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平成26年度 当初予算

　本年度当初予算は、「震災復興基本計画」に掲げる「再生期」
の初年度として、未来へつなぐ新しい石巻市を目指すことを
基本とした「平成26年度予算編成方針」に基づき、「石巻市震
災復興基本計画」に掲げた施策を重点的に予算化しました。
　また、「石巻市総合計画」に位置付けている、市民生活や産業
の進展に欠くことのできない施策については、引き続き厳選
した中で取り組むこととします。

一般会計 2,267.7億円（対前年度比0.3％、7.7億円の増）
総 会 計 3,094.3億円（対前年度比7.6％、217.6億円の増）

会計別予算一覧 　（単位：千円 ,％）

会計区分 平成26年度当初予算
対前年度比較

増減率

一般会計 226,770,000 0.3 

復旧復興分 166,500,118 ▲1.5

通常分 60,269,882 5.9

特別会計 80,252,948 35.1 

内
　
訳 

土地取得 301,789 ▲ 69.9 

水産物地方卸売市場事業 184,788 13.1 

駐車場事業 57,670 156.7

下水道事業 25,950,990 34.2 

漁業集落排水事業 30,863 53.0 

農業集落排水事業 528,562 ▲ 4.8 

浄化槽整備事業 95,386 0.5

市街地開発事業 16,255,415 173.6

産業用地整備事業 2,040,912 皆増

国民健康保険事業 21,023,004 7.4 

後期高齢者医療 1,703,780 12.1 

介護保険事業 12,079,789 8.1

病院事業会計 2,410,651 6.4

合計 309,433,599 7.6 

※増減率は平成25年度当初予算との比較で▲は減少を表します。

一般会計（震災に関する主な事業費） （単位：千円）
■震災復興計画推進関係費　震災復興基本計画実施計画の進行管理およ

び震災の記憶を伝承するための手法や震災遺構の選定・提言等を行う組
織設置経費ほか

131,741 

■地域自治システム関係費
　住民自治組織交付金、地域自治システムサポート事業委託料ほか 15,087 

■地域コミュニティ再生関係費　コミュニティづくりのために町内会等が
行う講演会、清掃作業等のイベントへの補助や地域づくりのためのNPO
団体等の支援活動に対する補助を行うもの

67,300 

■被災者生活支援事業費　サポートセンター維持管理・事業運営費、復興
公営住宅に入居後の支援体制づくりに要する経費ほか 715,556

■復興公営住宅等移転支援事業費　仮設住宅から復興公営住宅等への移
転費用の一部を助成するもの（防集、がけ近事業の対象とならないもの） 150,127

■新墓地整備事業費
　南境字大衡山地内に約3.9haの新墓地を整備するもの 1,136,000

■地域包括ケア推進事業費　地域包括ケアシステムの構築を行うもの 13,390

■震災等緊急雇用対応事業費　震災に伴う失業者等の雇用確保を図るた
めの就労支援業務委託料ほか 1,277,730

■農業復興対策費　被災地域の農地復旧作業を実施する農業復興組合へ
の支援補助金やほ場整備に伴う県営事業負担金ほか 1,007,271

■水産業復興対策費　被災した漁協等が実施する共同利用施設の本復旧
整備への支援補助金や漁港の復旧工事と併せたソーラー式照明の設置
を行うものほか

256,613

■漁港施設機能強化事業費　災害復旧事業と並行し、用地の嵩上や物揚
場等の施設改良を実施し、漁港機能の向上を図るもの 434,000

■石巻漁港荷捌き所施設整備事業費　設計・施工一括発注による荷捌き
所施設の整備および後背地の駐車場、避難通路施設の整備ほか 11,381,293 

■商工業復興対策費
　市内中小企業者の被災施設・設備の復旧支援助成金ほか 246,000

■企業立地等促進事業費　6次産業化を推進するための人材育成セミ
ナー等の業務委託や１次・２次・３次産業がネットワークを形成して取組む
プロジェクトへの助成金ほか

235,705 

■観光物産復興対策費
　観光物産の復興に向けたイベント等への支援を行う経費ほか 57,465

■被災市街地再開発事業費　中心市街地の復興を図るため、再開発組合
で施行する再開発ビル建設等への支援を行うもの 1,188,939

■御所入湊線街路整備事業費　災害時の避難等の迅速化を図ることを目
的とし、牧山への最短ルートとしての都市計画道路を整備するもの 429,000 

■地域再生拠点エリア整備事業費　雄勝・牡鹿地域の産業の復興、交通基
盤の復旧、観光施設・資源の復旧を図るもの 242,100 

■復興公営住宅整備事業費　震災により住宅を滅失し、自力での住宅再建
が難しい方のための復興公営住宅を整備するもの 40,909,493

■防災集団移転促進事業費　震災により住民の居住に適当でないと認め
られる区域となった地域にある住居の集団による高台等への移転を推進
するもの

43,006,506

■地域防災力向上対策費　災害から市民の安全を確保するため、防災ラジ
オを希望する方に有償あっせん方式により配布を行うものほか 545,537

■北上小学校移転新築事業費　学校建設に向けた基本構想策定のための
検討委員会開催等を行うもの 4,298 

■被災児童・生徒通学支援事業費　震災によりやむなく遠距離通学となる
児童および生徒に対する通学支援（スクールバス等）を行うもの 460,553 

■高等学校統合整備事業費（桜坂高等学校）　市立高等学校の災害復旧
事業と同時施工で市立高校２校の統合を実施するもの 1,319,950

■小・中・高等学校太陽光発電設備整備事業費
　災害時の自立的電源確保を図り、学校の防災機能を強化するもの 235,450 

■複合文化施設整備事業費　博物館機能および文化ホール機能を有する
複合文化施設の整備のための基本計画の策定を行うもの 9,088

歳入総額
2,268億円

１.歳入 市税
151.4（6.7％）

その他
1,076.1（47.5％）

国庫支出金
318.1（14.0％）

地方交付税
449.0（19.8％）

県支出金
100.2（4.4％）

市債
143.7（6.3％）

譲与税・交付金
29.5（1.3％）

自主財源
790.0（35.0％）
自主財源

1,227.5（54.1％）

依存財源
1,470.0（65.0％）
依存財源

1,040.5（45.9％）

歳出総額
2,268億円

２.歳出（目的別）

土木費
1,085.3（47.9％）

民生費
286.1（12.6％）

災害復旧費
185.0（8.2％）

農林水産業費
153.6（6.8％）

衛生費
143.1（6.3％）

総務費
132.5（5.9％）

教育費
96.9（4.3％）

公債費
90.0（4.0％）

その他
5.4（0.2％）

消防費
38.3（1.7％）
消防費

43.0（1.9％）

商工費
28.6（1.3％）

労働費
29.7（1.3％）
労働費

18.5（0.8％）

（単位：億円）

（単位：億円）

一般会計の内訳

※かっこ内は総額に対する割合を表します。

問　財政課（内線4052）問
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相談あんない
相談

　　　

復興公営住宅事前登録抽選会のお知らせ
お知らせ

　復興公営住宅事前登録において希望者が整備戸数を超えた住宅の抽選
会を行います。抽選の対象となった方には順次抽選番号通知書をお送り
します。抽選会への出席の有無は抽選結果に影響しません。
　河北総合センター「ビッグバン」での抽選会にご来場の際は「ビッグバ
ン」敷地内駐車場をご利用ください。また、市役所北口（駅前交番側）前か
ら送迎バス（先着20人定員・予約不要）を運行します。運行時間等詳細に
ついては抽選番号通知書同封のご案内をご覧ください。
と　き　右記日程のとおり
ところ　河北総合センター「ビッグバン」、市役所
抽選方法　抽選器により抽出された番号玉により決定
問　市役所3階事前登録相談窓口（37番窓口）（内線3981～3983）
　　午前9時から午後5時（土日・祝日を除く）　
　　専用ダイヤル　☎90-8041・90-8042

問

日　程
と　き ところ 10～11時 11～12時 13～14時 14～15時 15～16時 16～17時

4月19日（土） 市役所 黄金浜南 栄田 浜松町 しらさぎ台 ―

4月26日（土） 市役所 大街道西1 不動町2 大街道西2 新渡波B ―

5月1日（木） ビッグバン 大街道北2 新蛇田A（津波防御施設優先者）

5月10日（土） 市役所 中央1 新沼 泉町4

5月14日（水） ビッグバン 新蛇田B 新蛇田C

5月21日（水） ビッグバン 中里1 新蛇田D

5月29日（木） ビッグバン 新蛇田A 新蛇田E

6月7日（土） ビッグバン ― 日和が丘1 駅前北通り1

6月14日（土） ビッグバン 新蛇田南A 新蛇田南B（ペット） 新蛇田南B

復興事業や生活再建に関わる個別相談会の開催
相談

　市街地にお住いの皆さんを対象に、復興事業や生活再建に関わる個別相談
会を開催します。
　復興事業の進捗状況の他、復興公営住宅の抽選会日程、住宅再建等に関する各
種支援制度等について、ご相談のある方はぜひご参加ください。

問　基盤整備課（内線5516）

と　き ところ 相談時間

4月15日（火）

仮設蛇田西部第2団地　談話室
（蛇田字新金沼8番地1ほか) 午前9時～午後1時

仮設元浦屋敷団地　談話室
(門脇字元浦屋敷27番地1ほか) 午後1時～5時

4月16日（水）

仮設水押球場団地　集会所
(水押三丁目4番1) 午前9時～午後1時

仮設渡波北部第1団地　談話室
(新成一丁目49番地) 午後1時～5時

4月17日（木）

仮設向陽団地　集会所
(向陽町五丁目13番1号ほか) 午前9時～午後1時

仮設日本製紙団地　談話室
(羽黒町二丁目9番1号) 午後1時～5時

4月19日（土） 仮設南境第７団地　集会所(北)
(南境字新小堤25番地1ほか) 午前9時～午後5時

4月21日（月） 仮設開成第11団地　集会所(北)
(開成1番地28ほか) 午前9時～午後1時

4月22日（火）

仮設開成第12団地　集会所(西)
(開成1番地74ほか) 午前9時～午後1時

仮設蛇田中央団地　集会所
(向陽町四丁目7番1号) 午後1時～5時

※上記の仮設住宅の周辺にお住まいの方もぜひご参加ください。
問

●弁護士による「移動無料相談会」
弁護士による相談内容
　被災ローン減免制度、金銭貸借、離婚、家庭内暴力、解雇、パワハラ、未払賃金、
　建築トラブル、不動産トラブル、交通事故、損害賠償、近隣トラブル等
　ひとりで悩まず専門家へご相談ください。上記以外の相談も可能です。

※事前予約の方が優先（当日相談も可）
※移動相談会のほか、法テラス東松島でも無料相談ができます。
申・問　法テラス東松島　☎ 050-3383-0009　
　　  　 午前9時～午後5時（土日・祝日を除く）
     　　 市生活再建支援課（内線4762～4764）

と　き ところ 相談時間

4月22日（火） 仮設大森第2団地集会所
（大森字内田1-23）

午前10時～午後4時
4月30日（水） 仮設向陽団地集会所

（向陽町5丁目13-1）

申 問

問

●「災害復興住宅融資」無料相談会（要予約）
　住宅金融支援機構（旧住宅金融公庫）では、震災により被害を受けられた方
が、住宅の再建・補修をするための融資（建設・購入の場合は当初5年間の金利
0％）について、相談会を行っています。なお、相談会への参加を希望する場合
は、事前に予約をお願いします。
と　き　4月25日(金)・26日(土)・5月23日（金）・24日（土）　
　　　　午前10時～午後4時
ところ　市役所5階市民サロン前
申・問　住宅金融支援機構東北支店　☎ 022-227-5035
　　　   午前9時～午後5時（土日・祝日を除く）
　　　　市生活再建支援課（内線3957）

問申

問

●被災従前地買取りのための司法書士の無料相談窓口（要予約）
　防災集団移転促進事業の被災従前地買取り事業に伴い、相続関係、権利関係
等について、司法書士による無料相談窓口を開設しています。
と　　き　毎週 木曜日　午前10時～午後5時
　　　　　毎週 日曜日　午後1時～5時　※相談日が祝日の場合も実施

と こ ろ　石巻司法書士相談センター（鋳銭場5-9いせんばプラザ102）
相談内容　相続関係、抵当権、その他権利関係等
予約受付　司法書士相談窓口予約コールセンター
　　　　　（内線5541・5542）　☎98-8986
　　　　　午前9時～正午・午後1時～5時（土日・祝日を除く）
問　用地課（内線5535・5536）問

　　

石巻市立学校施設災害復旧整備計画【門脇地区】を
策定しました！お知らせ

　門脇小学校は、東日本大震災の津波被害により、校舎が使用できず門脇中学
校に間借りして授業を行っています。
　教育委員会では、保護者の皆さん等を対象にしたアンケートや説明会での
意見等を踏まえ、一日も早く正常な状態に復旧させるため石巻市立学校施設
災害復旧整備計画【門脇地区】を策定しましたのでお知らせします。
策定方針
　○「学校の適正規模」
　○「より早い教育環境の正常化」
　○「津波被害からの安全を確保した学校の配置」
計画内容
　○平成27年4月に門脇小学校を石巻小学校に統合します。
　　なお、校舎は、石巻小学校の現校舎を使用します。また、市内中心部におけ
　　る小・中学校の学区再編に向けた検討を進めます。
問　教育総務課（内線5012・5013）問

※同じ抽選対象住宅の中で、型別（間取り）等によっては抽選とならない場合もあります。
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古紙パルプ配合の再生紙と環境に優しい植物油インキを使用しています。

石巻市役所　〒986-8501　宮城県石巻市穀町14-1　　☎0225-95-1111　　FAX 0225-22-4995
開庁時間　午前8時30分～午後5時
ホームページ　http://www.city.ishinomaki.lg.jp/ 次回発行は平成26年5月1日の予定です。 
発行　石巻市総務部秘書広報課（内線4024・4025）FAX0225-23-4340 編集/印刷　（株）石巻日日新聞社 　

市役所☎95-1111　河北総合支所☎62-2111　雄勝総合支所☎57-2111　河南総合支所☎72-2111　桃生総合支所☎76-2111
北上総合支所☎67-2111　牡鹿総合支所☎45-2111　渡波支所☎24-0151　稲井支所☎95-2171　荻浜支所☎90-2111　蛇田支所☎95-1442電話番号案内

　　表記の見方　申 申し込み　問 問い合わせ　　〔先着〕 先着順　〔抽選〕申し込み多数のときは抽選　　　Ｅメール申 問

　　

「地域づくりコーディネート事業」募集のお知らせ
募集

　コミュニティの再生・再構築を図るため、町内会や行政区との信頼関係のも
と、町内会等の各種行事を支援しようとするNPO団体等からの企画提案を募
集しています。詳細は、市ホームページをご覧ください。
申・問　地域協働課（内線4239）問申

　　　 

5月10日より、蛇田中央地区の一部の土地の名称変更
お知らせ

　　　 

災害用の備蓄品を配備しました
お知らせ

　災害に備えて、粉ミルクと哺乳瓶、救急
セット（消毒液、ガーゼ等）を新たに配備し
ました。粉ミルクと哺乳瓶は市役所および
各総合支所に、救急セットは避難所となる
公共施設に配備しました。
　なお、医薬品類は備蓄していないため、必要な医薬品類は非常用の持出品と
あわせてご準備ください。
問　防災推進課（内線4173）問

　　

4月18日「よい歯デー」歯科健康テレホン相談
お知らせ

受付日時　4月18日（金）　午前10時～午後4時
相談先電話番号　☎022-265-1667（宮城県保険医協会内）
※電話で相談の概略を受け、回答は3日以内に歯科医師から直接相談者に
　お答えします。
問　宮城県保険医協会　☎022-265-1667、市健康推進課（内線2417）問

　　

地域づくり基金事業助成金
募集

　この助成金は、市民が行政と協働のまちづくりにより実施する事業や、市全
域のまちづくりのために地域コミュニティの活性化を図る事業を行う団体に
対して、地域の活性化や協働のまちづくりの推進のために、自分たちで考え、
自分たちで具体化していく活動を支援していきます。
助成上限額・助成率
①市民が行政との協働のまちづくりにより実施する事業
　助成上限額30万円・助成率100／100
②市全域のまちづくりのために地域コミュニティの活性化を図る事業
　助成上限額30万円・助成率70／100
申込方法　助成金申請書に記入の上、地域協働課または各総合支所地域振興
　　　　　課まで直接、申し込みください。
　　　　　※郵便での申し込みはできません。
　　　　　※国・県・市等の他の助成事業との併用はできません。
市民審査員募集　交付対象事業を採択する一般市民審査員を募集します。
　　　　　　　　（申請団体の方も審査員になれます。ただし、人数制限有）
　　　　　　　　※当日の受付はできませんのでご注意願います。
申込期間（助成金および市民審査員）　4月14日（月）～5月23日（金）
※詳しくは、直接お問い合わせいただくか、ホームページ「市政情報／助成
   金・補助金／地域づくり基金事業助成金」の欄をご覧ください。
申・問　地域協働課（内線4236・4238）・各総合支所地域振興課問申

　　

石巻圏　元気をつなごう！絆フェスティバルの駅伝・
マラソン大会参加者募集募集

と　き　6月29日（日）
ところ　石巻専修大学および石巻市南境、開成の一部公道
種目・定員
　◇駅伝大会（5区画6km）50チーム
　　（選手5人で補欠は2人まで。男女混合で区間ごとの選手条件は設けません）
　◇マラソン大会　 5km　①高校・一般男子②同女子　計400人
　　　　　　　　  10km　③高校・一般男子④同女子　計400人
　※マラソンと駅伝の重複参加はできません。
対　象　石巻市・東松島市・女川町（石巻圏域）在住の方または出身者、勤務経 
　　　　験、ボランティア経験等、石巻圏域にゆかりのある方
　　　　◇駅伝　小学生以上　◇マラソン　高校生以上
参加料　◇駅伝　1チーム2,000円　◇マラソン　1人1,000円
　　　　※スポーツ保険代含む。
申込期限　5月10日（土）必着
申込方法　申込用紙に必要事項を記入し、参加費を添えて申し込みください。
配布場所　NPO法人石巻体育協会・三陸河北新報社のホームページ
申・問　NPO法人石巻市体育協会事務局（市総合体育館内）　☎95-8998問申

　　

地域のコミュニティづくりを支援しています
お知らせ

　震災の影響で減少している地域住民によるイベント等の開催や仮設住宅団
地内におけるコミュニティづくりを推進するため、「コミュニティづくり支援
補助金」の対象事業を募集しています。
　この補助金は町内会や仮設住宅団地の自治会等、比較的小さなエリアで、住
民主体によるコミュニケーションづくりを推進するために開催する交流イベ
ント（講演会、清掃作業、植栽事業、お祭り等）に活用できます。
補助金額　一団体・年10万円限度
対象団体　市内に設立されている町内会や仮設住宅団地の自治会組織等の住
　　　　　民自治組織
募集期間　随時募集。ただし、年度内に事業が完了すること。
申請方法　担当課備え付けの交付申請書類に必要事項を記入の上、直接持参
　　　　　願います。
申・問　地域協働課（内線4236・4238）・各総合支所地域振興課各支所問申

問　都市計画課（内線5625）・地域協働課（内線4237・4238）問

　蛇田中央土地区画整理事業の換地処分の公告に伴い、新しい地名に変更と
なります。
対　象 蛇田中央土地区画整理事業エリア

変更後の町名 変更前の字名

恵み野一丁目 蛇田字芋殻町の全部、蛇田字太田切の一部、蛇田字新金沼の
一部、蛇田字福村南の一部

恵み野二丁目 蛇田字大埣の一部、蛇田字太田切の一部、蛇田字新大埣の
一部、蛇田字新金沼の一部、蛇田字久七前の一部

恵み野三丁目 蛇田字大埣の一部、蛇田字太田切の一部、蛇田字新大埣の
一部、蛇田字新金沼の一部、蛇田字久七前の一部

恵み野四丁目 蛇田字大埣の一部、蛇田字新大埣の一部、蛇田字新金沼の一部
恵み野五丁目 蛇田字新大埣の一部、蛇田字新金沼の一部
恵み野六丁目 蛇田字新大埣の一部

石巻市蛇田中央
土地区画整理事業


