
【対象事業】　 （単位：円）

事業費 うち交付金

238,451,850 153,947,000

238,451,850 153,947,000

15,466,500 15,000,000

150,108,000 149,200,000

47,494,650 46,000,000

213,069,150 210,200,000

20,000,000 16,000,000

18,453,550 16,200,000

6,338,650 4,500,000

12,114,900 11,700,000

108,654,000 104,300,000

19,536,300 16,000,000

166,643,850 152,500,000

12,600,000 10,600,000

95,928,350 86,700,000

89,428,500 89,300,000

197,956,850 186,600,000

816,121,700 703,247,000

（単位：円）

国（県）支出金 地方債 その他 一般財源

816,121,700 703,247,000 112,874,700#REF!

予算の執行状況
予算額

小　　　　　　計

合　　　　　　　　　計

成　　　果

4

　この交付金を活用し、総額816,121,700円の事業を実施したことで、地域の経済効果及び活性
化に寄与した。

その他将来
に向けたき
め細かな事
業の推進

長渡（根組）漁港（防波堤改良Ｌ＝16.1ｍ）

決算額
決算額の財源内訳

漁港整備事業（2漁港）

観光施設整備事業（島の楽校シャワー棟新築）

公共施設屋上防水改修事業（河北総合センター
屋上防水、総合体育館屋上防水、桃生農業者ト
レーニングセンター屋根改修）

文化センター改修事業（収蔵庫空調設備改修）

小　　　　　　計

基 本 方 針

3 安全・安心
なまちづく
りの推進

老朽化施設解体撤去事業（旧水浜小、旧丸光デ
パート）
管理棟衛生設備改修事業（水産物地方卸売市
場）

日和山公園施設整備事業

小　　　　　　計

小淵漁港（門扉改良2基）

2 少子高齢化
対策の推進

1 地球温暖化
対策の推進

小　　　　　　計

保育所改修事業（トイレ改修：21保育所）

小学校屋上防水事業（石巻小、向陽小、開北
小）

かなんパークゴルフ場休憩所建設事業

備考

太陽光発電設備設置事業（新庁舎、桃生総合支
所、北上総合支所、雄勝公民館、河北総合セン
ター、遊楽館、牡鹿交流センター）

決算額
事　業　内　容

地域活性化・経済危機対策臨時交付金対象事業

目的及び事業内容

平成21年4月10日に決定された「経済危機対策」（「経済危機対策」に関する政府・与党会
議、経済対策閣僚会議合同会議）において、地方公共団体が地球温暖化対策、少子高齢化社会へ
の対応、安全・安心の実現、その他将来に向けた地域の実情に応じるきめ細かな事業を積極的に
実施できるよう、「地域活性化・経済危機対策臨時交付金」が交付されることになった。

本市としても、この交付金の趣旨を踏まえ、地球温暖化対策、少子高齢化対策、安全・安心な
まちづくり、その他将来に向けたきめ細かな事業を推進した。

取　組　実　績
交付金は全体で1,346,859,000円交付され、平成21年度に予算化したが、このうち703,247,000

円（事業費816,121,700円）を平成22年度に繰越して事業を実施した。
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【対象事業】　 （単位：円）

事業費 うち交付金

227,390,763 120,400,000

227,390,763 120,400,000

5,489,400 1,814,000

10,274,250 3,374,000

3,346,350 1,027,000

4,139,100 1,329,000

4,623,150 1,365,000

4,969,650 1,628,000

32,322,150 8,442,000

13,723,500 4,522,000

59,349,150 4,793,000

8,265,600 2,399,000

146,502,300 30,693,000

373,893,063 151,093,000

（単位：円）

国（県）支出金 地方債 その他 一般財源

373,893,063 266,822,000 27,500,000 79,571,063

小　　　　　　計

2 安全・安心
な学校づく
り交付金

小　　　　　　計

1 地域情報通
信基盤整備
推進交付金

地域情報通信基盤整備事業

大街道小学校屋内運動場地震補強事業

湊第二小学校屋内運動場地震補強事業

雄勝小学校屋内運動場地震補強事業

成　　　果
　この交付金を活用し総額373,893,063円の事業を実施したことで、地域の経済効果及び活性化
に寄与した。

蛇田小学校屋内運動場地震補強事業

決算額の財源内訳

合　　　　　　　　　計

荻浜中学校校舎地震補強事業

吉浜小学校屋内運動場地震補強事業

飯野川中学校屋内運動場地震補強事業

鮎川小学校屋内運動場地震補強事業

地域活性化・公共投資臨時交付金対象事業

事　業　内　容

平成21年4月10日に決定された「経済危機対策」（「経済危機対策」に関する政府・与党会議、
経済対策閣僚会議合同会議）において、「本対策における公共事業等の追加に伴う地方負担の軽
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こ
とができるよう、補正予算債による対応に加え、各地方公共団体の負担額等に応じて「地域活性
化・公共投資臨時交付金」が交付されることになり、本市としても、この交付金の趣旨を踏ま
え、地域活性化等の速やかかつ着実な実施を図るための事業を実施した。

取　組　実　績
交付金は全体で300,629千円交付され平成21年度に予算化し事業を実施している。このうち

151,093,000円（事業費373,893,063円）を平成22年度に繰越して事業を実施した。

目的及び事業内容

備考対象補助金等
決算額

　　　　　　　　　　※国（県）支出金266,822,000円の内数に交付金151,093,000円が含まれる。

予算の執行状況

予算額 決算額

477,970,000

和渕小学校屋内運動場地震補強事業

住吉小学校屋内運動場地震補強事業
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【対象事業】　 （単位：円）

事業費 うち交付金

5,725,923 5,725,095

630,000 630,000

2,814,000 2,814,000

2,100,000 2,100,000

25,823,950 25,823,950 一部繰越し

25,353,000 25,353,000

6,772,500 6,772,500

4,357,500 4,357,500

3,465,000 3,465,000 一部繰越し

7,867,925 7,867,925 一部繰越し

15,674,400 15,674,400

2,719,500 2,719,500

14,070,000 14,070,000

1,274,700 1,274,700

1,375,500 1,375,500

19,045,530 19,045,530

8,578,500 8,578,500

3,360,000 3,360,000

9,971,850 9,971,850

4,993,800 4,993,800

9,952,950 9,952,950

7,510,650 7,510,650

2,595,600 2,595,600

3,629,850 3,629,850

1,285,200 1,285,200北上（小滝）漁港（物揚場改良L=24.5m）

北上（大指）漁港（物揚場改良L=23.85m、用
地舗装A=504㎡）

間垣老人憩いの家下水道接続事業

保育所下水道接続事業（3施設）

雄勝森林公園整備事業(シャワー施設設置)

水産物地方卸売市場石巻売場水揚棟屋根修繕事
業

労働会館下水道接続事業

水産物地方卸売市場牡鹿売場改修事業

河南地区大規模農道舗装事業（舗装修繕）

桑の浜漁港建設改良事業（用地舗装A=522m、護
岸改良L=20m）
農業用水路改修事業（大江用水路ネットフェン
ス改修）

雄勝斎場施設改修事業（浄化槽設置・スロープ
取付）

河南総合支所耐震補強等事業

雄勝総合支所下水道接続事業

北上（小指）漁港（物揚場改良L=24m）

漁港建設改良事業

マンガアイランド散策路整備事業

雄勝森林公園整備事業（遊具修繕）

保育所耐震補強事業（6施設）

みなと荘改修事業（外壁等）

決算額
備考

1 きめ細かな
インフラ整
備事業の推
進

消防庁舎施設改修事業（河北消防署・雄勝出張
所）

消防庁舎下水道接続事業（雄勝出張所）

防火水槽改修事業（雄勝・桃生）

火の見櫓解体撤去及びホース乾燥塔新設事業
（河南）

消防ポンプ置場新築事業(4施設）

基 本 方 針 事　業　内　容

地域活性化・きめ細かな臨時交付金対象事業

目的及び事業内容

　平成21年12月8日に閣議決定された「明日の安心と成長のための緊急経済対策」において、地方公
共団体が地域の活性化に資するきめ細かなインフラ整備を実施できるよう、「地域活性化・きめ細
かな臨時交付金」が交付されることになった。
　本市としても、この交付金の趣旨を踏まえ、地元の中小企業・零細事業者が受注でき、地域の活
性化に資するきめ細かなインフラ整備の事業を推進した。

取　組　実　績
　交付金は全体で685,608,000円交付され、平成21年度に予算化したが、すべてを平成22年度に繰越
して事業を実施した。さらに予算額として約131,000,000円を平成23年度に事故繰越しして事業を実
施していく予定としている。
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事業費 うち交付金

決算額
備考基 本 方 針 事　業　内　容

7,329,000 7,329,000

7,499,100 7,499,100

2,997,750 2,997,750

19,994,100 19,994,100

15,326,850 15,000,000

11,079,600 11,079,600

4,247,250 3,920,400

12,259,800 10,000,000

4,580,100 4,580,100

2,849,700 2,849,700

4,830,000 2,570,200

77,074,200 77,074,200

3,222,450 3,222,450

5,806,500 5,806,500

6,663,300 6,663,300

1,672,650 1,672,650

4,990,650 4,990,650

17,933,250 17,933,250 一部繰越し

3,743,250 3,743,250

52,336,200 52,336,200
震災により事
業打切り

6,166,000 6,166,000 一部繰越し

8,560,650 8,560,650

21,990,150 21,990,150

7,976,850 7,976,850

14,794,500 14,794,500

24,882,900 24,882,900

3,997,500 3,997,500

21,630,000 21,630,000河北総合センター屋根改修事業

市営住宅改修事業（外壁防水）

下水路改良事業（伊原津）

河北長面トレーニングセンター屋根改修事業

釜小学校校舎屋上防水改修事業

鹿又小学校プール浄化装置改修事業

雄勝中学校下水道接続事業

総合体育館改修事業（排煙窓開閉装置、高圧受
変電設備、床面）

野球場施設改修事業（石巻・桃生）

魚町雨水側溝設置・雨水管閉塞事業

雄勝病院下水道接続事業

向陽町五丁目3号線側溝改良（その2）
（L=126m）

下雄勝線側溝改良（L=144m）

中浦橋釜北橋線舗装改良事業ほか4事業

女川23号線舗装新設事業（A=745㎡）

河北釜谷崎線防護策設置事業（L=623m）

寄磯線区画線設置事業ほか１事業

寄磯線区画線設置（L=3,858m）

谷川鬼形線区画線設置事業（L=3,858m）

向陽町五丁目3号線側溝改良事業ほか1事業

向陽町五丁目3号線側溝改良（L=164m）

堆肥保管庫新設事業（パイプハウス型）

小網倉漁港物揚場他補修事業（物揚場補修
L=159.1m、道路補修L=151.3m、用地補修
L=147.5m）

農村公園遊具等改修事業（5か所）

公園整備事業（日和山公園）

中埣橋石巻大橋伊原津一丁目線側溝新設事業ほ
か1事業

中埣橋石巻大橋伊原津一丁目線側溝新設
（L=141.9m）

小塚一本杉線側溝新設（L=154m）
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事業費 うち交付金

決算額
備考基 本 方 針 事　業　内　容

6,132,000 6,132,000

531,753,478 529,166,000

（単位：円）

国（県）支出金 地方債 その他 一般財源

531,753,478 529,166,000 2,587,478

大原小学校屋内運動場屋根塗装替事業

合　　　　　　　　　計

予算の執行状況
予算額 決算額

決算額の財源内訳

#REF!

成　　　果
　この交付金を活用し、総額531,753,478円の事業を実施したことで、地域の経済効果及び活性化に
寄与した。
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【対象事業】　 （単位：円）

事業費 うち交付金

8,572,200 8,572,200

4,221,200 4,221,200

8,877,913 8,877,913

34,664,070 34,664,070

5,000,000 5,000,000

8,725,500 8,725,500 一部繰越し

51,165,600 51,165,600

9,819,198 9,819,198

8,074,849 8,074,849

2,264,850 2,264,850

141,385,380 141,385,380

（単位：円）

国（県）支出金 地方債 その他 一般財源

141,385,380 141,385,380

雨水排水ポンプ場汚泥処理委託料等（東日本大
震災関係）

燃料費（東日本大震災関係）

派遣医師等報酬（東日本大震災関係）

事務補助員賃金（東日本大震災関係）

医薬材料費（東日本大震災関係）

庁舎等修繕費（東日本大震災関係）

決算額
備考

きめ細かな交付金対象事業

目的及び事業内容

　平成22年10月8日に閣議決定された「円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策～新成長戦略
実現に向けたステップ2～」において、地方公共団体が地域の活性化ニーズに応じてきめ細かな事
業を実施できるよう、「きめ細かな交付金」が交付されることになった。
　本市としても、この交付金の趣旨を踏まえ、子育て、医療・介護・福祉等の安心の確保、地域
活性化等を推進した。

取　組　実　績
　交付金は全体で320,200,000円交付され、平成22年度に予算化して事業を実施している。また、
予算額として約157,000,000円を平成23年度に繰越しして事業を実施していく。

基 本 方 針 事　業　内　容

地 域 活 性
化、社会資
本整備、中
小企業対策
等の推進

1

農業集落排水汚水管渠応急修繕費等（東日本大
震災関係）

災害ボランティアセンター運営費補助金（東日
本大震災関係）

市有建築物被災状況調査費（東日本大震災関
係）

消防団員報酬（東日本大震災関係）

予算の執行状況
予算額 決算額

決算額の財源内訳

#REF!

合　　　　　　　　　計

成　　　果
　この交付金を活用し、総額141,385,380円の事業を実施したことで、子育て、医療・介護・福祉
等の安心の確保、地域活性化等に寄与した。
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【対象事業】　 （単位：円）

事業費 うち交付金

1,291,500 1,291,500

1,291,500 1,291,500

3,214,941 3,214,941 一部繰越し

5,581,151 5,581,151 一部繰越し

4,967,950 4,967,950 一部繰越し

13,764,042 13,764,042

104,392,000 104,392,000
基金は平成23・24
年度事業に充当

104,392,000 104,392,000

119,447,542 119,447,542

（単位：円）

国（県）支出金 地方債 その他 一般財源

119,447,542 119,447,542

成　　　果
　この交付金を活用し、総額119,447,542円の事業を実施したことで、地域のドメスティック・バ
イオレンス対策、自殺予防等の弱者対策及び自立支援並びに知の地域づくりに寄与した。

3 その他地域
の雇用拡大
につながる
事業の推進

住民生活に光をそそぐ交付金基金への積立

小　　　　　　計

予算の執行状況
予算額 決算額

決算額の財源内訳

#REF!

事　業　内　容

合　　　　　　　　　計

2 知の地域づ
くりの推進

小学校図書整備事業

中学校図書整備事業

読書環境整備事業（図書館の図書整備）

小　　　　　　計

1 ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス対策、自
殺予防等の弱
者対策及び自
立支援の推進

要保護児童対策事業（児童虐待を防止するため
のリーフレットの配布）

小　　　　　　計

住民生活に光をそそぐ交付金対象事業

目的及び事業内容

　平成22年10月8日に閣議決定された「円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策～新成長戦略
実現に向けたステップ2～」において、これまで住民生活にとって大事な分野でありながら、光が
十分に当てられてこなかった分野（ドメスティック・バイオレンス対策、自殺予防等の弱者対策
及び自立支援並びに知の地域づくり）に対する地方の取組を支援するため、「住民生活に光をそ
そぐ交付金」が交付されることになった。
　本市としても、この交付金の趣旨を踏まえ、ドメスティック・バイオレンス対策、自殺予防等
の弱者対策及び自立支援並びに知の地域づくりを推進した。

取　組　実　績
　交付金は全体で139,132,000円交付され、平成22年度に予算化して事業を実施している。また、
予算額として約18,000,000円を平成23年度に事故繰越しして事業を実施していく。

決算額
備考基 本 方 針
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【項目一覧】　

国県支出金 地方債 その他 一般財源

231,731,077 231,731,077

231,731,077 231,731,077

163,600,744 163,600,744

補助金額
の決定・
交付は次
年度を予
定

163,600,744 163,600,744

5,921,002 5,921,002

5,921,002 5,921,002

505,784,793 88,622,197 417,162,596

505,784,793 88,622,197 417,162,596

907,037,616 320,353,274 586,684,342

項　目 事　業　概　要 事業費

合　　　　　　　　　計

4 その他災害関連
・各種報酬・手当
・燃料費
・市有建築物被災
　状況調査
・災害用コールセ
　ンター運営業務
　等

小　　　　　　計

東日本大震災関連事業

小　　　　　　計

備考

　平成23年3月11日に発生した東日本大震災について、緊急的に下記のとおり災害救助等震災関連対
策を実施した。

事　業　内　容

災害救助関係

（決算額の財源内訳）

取　組　実　績 　全体で907,037,616円の事業を実施した。

　（単位：円）

小　　　　　　計

小　　　　　　計

・避難所の設置
・炊き出しその他
　による食品の給
　与
・被服寝具その他
　生活必需品の供
　与
・災害にかかった
　者の救出・捜索
・仮埋葬
・医師等の派遣

2 災害廃棄物関係

3 災害復旧関係

・災害廃棄物の撤
　去
・災害廃棄物一次
　仮置場集積　等

1

・公共土木施設災
　害復旧
・下水路施設災害
　復旧費
・林業施設災害復
　旧費
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