石巻市の平成21年度6月補正予算の概要
1 各種会計予算総括表
会

計

区

分

一般会計
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
特 駐車場事業
下水道事業
別 漁業集落排水事業
会 農業集落排水事業
浄化槽整備事業
計 国民健康保険事業

病院事業会計
合

61,416,445
165,597
801,366
52,361

122,125

61,538,570
165,597
801,366
52,361

318,819
26,890
8,634,022
19,549
601,346

131,918

450,737
26,890
8,634,022
20,041
601,346

72,282
9,976,129
40,613,095

介護保険事業
計
計

（単位：千円）
計
(A)＋(B)

補正額
(B)

58,848
18,552,937
1,332,949

後期高齢者医療
老人保健医療
小

現計予算額
(A)

6,043,166
108,072,706

492

23,000

155,410

58,848
18,575,937
1,332,949
72,282
9,976,129
40,768,505

6,043,166
277,535 108,350,241

２ 一般会計の主な内容
今回の補正予算は、国県等から補助決定や内示を受けた、国民投票 投票人名簿
を調製するための投票人名簿システム構築費用、年次計画で耐震化に取り組んでい
る中埣橋石巻大橋伊原津一丁目線橋りょう耐震補強事業費のほか、県に設置された
基金からの補助金を活用して実施する障害者自立支援特別対策事業費や消費者行政
活性化事業費などを主体に編成したもの。
【歳 入】

千円

● 14款 国庫支出金

29,288

（1）中埣橋石巻大橋伊原津一丁目線橋りょう耐震補強事業費交付金 17,050
（2）地域住宅交付金（公営住宅・一般住宅） ▲7,108
（3）史跡等購入費補助金 3,096
（4）国民投票投票人名簿システム構築交付金 16,250
● 15款 県支出金

13,531

（1）障害者自立支援特別対策事業費補助金 3,825
（2）市町村振興総合補助金（フード見本市事業） 2,100
（3）地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費補助金 1,962 等
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● 17款 寄附金

390

（1）がんばる石巻応援寄附金
● 18款 繰入金

45,516

（1）財政調整基金繰入金 44,776
（2）国際交流基金繰入金 740
● 20款 諸収入

14,300

（1）コミュニティ助成事業助成金（一般コミュニティ事業分） 11,300
（2）活力ある地域づくり支援事業助成金 3,000
● 21款 市債

19,100

（1）橋りょう新設改良事業債 13,200
（2）公営住宅建設事業債 5,900
【歳 出】
● 2款 総務費
(1) 街づくり推進関係費

11,300

・コミュニティ助成金（一般コミュニティ事業分）
（住吉町町内会、穀町親交会、不動町町内会、本町町内会、糠塚行政区）
(2) 国際交流推進費

740

・日米草の根交流サミットみやぎ大会ＩＮいしのまき事業費補助金 500
・観光パンフレット（外国語版）作成費 240
(3) がんばる石巻応援基金費（積立金）

390

(4) 選挙管理委員会費

16,250

・国民投票投票人名簿システム構築業務委託料
● 3款 民生費
(1) 障害者福祉費

150

・手をつなぐ育成会宮城県大会in石巻開催助成金
(2) 障害者自立支援特別対策事業費

4,838

・相談支援発展推進支援事業費 790
・新事業移行促進助成金 888
・事務処理安定化支援助成金 2,250
・就労系事業利用アセスメント実施連携助成金 760
・地域移行支度経費支援助成金 150
(3) 国民健康保険事業対策費（繰出金）

23,000
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● 6款 農林水産業費
(1) 水産物地方卸売市場事業特別会計（繰出金）

(2) 漁港建設改良事業費

▲ 1,664

3,500

・水浜分浜漁港海岸保全施設整備事業基本計画策定業務委託料
(3) 漁業集落排水事業特別会計繰出金（繰出金）

492

● 7款 商工費
(1) 消費者行政活性化事業費

3,080

・消費生活相談窓口の機能強化に要する経費
(2) 商工業振興対策費

1,238

・商店街にぎわい戦略事業費補助金
(3) 物産振興対策費

1,100

・石巻フード見本市補助金の増額（当初 1,000）
(4) 観光振興対策費

3,000

・（仮称）いしのまき魅力満載発信事業実行委員会補助金
● 8款 土木費
(1) 中埣橋石巻大橋伊原津一丁目線橋りょう耐震補強事業費

31,000

・住吉跨線橋耐震補強工事 29,000 等
● 10款 教育費
(1) 外国青年英語指導費

880

・外国語指導助手の旅費等
(2) 豊かな体験活動推進事業費

748

・寄磯小学校：蔵王自然の家でのスキー体験事業等
(3) 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費

2,950

・スクールガードリーダー（7人）による防犯指導・助言活動費
(4) １３歳の社会へのかけ橋づくり事業費

371

・中学校23校の全1年生を対象にした社会体験活動費
(5) 問題を抱える子ども等の自立支援事業費

734

・不登校児童生徒の自立支援事業に要する経費
(6) 齋藤氏庭園整備事業費

8,211

・測量業務委託料、不動産鑑定委託料、立木等評価見積業務委託料等
(7) 体育館管理費

11,000

・総合体育館事業用器具費（移動式バスケットゴール2対）
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特別会計の主な内容
● 水産物地方卸売市場事業特別会計

131,918

水産物地方卸売市場石巻売場の安定的な漁業経営と競争力のある産地確立のため、
水産物流通機能高度化対策事業費を措置したもの。
(歳 入) 県補助金 45,682 繰入金 ▲1,664 市場整備事業債 56,900
国庫支出金 31,000
(歳 出) 水産物地方卸売市場管理職員人件費 ▲1,715
水産物地方卸売市場施設整備費 133,633
・人件費等 2,700
・荷さばき所用地整備工事、魚体自動選別搬送設備設置工事 130,933
● 漁業集落排水事業特別会計

492

損失補償契約による、金融機関への水洗便所等改造資金融資損失補償金を措置したもの。
(歳 入) 繰入金 492
(歳 出) 水洗化普及費 492
・水洗便所等改造資金融資損失補償金
● 国民健康保険事業特別会計

23,000

国の高額医療・高額介護合算制度創設等に伴う、国民健康保険システム改修業務委託料を
措置したもの。
(歳 入) 繰入金 23,000
(歳 出) 国民健康保険一般管理費 23,000
・国民健康保険システム改修業務委託料
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債務負担行為の補正
○ 国民投票投票人名簿システム構築業務
事

項

国民投票投票人名簿システム構築業務

期 間
平成22年度

－4－

（単位：千円）
限 度 額
8,750

(資料）

国の補正予算に基づき、今回予算計上する基金の概要

１ 障害者自立支援対策臨時特例基金の概要
（1）基金設置概要
・障害者自立支援法の円滑な実施を図るため、Ｈ18国からの障害者自立支援臨時特例交
付金により「障害者自立支援臨時特例基金」が県に造成され、Ｈ18から3ヵ年の予定で市町
村が事業実施してきた。
・国のＨ20経済対策補正予算（第2号）生活対策において、「生活安心確保対策」の一環とし
て、事業者に対する運営の安定化等を図る措置、新法への移行等の円滑な実施を図る措
置、介護人材の緊急的な確保に係る措置を図るため、Ｈ21からの3ヵ年計画で基金の延長
と積み増しが行われたもの。
（2）基金造成額
・Ｈ18造成額 2,003,691千円
・Ｈ20追加造成額 1,384,306千円

計 3,387,997千円

（3）事業実施期間
・Ｈ21.4.1～Ｈ24.3.31
（4）本市への交付額
・県から補助金として交付され、Ｈ21は4,838千円（予定）である。
２ 地方消費者行政活性化基金の概要
（1）基金設置概要
・国のＨ20経済対策補正予算（第2号）生活対策において、「生活安心確保対策」の一環とし
て、地方の消費生活相談窓口の機能強化を図るため、県に「地方消費者行政活性化基金」
として造成されたもの。
・基金の造成は、国の「地方消費者行政活性化交付金」を活用のほか、「地域活性化・生活
対策臨時交付金」等を活用し、県独自の積み増しもできる。
（2）基金造成額
・総額 374,181千円
（3）事業実施期間
・Ｈ21.4.1～Ｈ24.3.31
（4）本市への交付額
・県から補助金として交付され、Ｈ21は3,080千円（予定）である。
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