石巻市の平成23年度9月補正予算の概要
1 各種会計予算総括表
会

計

（単位：千円）
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現計予算額
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小
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合

計
計

補正額
(B)
26,480,592

計
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2,328,174
1,531,837
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40,410
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15,537

10,875,618
44,733,063
6,345,674

26,789
42,326

10,902,407
44,775,389
6,345,674

265,720,905

26,522,918

292,243,823

2 一般会計の主な内容
今回の補正予算は、「東日本大震災関係分」として、災害廃棄物処理手法等の見直しに伴い増額と
なる県への二次処理業務委託に係る経費、被災農家の経営再開に向けた支援補助金、震災の検証と
今後見直しする地域防災計画策定までの暫定災害対応マニュアルの作成経費、震災により殉職され
た消防団員遺族への遺族補償費等に要する経費、「開北」及び「万石浦」放課後児童クラブ室の整備
に要する経費などのほか、道路、公園、教育施設等に係る災害復旧経費について所要額を措置したも
の。
また、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」の平成２４年１０月からの
円滑な施行に向けた、関係機関との協力及び支援体制の整備に要する経費並びに来年度から介護
保険法に組み込まれる居宅要介護者への２４時間対応ヘルパー等定期巡回及び随時対応サービス
の効率的な提供に向けた検証業務に要する経費などについて併せて計上したもの。

事項別

【歳 入】
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● 10款 地方交付税

584,321

4

22,165,030

6

(1) 普通交付税(現計予算額 19,500,000 決定額 20,084,321)
● 14款 国庫支出金
(1) 児童扶養手当費負担金（1/3） 21,109
(2) 災害復旧費国庫負担金 232,266
（小学校 153,333 中学校 73,333 幼稚園 5,600）
(3) 障害者虐待防止対策支援事業費補助金 4,000
(4) 定期巡回・随時対応型訪問介護事業費補助金（10/10） 19,800
(5) 災害廃棄物処理事業費補助金 21,620,205

－1－

(6) 災害復旧費国庫補助金 266,796
（公園 160,000 保健体育施設 12,133 文教施設 80,786 等）
(7) 無線システム復旧支援事業費等補助金 854
● 15款 県支出金

466,813

10

228,684

16

343,598

18

155,446

20

2,536,700

22

5,000

24

854

24

(1) 災害救助費負担金 50,900
(2) 介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費補助金（10/10） 25,569
(3) 東日本大震災農業生産対策交付金 16,244
(4) 東日本大震災被災農家経営再開支援事業費補助金 335,200
(5) 被災幼児就園支援事業費補助金 1,630
(6) 災害復旧費県補助金 9,105
（保育所 1,105 土地改良施設 8,000）
(7) 県民税徴収委託金 28,465
● 17款 寄附金
(1) 消防団活動支援費 20,988
(2) 災害復旧費 157,696
(3) 児童福祉施設整備費 50,000
● 18款 繰入金
(1) 財政調整基金繰入金 360,290
(2) 長寿社会対策基金繰入金 ▲16,692
● 20款 諸収入
(1) 東日本大震災見舞金 18,960
(2) 消防団員公務災害補償等収入 129,080
(3) 消防団員退職報償金収入 7,406
● 21款 市債
(1) 放課後児童クラブ室建設事業債 33,600
(2) 臨時財政対策債 ▲205,300
(3) 災害復旧債 306,200
（公共土木施設 60,000 厚生労働施設 1,100 農林水産業施設 27,100
文教施設 156,300 その他公共・公用施設 61,700）
(4) 災害廃棄物処理事業債 2,402,200
【歳 出】
● 2款 総務費
(1) 広報活動費（東日本大震災関係分）
・市外避難者への市報等の送付に要する経費（郵便料）
(2) テレビ共聴施設整備事業関係費（東日本大震災関係分）
・テレビ共聴施設災害復旧事業費補助金
事業主体：蛤浜テレビ共同受信施設組合（石巻地区）

－2－

事業費：1,281（市補助854（補助率2/3）、組合負担427）
(3) 国県補助金等精算還付金（東日本大震災関係分）

70,000

24

4,711

24

7,400

26

4,000

28

▲ 16,692

30

19,800

30

・震災に伴う市税等の還付に要する経費（市税等還付金）
(4) 広域行政事務推進費（東日本大震災関係分）
・石巻地区広域行政事務組合総務負担金
(5) 収納関係費（東日本大震災関係分）
・市税等還付に伴う還付加算金等に要する経費
● 3款 民生費
(1) 障害者虐待防止対策支援事業費
・障害者虐待の未然防止や早期発見等のため、地域における関係機関との協力及
び支援体制の整備等に要する経費
家庭訪問等個別支援業務委託料（相談支援員等の重点的訪問） 1,536
一時保護居室確保等委託料 975
障害者家庭見守り協力員配置業務委託料 900
弁護士相談委託料及び連携協力体制整備先進地視察旅費 589
(2) 敬老祝金及び敬老会費
・敬老会の本年度中止に伴う減額
(3) 定期巡回・随時対応型訪問介護事業費
・居宅要介護者へのヘルパー等24時間定期巡回及び随時対応サービスの提供に要
する経費
定期巡回訪問サービス事業
予め作成された計画に基づき、日常生活上の世話（オムツ交換等）を必要に応じて
1日数回程度提供（原則として、標準的な時間が1回当たり概ね20分未満）。
随時対応サービス事業
24時間対応窓口にオペレーターを設置し、利用者からの電話回線等通信装置によ
る連絡又は通報等の内容に応じ随時の対応（相談援助、医療機関等への通報等）。
(4) 介護基盤緊急整備等特別対策事業費

25,569

30

5,894

30

63,328

32

85,400

32

50,900

34

・認知症グループホーム等が実施する防災改修事業に対する補助金
(5) 介護保険事業対策費（東日本大震災関係分）（繰出金）
(6) 児童扶養手当費
・震災特例措置に係る増額分
(7) 放課後児童クラブ関係費（東日本大震災関係分）
・放課後児童クラブ室の整備に要する経費
工事請負費 74,000 実施設計業務委託料 9,400 備品購入費等 2,000
設置場所：開北（開北小学校敷地内） 万石浦（万石浦小学校敷地内）
施設規模：120㎡（2ヶ所とも）
施設概要：プレイルーム、トイレ、倉庫等（2ヶ所とも）
(8) 災害救助費（東日本大震災関係分）
・遺体の捜索及び避難所使用施設の原形復旧等に要する経費
遺体捜索経費 37,500 避難所施設原形復旧等経費 13,400
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● 4款 衛生費
(1) 公衆浴場安定確保対策事業費（東日本大震災関係分）

3,992

36

24,022,450

38

351,444

40

・公衆浴場の運営及び災害復旧に対する補助金
(2) ごみ処理対策費（東日本大震災関係分）
・災害廃棄物処理等業務委託料
処理手法等の見直しに伴い増額となる県への二次処理業務委託分
● 6款 農林水産業費
(1) 農業振興対策費（東日本大震災関係分）
・被災農地の復旧等を農業者が共同で行うため設立する「農業復興組合」への支援
に要する経費
東日本大震災被災農家経営再開支援事業費補助金 334,540 消耗品費等 660
交付先：6組合（予定）
作業内容：ごみ・礫撤去、水路・農道の簡易な補修、除草作業、農地パトロール 等
・地震により施設等が損壊した農業生産法人への災害復旧事業に対する補助金
東日本大震災農業生産対策事業費補助金 16,244
交付先：農事組合法人ゆいっこ（北上地区）
事業概要：パイプハウス9棟建設、トラクター、田植機、育苗箱購入 等
補助率：補助対象事業費の1/2
● 9款 消防費
(1) 常備消防費

▲ 12,311

42

8,000

42

23,500

42

217,165

42

20,000

46

・石巻地区広域行政事務組合消防負担金
(2) 災害対策費（東日本大震災関係分）
・震災の検証及び今後の災害に対する対応マニュアル作成委託経費
(3) 防災行政無線通信施設管理費（東日本大震災関係分）
・防災行政無線通信施設の改修等に要する経費
防災行政無線再構築業務委託料（固定系屋外子局設置） 5,500
河北：大川釜谷・大森仮設住宅内 各1本
戸別受信機購入費（雄勝地区仮設住宅：200個） 18,000
(4) 消防団費（東日本大震災関係分）
・震災により殉職された消防団員遺族への遺族補償費等に要する経費
遺族補償費 129,080（支給対象：21人（うち年金18人、一時金3人））
退職報償金 7,406（支給対象：21人（勤務5年以上））
消防団員等公務災害補償基金負担金 59,691
（追加掛金：2,618人（条例団員数）×22,800円）
・各消防団への特別運営交付金
消防団特別運営交付金 20,988（均等割及び被災団員数割の合算により配分）
● 10款 教育費
(1) 中学校管理費（東日本大震災関係分）
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・被災中学校生徒の代替施設への送迎に要する経費増額分（バス借上料）
(2) 高等学校統合事業費

1,500

48

375

52

1,233

52

800,000

54

25,000

54

200,000

54

32,100

58

・市立高等学校統合のための用地取得に向けた経費（不動産鑑定委託料）
実施箇所：旧「つつじ園」跡地（約2,000㎡）
(3) 文化財保護管理費（東日本大震災関係分）
・雄勝法印神楽保護事業費補助金
交付先：雄勝法印神楽保存会
事業概要：流失した用具（日本刀脇差し1振）の再取得
(4) 図書館活動費（東日本大震災関係分）
・仮設住宅団地への移動図書館車による図書館サービス実施に要する経費
実施時期：11月から仮設住宅終了時まで（10月は準備期間）
実施日：3週間以内を1サイクル 毎週4日（毎週火・水・金・土）
実施箇所：原則として30戸以上の団地（道路や敷地の状況により対象外団地あり。）
● 11款 災害復旧費
(1) 道路橋りょう災害復旧費
・道路の災害復旧に要する経費（測量調査等業務委託料）
(2) 市営住宅災害復旧費
・市営住宅（鹿妻住宅物置、橋浦住宅外構）の災害復旧に要する経費
(3) 公園災害復旧費
・都市公園等の災害復旧に要する経費
石巻：稲井八幡山、松並、筒場、鹿妻西、鹿妻東
河南：押切沼、前谷地駅前広場
(4) 土地改良施設災害復旧費
・土地改良施設（排水路等）の災害復旧に要する経費
土地改良施設災害復旧工事（補助6地区、単独33地区） 22,400
測量調査等業務委託料 2,100
土地改良施設災害復旧費補助金（土地改良区実施災害復旧事業への補助金） 7,600
(5) 小学校災害復旧費

243,000

60

110,000

60

66,600

60

39,300

60

・小学校の災害復旧に要する経費
空調暖房機修繕（住吉、釜、貞山、大街道、中里） 180,000
校舎床修繕（石巻、住吉、釜、貞山、開北、大街道、鹿妻） 50,000
測量業務委託料（寄磯小学校校庭亀裂調査） 13,000
(6) 中学校災害復旧費
・中学校の災害復旧に要する経費
空調暖房機修繕（住吉、山下） 90,000
校舎床修繕（住吉、荻浜、山下） 20,000
(7) 遊楽館災害復旧費
・遊楽館の災害復旧に要する経費
(8) 公民館災害復旧費
・桃生ほか3公民館（中央、蛇田、稲井）の災害復旧に要する経費
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(9) 庁舎災害復旧費

52,400

62

18,200

62

・本庁舎及び桃生総合支所庁舎の災害復旧に要する経費
(10) 山下屋内運動場災害復旧費
・山下屋内運動場の災害復旧に要する経費
事項別

3 特別会計の主な内容
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● 国民健康保険事業特別会計

15,537

75

26,789

103

後期高齢者支援金及び保険税の過年度還付金増加等に伴う補正
（歳入） 国庫支出金 1,707 療養給付費等交付金 11,860 県支出金 238
繰入金 1,732（うち基金繰入金 7,844）
（歳出） 国民健康保険一般管理費（レセプト電算処理等委託料） ▲ 6,112
後期高齢者支援金 3,958 前期高齢者納付金 152 過年度還付金等 17,539
● 介護保険事業特別会計
認定審査会共同設置負担金及び平成22年度償還金確定等に伴う補正
（歳入） 国庫支出金 5,736 支払基金交付金 607 県支出金 3,820 財産収入 5
繰入金 16,621（うち基金繰入金 13,719）
（歳出） 認定審査会共同設置負担金（広域行政事務組合介護保険負担金） 2,902
介護従事者処遇改善臨時特例基金費（積立金） 5 償還金 23,882

4 繰越明許費一覧表
【一般会計】

（単位：千円）

款
３ 民生費

項
３ 児童福祉費

事

業

名

金

放課後児童クラブ室建設事業

額
76,000

5 債務負担行為の補正
【一般会計】（変更）
事

（単位：千円）
項

変更前

災害廃棄物処理業務

89,200,000
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変更後
170,641,803

