
1 各種会計予算総括表  　　　 　   （単位：千円）

現計予算額 補正額 計

(A) (B) (A)＋(B)

64,174,558 438,400 64,612,958

165,597 165,597

802,623 4,489 807,112

52,141 52,141

458,219 458,219

26,890 26,890

8,634,718 8,634,718

20,302 20,302

599,140 599,140

58,654 58,654

18,583,842 18,583,842

1,333,788 1,333,788

72,282 72,282

10,066,344 ▲ 2,862 10,063,482

40,874,540 1,627 40,876,167

6,073,861 55,000 6,128,861

111,122,959 495,027 111,617,986

２　一般会計の主な内容

【歳　入】 千円

● 14款　国庫支出金 172,963

(1)　児童手当費負担金　5,545

(2)　生活保護費負担金　125,857

(3)　公共土木施設災害復旧費負担金　43,563

(4)　子育て応援特別手当交付金・事務取扱交付金　▲144,404　

(6)　安全安心な学校づくり交付金　100,380　　

・小学校費（住吉小学校屋内運動場耐震補強分　外7校）　70,241

・中学校費（荻浜中学校耐震補強分　外1校）　30,139

(7)　地域活性化・公共投資臨時交付金　15,609　　

・小学校費（住吉小学校屋内運動場耐震補強分　外7校）　11,464

・中学校費（荻浜中学校耐震補強分　外1校）　4,145

(8)　電波遮へい対策事業費等補助金　1,826　　

病院事業会計

合              計

下水道事業

介護保険事業

後期高齢者医療

農業集落排水事業

浄化槽整備事業

石巻市の平成21年度12月補正予算の概要

会　　計　　区　　分

一般会計

老人保健医療

特
　
別
　
会
　
計

小　　　計

漁業集落排水事業

土地取得

水産物地方卸売市場事業

駐車場事業

診療所事業

おしかホエールランド事業

国民健康保険事業

　今回の補正予算は、今後不足が見込まれる医療扶助などの生活保護費を措置したほか、国県
の補助内示等に伴い前倒しして実施する「住吉小学校外９校の屋内運動場・校舎の耐震補強事
業費」、台風１８号により被災した「道路・河川・林道の災害復旧に要する経費」などを主体
に編成したもの。
　また、国の「子育て応援特別手当交付事業」の執行停止や石巻地区広域行政事務組合負担金
の確定に伴う減額予算を併せて計上したもの。

(5)　地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金　24,587　
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● 15款　県支出金 26,686

(1)　児童手当費負担金　5,545

(2)　介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費補助金　3,636

(3)　農林水産業施設災害復旧事業費補助金　16,343

● 17款　寄附金 3,615

(1)　がんばる石巻応援寄附金　1,615

(2)　毛利コレクション等収蔵展示施設建設費寄附金　2,000

● 18款　繰入金 109,836

(1)　財政調整基金繰入金　109,836

● 21款　市債 125,300

(1)　小学校耐震化整備事業債　32,700

(2)　中学校耐震化整備事業債　59,900

(3)　道路橋りょう災害復旧事業債　10,900

(4)　河川災害復旧事業債　17,200

(5)　林道災害復旧事業債　4,600

【歳　出】 千円

● 2款　総務費

(1)　総合計画策定関係費 420

・総合計画審議会委員報酬等

(2)　地域交通対策関係費 1,054

・運行協議会運行費補助金（運行準備経費）

（雄勝地区　63、桃生地区　46、山の手地区　420、水押・開北・大橋・水明地区　525）

(3)　がんばる石巻応援基金費（積立金） 1,615

(4)　国県補助金等精算還付金 67,000

(5)　広域行政事務推進費 ▲ 3,148

・石巻地区広域行政事務組合総務負担金（おにぎり大使派遣事業中止等に伴う減額）

(6)　電波遮へい対策関係費 1,826

・テレビ共聴施設整備事業補助金（八津地区）

(7)　住民税関係費 22,470

・税務システム改修業務委託料

● 3款　民生費

(1)　子ども医療対策費 426

・医療費助成拡大に伴う申請書送付等の準備費用

(2)　公的介護施設等整備事業費 24,587

・公的介護施設等整備事業補助金（スプリンクラー設備整備　７施設）

（グループホーム親孝行、グループホーム希慈、グループホームしらさぎ苑、グループホーム

 ひかり、グループホーム愛慈、せんだんの杜ものう　なかつやま、せんだんの杜ものう　うした）

(3)　介護基盤緊急整備等特別対策事業費 3,636

・介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金（スプリンクラー設備整備　1施設）

（小規模多機能型居宅介護支援施設　ぶらいと）
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(4)　介護保険事業対策費（繰出金） ▲ 2,862

(5)　児童手当費 16,635

・児童手当費被用者小学校修了前特例給付分　615

・児童手当費非被用者小学校修了前特例給付分　16,020

(6)　子育て応援特別手当交付事業費（経済危機対策分） ▲ 144,404

・子育て応援特別手当　▲140,400、事務費　▲4,004

(7)　各種扶助費 167,810

・生活扶助費　7,810、医療扶助費　160,000

● 4款　衛生費

(1)　保健衛生普及費 300

・「食を活かした元気な石巻」都市宣言イベント開催費用

(2)　病院事業運営費（病院事業会計負担金） 8,000

(3)　診療所事業特別会計繰出金 4,489

(4)　し尿処理対策費 ▲ 39,438

・石巻地区広域行政事務組合し尿処理施設負担金（し尿処理量減等に伴う減額）

(5)　ごみ処理対策費 ▲ 29,587

・石巻地区広域行政事務組合ごみ焼却施設負担金（ごみ排出量減等に伴う減額）

● 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 22,000

・屋根改修工事（メインアリーナ及びサブアリーナ全面）

● 8款　土木費

(1)　市道管理関係費 23,000

・市道嵩上げ等工事（渡波町三・幸町海岸線、塩富町二・七勺線　道路嵩上げ等　2箇所）

● 9款　消防費

(1)　常備消防費 ▲ 38,293

・石巻地区広域行政事務組合消防負担金（工事費等の確定に伴う減額）

(2)　消防施設関係費 8,000

・防火水槽給水装置の修繕に要する経費

（散水栓設置修繕料　2箇所　1,000、消火栓設置工事費負担金　7箇所　7,000）

(3)　防災行政無線通信施設管理費 5,300

・屋外拡声装置用蓄電池交換委託料（バッテリー交換等）

● 10款　教育費

(1)　住吉小学校屋内運動場耐震補強事業費 8,800

・工事監理委託料、耐震補強工事等

(2)　大街道小学校屋内運動場耐震補強事業費 11,300

・工事監理委託料、耐震補強工事等
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(3)　湊第二小学校屋内運動場耐震補強事業費 6,540

・工事監理委託料、耐震補強工事等

(4)　蛇田小学校屋内運動場耐震補強事業費 6,760

・工事監理委託料、耐震補強工事等

(5)　雄勝小学校屋内運動場耐震補強事業費 8,000

・工事監理委託料、耐震補強工事等

(6)　和渕小学校屋内運動場耐震補強事業費 7,370

・工事監理委託料、耐震補強工事等

(7)　吉浜小学校屋内運動場耐震補強事業費 53,390

・工事監理委託料、耐震補強工事等

(8)　鮎川小学校屋内運動場耐震補強事業費 14,370

・工事監理委託料、耐震補強工事等

(9)　荻浜中学校耐震補強事業費 85,240

・工事監理委託料、仮設校舎借上料、耐震補強工事等

(10)　飯野川中学校屋内運動場耐震補強事業費 12,200

・工事監理委託料、耐震補強工事等

(11)　視聴覚教材センター運営費 ▲ 901

・石巻地区広域行政事務組合教育負担金（前年度繰越金の増に伴う減額）　

(12)　毛利コレクション等収蔵展示施設建設基金費 2,000

・積立金（寄附採納　1件）　　

● 11款　災害復旧費

(1)　道路橋りょう災害復旧費 31,900

・市道災害復旧工事　船越大浜線等１７路線　18箇所

(2)　河川災害復旧費 49,413

・河川災害復旧工事　月浜沢川等９河川　10箇所

(3)　林道災害復旧費 22,145

・林道災害復旧工事　明神線等４路線　6箇所

３　特別会計の主な内容

● 診療所事業特別会計 4,489

　肺炎球菌及び新型インフルエンザ予防接種の増加により不足が見込まれる医薬材料費等の補正

(歳　入)　　一般会計繰入金　4,489　

(歳　出)　　橋浦診療所医業費（医薬材料費）　2,300

　寄磯診療所医業費（医薬材料費）　370

　夜間急患センター医業費（医薬材料費）　1,500

　償還金（田代診療所補助金確定による返還金）　319
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● 介護保険事業特別会計 ▲ 2,862

　石巻地区広域行政事務組合介護保険負担金の減額補正

(歳　入)　　一般会計繰入金　▲2,862

(歳　出)　　認定審査会共同設置負担金　▲2,862

● 病院事業会計 55,000

（収益的収入）　入院収益　10,500　外来収益　39,500

（収益的支出）　材料費（薬品費）　47,000

（資本的収入）　一般会計負担金　8,000

（資本的支出）　建設改良費（器械備品購入費：歯科医療事務システム　2器、眼圧測定機　1台）8,000

４　繰越明許費一覧表

（単位：千円）

項 繰越金額

 1項　農業費 13,200

 2項　小学校費 8,500

 2項　小学校費 11,000

 2項　小学校費 6,240

 2項　小学校費 6,460

 2項　小学校費 7,700

 2項　小学校費 7,070

 2項　小学校費 53,090

 2項　小学校費 14,070

 3項　中学校費 84,940

 3項　中学校費 11,900

蛇田小学校屋内運動場耐震補強事業

湊第二小学校屋内運動場耐震補強事業

事 　　　業　　　名

大街道小学校屋内運動場耐震補強事業

 10 教育費 和渕小学校屋内運動場耐震補強事業

 10 教育費

 10 教育費

 10 教育費

 10 教育費 雄勝小学校屋内運動場耐震補強事業

 10 教育費 荻浜中学校耐震補強事業

 10 教育費 住吉小学校屋内運動場耐震補強事業

 10 教育費 飯野川中学校屋内運動場耐震補強事業

　市立牡鹿病院の薬品の購入費と歯科医療事務システム等の器械備品購入費の補正

款

 6 農林水産業費
桃生農業者トレーニングセンター屋根改
修事業

 10 教育費 吉浜小学校屋内運動場耐震補強事業

 10 教育費 鮎川小学校屋内運動場耐震補強事業
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５　債務負担行為の補正

（単位：千円）

期　間

平成22年度
～平成25年度

平成22年度
～平成25年度

平成22年度

平成22年度

平成22年度
～平成24年度

平成21年度
～平成22年度

平成21年度
～平成26年度

平成21年度
～平成22年度

平成22年度
～平成26年度

平成22年度
～平成26年度

平成21年度
～平成25年度

平成21年度
～平成25年度

平成21年度
～平成25年度

　　（資料）　国の経済危機対策関連補正予算に基づき、今回予算計上する事業の概要

１　地域活性化・公共投資臨時交付金事業

(1)　国の補正予算（第１号）「経済危機対策」における、「地方公共団体への配慮」の一事業

(2)　経済危機対策における、公共事業等の追加に伴う地方負担額の軽減を図り、地方公共団体が
国の施策と歩調を合わせ、地域における公共投資を円滑に実施するために交付される。

(3)　地方公共団体への交付限度額は、事業の種別に応じ、平成21年度補正予算（第1号）に計上
された公共事業等の地方負担額又は平成21年度当初予算等も含めた地方負担額及び財政力
に応じて算定される。

(4)　交付金の充当対象は、地方単独事業の所要経費と公共事業等（法令に国の補助負担割合が
規定されていないものに限る）の地方負担分の合計額であり、地方公共団体の申請に基づいて、
交付限度額を上限として交付額が決定される。

指定管理者と締結する基本協定に基づ
く指定管理料

限　度　額事　　　項

山の手地区乗合タクシー運行協議会運行費
補助金

水押・開北・大橋・水明地区住民バス運行協議会運
行費補助金

雄勝地区運行協議会バス等運行費補助金
（平成21年度分）

桃生地区運行協議会バス等運行費補助金
（平成21年度分）

石巻地区学校給食副食物低温搬送業務

サン・ファン・バウティスタパーク管理運営業務

石巻小学校耐震補強事業

牡鹿地区中学校遠距離通学生徒輸送業務

指定管理者と締結する基本協定に基づ
く指定管理料

河南・桃生地区学校給食副食物搬送業務

河南室内プール管理運営業務

かなんパークゴルフ場管理運営業務

河北・北上・雄勝地区学校給食副食物搬送業務

169,600

151,535

視聴覚教材管理システム借上料 2,583

3,432

3,531

指定管理者と締結する基本協定に基づ
く指定管理料

118,368

102,580

41,492

27,200

31,200
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