
1 各種会計予算総括表

※ 補正額等(B)には、今回新たに会計を設置する「産業用地整備事業」分を含む。

2 一般会計の主な内容

【歳　入】

● 地方特例交付金

・ 減収補てん特例交付金

● 地方交付税

・ 普通交付税　1,470,667　震災復興特別交付税　1,663,000

表紙№8

産業用地整備事業 1,198,000 1,198,000

9款 5,587 4

3,133,667

781,458

8,659,448

(A)＋(B)

（単位：千円）

22,469

166,052

1,001,325

計

2,607,200

20,011,101

341,977,757

2,289,943

70,076,037

11,257,575

1,522,218

20,808,997

13,186,568

100,104

(B)

2,400

13,924,964

25,085

5,240,431

80,319

1,235,087

2,710

漁業集落排水事業

石巻市の平成25年度9月補正予算等の概要

725,103

20,170

19,957,941

補正額等

53,160

20,170

269,611,777

163,342

22,469

328,052,793

2,264,858

64,835,606

11,177,256

1,519,818

94,904

一般会計

会　　計　　区　　分

土地取得

水産物地方卸売市場事業

特
　
別
　
会
　
計

後期高齢者医療

駐車場事業

浄化槽整備事業

国民健康保険事業

市街地開発事業

下水道事業

現計予算額

(A)

260,952,329

1,001,325

10款

介護保険事業

小　　　計

病院事業会計

  今回の補正予算は、「総合福祉会館みなと荘」及び「湊こども園」の移転新築事業費、本年12月
に完成する「子どもセンター」の管理運営に要する経費、長面地区の遺体捜索に係る災害救助費の
増額、復興公営住宅の整備に要する経費、石巻トゥモロービジネスタウンの未分譲地の購入に要す
る経費のほか、新駅誘致及びそれに伴う駅前広場の環境整備に要する経費、農林水産、教育、消
防、厚生労働施設等に係る災害復旧経費などについて、所要額を措置したもの。

農業集落排水事業

合              計

19,573,910

10,579,368

5,200

56,355

千円

6
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● 分担金及び負担金

・ 未熟児養育医療費負担金

● 使用料及び手数料

・ 総合運動公園使用料　1,080　構造計算適合性判定手数料　6,000

入学者選抜手数料  ▲330

● 国庫支出金

（1） 災害復旧費国庫負担金　1,228,681

（農林水産業施設　1,000,000　文教施設　228,681）

（2） 未熟児養育医療費負担金　7,740

（3） 循環型社会形成推進交付金  5,975

（4） 災害復旧費国庫補助金（その他公共施設・公用施設）　255,534

（5） 自衛官募集事務委託金  7

（6） 排水機場管理委託金  2,030

（7） 社会教育活性化支援プログラム事業費委託金  1,776

● 県支出金

（1） 未熟児養育医療費負担金　3,870

（2） 国土利用計画費交付金　22

（3） 子育て支援対策臨時特例基金特別対策事業費補助金　20,000

（4） 保育所等複合化・多機能化推進事業費補助金　11,875

（5） 未熟児養育医療費補助金  ▲6,607

（6） 浄化槽設置推進事業費補助金　2,987

（7） 震災等緊急雇用対応事業費補助金  81,800

（8） 農業経営高度化支援事業費補助金　58,573

（9） 幼稚園等複合化・多機能化推進事業費補助金  1,123

（10） 災害復旧費県補助金　453,330

（農林水産業施設　302,333    厚生労働施設　150,997）

（11） 社会保障生計調査委託金  166

● 財産収入

・ 土地売払収入  40,506

● 寄附金

・ 一般寄附金  33,531  奨学資金費寄附金　3,438

災害復旧費寄附金　19,778  児童福祉施設整備費寄附金  400  　

● 繰入金

（1） 財政調整基金繰入金　▲3,522,965

（2） 減債基金繰入金  ▲600,000

（3） 震災復興基金繰入金　750,300（県交付金分　91,500  市独自分  12,000  現年災分  646,800）

【充当先】 （県）

（県）

（県）

（現）

（現）

13款

18款 ▲ 1,245,936

区画整理換地調整用地先行取得費 634,800

16款 40,506

17款

14款

物産市等開催・参加支援事業費補助金

石巻市立病院開設支援業務委託料

6,750 10

30

12款 1,429 8

災害救助費（遺体捜索経費） 86,000

5,000

15款

57,147

500

28

漁業経営震災復旧特別対策資金利子助成金

1,501,743 14

26

627,139 20

12,000
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（独）

（4） 東日本大震災復興交付金基金繰入金　2,074,440

【充当先】

（5） 特別会計繰入金　52,289

（後期高齢者医療　6　水産物地方卸売市場事業　553　下水道事業　41,075　

  農業集落排水事業　10,655）

● 繰越金

・ 前年度繰越金

● 諸収入

・ 物件移転補償金  9,700  市有地内立木補償金  259

日本赤十字社東日本大震災復興支援事業費補助金　81,905

遊楽館光熱水費負担金  1,116  かなんパークゴルフ場光熱水費負担金  46

● 市債

・ 斎場施設整備事業債　100,900　復興公営住宅整備事業債  33,800

小学校施設整備事業債  9,800  高等学校施設整備事業債  ▲230,700

臨時財政対策債  202,000  災害援護資金貸付金　65,590

児童福祉施設整備事業債  57,000

【歳　出】

● 総務費

（1） 国土利用計画関係費

・ 国土利用計画費交付金の確定に伴う事業費の増額

（2） 新駅誘致関係費

・ （仮称）蛇田新駅の誘致（請願駅）に係る駅舎等の基本設計等業務委託料

（3） 地域情報化推進関係費

・ 北上川河川改修（国）及び県道改良（県）に伴う地域イントラネット光ファイバー

の移設に要する経費

（4） 市民協働推進費

・ 集会所の改修に対する補助金

【交付先】

【補助率】 改修  2/3  下水道接続  1/2

深山集落センター

日和山会館

施設名 地区

本庁

桃生

40

複合文化施設整備推進費 8,000

34

9,700

93,026

40

36

【（東）は東日本大震災復興交付金関連事業】

1,965

マンガを使った街づくり推進事業委託料 12,000

総合福祉会館みなと荘移転新築事業費

市街地開発事業特別会計繰出金

基盤整備事業関係費

地域防災力向上対策費 23,520

933,554

257,340

合併処理浄化槽設置復興事業費

40

改修1,377

588

40

事業内容

19款 4,200,000

高等学校統合整備事業費

21款 238,390

駅前広場整備事業費

観光物産復興対策費 2,080

都市計画策定費 6,400

14,160

震災復興計画推進関係費

3,357

477,778

下水道接続

64,400

91,051

13,000

産業用地整備事業特別会計繰出金

2款

22

38

交付額

20款

192,800
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（5） 電子計算処理費

・ 住民情報システムの更新に係る移行データの抽出作業に要する経費

（6） 震災復興基金費（積立金）

・ 5月から7月まで採納した災害復旧費寄附金を基金に積み増しするもの。

（7） 自衛官募集事務費

・ 自衛官募集事務委託金の確定に伴う事業費の増額

（8） 国県補助金等精算還付金

・ 市税の還付金の増額

（東） （9） 震災復興計画推進関係費

・ 震災伝承事業を具体的に展開していくための検討委員会の立ち上げや総合的な調査

事業及び復興まちづくり事業の包括管理・調整（マネジメント）に要する経費

報償金（委員謝金）  315  費用弁償  800  普通旅費  520

震災伝承調査業務委託料  17,500  

復興まちづくりマネジメント（政策調整）支援業務委託料  63,000

（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  3,470

【交付先】

【補助率】 改修・付帯設備  10/10  土地購入  1/2

・ 寄磯集会施設建設に係る補助金  81,905

【交付先】（施設名）  （仮称）寄磯地区集会所  （牡鹿）

日本赤十字社の支援によるもの

（11） 国県補助金等震災関係精算還付金

・ 震災に伴う市税の還付金

（12） 固定資産税関係費

・ 空中写真を活用した課税客体の把握及び調査に要する経費

家屋異動調査業務委託料  15,700  空中写真撮影業務委託料  21,100

（13） 収納震災関係費

・ 震災に伴う市税の還付加算金

● 民生費

（1） 国民健康保険事業対策費（繰出金）

（東） （2） 総合福祉会館みなと荘移転新築事業費

・ 総合福祉会館みなと荘の移転新築に要する経費（湊こども園等との合築）

移転先：八幡町一丁目6-1

開館予定：平成27年4月

床面積：1,500㎡

工事監理業務委託料　8,000　新築工事  553,000  役務費（手数料）  144

（3） 休日子育て相談事業費

・ 震災により休止していた休日子育て相談事業の再開に要する経費

再開場所：子どもセンター

開設日：土曜日、日曜日（再開前は土曜日のみ）

相談員賃金  211  需用費（消耗品）  9

（4） 子ども・子育て支援事業計画策定費

・ 子ども・子育て支援法で策定が義務付けられ、地域型保育事業などの新制度の給付・

(仮称）3.11波板地域交流センター

本庁

本庁

雄勝

4,200 44

561,144 44

地区

黄金浜会館

元倉会館

施設名

300,000

36,800

40

42

18,000 42

46220

3,800

40

244 土地購入

事業内容

1,726 改修

1,500 改修・付帯設備

82,135 40

40

40

30,000 40

19,778 40

72,000

交付額

3款

85,375

46

7
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事業の需要見込量などを盛り込んだ事業計画の策定に要する経費

（5） 放課後児童クラブ震災関係費

・ 渡波地区及び鹿妻地区第二放課後児童クラブの備品購入

「あおぞらロングビーチ」からの児童福祉施設整備費寄附金によるもの

（6） 被災児童等支援団体助成費

・ 被災した子どもたち及びその家族等への支援を行っているＮＰＯ等の団体に対する

助成金  20団体×＠1,000千円（上限）

（7） 湊こども園等移転新築事業費（保育所）

・ 湊こども園の移転新築事業のうち保育所分に係る経費（総合福祉会館みなと荘との合築）

開園予定：平成27年4月

床面積：219㎡（災害復旧面積を除く増床分の床面積）

工事監理業務委託料　1,200　新築工事　81,000  役務費（手数料）  22

（8） （仮称）門脇・大街道地区保育所建設事業費

・ 震災により移転新築する（仮称）門脇・大街道地区保育所を下釜第1被災市街地

復興土地区画整理事業地内に建築するために必要な用地購入費

購入面積  3,900㎡

（9） 雄勝地区保育所建設事業費

・ 震災により移転する雄勝保育所の建設場所の用地造成に係る実施設計業務

開園場所  石巻市雄勝町小島字和田123（特別養護老人ホーム「雄心苑」隣接）

開園予定  平成29年4月

造成予定面積  約1,500㎡

（10） 湊こども園等移転新築事業費（放課後児童クラブ）

・ 湊こども園の移転新築事業のうち放課後児童クラブ分に係る経費（総合福祉会館みなと荘との合築）

床面積：148㎡

工事監理業務委託料　800　新築工事　55,000  役務費（手数料）  15

（11） 子どもセンター管理費

・ 公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンから寄付を受ける「子どもセンター」の

管理運営に要する経費

開所  平成26年1月

場所  石巻市立町一丁目6-1

嘱託員（所長1名、職員5名）報酬  4,827  社会保険料  696  講師謝礼金  260

費用弁償  440  施設維持管理等業務委託料  384  備品購入（庁用器具）  360

その他事務費等（需用費（消耗品費、印刷製本費、光熱水費、医薬材料費）  1,860

  役務費（通信運搬費、傷害保険料）  51  下水道使用料  22）

（12） 生活保護事務費

・ 被保護世帯を対象とした社会保障生計調査（家計簿調査）に要する経費

報償金（調査協力金）  123  需用費（消耗品費）  39  役務費（通信運搬費）  4

（13） 災害救助費

・ 長面地区の遺体捜索を集中的に実施するための経費の増額

捜索等業務委託料　84,500　需用費（燃料費）　1,400  発電機等借上料  100

● 衛生費

（1） 母子保健事業費

・ 母子保健法に基づき、身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児の

入院養育に係る医療費給付に要する経費の増額

（2） 斎場費

・ 石巻斎場、雄勝斎場、牡鹿斎場の指定管理に向けた経費及び石巻斎場の火葬炉改修に

55,815

8,100 46

86,000

401 46

110,000 46

20,000 46

8,900 46

7,700

4款

82,222 46

54

52

134,634

166 50

46

54
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伴う増額

石巻斎場改修工事  134,500  指定管理者選定委員報酬  114  費用弁償  20

（3） 病院事業運営費（東日本大震災関係分）

・ 病院事業会計補助金

（4） 雄勝診療所建設事業費

・ 雄勝診療所の建設（本設）場所の用地造成に係る実施設計業務

開所場所  石巻市雄勝町小島字和田123（特別養護老人ホーム「雄心苑」隣接）

開所予定  平成28年10月

（5） 合併処理浄化槽設置補助事業費（補助金）

・ 住宅建築等に伴い設置する合併浄化槽設置補助金の増額

（6） 浄化槽整備事業特別会計繰出金

（東） （7） 合併処理浄化槽設置復興事業費（補助金）

・ 震災被災者が住宅再建等に伴い設置する合併浄化槽設置補助金の増額

● 労働費

（1） 震災等緊急雇用対応事業費

・ 事業の追加実施に伴う委託料の増額補正

被災企業流通体制支援事業の追加（新規雇用予定者数35人増）

● 農林水産業費

（1） 農業集落排水事業特別会計繰出金

（2） 農業復興対策費

・ 被災地区のほ場整備事業における受益者償還金を農地集積率に応じて補助するもの

高度経営体集積促進事業費補助金

（3） 農業集落排水事業特別会計繰出金（東日本大震災関係分）

（4） 水産物地方卸売市場事業特別会計繰出金

（5） 水産業復興対策費

・ 被災漁業者に対する漁業経営資金の利子補給及び宮城県のかき養殖業の発展の

礎を築いた宮城新昌氏の顕彰碑再建に係る補助金

漁業経営震災復旧特別対策資金利子助成金  500

東日本大震災の被害漁業者で、直近の水揚（売上）が平年水準に


回復していない者に対する漁業経営資金の利子補給

貸付利率  2.35％のうち宮城県2.00％、石巻市0.35％を支援

荻浜地区かき顕彰碑再建支援事業費補助金  2,000

再建場所  旧荻浜支所跡地

● 商工費

（1） 企業立地等促進事業費

・ 独立行政法人中小企業基盤整備機構が所有する石巻トゥモロービジネスタウンの

未分譲地（リース含む）の用地購入費

24区画  137,984.85㎡

（東） （2） 観光物産復興対策費

・ 復興に向けた街づくりの推進と観光イベント等への支援に要する経費

マンガを使った街づくり推進事業委託料  12,000

プロの漫画家によるオリジナルマンガの制作及びマンガキャラクターと

石巻地場産品とのコラボ商品の開発

歓迎塔移設業務委託料  3,500

17,926 56

6款

7款

64

3,102 60

22,938

5款

12,000

23,100

56

3,700 60

60

17

66,151

81,800 58

54

8,100 54

56

2,157 62

2,500 62

178,400 64
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宮城県の岸壁復旧工事に伴う牡鹿観光桟橋に設置している歓迎塔の

撤去・再設置費用

観光施設整備基本計画策定業務委託料  2,600

雄勝硯伝統産業会館、おしかホエールランドの復旧に向けた基本計画の

策定に要する経費

物産市等開催・参加支援事業費補助金  5,000

市内外の物産展に参加もしくは開催するために必要な経費への補助金の増額

（東） （3） 産業用地整備事業特別会計繰出金

● 土木費

（1） 建築指導事務費

・ 建築確認件数の増加に伴う構造計算適合性判定手数料の増額

（2） 排水機場維持管理関係費

・ 横川、相野谷、追波川排水機場（いずれも河北地区）の管理業務委託料の増額

（東） （3） 都市計画策定費

・ 新市街地や既成市街地の具体的な土地利用の在り方について整理・見直しを

行うための経費（宮城県の区域区分等の見直し作業と合わせて実施するもの）

（4） 下水道事業特別会計繰出金

（5） 公園管理費

・ 遊具修繕料の増額及び電気料金値上げに伴う増額

需用費（修繕料）  6,000  需用費（光熱水費）1,550

（6） 駅前広場管理費

・ 電気料金値上げに伴う増額

（東） （7） 基盤整備事業関係費

・ 国、県、市、民間事業者等による大規模な復興事業が同時に動いていることから

事業全体を俯瞰したマネジメント（市街地事業間調整）に要する経費

（東） （8） 市街地開発事業特別会計繰出金

（東） （9） 駅前広場整備事業費

・ （仮称）蛇田新駅の請願に合わせて新蛇田南地区被災市街地復興土地区画

整理事業地内へ駅前広場を整備するための実施設計等業務委託料

（10） 復興公営住宅整備事業費

・ 復興公営住宅の用地費の増加、それに伴う物件移転補償費

用地購入費  265,000 （326戸追加）  物件移転補償金  16,000（135戸） 

● 消防費

（東） （1） 地域防災力向上対策費

・ 地震発生時における自動車避難計画策定に係る国立大学法人東北大学との共同研究に

要する経費

● 教育費

（1） 奨学資金基金費（積立金）

・ 奨学資金費寄附金受け入れ分を基金に積み立てするもの。

（2） 小学校管理費（学校管理課）

・ 燃料費の単価上昇に伴う増額

（3） 須江小学校校舎増築事業費

・ 工事の進捗に伴い必要となった建築、電気、機械工事の追加工事及び

工事請負契約後の設計単価変更の運用に基づく工事請負費の増額

2,117,600 70

29,400 74

9款

763,438

10款

8,000

68

7,550 70

270

5,972 66

78

8,000

4,400 78

2,030

8款

64

281,000 72

70

600,800

17,700 70

70

70

241,000

12,085 70
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（4） 向陽小学校屋内運動場改築事業費

・ 工事の進捗に伴い必要となった建築、電気、機械工事の追加工事及び

工事請負契約後の設計単価変更の運用に基づく工事請負費の増額

（5） 中学校管理費（学校管理課）

・ 燃料費の単価上昇に伴う増額

（6） 住吉中学校空気調和設備機器等機能復旧事業費

・ 防衛省補助申請に必要な調査に要する経費

（東） （7） 高等学校統合整備事業費

・ 工事の進捗に伴い必要となった建築、電気、機械器具工事の追加工事及び

工事請負契約後の設計単価変更の運用に基づく工事請負費の増額

（8） 幼稚園管理費（学校管理課）

・ 燃料費の単価上昇に伴う増額

（9） 湊こども園等移転新築事業費（幼稚園）

・ 湊こども園の移転新築事業のうち幼稚園分に係る経費（総合福祉会館みなと荘との合築）

開園予定：平成27年4月

床面積：18.7㎡（災害復旧面積を除く増床分の床面積）

工事監理業務委託料　100　新築工事　6,900  役務費（手数料）  2

（10） 公民館管理費

・ 燃料費の単価上昇に伴う増額

（11） 公民館活動費

・ 公民館が中心となり町内会と連携して地域の諸問題解決への積極的な取組みを行い、

地域コミュニティの再生、元気が出る街への社会教育活性化支援プログラムの実施に

要する経費

具体的事業  花のある街づくり、女性リーダー育成講座の開催、子育てママのスキル

                  アップ講座

講師謝礼金  638  旅費  624  需用費（消耗品費、印刷製本費）  496  

役務費(通信運搬費)  18

（12） 図書館管理費

・ 電気料金の値上げ及び燃料費の単価上昇に伴う増額

（13） 河北総合センター管理費

・ 電気料金の値上げ及び燃料費の単価上昇に伴う増額

（14） 遊楽館管理費

・ 電気料金の値上げ及び燃料費の単価上昇に伴う増額

（東） （15） 複合文化施設整備推進費

・ 石巻文化センター、石巻市民会館の代替施設として、博物館及び文化ホール機能を

有する「複合文化施設」の基本構想の策定に要する経費

（16） 総合運動公園管理費

・ 電気料金の値上げ及び水道使用量の増加に伴う増額

（17） 牡鹿交流センター管理運営費

・ 電気料金の値上げ及び燃料費の単価上昇に伴う増額

● 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及び単独災害復旧費の追加分

補助災害復旧費  1,000,000  単独災害復旧費  20,000

（2） 水産業施設災害復旧費

・ 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

2,200

11款

78

78,900

3,800 80

2,310 80

82

350 84

7,002 84

1,100 86

1,776 86

500 86

2,500 86

4,200 86

10,000 86

2,900 88

1,900 88

1,020,000 90

477,000 90
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工事監理業務委託料  26,000  災害復旧工事  451,000

（3） 小学校災害復旧費

・ 校舎及び屋内運動場等の災害復旧に要する経費の増額

需用費（修繕料）  408,000  災害復旧工事（向陽小学校）　33,200

（4） 中学校災害復旧費（需用費（修繕料））

・ 校舎及び屋内運動場等の災害復旧に要する経費の増額

（5） 幼稚園災害復旧費

・ 園舎の災害復旧に要する経費

湊こども園の幼稚園分に係る災害復旧経費（移転新築事業と同時施工）

開園予定：平成27年4月    床面積：435㎡

工事監理業務委託料　2,400　災害復旧工事　160,300  役務費（手数料）  42

（6） 庁舎災害復旧費（工事請負費）

・ 本庁舎災害復旧の設計変更等に係る増額

（7） 消防施設等災害復旧費（工事請負費）

・ 女川消防署牡鹿出張所の災害復旧に要する経費

（8） にっこりサンパーク災害復旧費（工事請負費）

・ にっこりサンパークテニスコートの災害復旧に要する経費

（9） 金華山休憩所災害復旧費（業務委託料）

・ 金華山休憩所取水施設整備に係る設計業務委託料

（10） 保育所災害復旧費

・ 園舎の災害復旧に要する経費

湊こども園の保育所分に係る災害復旧経費（移転新築事業と同時施工）

開園予定：平成27年4月    床面積：499㎡

工事監理業務委託料　2,700　災害復旧工事　184,000  役務費（手数料）  48

3 特別会計の主な内容

● 水産物地方卸売市場事業特別会計

修繕料の増及び平成24年度決算剰余金の発生に伴う一般会計繰出金、企業債利子の補正

（歳入） 繰入金  2,157  繰越金　553

（歳出） 修繕料  2,000  利子  157  一般会計繰出金　553

● 下水道事業特別会計

消費税確定申告に伴う不足分及び平成24年度決算剰余金の処分に伴う一般会計繰出金の補正

（歳入） 繰入金  12,085  繰越金　41,075

（歳出） 公課費（消費税）  10,385  雨水排水ポンプ場管理費  1,700  一般会計繰出金　41,075

● 農業集落排水事業特別会計

災害復旧工事の増額、電気料金の値上げによる増額及び平成24年度決算剰余金の

処分に伴う一般会計繰出金の補正

（歳入） 県支出金　38,398　一般会計繰入金　6,802　市債　500  繰越金  10,655　

（歳出） 施設管理費  3,700  災害復旧費  42,000  一般会計繰出金  10,655

● 浄化槽整備事業特別会計

浄化槽設置基数増加に伴う建設費の補正

表紙№8

事項別
ページ

186,748 96

6,300 94

87,000 94

313,300

2,710

53,160

5,200

94

千円

135

119

441,200 92

186,500 92

175

146,000 94

56,355 151

92162,742
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（歳入） 分担金　150　国庫支出金　1,733　一般会計繰入金　17　市債　3,300　

（歳出） 浄化槽整備推進事業費　5,200

● 市街地開発事業特別会計
新蛇田南地区に係る被災市街地復興土地区画整理事業費の計上及び既成市街地の調整用地分の

土地先行取得費の補正

（歳入） 一般会計繰入金　2,117,600　市債　489,600

（歳出） 震災復興土地区画整理事業費（新蛇田南地区）　835,900

被災市街地復興土地区画整理事業費（新門脇、湊東、湊北、下釜第一、

湊西地区）  1,771,300

● 国民健康保険事業特別会計

国県支出金及び過年度国庫支出金の償還金等の補正

（歳入） 国庫支出金　590,904　療養給付費等交付金　▲41,093　前期高齢者交付金  ▲986,773　

県支出金  120,230  財産収入  635  一般会計繰入金  4,200  基金繰入金　1,546,984　

（歳出） 国保システム改修費  4,200  後期高齢者支援金等　418,309　前期高齢者納付金等  245

老人保健拠出金  ▲34  介護納付金  ▲5,054  基金積立金  635  償還金  816,786

● 後期高齢者医療特別会計

後期高齢者医療広域連合保険料負担金の前年度精算等に伴う補正

（歳入） 繰越金　2,400

（歳出） 後期高齢者医療広域連合納付金　2,394  一般会計繰出金　6

● 介護保険事業特別会計

平成24年度償還金確定等に伴う補正

（歳入） 国庫支出金  38,832  県支出金  5,197  基金繰入金　36,290　

（歳出） 償還金　80,319

● 病院事業会計

在宅医療の連携推進事業及び新病院開設に向けた支援業務の補正

【収益的収入】　42,105

（1）医業外収益　42,105

・ 支援業務一般会計補助金  12,000  県補助金  30,105

【収益的支出】　25,085

（1）医業費用　25,085

・ 給与費　4,808  経費  17,748  研究研修費  2,529

● 産業用地整備事業特別会計

復興まちづくり事業により移転を余儀なくされる事業所等の移転先として須江地区に産業用地を

整備するために必要な経費を計上

（歳入） 一般会計繰入金　600,800　市債　597,200

（歳出） 産業用地事業費　1,198,000

事項別
ページ

表紙№6

1

253

80,319

1,235,087 211

1,198,000

2,607,200

25,085 278

265

2,400

193
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4 継続費

【一般会計】（変更） （単位：千円）

31,915,000

平成25年度 6,000,000

平成27年度

款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額

11 災害復旧費 1
農林水産
業施設災
害復旧費

漁港災害復旧事業

補

正

前

補

正

後

32,915,000

平成25年度 7,000,000

平成27年度 13,915,000

12,000,000

平成26年度 12,000,000

13,915,000

381,000

平成24年度

補

正

前

平成25年度 267,000

10 教育費 4
高等学校
費

高等学校統合整備
事業

補

正

前

1,783,500

平成25年度

平成26年度

補

正

後

2,125,800

平成25年度 970,650

平成26年度 1,155,150

2 小学校費
向陽小学校屋内運
動場改築事業

補

正

前

891,750

平成26年度 891,750

221,000

平成24年度 66,000

平成25年度 155,000

補

正

後

223,200

平成24年度 66,000

平成25年度 157,200

11 災害復旧費 3
文教施設
災害復旧
費

向陽小学校屋内運
動場災害復旧事業

補

正

前

114,000

10 教育費

補

正

後

414,200

平成24年度 114,000

平成25年度 300,200

補

正

後

908,900

平成25年度 424,700

平成26年度

11 災害復旧費 3
文教施設
災害復旧
費

高等学校災害復旧
事業

484,200

849,400

平成25年度 424,700

平成26年度 424,700
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【市街地開発事業特別会計】（追加） （単位：千円）

5 繰越明許費

【一般会計】 （単位：千円）

3

3

3

3

3

4

4

82,222

社会福祉費

55,815

雄勝地区保育所建設事業 8,100

児童福祉費

1 保健衛生費

児童福祉費

1

3

衛生費

民生費

3

3

民生費

民生費

民生費

款 項

民生費

衛生費 1 保健衛生費 石巻斎場改修事業 113,000

雄勝診療所建設事業

総合福祉会館みなと荘移転新築事業 561,144

湊こども園等移転新築事業（保育所）

事　　業　　名 金　　額

8,100

3 児童福祉費

児童福祉費

湊こども園等移転新築事業（放課後児童クラブ）

子ども・子育て支援事業計画策定事業 3,800

款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額

1
市街地開発
事業費

1

震災復興
土地区画
整理事業
費

新蛇田南地区事業 3,481,000

平成25年度 834,000

平成27年度 1,056,000

平成26年度 1,591,000

1
市街地開発
事業費

2

被災市街
地復興土
地区画整
理事業費

湊西地区事業 520,600

平成25年度 356,000

平成26年度 94,900

平成27年度 69,700
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10

11

11

11

6 債務負担行為

【一般会計】（追加） （単位：千円）

【病院事業会計】 （単位：千円）

平成26年度
～平成28年度

58,000

幼稚園費

厚生労働施
設災害復旧
費

病院開設支援業務

湊こども園等移転新築事業（幼稚園）

限　度　額

限　度　額

5

教育費

保育所災害復旧事業

文教施設災
害復旧費

災害復旧費

災害復旧費 162,742

186,748

幼稚園災害復旧事業

事　　　項 期　間

平成26年度
～平成29年度

借入残高に対して年0.35％以内に相
当する額

事　　　項 期　間

「石巻市漁業経営震災復旧特別対策資金利子補
給金交付要綱」に基づく資金融資に伴う利子補給

燃やせるごみ・ペットボトル・あき缶収集運搬業務

3

7,0025

1,220,000

土地利用計画策定業務 平成26年度 9,600

平成25年度
～平成29年度

災害復旧費 1
農林水産業
施設災害復
旧費

水産加工共同排水処理施設災害復旧事業 477,000

－13－


