
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)

62,680,800 ▲ 925,537 61,755,263

1,674,928 ▲ 1,032,112 642,816

631,191 631,191

48,999 48,999

638,825 ▲ 2,400 636,425

24,719 24,719

7,292,604 ▲ 146,992 7,145,612

19,617 19,617

406,358 406,358

62,288 62,288

18,238,611 34,000 18,272,611

1,561,412 1,561,412

4,338 4,338

10,420,617 20,000 10,440,617

41,024,507 ▲ 1,127,504 39,897,003

6,215,285 6,215,285

109,920,592 ▲ 2,053,041 107,867,551

２　一般会計の主な内容

【歳　入】 千円
事項別
ページ

● 14款　国庫支出金 ▲ 225,521 4

● 15款　県支出金 74,735 6

（2）緊急雇用創出事業費補助金　10,127　

（4）富県創出事業費補助金　2,000　

石巻市の平成22年度6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

（3）水浜分浜漁港海岸保全施設整備事業費補助金　18,700

（1）介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費補助金　77,385

合              計

おしかホエールランド事業

下水道事業

農業集落排水事業

（1）市町村合併推進体制整備費補助金　92,590

（2）母子家庭自立支援給付金事業費補助金　4,294

（4）まちづくり交付金　13,000

浄化槽整備事業

　今回の補正予算は、漁港や道路などの建設事業に係る補助事業の内示に伴う予算
の調整（減額）や、新規に補助内示や助成決定を受けた水浜分浜漁港海岸保全施設
整備事業、介護基盤緊急整備等特別対策補助金などを措置したほか、市民や受注業
者から追加の要望や問い合わせ等制度への反響が大きい住宅リフォーム補助金の追
加などを主体に編成したもの。

病院事業会計

国民健康保険事業

介護保険事業

後期高齢者医療

（5）総合運動公園整備費補助金　▲350,000

（3）重点分野雇用創出事業費補助金　3,909　
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● 17款　寄附金 530 12

● 18款　繰入金 ▲ 32,512 14

（1）財政調整基金繰入金　▲33,451

（2）国際交流基金基金繰入金　939

● 20款　諸収入 ▲ 198,769 16

（1）土地取得特別会計立替払金戻入金　▲202,569

（2）長寿社会づくりソフト事業費交付金　1,000

（3）公共スポーツ施設等活性化助成金　1,000

（4）シンポジウム助成事業費助成金　1,000

● 21款　市債 ▲ 544,000 20

（1）一般公共事業債　23,900

（2）道路新設改良事業債　500

（3）橋りょう新設改良事業債　2,200

（4）公園整備事業債　▲591,800

（5）都市再生整備事業債　21,200

【歳　出】

● 2款　総務費

(1)  国際交流推進費 939 22

・温州市水産交流団受入事業（友好都市締結２５周年記念事業）に要する経費

(2)  交通安全対策費 19,800 22

・交通安全指導員制服等購入費（180人分）

● 3款　民生費

(1)　介護基盤緊急整備等特別対策事業費 77,385 28

・介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金

(2)　母子家庭自立支援給付金事業費 5,726 30

・自立支援教育訓練給付金　500

・高等技能訓練促進費等給付金　5,226

● 5款　労働費

(1)　中心市街地活性化管理運営事業費 6,296 32

・中心市街地活性化管理運営事業委託料

　対象施設：認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所

　予定　7/20（火）～7/23（金）　6人 

　対象講座：簿記検定、社会保険労務士、大型特殊免許など　5人分

　対象資格：看護師、介護福祉士、保育士など　3人分

（1）日和山公園整備費寄附金　100

（2）毛利コレクション等収蔵展示施設建設費寄附金　430
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(2)　製造業実態調査事業費 3,831 32

・製造業実態調査事業委託料

(3)　公共物等実態調査事業費 8,085 32

・公共物等実態調査事業委託料

● 6款　農林水産業費

(1)　水浜分浜漁港海岸保全施設整備事業費 39,100 36

・測量調査等業務委託料、護岸工事等

● 7款　商工費

(1)　商工業振興対策費 20,000 38

・住宅リフォーム補助金

(2)　企業誘致関係費 500 38

・石巻広域圏企業誘致協議会補助金

(3)　観光振興対策費 4,500 38

・石巻焼きそばフェスティバル補助金　1,500

・映画「弁護士布施辰治」製作委員会支援助成金　3,000

● 8款　土木費

(1)　北上川改修関連推進事業費 1,800 42

・石巻の水辺づくりシンポジウムに要する経費

(2)　港湾建設推進費 1,000 44

・石巻港大型客船誘致協議会負担金（当初予算：1,000）

(3)　総合運動公園建設推進費 ▲ 1,154,326 46

・国庫補助金の内示に伴う減額補正

(4)　都市再生整備事業費 35,400 46

・食彩通り整備工事、石巻駅前にぎわい交流広場整備工事

 石巻駅前緑化整備工事、石巻駅前駐輪場整備工事

● 9款　消防費

(1)　消防施設関係費 2,600 48

・河北消防署耐震補強設計業務委託料

● 10款　教育費

(1)　河北総合センター管理費 21,600 50

・屋根改修工事

　12/5（日）　石巻文化センター

　10/2（土）～10/3（日）　中瀬公園他

　7/29（木）　「にっぽん丸」歓迎イベントに要する経費

　用地購入　13.3ha　→　4.6ha
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3 特別会計の主な内容

● 土地取得特別会計 ▲ 1,032,112 61

(歳　入) 財産収入　▲1,054,706　繰入金　22,594　　

(歳　出) 運動公園用地取得費　▲829,543 

立替払金償還金　▲202,569

● 水産物地方卸売市場事業特別会計 ▲ 2,400 75

(歳　入) 国庫支出金　▲4,762  繰入金　▲38  市債 2,400

(歳　出) 水産物地方卸売市場施設整備費　▲2,400　

● 下水道事業特別会計 ▲ 146,992 91

国庫支出金　▲101,550  繰入金　▲5,842  市債  ▲39,600

(歳　出) 公共下水道建設費　▲154,100

流域下水道建設費　7,108

● 国民健康保険事業特別会計 34,000 111

(歳　入) 国民健康保険税　▲31,055  国庫支出金　26,801  療養給付費等交付金　3,946

県支出金　512  繰入金　33,796

(歳　出) 国民健康保険一般管理費　34,000

・国民健康保険システム改修業務委託料

● 介護保険事業特別会計 20,000 141

(歳　入) 国庫支出金　5,242  支払基金交付金　6,000  県支出金　2,500  繰入金　6,258 

(歳　出) 高額医療合算介護サービス費　20,000

　国民健康保険税の税率改正に伴う歳入予算の調整及び国民健康保険システム改修業務委託
料を措置したもの。

　総合運動公園整備費補助金の内示に伴い、減額補正するもの。

　水産物基盤整備事業補助金の交付決定に伴い、減額補正するもの。

(歳　入)

　高額医療合算介護サービス費の不足見込額を措置したもの。

　社会資本整備総合交付金の内示に伴い、公共下水道建設費の減額、流域下水道建設費の増
額の予算調整を行うもの。
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