石巻市の平成21年度5月補正予算の概要
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２ 一般会計の主な内容
今回の補正予算は、平成20年度国の経済対策補正予算（第2号）に伴い設置した
「地域活性化・生活対策臨時交付金基金」を活用した生活対策関連事業費、及び
宮城県に設けられた基金からの補助金を財源とした「ふるさと雇用再生特別基金事業
費」、「緊急雇用創出事業費」並びに事業費に変更が見込まれる石巻小学校耐震補強
事業等を措置したもの。
【歳 入】

千円

● 14款 国庫支出金

26,366

（安全安心な学校づく交付金：石巻小学校耐震補強分）
● 15款 県支出金

131,418

（木造住宅震災対策事業費補助金 1,200 ふるさと雇用再生特別基金事業
補助金 32,267 緊急雇用創出事業補助金 97,951）
● 16款 財産収入

788

（地域活性化・生活対策臨時交付金基金収入）
● 18款 繰入金

368,673

（財政調整基金繰入金 112,885 地域活性化・生活対策臨時交付金基金繰入金 255,788）

－1－

● 21款 市債

80,200

（保育所排水設備整備事業債 7,500 放課後児童クラブ室建設事業債
14,600 老人福祉施設排水設備整備事業債 5,700 小学校排水設備整備事
業債 6,000 小学校耐震化整備事業債 46,400）
【歳 出】

千円

※印は、平成21年度当初予算計上済の事業に「地域活性化・生活対策臨時
交付金基金」を充当したことによる財源振替である。
● 2款 総務費
(1) 庁舎管理費（生活対策分）

8,300

（河北・牡鹿総合支所耐震診断業務委託料）
(2) 電子計算処理費（生活対策分）

66,200

（職員用コンピューター購入費・パソコン425台等）
(3) 情報プラザ関係費（生活対策分）

3,800

（講習用コンピューター購入費・パソコン20台等）
(4) 地域活性化・生活対策臨時交付金基金費

788

（積立金）
● 3款 民生費
(1) 福寿荘管理費（生活対策分）

6,460

（実施設計業務委託料 860 下水道接続工事 5,600）
(2) 老人憩の家管理費（生活対策分）

8,960

（実施設計業務委託料 860 後谷地・三軒谷地老人憩の家下水道接続工事 8,100）
(3) 放課後児童クラブ関係費（生活対策分）

33,460

（実施設計業務委託料 2,660 蛇田地区放課後児童クラブ室建設工事 30,800 ）
※ 保育所管理費（財源振替のみ）
（耐震診断業務委託料及び下水道接続工事 17,800）
● 4款 衛生費
(1) 病院事業運営費（生活対策分）

56,873

（病院事業会計負担金）
(2) 診療所事業特別会計繰出金（生活対策分）

20,220

（繰出金）
※ 病院事業運営費（財源振替のみ）
（雄勝病院耐震補強事業に伴う病院事業会計負担金 20,940）
● 5款 労働費
(1) ふるさと雇用再生特別基金事業費

32,267

① 障害者雇用・就労アシスタント事業費 5,359
② 外国人漁業研修生受入支援事業費 10,575
③ 観光物産アンテナショップ運営事業費 11,194
④ 地場産品普及拡大事業費 5,139
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(2) 緊急雇用創出事業費

97,951

① 市有林整備事業費 3,300
② 救命胴衣着用推進事業費 1,880
③ 観光ルート周辺整備事業費 3,857
④ 道路橋りょう等点検事業費 60,324
⑤ 都市公園維持管理事業費 10,824
⑥ ブロック塀等実態調査事業費 11,970
⑦ 毛利コレクション調査事業費 2,516
⑧ 橋本氏資料整理事業費 3,280
● 6款 農林水産業費
(1) 桃生農業者トレーニングセンター費（生活対策分）

3,200

（耐震診断業務委託料）
● 7款 商工費
(1) 観光振興対策費（生活対策分）

22,860

（看板製作委託料等 5,860 金華山休憩所改修工事 11,000
（仮称）石巻市ニューツーリズム推進協議会補助金 6,000）
● 8款 土木費
(1) 下水道事業特別会計繰出金（生活対策分）

20,000

（繰出金）
(2) 地域住宅整備事業費(一般住宅)

1,200

（木造住宅耐震改修工事費補助金）
● 9款 消防費
(1) 消防施設関係費（生活対策分）

4,700

（消防署耐震診断業務委託料：河北消防署・牡鹿出張所）
● 10款 教育費
(1) 小学校管理費（生活対策分・学校管理課）

13,000

（自動体外式除細動器購入費：小学校42校分）
(2) 小学校施設維持整備費（生活対策分）

19,510

（実施設計業務委託料 1,510 二俣小学校下水道接続工事 18,000）
(3) 小学校教育用コンピューター関係費（生活対策分）

51,000

（教育用コンピューター購入費：河北地区・桃生地区小学校142台）
(4) 石巻小学校耐震補強事業費

75,286

（工事監理委託料 2,035 耐震補強工事 73,251）
(5) 中学校教育用コンピューター関係費（生活対策分）

40,000

（教育用コンピューター購入費：河北地区・桃生地区中学校132台）
(6) 公民館管理費（生活対策分）

8,540

（渡波公民館ほか耐震診断業務委託料 7,300 自動体外式除細動器購入費4台 1,240）
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(7) 図書館管理費（生活対策分）

310

（自動体外式除細動器購入費）
(8) 文化センター費（生活対策分）

310

（自動体外式除細動器購入費）
(9) 文化交流会館管理費（生活対策分）

310

（自動体外式除細動器購入費）
(10) テニスコート管理費（生活対策分）

310

（自動体外式除細動器購入費）
(11) 植立山公園管理費（生活対策分）

310

（自動体外式除細動器購入費）
(12) 体育館管理費（生活対策分）

11,320

（総合体育館ほか耐震診断業務委託料 10,700 自動体外式除細動器購入費2台 620）

3

特別会計の主な内容
1）「地域活性化・生活対策臨時交付金」を活用した生活対策関連事業費の補正によるもの。
● 診療所事業特別会計

20,220

(歳 入) 繰入金 20,220
(歳 出) 夜間急患センター管理費（生活対策分）
（実施設計業務委託料 1,620 冷暖房設備改修工事 18,600）
● 下水道事業特別会計

20,000

(歳 入) 繰入金 20,000
(歳 出) 西部流域関連公共下水道建設単独事業費（生活対策分）
（私道内公共下水道建設工事 20,000）
● 病院事業会計

56,873

（資本的収入） 一般会計負担金 56,873
（資本的支出） 建設改良費（生活対策分）
（実施設計業務委託料 3,673 市立病院屋上改修工事 53,200）
2）平成20年度石巻市老人保健医療特別会計の収支不足を補てんするための
前年度繰上充用に係る経費を補正したもの。
● 老人保健医療特別会計

22,943

(歳 入) 支払基金交付金（老人医療費交付金） 184
国庫支出金（老人医療費負担金）
22,759
(歳 出) 諸支出金（償還金） 1,843
前年度繰上充用金 21,100
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