
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)

64,894,334 1,350,626 66,244,960

165,597 343,003 508,600

807,112 ▲ 2,895 804,217

52,141 0 52,141

458,219 18,973 477,192

26,890 26,890

8,634,718 ▲ 60,806 8,573,912

20,302 20,302

599,140 ▲ 70,618 528,522

58,654 ▲ 15,285 43,369

18,583,842 0 18,583,842

1,333,788 ▲ 24,709 1,309,079

72,282 72,282

10,063,482 ▲ 53,227 10,010,255

40,876,167 134,436 41,010,603

6,178,336 44,000 6,222,336

111,948,837 1,529,062 113,477,899

※　おしかホエールランド事業特別会計及び国民健康保険事業特別会計は歳入のみの補正

２　一般会計の主な内容

【歳　入】 千円

● 1款　市税 ▲ 325,298

● 9款　地方特例交付金 40,223

● 10款　地方交付税(普通交付税) 978,522

石巻市の平成21年度3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

農業集落排水事業

浄化槽整備事業

国民健康保険事業

病院事業会計

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

駐車場事業

下水道事業

介護保険事業

後期高齢者医療

合              計

  今回の補正予算は、国の第2次補正予算である「地域活性化・きめ細かな臨時交付金(緊急
経済対策分)」を活用し30事業(★印)を措置したほか、「病院事業会計への不良債務解消の補
助金」、追加内示のあった「石巻工業港曽波神線街路整備事業」、「石巻駅周辺整備事業先
行取得債の繰上償還」に要する経費などを計上し、併せて各種事務事業の執行状況等による
整理、各種特別会計への繰出金並びに歳入予算の確定に伴う整理を行ったものである。

（市民税　▲３７１，０３４、　固定資産税　3，863、　市たばこ税　20,773、　都市計画税　21,479等）

（児童手当特例交付金　▲337、　減収補てん特例交付金　38,997、　 特別交付金　1,563）

（現計予算額　17,916,010　決定額　18,905,532）



● 12款　分担金及び負担金 ▲ 44,366

● １3款　使用料及び手数料 ▲ 19,322

● 14款　国庫支出金 1,028,096

● 15款　県支出金 ▲ 15,333

● 16款　財産収入 12,098

● 17款　寄附金 4,552

● 18款　繰入金 49,883

● 20款　諸収入 171

● 21款　市債 ▲ 358,600

【歳　出】

● 2款　総務費

★ (1)　庁舎管理費（緊急経済対策分） 48,200

(雄勝総合支所下水道接続工事、河南総合支所耐震補強等工事等)

（地域情報通信基盤整備事業債　51,600、  原子力発電施設等立地地域振興特別事業
債　157,500、  小・中学校耐震化整備事業債　▲244,000、  借換債▲127,700等）

(市立高等学校授業料　▲7,443、　建築確認申請手数料　▲3,000等）

（保育所保育料　▲44,619、　放課後児童クラブ利用者負担金　2,092等）

（きめ細かな臨時交付金　604,700、公共投資臨時交付金　129,962、  安全安心な学校
づくり交付金　122,091、  経済危機対策臨時交付金　▲7,271、　 こども手当準備事業
費補助金　6,300、  石巻工業港曽波神線街路整備事業費交付金　192,500等）

（国民健康保険基盤安定費負担金　26,049、　離島航路維持費補助金　11,812、　乳幼
児医療費補助金　▲17,355、 防災情報通信設備整備事業費交付金　9,420、　ふるさと
雇用再生特別基金事業費補助金　▲14,136、  県民税徴収委託金 8,414等）

（奨学資金貸付金元金収入　5,250、　 後期高齢者医療広域連合医療給付費負担金過
年度返還金　63,398、  外国人漁業研修生受入事業受益者負担金　▲9,675、　消防団
員退職報償金収入▲11,216、　給食費徴収金  ▲27,900等）

（土地売払収入 19,900、　資源ごみ売払収入 ▲9,459等）

（一般寄附金　943、　がんばる石巻応援寄附金　3,460、　毛利コレクション等収蔵展示
施設建設費寄附金　149）

（財政調整基金繰入金　99,550、　国際交流基金繰入金　▲11,219、  長寿社会対策基
金繰入金　▲33,487、　藤野育英会等雄勝保育所建設基金繰入金　▲3,500等）



(2)　離島振興対策関係費 27,272

(離島航路維持費補助金　16,192、離島航路事業者経営安定化補助金 11,080)

★ (3)　マンガアイランド整備事業費(緊急経済対策分) 5,200

(マンガアイランド散策路整備工事)

(4)　地域交通対策関係費 24,620

(広域バス運行維持対策費補助金)

(5)　財政調整基金費 525,590

(地域雇用創出推進費分の積立金)

(6)　がんばる石巻応援基金費(積立金) 3,460

● 3款　民生費

★ (1)　みなと荘管理費（緊急経済対策分） 16,200

(実施設計業務委託料、外壁等改修工事)

(2)　国民健康保険事業対策費（繰出金） 15,297

(保険基盤安定繰出金　49,177、  財政安定化支援事業繰出金　▲33,880)

★ (3)　老人憩いの家管理費（緊急経済対策分） 3,500

(間垣老人憩いの家下水道接続工事)

(4)　こども手当支給事務費 6,300

(子ども手当システム開発業務委託料)

★ (5)　保育所管理費（緊急経済対策分） 63,000

(ふたば外2保育所下水道接続工事、ふたば外5保育所耐震補強工事)

● 4款　衛生費

(1)　医療対策費 4,693

(石巻ロイヤル病院修繕事業費補助金)

★ (2)　斎場費（緊急経済対策分） 3,700

(雄勝斎場施設改修工事)

(3)　病院事業運営費 110,500



(電源立地地域対策交付金　10,500、  不良債務解消補助金　100,000)

★ (4)　病院事業運営費(緊急経済対策分) 22,000

(病院事業会計負担金：雄勝病院下水道接続事業)

● 5款　労働費

★ (1)　労働会館管理費(緊急経済対策分) 3,400

(下水道接続工事)

● 6款　農林水産業費

★ (1)　農業関連施設関係費(緊急経済対策分) 3,000

★ (2)　河北長面トレーニングセンター費(緊急経済対策分) 9,600

(実施設計業務委託料、屋根改修工事)

★ (3)　堆肥センター関係費(緊急経済対策分) 7,500

(北上堆肥センター堆肥保管庫整備工事)

★ (4)　水利事業費(緊急経済対策分) 10,000

(大江用水路改修工事)

★ (5)　農道管理費(緊急経済対策分) 10,000

(河南地区大規模農道舗装工事)

★ (6)　雄勝森林公園管理費(緊急経済対策分) 4,900

(遊具補修委託料、施設整備工事)

(7)　水産物地方卸売市場特別会計繰出金 26,794

★ (8)　水産物地方卸売市場特別会計繰出金(緊急経済対策分) 30,400

★ (9)　漁港建設改良事業費(緊急経済対策分) 20,700

(桑の浜外2漁港施設改良工事)

● 7款　商工費

(1)　商工業振興対策費 21,561

（中小企業・小企業融資損失補償金）

(2)　企業誘致関係費 9,889

(河南地区農村公園6ヶ所遊具等修繕料)



（企業誘致条例助成金：当初予算　157,000、  助成見込額　166,889）

★ (3)　御番所公園管理費(緊急経済対策分) 4,000

（唐船番所整備工事）

(4)　おしかホエールランド事業特別会計繰出金 2,934

● 8款　土木費

★ (1)　市道管理関係費（緊急経済対策分） 81,000

(舗装改良工事5路線)

★ (2)　道路新設改良事業費（緊急経済対策分） 43,800

(道路新設改良工事8路線)

★ (3)　道路新設改良事業費（緊急経済対策分・下水道管理課） 41,400

(魚町雨水側溝設置工事)

★ (4)　一般下水路建設改良費（緊急経済対策分） 4,000

(伊原津下水路改良工事)

★ (5)　一般下水路管理費（緊急経済対策分） 15,500

(魚町雨水管閉塞工事)

(6)　石巻工業港曽波神線街路整備事業費 350,000

(石巻工業港曽波神線道路改良工事等)

(7)　下水道事業特別会計繰出金 12,512

★ (8)　公園管理費(緊急経済対策分) 20,000

(日和山公園整備工事)

(9)　駅周辺整備事業費 350,220

(土地取得特別会計繰出金：石巻駅周辺整備事業用地取得費)

★ (10)　市営住宅管理費(緊急経済対策分) 113,000

(実施設計業務委託料、水押市営住宅外壁防水改修工事)

● 9款　消防費

★ (1)　消防施設関係費（緊急経済対策分） 65,000

(雄勝出張所下水道接続工事、ポンプ置場新築工事6棟、ホース乾燥塔新設工事2基等)



(2)　防災行政無線通信施設管理費 13,500

(全国瞬時警報システム【J-ALERT】設置委託料)

● 10款　教育費

★ (1)　小学校施設維持整備費(緊急経済対策分) 37,000

(釜小学校外2校施設整備工事)

★ (2)　中学校施設維持整備費(緊急経済対策分) 17,000

(実施設計業務委託料、雄勝中学校施設整備工事)

★ (3)　総合センター管理費（緊急経済対策分） 52,600

(実施設計業務委託料、屋根改修工事)

★ (4)　野球場管理費(緊急経済対策分） 4,300

(石巻、桃生野球場施設修繕料)

★ (5)　体育館管理費(緊急経済対策分） 31,700

(実施設計業務委託料、総合体育館改修工事)

● 12款　公債費

(1)　元金 ▲ 54,706

(2)　利子 ▲ 75,727

3 特別会計の主な内容

● 土地取得特別会計 343,003

● 診療所事業特別会計 ▲ 2,895

夜間急患センター(生活対策分)の歳出予算の整理

● おしかホエールランド事業特別会計 0

営業収入の減に伴う財源振替

● 水産物地方卸売市場事業特別会計 18,973

運動公園用地取得費の借入金利率の確定による減額　▲7,217
石巻駅周辺整備事業用地先行取得債の繰上償還  350,220

水産物売上使用料の減による財源振替
歳出予算の整理及び施設整備費(緊急経済対策分)の増
(石巻売場：屋根修繕料、牡鹿売場：改修工事等)



● 下水道事業特別会計 ▲ 60,806

● 農業集落排水事業特別会計 ▲ 70,618

● 浄化槽整備事業特別会計 ▲ 15,285

● 国民健康保険事業特別会計 0

● 後期高齢者医療特別会計 ▲ 24,709

● 介護保険事業特別会計 ▲ 53,227

● 病院事業会計 44,000

〔収益的収入支出〕

医業外収益：111,309

(不良債務解消一般会計補助金　100,000、　電源立地地域対策交付金　10,500等)

医業費用：22,000  (固定資産除却費　22,000)

〔資本的収入支出〕

他会計負担金：22,000  (建設改良費一般会計負担金　22,000)

建設改良費：22,000  (雄勝病院下水道接続工事　22,000)

後期高齢者医療保険料及び受託事業収入の増減による財源振替
総務費、保健事業費、後期高齢者医療広域連合納付金の増減による歳出予算の整理

介護保険料、国県支出金等の増減による財源振替
総務費、保険給付費、地域支援事業費の増減による歳出予算の整理

国民健康保険税、国庫支出金、療養給付費等交付金及び県支出金の増減による財源振替

分担金、使用料等の増減による財源振替
管理費、建設費及び公債費の減による歳出予算の整理

分担金、使用料等の増減による財源振替
管理費、建設費及び公債費の減による歳出予算の整理

分担金及び負担金、使用料等の減による財源振替
管理費、建設費及び公債費の増減による歳出予算の整理



○　一般会計    （単位：千円）

款 項 事　　業　　名

２　総務費 １　総務管理費 新庁舎ネットワーク設備等構築事業

３　民生費 ３　児童福祉費 子ども手当システム開発事業

長渡漁港地域水産物供給基盤整備事業

長面漁港海岸保全施設整備事業

渡波町三・幸町海岸線道路嵩上事業

塩富町二・七勺線道路嵩上事業

河北長尾線道路改良事業

５　都市計画費 石巻工業港曽波神線街路整備事業

９　消防費 １　消防費 全国瞬時警報システム整備事業

２　小学校費 小学校理科教材設備整備事業

３　中学校費 中学校理科教材設備整備事業

１　公共土木施設
　　災害復旧費

船越大浜線道路災害復旧(その1)事業外6事業

２　農林水産業施設
　　災害復旧費

林道明神線災害復旧事業外2事業

水産物地方卸売市場事業特別会計繰出金外1事業

雄勝総合支所下水道接続事業ほか35事業

合計

○水産物地方卸売市場事業特別会計

款 項 事　　業　　名

水産物地方卸売市場施設整備事業

水産物地方卸売市場施設改修事業(緊急経済対策
分)

合計

○下水道事業特別会計

款 項 事　　業　　名

東流下2号折立2号幹線ほか１準幹線築造工事

東流下河北2号汚水管渠築造工事

西流下3号門脇2号幹線築造工事

西流下9号門脇1号幹線(2工区)築造工事

西流下16号門脇1号幹線(3工区)築造工事

西流下河南5号汚水管渠築造工事

特流下桃生1号汚水管渠築造工事

合計

１　水産物地方
　　卸売市場費

１　水産物地方
　　卸売市場費

２　建設費
１　公共下水道
　　建設費

緊急経済対策関係
(地域活性化・きめ細かな臨時交付金)

経済危機対策関係
(地域活性化・経済危機対策臨時交付金)

31,220

791,600

10　教育費

39,810

11　災害復旧費

12,547

5,058

531

   （単位：千円）

1,421,626

9,000

5,000

11,750

13,500

71,320

55,900

27,940

36,600

３　水産業費

22,100

65,500

24,863

30,400

   （単位：千円）

金　　額

25,500

55,263

金　　額

4　繰越明許費一覧表

金　　額

85,310

８　土木費

350,000

２　道路橋りょ
　　う費

6,300

50,000

10,000
６　農林水産業費

304,860



　　 　 　「安全安心なまちづくり推進事業」として消防ポンプ置場新築事業等を、「産業振興・
          雇用対策の推進」事業として水産卸売市場改修事業等、合わせて 30項目、791,600千円
          を平成21年度3月補正予算に計上し、36事業を繰越とした。

(資料)　地域活性化・きめ細かな臨時交付金の概要

　　　1　交付金の概要

　　　  　「明日の安心と成長のための緊急経済対策」(平成21年12月8日閣議決定)において、
「地
         方支援」として地方公共団体によるきめ細かなインフラ整備等の支援を行うこことさ
れ、
         平成21度第2次補正予算において「地域活性化・きめ細かな臨時交付金」が創設された。

　　　２　交付金額　　　604,700千円

　　　３　本市の事業内容
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