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一般会計予算の内訳

歳 入
590億8,000万円

歳 出
590億8,000万円

市　税
183億725万円
（31.0％）

総務費
66億8,710万円
（11.3%）

民生費
150億2,073万円
（25.4%）

公債費
116億2,805万円
（19.7%）

衛生費
71億7,761万円
（12.2%）

農林水産業費
19億8,637万円（3.4%）

商工費　13億133万円
（2.2%）

教育費
59億9,972万円
（10.2%）

消防費
33億7,861万円
（5.7%）

土木費
52億8,494万円
（8.9%）

市　債
71億2,500万円
（12.1%）

地方交付税
188億円
（31.8%）

国庫支出金
40億2,745万円
（6.8%）

県支出金
26億9,283万円
（4.5%）

繰入金
13億6,152万円

（2.3%）

諸収入
21億2,645万円

（3.6%）

地方譲与税・各種交付金
31億2,400万円（5.3％）

その他（使用料手数料等）
15億1,550万円（2.6%）

その他
6億1,554万円（1.0%）

１万円未満四捨五入。ただし、端数の関係で
一部切り捨て、切り上げしています。（　　　　　　　　）

（　　　　　　　）

※増減率は平成19年度当初予算との比較で、▲は減少を表します。

区　　　分 予  算  額 増減率
一　般　会　計　①

企業会計（病院事業）③

合計（①+②+③）

590億8,000万円

1億6,665万円

6億4,929万円

4,774万円

2億8,912万円

3,281万円

82億5,776万円

1,753万円

7億661万円

6,280万円

189億8,439万円

13億5,984万円

13億2,778万円

92億65万円

411億297万円

60億4,053万円

1,062億2,350万円

土地取得

診療所事業

おしかホエールランド事業

水産物地方卸売市場事業

駐車場事業

下水道事業

漁業集落排水事業

農業集落排水事業

浄化槽整備事業

国民健康保険事業

後期高齢者医療

老人保健医療

介護保険事業

小計

4.1

62.3

▲ 3.7

▲ 35.4

2.1

1.3

▲ 0.3

11.6

▲ 20.4

▲ 2.0

3.6

皆増

▲ 91.2

7.1

▲ 21.5

4.4

▲ 7.6
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②

会計別予算一覧 １万円未満四捨五入。ただし、端数の
関係で一部切り捨てしています。

　今年度は、ピークを迎える公債費、後期高齢者医療制
度の開始や制度改正に伴う扶助費など、必然的に財政を
大きく圧迫している状況にあります。
　しかし、将来を担う子どもたちのための施策や地域の安全・
安心を守るための施策は、積極的に取り組んでいかなければな
らない大きな課題です。
　このため、投資的経費や各種事務経費については、さらに抑
制を図りながら、「少子化」や「安全・安心」をキーワードに、
各分野に重点施策を盛り込んだメリハリのある予算編成としま
した。

一般会計	 590億8,000万円
特別会計	 411億297万円
企業会計（病院事業）	60億4,053万円

市民一人当たりに使われるお金	 ３５５,１６５円
（４月１日現在の人口で換算）

　一般会計の歳出が、市民一人当たりどのような内容にどれ
くらい使われているかを表したものです。
主な歳出内容
●総務費　４０,２００円
市庁舎の維持管理、防災対策費などの経費です。

●民生費　９０,２９９円
社会福祉、児童福祉、生活保護などの経費でみなさんの安
定した社会生活を保つための経費です。

●衛生費　４３,１４９円
予防接種などの保健衛生や、ごみの収集・処理など衛生的
な生活を保つための経費です。

●土木費　３１,７７１円
道路、河川、港、公園などの整備、市街地再開発などの経
費です。

●教育費　３６,０６８円
幼稚園、小・中学校や高校の学校教育に、社会教育を併せ
た教育全般にわたる経費です。

●公債費　６９,９０３円
借入金の返済に充てる元利償還金などです。

●その他　４３,７７５円
農林水産業、商工業の振興、雇用対策や消防防災に要する
経費などです。

※参考　市民一人当たりの市税額　１１０,０５６円

　揮発油税などの暫定税率の関連法案が国会で成立していなかった
ため、平成20年３月末をもって暫定税率の期限切れとなり、歳入欠
陥となる可能性が生じています。
　このため、県や他市の動向を踏まえ、暫定措置として、道路関係
予算の一部について執行を一時的に留保しています。

１，０６２億２,３５０万円１，０６２億２,３５０万円１，０６２億２,３５０万円１，０６２億２,３５０万円
平成２０年度予算
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まちづくりの６つの基本目標に基づいた
一般会計予算の主な内容

１．ともに創る協働のまち
◦集会所建設への支援やNPO支援オフィスの運営
に	 1,999万円
◦市報やホームページなど情報提供の推進に
	 	 2,068万円
◦住民記録システムなどの窓口証明に
	 	 1億3,213万円
◦電話催告センターの開設など市税の収納率向上対
策に	 2,700万円
◦固定資産税評価替基礎資料作成に	 5,895万円

２．個性と創造性豊かな
未来の担い手をはぐくむまち

◦奨学資金に	 7,671万円
◦特別支援教育共同実習所の受け入れに	 1,023万円
◦石巻小学校と釜小学校耐震補強事業や門脇中学校
体育館改築事業に	 4,407万円
◦門脇小学校受水槽改修工事など小学校施設維持に
	 	 1億158万円
◦少年補導員の設置などの少年センターの運営に
	 	 882万円
◦中学生海外研修事業などの国際交流推進に
	 	 1,164万円

３．地域資源を活かして元気産業を創造するまち
◦新産業創出の支援と自動車関連産業の推進に
	 	 607万円
◦商工業振興対策事業に	 7億4,087万円
◦労働者対策に	 6,036万円
◦北上漁港と長渡漁港建設に	 2億1,000万円
◦農業経営基盤強化など農業振興対策に	 5,564万円
◦造林事業に	 1,610万円
◦農業、水産業、物産による“石巻ブランド”振興
対策に	 1,367万円
◦中心市街地活性化基本計画策定などに	 730万円
◦デスティネーションキャンペーンや各地区まつり
の支援など観光振興に	 4,625万円

▲ 耐震補強事業を行う石巻小学校

４．安心して健やかに暮らせるまち
◦後期高齢者事業対策に	 15億8,001万円
◦各種検診など健康増進事業に	 2億9,493万円
◦妊婦検診の充実や新生児全戸訪問などの母子保健
事業に	 6,627万円
◦病院事業会計補助金など病院事業の運営に
	 	 15億3,909万円
◦雄勝保育所と相川保育所建設事業に	 6,952万円
◦放課後児童クラブ開設に	 6,918万円
◦生きがいディサービス事業などに	 4,784万円
◦障がい者自立支援特別対策事業に	 5,544万円
◦石巻消防署南分署建設事業に	 3億7,750	万円
◦交通安全対策に	 1億4,416万円
◦住宅の耐震対策やスクールゾーン内危険ブロック
塀除去の支援に	 4,273万円

　
▲ 解体し新築する石巻消防署南分署

５．心ゆたかな誇れるまち
◦公共下水道、農業集落排水、浄化槽設置などの事
業の推進に	 29億2,625万円
◦自然環境確認調査などの環境政策の推進に
	 	 230万円
◦家庭ごみ収集など清掃業務に	 6億3,920万円
◦ごみ焼却などごみ処理対策に	 8億3,214万円
◦青少年劇場小公演開催など芸術文化振興に　
	 	 1,008万円
◦歴史文化資料展示施設整備基本計画の策定に
	 	 370	万円
◦市民会館の運営に	 2,437万円
◦各スポーツ大会の運営など体育奨励に	 2,396万円

６．地域の個性が輝き融和するまち
◦地域づくりの支援に	 884万円
◦離島振興対策に	 5,467万円
◦市道舗装補修工事などに	 2億1,461万円
◦上水道対策費に	 4億4,018万円
◦向陽町住宅解体、駐車場整備に	 6,300万円
◦地域バス、乗合タクシー交通の支援などに
	 	 7,250万円


