費

（1） 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　447　旅費　545　需用費　360　備品購入費　648

（2） 子どものサポートハウス事業費

・ 震災の影響による心のケアや学習支援とともに不登校児童生徒の

サポートに要する経費

報酬　4,880　共済費　760　旅費　810　役務費　150　扶助費　1,820

（3） 総合運動公園管理費（工事請負費）

・ 総合運動公園フットボール場観客席増設に要する経費

● 災害復旧費

（1） 漁港災害復旧費（業務委託料）

・ 復旧復興事業支援に要する経費

（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 62

・ 津波避難施設併設型消防ポンプ置場の災害復旧に要する経費

地質調査業務委託料　2,160　実施設計等業務委託料　1,040

● 公債費

（1） 市債元金償還費

・ 災害援護資金の繰上償還に要する経費

（Ｈ27.10～Ｈ28.3までに繰上償還されたもの）

● 諸支出金

（1） 普通財産用地取得事業費（用地購入費）

・ （仮称）防災センター建設事業に係る用地取得の代替用地として

国有地を取得するための経費

3 特別会計の主な内容

● 土地取得特別会計

新市街地の用地供給に伴う土地売払収入及び公債費繰上償還等の実施

（歳入） 財産売払収入  4,295,332

（歳出） 公債費（元金）  895,846　繰出金　3,399,486　

● 産業用地整備事業特別会計

産業用地売払収入及び公債費繰上償還等の実施

（歳入） 財産売払収入  735,235

（歳出） 公債費（元金）  363,950　繰出金　371,285　

● 国民健康保険事業特別会計

国保財政運営都道府県化に向けた、システム改修に要する経費

（歳入） 国庫補助金  3,000

（歳出） 総務管理費  3,000

3,200

60

2,000 56

66

3,000 105

35,700

91735,235

77

416,000

73,640 64

94,000 58

4,295,332

8,420 56

12款

13款

199,000 60

11款

10款
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● 後期高齢者医療特別会計

後期高齢者医療システムの更新に係る債務負担行為のみ変更するもの

● 介護保険事業特別会計

非課税年金勘案等の制度改正に伴うシステム改修に要する経費

（歳入） 一般会計繰入金  7,485

（歳出） 総務管理費　7,485

● 病院事業会計

県補助金の追加交付による建設改良費の増額及び市道拡幅工事等に係る

病院敷地面積の減少による特別損失の計上等

【病院事業収益】　 【病院事業費用】

・ 県補助金　156,000 ・ 特別損失　15,122

【資本的収入】 【資本的支出】

・ 県補助金　123,720 ・ 建設改良費　123,820

器械装置購入費　123,820

4 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）

【後期高齢者医療特別会計】（変更） （単位：千円）

復興公営住宅整備事業（平成28年度分）

変
更
前

平成28年度
～平成29年度

5,148,000

変
更
後

医療法人との覚書に基づく固定資産
税及び都市計画税に相当する額

事　　　項 期　間

平成28年度
～平成29年度

9,784,000

事　　　項 期　間 限　度　額

限　度　額

医療施設経営基盤強化対策補助金
平成28年度

～平成41年度

後期高齢者医療システム更新業務

変
更
前

平成28年度
～平成29年度

107,508

変
更
後

平成28年度
～平成34年度

113,944

7,485 119

0 114

事　　　項 期　間 限　度　額

138,942 128

国民年金システム構築業務

変
更
前

平成29年度
～平成33年度

74,969

変
更
後

平成29年度
～平成33年度

120,351
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