石巻市の平成21年度9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

現計予算額
(A)
63,655,369
165,597
801,366
52,361
470,737
26,890

5,600

1,332,949
72,282
9,976,129

839
91,864

1,333,788
72,282
10,067,993

40,788,505
6,083,166
110,527,040

106,208
6,800
474,245

40,894,713
6,089,966
111,001,285

介護保険事業
病院事業会計
合

計
計

801,366
52,361
470,737
26,890

8,634,022
20,041
601,346
58,848
18,575,937

後期高齢者医療
老人保健医療
小

（単位：千円）
補正額
計
(B)
(A)＋(B)
361,237
64,016,606
165,597

7,905

8,639,622
20,041
601,346
58,848
18,583,842

２ 一般会計の主な内容
今回の補正予算は、蛇田支所等複合施設を整備するための用地購入費、石巻赤十字病院救
命救急センターの開設に伴う運営費助成金及び寄附を受けての篤志奨学資金貸与基金への積
立金のほか、国からの補助内定による各種事務事業費などを主体に編成したもの。
【歳 入】

千円

● 10款 地方交付税

116,010

（1）普通交付税
● 12款 分担金及び負担金

257

（1）心身障害児通園施設児童受託他市負担金
● 14款 国庫支出金

63,800

（1）国民健康保険基盤安定費（保険者支援分）負担金 ▲1,189
（2）セーフティネット支援対策事業費補助金 8,709
（社会福祉費 7,770、生活保護費 939）
（3）地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 13,113
（4）防衛施設周辺住宅防音事業補助金 5,880
（5）理科教育設備整備費補助金 14,466
（小学校費 9,892、中学校費 4,574）
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（6）電波遮へい対策事業費等補助金 10,191
（7）電子黒板を活用した教育に関する調査研究委託金 12,630
● 15款 県支出金

▲ 8,719

（1）国民健康保険基盤安定費（保険税軽減分）負担金 ▲9,124
（2）国民健康保険基盤安定費（保険者支援分）負担金 ▲595
（3）自殺対策緊急強化事業費補助金 1,000
● 17款 寄附金

21,931

（1）一般寄附金（財団法人 宮城県地域振興センター解散残余財産処分金） 6,187
（2）がんばる石巻応援寄附金 594
（3）奨学資金費寄附金 10,000
（4）毛利コレクション等収蔵展示施設建設費寄附金 5,150
● 18款 繰入金

10,887

（1）国際交流基金繰入金 10,871
（2）後期高齢者医療特別会計繰入金 16
● 19款 繰越金

150,000

（1）前年度繰越金
● 20款 諸収入

2,671

（1）地域総合整備資金貸付金元金収入
● 21款 市債

4,400

（1）臨時財政対策債 4,400
【歳 出】

千円

● 2款 総務費
(1) 庁舎管理費

500

・地上デジタル放送受信調査業務委託料（河北総合支所周辺地域）
(2) 地域住民自治システム関係費

682

・地域自治システムに関する研究会作業部会の先進地視察経費
（喜多方市、長岡市、上田市）
(3) 国際交流推進費

10,871

・温州市との友好都市締結25周年記念事業費
（石巻市友好代表団派遣事業費 10/10～17 友好代表団、市民訪問団 35名 9,581
温州市友好代表団受入事業費 10月以降 友好代表団 6名 1,290）
(4) 電波遮へい対策関係費

10,191

・テレビ共聴施設整備事業補助金
（表永井・向永井地区、樫崎西地区、入沢地区、太田地区、原地区、荻浜地区）
(5) 蛇田支所等複合施設建設事業費

199,000

・用地購入費（蛇田中央土地区画整理組合用地 3,473.54㎡）
● 3款 民生費
(1) 住宅手当緊急特別措置事業費

7,770

・住宅手当（37,000円/月額を上限とし、6月間を限度に支給）
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(2) 公的介護施設等整備事業費

13,113

・公的介護施設等整備事業補助金（スプリンクラー設備設置）
（グループホームぬくもりの家、グループホームなんてん河北、グループホームなんてん雄勝
● 4款 衛生費
(1) 医療対策費

21,668

・石巻赤十字病院救命救急センター運営費助成金
(2) 自殺対策緊急強化事業費

1,000

・自殺予防対策事業経費（相談会・研修会講師謝礼金、パンフレット作成等）
(3) ごみ処理対策費

28,496

・河南地区衛生処理センター解体工事等負担金
● 7款 商工費
(1) 企業誘致関係費

1,100

・植物工場誘致構想策定業務委託料
● 8款 土木費
(1) 水押住宅空気調和機器等機能復旧事業費

6,534

・空気調和機器機能復旧工事（エアコン更新 74台）
● 10款 教育費
(1) 電子黒板を活用した教育に関する調査研究事業費（渡波小学校）

12,630

・事務費（講師謝礼金、講師費用弁償、記録メディア等） 300
・電子黒板購入費（18台） 12,330
(2) 奨学資金貸与基金費

10,000

・積立金（人見朋子基金）
(3) 小学校施設維持整備費

2,500

・地上デジタル放送受信調査業務委託料（湊、湊第二、渡波、鹿妻、和渕小学校周辺地域）
(4) 小学校一般教材費

19,784

・教用器具費（理科備品等購入経費：小学校43校）
(5) 中学校施設維持整備費

500

・地上デジタル放送受信調査業務委託料（湊中学校周辺地域）
(6) 中学校一般教材費

9,148

・教用器具費（理科備品等購入経費：中学校22校）
(7) 毛利コレクション等収蔵展示施設建設基金費

5,150

・積立金（寄付採納 3件）
(8) 総合センター管理費

500

・地上デジタル放送受信調査業務委託料（河北総合センター周辺地域）
● 12款 公債費
(1) 市債元金償還費

2,671

・市債元金（地域総合整備資金貸付事業債の繰上償還）
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３ 特別会計の主な内容
● 下水道事業特別会計

5,600

不足が見込まれる住吉排水ポンプ場修繕料の補正
(歳 入) 繰入金 5,600
(歳 出) 雨水排水ポンプ場管理費 5,600
・需用費（雨水排水ポンプ修繕料）
● 国民健康保険事業特別会計

7,905

一般被保険者から退職被保険者への資格移動に伴う組替及び平成20年度給付費等精算に伴
う償還金等の補正
(歳 入) 国民健康保険税（資格移動に伴う組替のみ） 0
国庫支出金 ▲179,246
療養給付費等交付金 316,241
前期高齢者交付金 62,709
県支出金 ▲27,068
繰入金 ▲164,731
(歳 出) 保険給付費（資格移動に伴う組替及び出産育児一時金支払業務委託料） 30
後期高齢者支援金等 3,918
前期高齢者納付金等 ▲816
諸支出金（償還金等） 4,773
● 後期高齢者医療特別会計

839

前年度精算に伴う後期高齢者医療広域連合納付金等の補正
(歳 入) 前年度繰越金 839
(歳 出) 後期高齢者医療広域連合納付金 823
諸支出金（一般会計繰出金） 16
● 介護保険事業特別会計

91,864

平成20年度給付費等精算に伴う償還金の補正
(歳 入) 基金繰入金 91,864
(歳 出) 諸支出金（償還金） 91,864
● 病院事業会計

6,800

医療機器故障に伴う器械備品更新経費の補正
（資本的収入） 一般会計負担金 6,800
（資本的支出） 建設改良費
・器械備品購入費（眼科用散瞳型眼底カメラ 1台） 6,800
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