
1 各種会計予算総括表

※ 補正額等(B)には、今回新たに会計を設置する「市街地開発事業」分を含む。

※ 病院事業会計は債務負担行為について補正を行うもの。

2 一般会計の主な内容

【歳　入】

● 地方特例交付金

・ 減収補てん特例交付金

● 地方交付税

・ 普通交付税　▲5,725,394　震災復興特別交付税　4,700,000
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  今回の補正予算は、第3回目の配分可能額通知があった「東日本大震災復興交付金」や県の
交付金等により、新たに事業化する復興事業として、水産加工業施設の再生に対する支援補
助金をはじめ、施設園芸農業の早期復興を図るための生産施設等の整備に要する経費、「総
合福祉会館みなと荘」及び「湊こども園」の移転新築事業費、鮎川漁港荷捌き所整備費など
を措置したほか、厚生労働、農林水産、教育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。

事項別
ページ

一般会計

会　　計　　区　　分

土地取得

水産物地方卸売市場事業

特
　
別
　
会
　
計

後期高齢者医療

駐車場事業

浄化槽整備事業

国民健康保険事業

下水道事業

193,526

22,408

354,393,226

2,538,992

60,181,496

10,385,205

1,543,959

44,033

市街地開発事業

石巻市の平成24年度9月補正予算等の概要

1,106,858

28,568

17,843,836

補正額等

8,562

18

(B)

18,979

33,289,811

1,314,614

471,595

21,260

3,200

31,975,197

17,852,398

387,683,037

2,538,992

61,496,110

10,856,800

1,562,938

19,795,915

28,568

323,647,935

(A)＋(B)

（単位：千円）

22,408

193,544

9,238,448

計

47,233

1,106,858

9款 ▲ 18,809 4

－1－



● 分担金及び負担金

・ 特別支援教育共同実習所運営費他市町負担金

● 使用料及び手数料

・ 上釜ふれあい広場使用料　145　構造計算適合性判定手数料　9,660

● 国庫支出金

（1） 災害復旧費国庫負担金（文教施設）　1,581,259

（2） 東日本大震災復興交付金（基金積立）　12,944,040

（3） 災害復旧費国庫補助金　395,106

（文教施設　374,612　その他公共施設・公用施設　20,494）

● 県支出金

（1） 運動部活動外部指導者派遣事業費負担金　400

（2） 国土利用計画費交付金　5

（3） 介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費補助金　29,977

（4） 子育て支援対策臨時特例基金特別対策事業費補助金　81,337

（5） 保育所等複合化・多機能化推進事業費補助金　3,284

（6） 地域支え合い体制づくり助成事業費補助金　38,300

（7） 震災等緊急雇用対応事業費補助金　96,112

（8） 地域農業経営再開復興支援事業費補助金　15,000

（9） 被災地域農業復興総合支援事業費補助金　37,500

（10） 森林整備地域活動支援交付金　6,603

（11） 水産業共同利用機器等整備対策事業費補助金　8,000

（12） 幼稚園等複合化・多機能化推進事業費補助金　338

（13） 災害復旧費県補助金　20,019

（厚生労働施設　7,004　農林水産業施設　13,015）

（14） 県民税徴収委託金　171,100

● 財産収入

（1） 利子収入　1,434

（財政調整基金　70　東日本大震災復興交付金基金　1,364）

（2） 配当金収入　645（財政調整基金　▲693　普通財産収入　1,338）

● 寄附金

・ 災害復旧費寄附金　149,629　奨学資金費寄附金　5,515

● 繰入金

（1） 財政調整基金繰入金　3,851,623

（2） 震災復興基金繰入金　125,958（県交付金分　125,958）

【充当先】 （県）

（県）

（県）

（県）

（3） 21世紀の田園文化創造基金繰入金　 37,500

【充当先】

14款 14,920,405 14

15款 507,975 18

16款 2,079 24

施設園芸団地測量調査等委託料

17款 155,144 26

応急仮設住宅共用設備光熱水費・修繕料

水産業共同利用施設復旧緊急支援事業費補助金

5,186水産業共同利用施設復旧整備支援事業費補助金

11,000

18款 15,524,855 28

災害救助費（遺体捜索経費） 69,000

40,772

12款 170 8

13款 9,805 10
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（4） 東日本大震災復興交付金基金繰入金　11,499,010

【充当先】 総合福祉会館みなと荘移転新築事業費

水産加工業再生支援事業費補助金等

鮎川漁港荷捌き所施設整備事業費

牡鹿製氷冷蔵庫・搬送砕氷塔整備事業費

屋敷浜猪落線道路改良事業費

湊小学校再建事業費

渡波小学校再建事業費

湊中学校再建事業費

（5） 特別会計繰入金　10,764

（後期高齢者医療　55　下水道事業　8,562　水産物地方卸売市場事業　18　介護保険事業　2,129）

● 繰越金

・ 前年度繰越金

● 諸収入

・ グリーンジャンボ宝くじ（東日本大震災復興支援分）市町村交付金　657,319

移住・交流による地域活性化支援事業助成金　1,000

応急仮設住宅共同施設維持管理費等負担金　19,728

日本ユニセフ協会予防接種助成金　1,000

● 市債

・ 庁舎施設整備事業債　3,100　臨時財政対策債　▲74,000

災害援護資金貸付金（過年度分）　854,120　民間保育所建設事業債　36,700

【歳　出】

● 総務費

（1） 総合支所施設整備事業費

・ 牡鹿総合支所耐震補強工事に要する経費（災害復旧工事と同時施工）

庁舎耐震補強工事　3,000　工事監理委託料　300

（2） 国土利用計画関係費

・ 国土利用計画費交付金の確定に伴う事業費の増額

（3） 街づくり推進関係費

・ （財）地域活性化センターから交付される「移住・交流による地域活性化支援事業助成

金」の決定団体への交付金

【交付先】 特定非営利活動法人いしのまきＮＰＯセンター

（4） 財政調整基金費（積立金）

（5） 震災復興基金費（積立金）

・ 5月から7月まで採納した災害復旧費寄附金を基金に積み増しするもの。

（6） 人事管理震災関係費

・ 災害派遣職員増員に伴う事務機器整備及び派遣元自治体訪問に要する経費

庁用器具費（机、椅子）　4,100

パーソナルコンピューター借上料　900

普通旅費　4,100

派遣元自治体訪問旅費

【（東）は東日本大震災復興交付金関連事業】

38

149,629 38

381,000

33,367

23,200

市街地開発事業特別会計繰出金

21款 819,920

2款

11,000,750

3,300

300,000

24,532

防災備蓄倉庫整備設計委託料 2,560

5

38586,516

36

17,766

20款 679,047 34

9,100 38

30,800

38

19款 400,000

55,025

11,010

32
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（7） 災害派遣職員関係費

・ 災害派遣職員の増員に伴う関係経費の増額

派遣職員の状況：現在63名（10月から20名、1月から40名の増員を見込むもの。）

職員手当等（災害派遣手当）　72,700

旅費　53,800

普通旅費（帰省分）　10,500　特別旅費（赴任・帰任分）　43,300

住宅借上料　38,400　駐車場借上料　1,200　家具等借上料　5,200

災害派遣職員人件費負担金　344,000

給料、時間外勤務手当等は派遣元自治体で支給。（負担金として支払うもの。）

（8） 庁舎管理震災関係費

・ 本庁舎仮設会議室の借上げに要する経費

　 設置場所：公用車駐車場

延床面積：約80坪（2階建て）　1、2階それぞれに会議室設置

（9） 地域コミュニティ再生関係費

・ 被災した集会所の改修等に対する補助金

【交付先】

【補助率】 10/10

（10） 国県補助金等震災関係精算還付金

・ 震災に伴う市税等の還付金

（東） （11） 東日本大震災復興交付金基金費（積立金）

・ 第3回目の配分可能額通知に基づく東日本大震災復興交付金及び利子収入を基金へ

積み立てするもの。

積立金内訳：東日本大震災復興交付金　12,944,040　利子収入　1,364

（12） 収納震災関係費

・ 震災に伴う市税等の還付に係る加算金

● 民生費

（東） （1） 総合福祉会館みなと荘移転新築事業費

・ 総合福祉会館みなと荘の移転新築に要する経費（湊こども園等との合築）

移転先：八幡町一丁目6-1

開館予定：平成26年度

床面積：1,498㎡

設計業務委託料　28,035　地質調査業務委託料　2,630

（2） 介護基盤緊急整備等特別対策事業費

改修

新築

改修

改修

40

42

46

改修・付帯設備修繕

付帯設備修繕

牧野巣公民館

中島生活センター

梨の木公民館

新築

改修

改修

改修・付帯設備修繕

改修・付帯設備修繕

河北

駅前親交会館

本庁

大街道会館

施設名

水沼東部構造改善センター

改修

貞山町内会会館

牧山参道会館

河北

本庁

万石町集会所

内原集落センター

沼津集落センター

小積浜集会所

本庁

本庁

18,900

38

本庁

本庁

本庁

3款

539,000

橋浦本地生活センター 新築

28,000

北上

河北

30,665

29,977

地区

38

44

事業内容

12,945,404

38

68,200 38

本庁

本庁

515,300
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・ 認知症高齢者グループホームが実施する災害復旧事業等に対する補助金

1 交付先：グループホーム希慈

所在地：新成三丁目9-9等

事業内容：災害復旧　補助金：25,000

2 交付先：グループホームふかや

所在地：広渕字馬場屋敷16-1

事業内容：施設開設準備　補助金：4,977

（3） 民間保育所助成費

・ 民間保育所の整備に対する補助金

交付先：（仮称）社会福祉法人　輝宝会（認可申請中）

施設名：（仮称）石巻東保育園

所在地：伊勢町198番2号　敷地面積：2,015㎡（建物面積は設計中）

事業開始：平成25年9月（予定）

（東） （4） 湊こども園等移転新築事業費（保育所）

・ 湊こども園の移転新築事業のうち保育所分に係る経費（総合福祉会館みなと荘との合築）

開園予定：平成26年度

床面積：224㎡（災害復旧面積を除く増床分の床面積）

設計業務委託料　4,192　地質調査業務委託料　393

（東） （5） 湊こども園等移転新築事業費（放課後児童クラブ）

・ 放課後児童クラブ分に係る経費

床面積：170㎡

設計業務委託料　3,182　地質調査業務委託料　298

（6） 被災児童等支援団体助成費

・ 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

金の追加

当初10団体の見込みに対し14団体から助成申請あり。

4団体×＠1,000千円（上限）の追加

（7） 災害救助費

・ 長面地区の遺体捜索を集中的に実施するための経費

捜索等業務委託料　60,000　需用費（消耗品費、燃料費）　9,000

（8） 被災者生活支援事業費

・ 応急仮設住宅等のひとり暮らし高齢者世帯への緊急通報システムの設置等に要する経費

対象要件：おおむね65歳以上のひとりぐらしで、次のいずれも満たすもの。

　1　応急仮設住宅（みなし仮設住宅含む。）入居者又は半壊以上の世帯

　2　被災のため日常生活上不安がある方

設置見込数：500世帯（対象1,500世帯の1/3を見込む。）

事業用器具費　29,300　サポートセンター事業運営委託料　8,700

通信運搬費　300

（9） 応急仮設住宅管理費

・ 応急仮設住宅等の維持管理経費の追加

光熱水費　48,000　修繕料（仮設飯野川校団地内連絡道路等）　12,500

50

48

48

3,480

4,000 48

38,300

116,006

5060,500

4,585 48

5069,000
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● 衛生費

（1） 予防接種費

・ インフルエンザ予防接種に対する助成金

石巻市医師会及び桃生郡医師会所属の医療機関以外で接種した方への償還払い分

助成額　2,000円

※　石巻市医師会及び桃生郡医師会所属の医療機関で接種した場合は、接種費から直接控除

事業実施期間：平成24年10月1日から平成25年1月31日

（2） 上釜ふれあい広場管理費

・ 上釜ふれあい広場の維持管理に要する経費

広場の原状復旧事業が9月をもって完了することに伴い、10月から供用を開始するもの。

需用費（消耗品費、光熱水費、修繕料）　1,845

手数料　155　施設維持管理等委託料　100

（3） 浄化槽整備事業特別会計繰出金

● 労働費

（1） 震災等緊急雇用対応事業費

・ 事業の追加実施に伴う委託料の増額補正

被災企業販路開拓支援事業ほか1事業の追加及び業務拡充整理5事業

（新規雇用予定者数261人増）

● 農林水産業費

（東） （1） 21世紀の田園文化創造基金費（積立金）

・ 県からの被災地域農業復興総合支援事業費補助金を基金へ積み立てするもの。

（東） （2） 農業復興対策費

・ 農地集積促進事業等委託料の予算組替え及び施設園芸団地の整備並びに被災地域

農地集積支援補助金の追加に伴う経費

農地集積促進事業等委託料　▲543,505

高度経営体集積促進事業費補助金　543,505

6月補正で委託料として予算措置したが、県からの指示により補助金に組替えて

執行するもの。

施設園芸団地測量調査等委託料　50,000

調査地区：蛇田字深田地内、須江字長谷地地内

被災地域農地集積支援費補助金　15,000

＠30千円（10a当たり）×50ha

（3） 森林整備地域活動支援事業費

・ 森林経営計画制度の施行に伴う森林経営計画作成及び現況調査等に対する補助金

交付先：石巻地区森林組合

（東） （4） 水産業復興対策費

・ 水産加工業施設、水産業共同利用施設等の整備に対する支援と石巻漁港多機能施設

事業化可能性調査等に要する経費

水産加工業再生支援事業費補助金　14,000,000　事務費　1,000

水産業及び水産加工業の復興に資する新たな施設を整備する漁業協同組合等の

団体等を公募し、復興計画に適する事業であるかを審査のうえ、支援先を決定する。

公募対象施設及び対象事業費

水産物加工処理施設　事業費が4億円以上の施設整備事業

（16億円を超える事業は16億円）

水産物鮮度保持施設（アとイの一体計画については、双方の上限と下限を

▲ 36

2,100

1,000

6,511 60

37,500 58

5865,000

5款

96,112 56

54

4款

52

54

6款

14,269,100 62
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合算した範囲）

ア　冷蔵庫冷凍庫　事業費が3億円以上の施設整備事業

（12億円を超える事業は12億円）

イ　製氷施設　事業費が0.6億円以上の施設整備事業

（2.4億円を超える事業は2.4億円）

※　対象事業費は、現在、国と調整中のため未確定

補助率　7/8以内

水産業共同利用施設復旧緊急支援事業費補助金　50,000

漁業者の集会所を兼ねる「仮設漁協事務所」整備への補助金

整備予定箇所：宮城県漁業協同組合支所　4箇所（予定）

補助率：国県補助金を控除した残額の16.7%のうち11.1%

国・県・市の補助率を除く事業者の実質負担は、5.6%

水産業共同利用施設復旧整備支援事業費補助金　196,000

水産業共同利用施設の本復旧整備に対する補助金

補助対象：国県補助金を活用して復旧整備する共同利用施設

補助予定箇所数：48箇所（遡及適用の平成23年度整備施設28箇所を含む。）

交付先：漁業協同組合

補助率：国県補助金を控除した残額の16.7%のうち5.6%

国・県・市の補助率を除く事業者の実質負担は、11.1%

石巻漁港多機能施設事業化可能性調査業務委託料　9,500

漁港背後地への会議室及び貸事務所の整備に併せ、防災・観光機能を備えた多機

能施設事業化の可能性を調査するもの。

調査項目：物件・市場調査、事業手法調査、施設運営調査、観光機能調査　等

放射能情報共有システム構築支援業務委託料　12,600

最新の放射能情報を石巻売場仮設荷捌き所等に設置するモニターにより提供するた

め、情報管理システムを放射能検査室に構築するもの。

放射能検査室：仮設市場管理事務所脇の作業室に設置

（東） （5） 鮎川漁港荷捌き所施設整備事業費

・ 鮎川漁港荷捌き所の整備に要する経費

設計業務委託料　35,310　測量調査等業務委託料　9,000

構造計算適合性判定手数料等　290

（東） （6） 牡鹿製氷冷蔵庫・搬送砕氷塔整備事業費

・ 牡鹿製氷冷蔵庫・搬送砕氷塔の整備に要する経費

設計業務委託料　14,500　構造計算適合性判定手数料等　300

● 商工費

（1） 石ノ森萬画館運営費

・ 施設開館後（11月から3月）の指定管理に要する経費

指定管理者：㈱街づくりまんぼう

施設開館予定：11月17日（土）

（2） 観光物産復興対策費

・ 地元生産者等が取り組む地域特産品開発への専門家派遣及びおしかホエールランド展

示物の移設保管等に要する経費

講師謝礼金　250　費用弁償　850

食のワークショップや食材のテキスト化などの取り組みに対し10回程度派遣するもの。

おしかホエールランド展示物移設業務委託料　5,000

移設物：鯨骨格標本（3頭）、鯨造形（12頭）、砲台（7基）、鯨石像（3体）　等

64

6,100

7款

14,800 62

44,600

64

62

22,000
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● 土木費

（1） 建築指導事務費

・ 建築件数増加に伴う構造計算適合性判定手数料の増額

（東） （2） 屋敷浜猪落線道路改良事業費

・ 屋敷浜猪落線の道路改良に要する経費

測量設計業務委託料　46,000　用地購入費（10,000㎡）　20,000

立木補償金　5,000

改良延長　1,090m　幅　7.0ｍ

（東） （3） 市街地開発事業特別会計繰出金（東日本大震災関係分）

● 消防費

（東） （1） 地域防災力向上対策費

・ 石巻港湾合同庁舎への防災備蓄倉庫整備及び田代島へのヘリポート整備に要する経費

防災備蓄倉庫整備設計業務委託料　3,200

津波避難者用の防災備蓄倉庫を石巻港湾合同庁舎内に整備するもの。

延床面積比率（1/20）により国に設計業務委託料を支出

ヘリポート整備工事　7,000

整備場所：旧田代島自然教育センターグラウンド

整備面積：ヘリポート　1,444㎡（38ｍ×38ｍ）

　　　　　　　連絡路（市道接続）　120㎡（4ｍ×30ｍ）

（2） 常備消防費（東日本大震災関係分）

・ 石巻地区広域行政事務組合消防負担金（災害復旧事業に対する負担金）

● 教育費

（1） 奨学資金貸与基金費（積立金）

・ 奨学資金費寄附金受け入れ分を基金に積み立てするもの。

（2） 小学校統合関係費

・ 平成25年4月に統合する小学校の新校章等の作成及び閉校に伴う閉校記念碑の設置等

に要する経費

統合概要　

雄勝地区　雄勝と船越を統合（校舎は当面「石巻北高飯野川校」を間借り）

北上地区　相川、吉浜、橋浦の3校を新設校として統合（校舎は当面「橋浦」を使用）

報償金（新設校校章・校歌作成謝礼金）　300

閉校記念碑設置業務委託料　5,200

4校分（船越、相川、吉浜、橋浦）

備品購入費（校旗、公印、長机等）　1,330

その他（消耗品費、修繕料、通信運搬費）　2,970

（東） （3） 湊小学校再建事業費

・ 災害復旧事業と併せて実施する校舎の震災対応機能の強化に要する経費

設計業務委託料　6,500

小学校施設改修工事　28,300

機能強化内容

校長室及び職員室等の1階から2階への移動

防災備蓄倉庫設置、非常階段及び屋上フェンス整備

防災教育用特別教室の配置

8款

72

71,000 68

5,515

10款

27,664

74

9,611 66

9款

76

9,800 76

34,800

10,200 72

401,100 70
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（東） （4） 渡波小学校再建事業費

・ 災害復旧事業と併せて実施する校舎の震災対応機能の強化に要する経費

設計業務委託料　9,000

小学校施設改修工事　37,200

機能強化内容

低学年用普通教室、校長室及び職員室等の1階から2階への移動

防災備蓄倉庫設置、非常階段の屋上までの延長

（5） 特別支援教育共同実習所建設事業費

・ 特別支援教育共同実習所の建替えに要する経費

設計業務委託料　16,000　地質調査業務委託料　7,000

仮設特別支援教育共同実習所借上料　40,000

構造適合性判定手数料　180

整備概要：3階建て（現在地に建替え）

　　　　　　　仮設実習所は、住吉小学校に設置

（6） 中学校震災関係費

・ 湊中学校への仮設トイレ設置等に要する経費

仮設トイレ借上料　50　修繕料　480　その他　70

（東） （7） 湊中学校再建事業費

・ 災害復旧事業と併せて実施する校舎の震災対応機能の強化に要する経費

設計業務委託料　5,100

中学校施設改修工事　21,600

機能強化内容

校長室及び職員室等の1階から2階への移動

防災備蓄倉庫設置、防災教育用特別教室の配置

（8） 運動部活動外部指導者派遣事業費

・ 震災により自校の施設等が使用できない市立女子商業高等学校の部活動移動に係る

バス借上料

（東） （9） 湊こども園等移転新築事業費（幼稚園）

・ 湊こども園の移転新築事業のうち幼稚園分に係る経費（総合福祉会館みなと荘との合築）

床面積：22㎡（災害復旧面積を除く増床分の床面積）

設計業務委託料　412　地質調査業務委託料　39

（10） 震災文化財等保護管理費

・ 旧ハリストス正教会教会堂解体格納及び被災した県指定文化財等の復旧支援に要する経費

旧ハリストス正教会教会堂解体格納関係

調査設計等業務委託料　2,100　倒壊防止仮囲い借上料　300

県指定文化財等関係

文化財等復旧復興事業費補助金　1,000

交付先：宗教法人常春寺

事業内容：観音堂屋根補修　528

※　残額472は、今後補助申請があった場合の対応分

● 災害復旧費

（1） 保育所災害復旧費

・ 湊こども園の保育所分に係る災害復旧経費（移転新築事業と同時施工）

床面積：499㎡

設計業務委託料　9,339　地質調査業務委託料　876

11款

46,200 76

600 78

84

78

3,400

86

63,180

26,700 78

400 80

10,215

451 82
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（2） 農業関連施設災害復旧費

・ 大原、新山及び網地生活センターの災害復旧（浄化槽修繕）に要する経費

（3） 水産業施設災害復旧費

・ 鮎川漁港漁船上架施設の災害復旧に要する経費

鮎川漁港漁船上架施設調査設計業務委託料　7,900

鮎川漁港漁船上架施設解体工事　12,600

（4） 公園災害復旧費

・ 開発公園等の災害復旧（施設修繕）に要する経費

（5） 小学校災害復旧費

・ 校舎及び屋内運動場等の災害復旧に要する経費

修繕料（住吉小学校ほか7校校舎及び屋内運動場等）　298,000

小学校災害復旧工事（湊小学校及び渡波小学校）　425,000

校舎及び屋内運動場等（再建事業と同時施工）

（6） 中学校災害復旧費

・ 校舎及び講堂等の災害復旧に要する経費

修繕料（山下中学校ほか2校校舎）　150,000

中学校災害復旧工事（湊中学校）　429,300

校舎及び講堂等（再建事業と同時施工）

（7） 幼稚園災害復旧費

・ 園舎の災害復旧に要する経費

修繕料（住吉幼稚園）　6,500

湊こども園の幼稚園分に係る災害復旧経費（移転新築事業と同時施工）

床面積：435㎡

設計業務委託料　8,141　地質調査業務委託料　764

（8） 田代島開発総合センター災害復旧費

・ 天井、壁、窓ガラス等の災害復旧に要する経費

（9） 網地島開発総合センター災害復旧費

・ 浄化槽の災害復旧に要する経費

（10） 学習等供用施設災害復旧費

・ 釜会館の災害復旧に向けた実施設計に要する経費

（11） 観光施設災害復旧費

・ 鳴神沼公園の災害復旧（トイレ、舗装等）に要する経費

（12） 総合運動公園災害復旧費

・ 野球場、フットボール場等の災害復旧に要する経費

総合運動公園災害復旧工事　15,000　設計業務委託料　9,200　事務費　200

（13） 庁舎災害復旧費

・ 牡鹿総合支所の災害復旧に要する経費（耐震補強工事と同時施工）

庁舎災害復旧工事　31,000　工事監理委託料　2,700

（14） 消防施設等災害復旧費

・ 石巻消防署南分署（電気ホースリフター）及び河北消防署桃生出張所（玄関庇等）の災

害復旧に要する経費

（15） 防災施設等災害復旧費

・ 防災行政無線中継局（駒ヶ峰）の災害復旧に要する経費

● 公債費

（1） 市債元金償還金

・ 災害援護資金貸付金の償還（繰上償還分）に要する経費

94

12款

8,500 96

1,900

1,500

600

33,700

94

92

92

5,000

15,405

579,300

723,000 92

6,000

88

94

90

94

7,800

24,400

94

94

14,000

5,800

94

8820,500

94
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● 諸支出金

（1） 有価証券取得費

・ 財政調整基金からの有価証券取得に要する経費

3 特別会計の主な内容

● 水産物地方卸売市場事業特別会計

平成23年度決算剰余金の発生に伴う一般会計繰出金の補正

（歳入） 繰越金　18

（歳出） 一般会計繰出金　18

● 下水道事業特別会計

平成23年度決算剰余金の発生に伴う一般会計繰出金の補正

（歳入） 繰越金　8,562

（歳出） 一般会計繰出金　8,562

● 浄化槽整備事業特別会計

浄化槽設置基数増加に伴う建設費の補正

（歳入） 分担金　70　国庫支出金　1,066　一般会計繰入金　▲36　市債　2,100　

（歳出） 浄化槽整備推進事業費　3,200

● 国民健康保険事業特別会計

後期高齢者支援金の確定と不足が見込まれる過年度保険料還付金の補正

（歳入） 国庫支出金　517　療養給付費等交付金　21,565　県支出金　4,502　基金繰入金　▲5,324　

（歳出） 後期高齢者支援金　1,260　一般被保険者保険税還付金　18,000

退職被保険者等保険税還付金　2,000

● 後期高齢者医療特別会計

後期高齢者医療広域連合保険料負担金の前年度精算等に伴う補正

（歳入） 繰越金　18,979

（歳出） 後期高齢者医療広域連合納付金　18,924

一般会計繰出金　55

● 介護保険事業特別会計

平成23年度償還金確定等に伴う補正

（歳入） 基金繰入金　464,750　繰越金　6,845

（歳出） 償還金　469,466　一般会計繰出金　2,129

● 市街地開発事業特別会計

新蛇田地区に係る被災市街地復興土地区画整理事業費の計上

（歳入） 一般会計繰入金　401,100　市債　389,900

（歳出） 被災市街地復興土地区画整理事業費　791,000

表紙№8

98

13款

21,302

197

133

123

143

18

事項別
ページ千円

185

471,595

8,562

3,200

791,000

表紙№6

21,260 163

18,979

1
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4 継続費

【一般会計】 （単位：千円）

11 災害復旧費 4
文教施設
災害復旧
費

湊小学校災害復旧
事業

310,000

平成24年度

平成25年度

155,000

平成25年度 155,000

年 割 額事 業 名款 項 総 額 年 度

46,200

26,700

270,000

429,300

平成24年度

11 災害復旧費

教育費 2 小学校費 湊小学校再建事業 63,100

34,800平成24年度

平成25年度 28,300

37,200

429,300

教育費 2 小学校費
渡波小学校再建事
業

83,400

平成24年度

平成24年度

平成25年度

10

平成25年度 270,000

10 教育費 3 中学校費 湊中学校再建事業 48,300

10

4
湊中学校災害復旧
事業

4
文教施設
災害復旧
費

渡波小学校災害復
旧事業

540,000

858,600

21,600

平成25年度

11 災害復旧費
文教施設
災害復旧
費

平成24年度
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【市街地開発事業特別会計】 （単位：千円）

5 繰越明許費

【一般会計】 （単位：千円）

2

3

3

3

3

8

10

平成25年度 3,130,000

事　　業　　名 金　　額款 項

教育費

1,090,000

平成26年度

780,000

災害復興住宅整備事業

民生費

民生費

土木費 371,000

湊こども園等移転新築事業（幼稚園）

総務費

民生費

民生費

1

1

3

住宅費

幼稚園費 4515

湊こども園等移転新築事業（放課後児童クラブ） 3,480

民間保育所建設助成事業 116,006

総合支所施設整備事業

3

3

6

児童福祉費

3,300総務管理費

社会福祉費

児童福祉費

総合福祉会館みなと荘移転新築事業 30,665

湊こども園等移転新築事業（保育所）

平成24年度

2,644,000

児童福祉費

4,585

平成27年度

1
市街地開発
事業費

1

被災市街
地復興土
地区画整
理事業費

新蛇田地区事業 7,644,000

年 度 年 割 額款 項 事 業 名 総 額
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11

11

11

6 債務負担行為

【一般会計】補正（追加） （単位：千円）

【一般会計】補正（変更） （単位：千円）

10,028
平成25年度

～平成26年度

仮設特別支援教育共同実習所借上料
平成25年度

～平成26年度
8,914

限　度　額

庁舎災害復旧事業 33,700

平成25年度
～平成29年度

委託業者と締結する単価契約に基づ
く業務委託料

事　　　項

被災者見守りシステム管理等業務

仮設庁舎等借上料（本庁会議室）

期　間

8,905

保育所災害復旧事業

文教施設災
害復旧費

幼稚園災害復旧事業

事　　　項 期　間

限　度　額

災害復旧費 5

その他公共
施設・公用
施設災害復
旧費

災害復旧費 4

合 計

10,215災害復旧費
厚生労働施
設災害復旧
費

27,000

1

災害公営住宅整備事業

582,307

変
更
後

平成24年度
～平成26年度

570,000

変
更
前

平成24年度
～平成26年度
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【病院事業会計】 （単位：千円）

事　　　項 期　間 限　度　額

石巻市立病院基本設計・実施設計等業務
平成25年度

～平成26年度
220,000
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