
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)

259,242,736 8,289,123 267,531,859

2,328,174 2,328,174

1,526,854 270,488 1,797,342

22,620 22,620

8,465,702 6,433,462 14,899,164

40,628 25,736 66,364

1,063,262 358,793 1,422,055

53,014 53,014

21,241,561 21,241,561

1,541,318 1,541,318

11,248,770 11,248,770

47,531,903 7,088,479 54,620,382

5,585,390 5,585,390

312,360,029 15,377,602 327,737,631

2 一般会計の主な内容   　　　 　         

【歳　入】 千円
事項別
ページ

● 10款　地方交付税 1,329,000 4

(1)　震災復興特別交付税

● 14款　国庫支出金 3,305,525 6

(1)　保育所運営費負担金私立分　6,802

(2)　漁港施設災害復旧費負担金　626,666

(3)　放射線量低減対策特別緊急事業費補助金　335

(4)　農と福祉の連携によるシニア能力活用モデル事業費交付金　4,882

(5)　東日本大震災復興交付金　850,500

　　　（公共下水道建設　43,500　防災集団移転促進　63,875　復興道路　30,000

　　　災害復興住宅整備　713,125）

(6)　消防防災通信基盤整備費補助金　33,000

合              計

　今回の補正予算は、防災集団移転促進、復興街路、災害復興住宅等の事業本格化に向けた測量
調査費や事業用地取得費を措置したほか、被災漁協等が取得した共同利用漁船の費用負担軽減経
費、中小企業者の被災施設・設備の復旧支援経費、選抜高等学校野球大会に出場が決定した石巻
工業高等学校の甲子園出場実行委員会への補助金、被災した子どもたち等に対して支援活動を実施
しているＮＰＯ法人等への活動助成経費、災害復旧事業と併せ市域全体をデジタル化対応とする防災
行政無線の整備経費及び漁港、学校、観光施設等に係る災害復旧経費などについて所要額を措置し
たもの。

石巻市の平成23年度2月補正予算の概要

会　　計　　区　　分

一般会計

漁業集落排水事業

下水道事業特
　
別
　
会
　
計

小　　　計

介護保険事業

土地取得

国民健康保険事業

水産物地方卸売市場事業

駐車場事業

浄化槽整備事業

農業集落排水事業

病院事業会計

後期高齢者医療
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(7)　史跡等保存整備事業費補助金（齋藤氏庭園整備事業）　96,040

(8)　災害復旧費国庫補助金　1,685,573

　　　（介護施設　49,870　消防防災　1,635,703）

(9)　復興教育支援事業費委託金　1,727

● 15款　県支出金 397,461 12

(1)　保育所運営費負担金私立分　3,401

(2)　災害救助費負担金　96,700

(3)　子育て支援対策臨時特例基金特別対策事業費補助金　5,000

(4)　東日本大震災農業生産対策交付金　124,784

(5)　東日本大震災農業生産復旧緊急対策事業費補助金　45,273

(6)　地域農業経営再開復興支援事業費補助金　9,200

(7)　被災海域種苗放流支援事業費補助金　40,000

(8)　水産基盤復旧復興対策事業費補助金　20,000

(9)　文化財保護補助金（齋藤氏庭園整備事業）　8,000

(10)　災害復旧費県補助金　44,236

　　　（老人福祉施設　5,236　治山施設　39,000）

(11)　スクールソーシャルワーカー配置事業費委託金　867

● 17款　寄附金 6,006 18

・　児童福祉施設整備費寄附金　6,006

● 18款　繰入金 1,258,031 20

(1)　財政調整基金繰入金　248,893

(2)　震災復興基金繰入金　1,009,138

【充当先】 7,279

50,000

700,000

250,000

359

1,500

● 21款　市債 1,993,100 22

(1)　災害復興住宅整備事業債　101,800

(2)　防災施設整備事業債　655,500

(3)　借換債　891,800

(4)　災害復旧債　344,000

　　　（厚生労働施設　24,400　農林水産業施設　300,000　その他公共・公用施設　19,600）

【歳　出】

● 2款　総務費

(1)　普通財産等管理費 16,900 24

防災教育副読本作成等経費

雄勝法印神楽保護事業費補助金

集会所建設費補助金

水産業共同利用施設復旧緊急支援事業費補助金

共同利用漁船等復旧支援事業費補助金

中小企業復旧支援事業費補助金
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　　　・牡鹿地区市有地の法面改修に要する経費

　　　　所在地：石巻市鮎川浜鬼形山425番地3（1,479㎡）

　　　　市有地法面改修工事　14,000　設計業務委託料　2,900

(2)　行政推進費（東日本大震災関係分） 7,279 24

　　　・被災した集会所の改修等に対する補助金

　　　　対象施設：中里第二会館（改修）、大街道会館（改修）、元倉会館（改修）、水明会

　　　　　　　　　　 館（改修・設備）、大橋会館（改修）、駅前親交会集会所（設備）、貞山集

　　　　　　　　　　 会所（設備）、太田切会館（改修）、流留集会所（改修）、大瓜井内・井内

　　　　　　　　　　 西部集会所（改修）、岩崎生活センター（改修）、原生活センター（改修）

　　　　　　　　　　 追舘公民館（設備）

　　　　補助率：10/10

● 3款　民生費

(1)　児童保育事業他市町村委託費 12,500 26

　　　・震災の影響に伴う他市町村保育児童数の増加に伴う所要額の補正

(2)　保育所管理費及び放課後児童クラブ関係費 6,006 26

　　　・児童福祉施設整備費寄附金による備品及び消耗品の購入経費

　　　　備品：暖房器具、加湿器等　消耗品：ペーパータオル、嘔吐物処理剤（ノロウィルス対策用）

(3)　被災児童等支援団体助成金（東日本大震災関係分） 5,000 26

　　　・被災した子どもたち及びその家族等への支援を行っているＮＰＯ等の団体に対する助成金

　　　　500千円（上限）×10団体

(4)　災害救助費（東日本大震災関係分） 96,700 28

　　　・災害救助活動で使用した公共施設の原状回復等に要する経費

　　　　　原状復旧施設：追波川河川運動公園陸上競技場

　　　　　　　　　　　　　　  牡鹿清崎運動公園野球場（多目的グランド）　など

　　　　　

● 4款　衛生費

(1)　雄勝歯科診療所費 310 30

　　　・雄勝歯科診療所の開設準備に要する経費

　　　　設置場所：石巻市雄勝町大浜字小滝浜9-16（雄勝診療所と同じ敷地内）

　　　　建物面積：44.71㎡（予定）　構造：プレハブ（平屋）

　　　　診療開始：平成24年5月（予定）

　　　　診療体制：医師1名　臨時職員3名（歯科衛生士1名、歯科助手2名）　計4名

(2)　放射線量低減対策費（東日本大震災関係分） 495 30

　　　・放射線の汚染状況重点調査地域の指定に伴う汚染状況調査等に要する経費

　　　　飲料水の測定（牡鹿地区）：小規模水道（3検体）、井戸水（5検体）

　　　　放射能に対する理解を深めるための講演会（4回）　等

● 6款　農林水産業費

(1)　農業集落排水事業特別会計繰出金 1,893 32

(2)　農業振興対策費（東日本大震災関係分） 184,139 32
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　　　・震災により被災した農業共同利用施設等の復旧及び営農資機材整備等への支援に

　　　 要する経費

　 　　　①東日本大震災農業生産対策事業費補助金　124,784

　 　　　②東日本大震災農業生産復旧緊急対策事業費補助金　45,273

事 業 費 ② 補 助 金 自 己 資 金

15,277 1,612

(6,454) （補助対象の1/4）

5,569 1,326

(5,302) （補助対象の1/4）

163,259 36,918

(147,674) （補助対象の1/4）

15,742 3,747

(14,992) （補助対象の1/4）

7,016 1,670

(6,682) （補助対象の1/4）

28,749

(27,380)

12,905

(12,290)

30,240

(28,800)

②補助金については、従来自己資金対応となっていた補助残分へ県単補助金を上乗せすることで、自己資金の圧縮を図るもの。

　　　・農地利用集積円滑化団体等による被災地域の農地集積支援やＮＰＯ法人等が設

　　　 置し仮設住宅入居者等の利用に供する農園設置費用等に対する補助金

　 　　　被災地域農地集積支援費補助金　9,000

　　　　　  交付先：離農者、農地の相続人等

　 　　　　 10a当たり30千円×30ha

　 　　　農と福祉の連携によるシニア能力活用モデル事業費補助金　4,882

　　　　　  交付先：ＮＰＯ法人北上経営総合研究所

　　　　 農園設置場所　大瓜字上台地内　40区画（約2,300㎡）

　　 　　　 　　　　　ＮＰＯ法人石巻復興支援ネットワーク

　　 　　農園設置場所　南境字金沢地内　25区画（約400㎡）

(3)　漁業集落排水事業特別会計繰出金 136 34

(4)　水産振興対策費（東日本大震災関係分）        854,000 34

　　　・放流種苗の生息環境等の改善、漁業集落の復興基本計画策定及び被災した漁船の代

　　　 替として、漁協等が取得する共同利用漁船の購入経費に対する助成等に要する経費

　　　　  万石浦アサリ漁場底質改善業務委託料　60,000

　 　　　　  内容：調査事業（海底地形把握、底質把握等）、干潟試験造成工事

　　　 　 漁業集落復興基本計画策定業務委託料　40,000

　　　　　   漁業集落の現状把握、状況整理、復興基本方針の検討、復興基本計画の策定等

　　　　　   モデル地区：5ヶ所程度を選定予定

　　　　　放射性物質測定機器購入費　4,000（水産物地方卸売市場牡鹿売場に配置）

　　　　　水産業共同利用施設復旧緊急支援事業費補助金　50,000

　　　　　   補助対象：ユニットハウス、フォークリフト等取得及びウィンチ、クレーン等の修繕

　　 　　　  交付先：漁業協同組合

　　　　　   補助率：2/3（上限1施設1,000千円）

① 補 助 金

73,837

（補助対象の1/2）

6,145

3,340

7,495

（補助対象の1/2）

（補助対象の1/2）

（補助対象の1/2）

（補助対象の1/2）

（補助対象の1/2）

13,690

（補助対象の1/2）

15,840

108,700278,757

（補助対象の1/2）

124,784

3,226

2,651

10,439

1,592

52,504

2,006

補助対象外

14,400

6,760

補助対象外 15,059

生育資材の購入、薬剤、肥料、種
子　等

鉄骨ハウス被覆資材3棟（4,473
㎡）、暖房機1台　等

施設設備（乾燥調製ライン）一式

4,500

交 付 先

表沢水稲生産組合
（河南）

計

宮城フラワーステー
ション（河北）

石巻地区園芸生産組
織連絡協議会（石巻）

農事組合法人舟形ア
グリ（河北）

いしのまき農業協同
組合（石巻）

いしのまき農業協同
組合（石巻）

茄子川水稲生産組合
（河南）

宮城フラワーステー
ション（河北）

パイプハウス（8棟・6,557㎡）、暖房
機6台、モーターポンプ4台　等

45,273

補助対象外

事 業 概 要

施設設備（乾燥調製ライン）一式

乾燥機6台、トラクター8台、コンバ
イン4台　等

低コスト耐候性ハウス1棟（1,008
㎡）

施設設備（乾燥調製ライン）一式
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　　　　　共同利用漁船等復旧支援事業費補助金　700,000

　　　　　   補助対象：漁協等取得の共同利用漁船の購入に対し、国県補助金を控除した

　　 　 　　　　　　　　　取得費用の一部を補助するもの。

　　   　　　交付先：漁業協同組合、漁業生産組合

  　　　　　 補助率：国県補助金を控除した残額の1/3

　　  　　　　　　　 　 国・県・市の補助率を除く事業者の実質負担は、1/9（11.1%）

(5)　水産物地方卸売市場事業特別会計繰出金（東日本大震災関係分） 8,750 34

● 7款　商工費

(1)　商工業振興対策費（東日本大震災関係分）        250,000 36

　　　・市内中小企業者の被災施設・設備に係る復旧費用への補助金

　　 　  　中小企業復旧支援事業費補助金　250,000

　　     　　 補助対象：被災した施設の修復・建替経費、設備の修繕・入替経費等

　     　 　　補助要件：市内で事業を営んでいる中小企業者（建設業、病院、診療所、福祉作業

 　    　　　　　　　　    所、一部サービス業を除く。）

                          　施設が全壊又は大規模な被害を受け事業継続が困難な者

　　     　　　　　　　 　市内で事業を再開又は継続する者

　 　　　    　　　　　 　国・県が実施する中小企業等グループ施設等の補助金を受けていない者　等

　　     　　 補助率：1/2（ただし、対象事業費200千円以上（上限1,000千円））

● 8款　土木費

(1)　水辺の緑のプロムナード整備事業費（東日本大震災関係分） 10,000 38

　　　・水辺の緑のプロムナード整備に要する経費

　　　　 測量調査等業務委託料（測量調査等）

(2)　下水道事業特別会計繰出金 8,662 40

(3)　下水道事業特別会計繰出金（東日本大震災関係分） 58,000 40

(4)　防災集団移転促進事業費（東日本大震災関係分） 73,000 40

　　　・防災集団移転の促進に要する経費

　　　　 測量調査等業務委託料（測量、ボーリング調査等）

(5)　復興街路整備事業費（東日本大震災関係分） 40,000 40

　　　・旧北上川河川改修に伴う橋梁の予備設計に要する経費

　　　　 測量調査等業務委託料（測量、ボーリング調査等）

(6)　災害復興住宅整備事業費（東日本大震災関係分） 815,500 42

　　　・災害復興住宅の整備に要する経費

　　　　 測量調査等業務委託料　230,000（測量、ボーリング調査等）

　　　　 用地購入費　585,000　消耗品費　500

● 9款　消防費

(1)　防災行政無線通信施設管理費（東日本大震災関係分） 789,000 44

　　　・防災行政無線のデジタル化整備（津波被災地以外）及び大型避難所（学校）への移

　　　 動系防災行政無線の設置に要する経費

　　    　防災行政無線設備設置業務委託料　99,000
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　 　　　   半固定型無線機（61台）設置

 　　　  　 設置内訳：小学校36台　中学校17台　高等学校7台　支援学校1台

 　　 　　防災行政無線デジタル化整備工事　690,000

 　　  　　 整備地区：河北（一部）、河南、桃生

● 10款　教育費

(1)　スクールソーシャルワーカー配置事業費 867 46

　　　・震災による対応件数の増加に伴う勤務時間及び勤務日数の追加に要する経費

　　　　 報償金　800　旅費　67

　　　　 配置校：門脇小、大川小、向陽小、渡波小（補正前と変更なし。）

(2)　防災教育充実事業費（東日本大震災関係分） 2,086 46

　　　・児童生徒の防災対応能力育成のための防災教育副読本作成等に要する経費

　　　　 防災教育副読本監修者謝金　54（大学教授等）

　　　　 旅費　359（先進地3ヶ所程度の視察旅費）

　　　　 需用費　1,673（副読本印刷製本費）

　　　　　小学校下学年（1年から3年）、小学校上学年（4年から6年）及び中学校用にそれぞれ印刷

(3)　齋藤氏庭園整備事業費 122,764 48

　　　・被災した建造物の復旧修復等に要する経費

　　　　 建造物修復工事　　119,000（前土蔵、後土蔵、一部仕切壁）

　　　　 修復計画策定業務委託料　2,934（被災に伴う建造物現況調査及び保存修復計画の作成）

　　　　 保存管理計画策定委員報償金　238（5回開催）

　　　　 　委員：庭園、古建築、都市景観研修者等

　　　　 事務費　592（消耗品費、通信運搬費等）

(4)　文化財保護管理費（東日本大震災関係分） 1,500 48

　　　・被災指定文化財復旧のための補助金

　　　　 雄勝法印神楽保護事業費補助金（流出用具の再取得　面13ヶ）

(5)　体育奨励費 10,000 50

　　　・石巻工業高等学校の選抜高等学校野球大会出場に対する補助金

　　　　 選抜高等学校野球大会出場補助金

　　　　  交付先：石巻工業高等学校甲子園出場実行委員会

　　　　  補助対象：参加、応援経費

● 11款　災害復旧費

(1)　老人福祉施設災害復旧費 30,000 52

　　　・牡鹿保健福祉センター（清優館）の災害復旧に要する経費

　　　　 修繕料（壁クラック補修、天井張替え、建物周辺舗装補修等）

(2)　介護施設災害復旧費 49,870 52

　　　・特別養護老人ホーム雄心苑の災害復旧に対する負担金

　　　　 災害復旧工事負担金（雄心苑で実施した工事費のうち、市持分を負担）

(3)　診療所災害復旧費 1,300 52

　　　・寄磯診療所医師住宅の災害復旧に要する経費

　　　　 修繕料（損傷擁壁の撤去及び再設置）

(4)　土地改良施設災害復旧費 63,800 54

－6－



　　　・大和田川災害復旧及び農地の被災状況調査等に要する経費

　　　　 測量調査等業務委託料　3,800

　　　　 農地被災状況調査等業務委託料　60,000

　　　　　土地筆数　120,000筆×＠500

(5)　漁港災害復旧費 1,240,000 54

　　　・漁港、海岸保全施設等の災害復旧に要する経費

　　　　 調査設計等業務委託料　1,240,000

　　　　　海岸保全施設（防潮堤）17ヶ所の測量、地盤調査、実施設計

　　　　　漁港災害復旧実施設計（34港のうち半分程度）等

(6)　治山施設災害復旧費 60,000 54

　　　・船戸水門（雄勝）の災害復旧に要する経費

　　　　 治山施設災害復旧工事（防潮水門1基、水門本体工、構造物撤去工）

(7)　小学校災害復旧費（委託料） 63,000 56

　　　・災害復旧に係る設計業務（22校分）に要する経費

(8)　中学校災害復旧費（委託料） 33,000 56

　　　・災害復旧に係る設計業務（13校分）に要する経費

(9)　高等学校災害復旧費（委託料） 2,700 56

　　　・災害復旧に係る設計業務（市立女子校分）に要する経費

(10)　幼稚園災害復旧費（委託料） 600 56

　　　・災害復旧に係る設計業務（住吉分）に要する経費

(11)　防災施設等災害復旧費 2,454,000 58

　　　・防災行政無線の災害復旧（デジタル化）に要する経費

　　　　 防災行政無線復旧デジタル化整備工事　2,440,000

　　　　 工事監理委託料　14,000

　　　　  整備地区：本庁、河北（一部）、雄勝、北上、牡鹿

(12)　観光施設災害復旧費 15,900 58

　　　・観光施設の災害復旧に要する経費

　　　　 修繕料　14,000（網地白浜公衆トイレ、大型バス駐車場）

　　　　 設計業務委託料　1,900（網地白浜公衆トイレ）

(13)　マンガアイランド災害復旧費（修繕料） 4,500 58

　　　・災害復旧に要する経費

　　　　 ロッジ地盤崩れ補修、床等の張替え

● 12款　公債費

(1)　市債元金償還費 894,966 60

　　　・地方公共団体金融機構資金の一部借換に係る繰上償還経費
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3 特別会計の主な内容  　　　 　   千円
事項別
ページ

● 水産物地方卸売市場事業特別会計 270,488 91

　　　施設整備費、災害復旧費及び地方公共団体金融機構資金の一部借換に係る繰上償還

　　　経費の補正

（歳入）　県支出金　121,238　繰入金　8,750　市債（借換債）　140,500

（歳出）　市場施設整備費（製氷設備設置工事）　121,000　災害復旧費（事業用器具費）　9,700

　　　　　市債元金　139,788

● 下水道事業特別会計 6,433,462 113

　　　施設建設費及び地方公共団体金融機構資金の一部借換に係る繰上償還経費の補正

（歳入）　繰入金　66,662　市債（借換債）　6,366,800

（歳出）　施設建設事業費（測量調査等業務委託料）　58,000　市債元金　6,375,462

● 漁業集落排水事業特別会計 25,736 131

　　　地方公共団体金融機構資金の一部借換に係る繰上償還経費の補正

（歳入）　繰入金　136　市債（借換債）　25,600

（歳出）　市債元金　25,736

● 農業集落排水事業特別会計 358,793 145

　　　地方公共団体金融機構資金の一部借換に係る繰上償還経費の補正

（歳入）　繰入金　1,893　市債（借換債）　356,900

（歳出）　市債元金　358,793
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4 繰越明許費一覧表

【一般会計】（追加） （単位：千円）

金　　額

16,900

60,000

40,000

80,000

700,000

10,000

58,000

73,000

40,000

815,000

99,000

690,000

2,086

136,381

1,200,000

60,000

2,500

2,464,000

11　災害復旧
　　 費

11　災害復旧
　　 費

４　文教施設災害
　　復旧費

幼稚園災害復旧事業

５　その他公共施
　　設・公用施設
　　災害復旧費

款 項 事　　業　　名

８　土木費 ３　河川費

５　都市計画費

１　消防費

１　教育総務費

11　災害復旧
　　 費

齋藤氏庭園整備事業

５　都市計画費

６　住宅費

１　消防費

治山施設災害復旧事業

３　水産業費

防災行政無線デジタル化整備事業

防災教育充実事業

防災集団移転促進事業

災害復興住宅整備事業

防災行政無線設備整備事業

３　水産業費

水辺の緑のプロムナード整備事業費

漁港災害復旧事業

防災行政無線復旧デジタル化整備事業

共同利用漁船等復旧支援事業

５　都市計画費
下水道事業特別会計繰出金（雨水排水ポンプ
場建設事業）

３　農林水産業施
　　設災害復旧費

復興街路整備事業８　土木費

９　消防費

10　教育費

10　教育費

８　土木費

11　災害復旧
　　 費

３　農林水産業施
　　設災害復旧費

６　社会教育費

９　消防費

万石浦アサリ漁場底質改善事業

８　土木費

８　土木費

６　農林水産業
　　費

３　水産業費 漁業集落復興基本計画策定事業

６　農林水産業
　　費

水産業共同利用施設復旧緊急支援事業

６　農林水産業
　　費

２　総務費 １　総務管理費 市有地法面改修事業

６　農林水産業
　　費

３　水産業費
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15,900

4,500

合計 6,567,267

【水産物地方卸売市場事業特別会計】（追加） （単位：千円）

金　　額

121,000

17,220

合計 138,220

【下水道事業特別会計】（追加） （単位：千円）

金　　額

58,000

【一般会計】（変更） （単位：千円）

変更前 変更後

300,000 396,700

53,800 83,800

280,000 320,000

83,000 96,000

合計 896,500

変更増額 179,700

金　　額

11　災害復旧
　　 費

４　文教施設災害
　　復旧費

11　災害復旧
　　 費

４　文教施設災害
　　復旧費

小学校災害復旧事業

中学校災害復旧事業

３　民生費 ５　災害救助費

11　災害復旧
　　 費

２　厚生労働施設
　　災害復旧費

災害救助関連施設原状復
旧事業

老人福祉施設災害復旧事
業

款 項

１　市場施設災害
　　復旧費

事　　業　　名

款 項 事　　業　　名

２　建設費
１　公共下水道
　　建設費

雨水排水ポンプ場建設事業

11　災害復旧
　　 費

５　その他公共施
　　設・公用施設
　　災害復旧費

２　災害復旧費

１　水産物地方
　　卸売市場費

款 項

１　水産物地方
　　卸売市場費

事　　業　　名

５　その他公共施
　　設・公用施設
　　災害復旧費

11　災害復旧
　　 費

マンガアイランド災害復旧事業

超低温冷蔵施設災害復旧事業

観光施設災害復旧事業

製氷設備設置事業
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5 債務負担行為の補正

【一般会計】（追加） （単位：千円）

期 間

平成24年度

平成24年度

平成24年度

平成24年度
～平成25年度

平成24年度

平成24年度
～平成25年度

平成24年度
～平成25年度

平成24年度

平成24年度

平成23年度
～平成26年度

平成23年度
～平成26年度

被災生徒通学バス借上料

荻浜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

桃生地区住民バス運行協議会
運行費補助金

北上地区住民バス等運行協議
会運行費補助金

平成23年度

平成23年度

平成23年度

平成23年度

桃生地区住民バス運行協議会運行費補助金
（仮設住宅線）

事 項

山の手地区乗合タクシー運行協議会運行費
補助金

4,800

7,300

600,000

600,000

500

4,400

4,500

限 度 額

6,500

3,800

8,200

4,300
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

河南地区運行協議会乗合タクシー運行費補
助金

河北地区住民バス運行協議会運行費補助金
（仮設住宅線）

被災児童通学バス借上料
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