
1 各種会計予算総括表

2 一般会計の主な内容

【歳　入】

● 地方交付税

・ 震災復興特別交付税

● 使用料及び手数料　　　　　

・ かわまち交流拠点駐車場使用料

● 国庫支出金

・ 東日本大震災復興交付金　562,093

被災者支援総合交付金（心の復興事業）　35,000

13款 2,365 6

合              計

市街地開発事業

国民健康保険事業

13,370,680

1,620

10款 2,436,000

281,017,258

20,800,475

298,877,021

5,688,329

2,795

病院事業会計

17,859,763

1,832,380

86,175,428

9,877,589

25,339

497,217

20,802,095

213,780

10,281,121403,532

事項別
ページ

13,370,680

1,835,175

千円

154,460

453,933

87,835,0071,659,579

　今回の補正予算は、第18回目の「東日本大震災復興交付金」の交付に伴う基金への積立金のほ
か、証明書等コンビニ交付サービスの導入、子ども医療費助成制度の対象者拡充、ラグビーワール
ドカップ、東京オリンピック・パラリンピックへの機運を高めるイベントに要する経費などを措置
したもの。
　また、民間保育所の新設に係る補助金のほか、雄勝中心部地区及び鮎川浜地区拠点エリアに要す
る経費などについて、所要額を措置したもの。

2,476,042

計
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16,200,184

1,157,632

石巻市の平成29年度 6月補正予算の概要

497,217

25,339

37,631,165

補正額等

（単位：千円）

94,000

会　　計　　区　　分

一般会計

453,933

現計予算額

(A)

189,153,501

1,318,410

漁業集落排水事業

下水道事業
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後期高齢者医療

介護保険事業

小　　　計

土地取得

水産物地方卸売市場事業

農業集落排水事業

浄化槽整備事業

産業用地整備事業 213,780

5,688,329

154,460
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4

14款 1,766,934
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保育所等整備交付金　329,280

地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金　3,664

文化芸術創造拠点形成事業補助金　55,200

社会資本整備総合交付金（大瓜水沼真野線道路改良事業）　1,220

社会資本整備総合交付金（大瓜南境線道路改良事業）　3,109

防災・安全社会資本整備交付金（定期点検・長寿命化事業）　2,735

防災・安全社会資本整備交付金（山崎馬鞍線・河北長尾線道路改良事業）　1,046

防災・安全社会資本整備交付金（皿貝地区橋りょう整備事業）　4,154

防災・安全社会資本整備交付金（中浦橋釜北橋線交差点改良事業）　38,557

防災・安全社会資本整備交付金（道路ストック修繕事業）　16,408

社会資本整備総合交付金（石巻工業港運河線街路整備事業）　681,267

社会資本整備総合交付金（総合運動公園整備事業）　2,153

社会資本整備総合交付金（中瀬公園整備事業）　5,000

消防防災設備災害復旧費補助金　26,048

● 県支出金

・ 子育て支援対策臨時特例基金特別対策事業費補助金　117,688

再生可能エネルギー等導入補助金　28,116

商店街再生加速化支援事業費補助金　725

実践的安全教育総合支援事業費委託金　2,000

オリンピック・パラリンピック・ムーブメント全国展開事業委託金　300

● 財産収入

・ 土地売払収入 

● 寄附金

・ がんばる石巻応援寄附金  6,308  災害復旧費寄附金  708

● 繰入金

（1） 財政調整基金繰入金  256,997

（2） 減債基金繰入金　136,167

（3） 地域づくり基金繰入金　2,992

（4） 震災復興基金繰入金  212,145 （県交付金分　35,180  現年災分  176,465　独自分　500）

【充当先】 （県）

（独）

（現）

（県）

（現）

（現）

（現）

（現）

総合運動公園整備事業費 107

4,680

石巻工業港運河線街路整備事業費

18

災害救助費

10,541,926

地域コミュニティ再生関係費

17款 7,016

30,500

雄勝総合支所整備震災関係費

18款

27,871

15款 148,829 10

1416款 741,794

16

8,000

地域コミュニティ再生関係費 500

南浜津波復興祈念公園整備事業費 2,155

市街地開発事業特別会計繰出金　 138,332
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（5） 東日本大震災復興交付金基金繰入金　8,775,993

【充当先】

林業復興対策費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

雄勝中心部地区拠点エリア観光施設等整備事業費　　　　　　　　　　　　　　　　

鮎川地区拠点エリア観光施設等整備事業費　　　　　　　　　　　　　　　　

屋敷浜猪落線道路改良事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　

基盤整備事業関係費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

地域再生拠点エリア整備事業費　　　　　　　　　　　　　　　　

市街地開発事業特別会計繰出金　　　　　　　　　　　　　　　　

下水道事業特別会計繰出金（東日本大震災関係分）　　　　　　　

津波復興拠点整備事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

復興公営住宅整備事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

雄勝中心部地区拠点エリア体育施設等整備事業費　　　　　　　　　　　　　　　　

（6） 土地取得特別会計繰入金　1,157,632

● 諸収入

・ 物件移転補償金　17,610　

コミュニティ助成事業助成金（一般コミュニティ事業分）　7,300

コミュニティ助成事業助成金（地域防災組織育成事業分）　1,000

学校災害賠償補償保険金　5,710　訴訟関係分担金　10,000

● 市債

・ 清掃施設解体事業債　71,600　漁港海岸施設整備事業債　108,000

道路新設改良事業債　92,100　道路維持施設整備事業債　12,300

公園整備事業債　47,500　復興公営住宅整備事業債　1,800

小学校施設解体事業債　61,700　学校給食施設解体事業債　118,700

【歳　出】

● 総務費

（1） 訴訟関係費

・ 損害賠償請求事件に係る訴訟の和解に要する経費

賠償金　25,000　訴訟代理業務委託料　3,240

（2） 地域情報化推進関係費　

・ 地域イントラネット用光ファイバーケーブル等の移設に要する経費

（3） 市民協働推進費

・ 集会所の改修等に対する補助金　2,992

42,750

8,849

276,866

16,000

2,960

182,325

62,400

52,000

204,775

116,221

1,602

2款

298,836

6,922,540

131,824

21款

【（東）は東日本大震災復興交付金関連事業】

地域コミュニティ再生関係費 7,021

優良建築物等整備事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

防災集団移転促進事業費

10,292

41,620 22

28,240

桃生 1,390

桃生牛田下生活センター

新田四集落センター

26

130,875

513,700

26

17,610 26

24

20款

さけ人工ふ化場整備事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　

千円

319,751

対象施設 地区 交付額

南浜津波復興祈念公園整備事業費　　　　　　　　　　　　　　　

【（新）は３期目にあたって新規（拡充を含む）に計上した事業】
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・ （一財）自治総合センターから交付決定されたコミュニティ助成金（一般コミュニティ事業）　7,300

（4） 地域振興関係費

ベガルタ仙台と石巻市との復興支援連携推進協議会負担金　

（5） がんばる石巻応援基金費（積立金）

・ 4月分として採納した寄附金（469件）を基金に積み立てるもの

（6） 震災復興基金費（積立金）

・ 災害復旧費寄附金（10件分）　708　土地取得特別会計繰入金　1,119,954

（7） 東日本大震災復興交付金基金費（積立金）

・ 第18回目の東日本大震災復興交付金に係る積立金

（8） テレビ共聴施設整備事業関係費 26

・ アナログテレビ共同受信施設撤去費補助金

（9） 震災復興土地管理費 26

・ 宅地の一般分譲に伴う特別会計からの買戻しに要する経費

用地購入費　378,558

（10） 庁舎整備震災関係費

・ 荻浜支所等複合施設整備に伴う、太陽光発電設備の設置に要する経費

太陽光発電設備設置工事　30,000

（11） 雄勝総合支所整備震災関係費

・ 雄勝総合支所の再建に係る基本設計に要する経費

（12） 心の復興事業関係費

・ 被災者支援総合交付金（心の復興事業）による、被災者の生きがいづくりに

資する活動を行う団体に対する補助金

（東） （13） 地域コミュニティ再生関係費

・ 渡波稲井線街路整備事業に伴う、根岸会館の移転新築に対する補助金

（新） （14） 証明書等コンビニ交付サービス事業費　　　　　

・ 平成30年7月からの、証明書等コンビニ交付サービスの導入に要する経費

需用費　950　役務費　2,850

● 民生費

（新） （1） 子ども医療対策費

・ 子ども医療費助成制度に係る所得制限の廃止に要する経費

システム改修業務委託料　3,900　受給者証作成等業務委託料　350　役務費　350

平成30年4月診療分から適用

現行：0歳から中学校3年生までの通院及び入院分の自己負担額に対し助成

（ただし、通院分は所得制限あり）

改正：0歳から中学校3年生までの通院及び入院分の自己負担額に対し助成

（通院・入院分ともに所得制限なし）

（2） 国民年金費　

・ 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴うシステムの改修に要する経費

（3） 国民健康保険事業対策費（繰出金）

（4） 高齢者施設等防犯防災対策事業費　

・ 既存高齢者施設等（2法人・2施設）における防犯防災設備の設置に対する補助金

（5） 後期高齢者医療対策費（繰出金）

26

26

35,000

26

1,620

26

6,308

1,000

3款

1,120,662

大門町三・四丁目町内会

30

地区 交付額

不動町町内会

26562,093

14,542

本庁 2,300

26

3,800

2,500

団体名

1,750

8,000

378,558

本庁

2,795

324,600

26

30,000

34

32

26

緑町町内会

34

2,500 32

3,664

本庁 2,500
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（6） 民間保育所助成費

・ 民間保育所の新設に対する補助金

民間保育所建設助成事業補助金　502,840

（7） 災害救助費

・ 遺体捜索範囲を拡大するための経費

捜索等業務委託料　30,500

● 衛生費

（1） 焼却施設関係費

・ 旧石巻市清掃センター解体撤去工事　72,000　工事監理業務委託料　3,400

● 農林水産業費

（東） （1） 林業復興対策費

・ 林道を活用した避難路の整備に要する経費

林道利活用事業避難路整備工事　234,500　立木補償金　8,600

（2） 県営事業負担金

・ 寄磯漁港の漁港施設機能強化事業に対する負担金

（東） （3） さけ人工ふ化場整備事業費　

・ 牡鹿地区後川さけ人工ふ化場の再建に要する経費

さけ人工ふ化場新築工事　394,000　工事監理業務委託料　5,000　役務費　30

● 商工費

（1） 商工業振興対策費

・ 商店街再生加速化支援事業費補助金　1,209

事業内容：空き地等を活用した周辺商店街との連携による賑わい創出事業

補助率：宮城県3/6 　石巻市 2/6 　事業者 1/6

・ 石巻商工会議所会館建設費補助金　50,000

（2） 商工業復興対策費　

・ 本年10月に竣工する「かわまち交流拠点駐車場」の管理に要する経費

保守管理業務委託料　9,430　需用費　190

（3） 企業立地等促進事業費

（新） ・ 企業誘致に係る基本構想の策定に要する経費

企業導入戦略基本構想策定業務委託料　4,000

・ 国庫補助内示に伴うリボーン・アートフェスティバル実行委員会に対する補助金

文化芸術創造拠点形成事業費補助金　55,200

（東） （4） 雄勝地区観光施設整備事業費

・ 観光物産交流施設等の整備に要する経費

地質調査業務委託料　12,000　基本設計業務委託料　34,000　

実施設計業務委託料　32,000

（東） （5） 鮎川地区観光施設整備事業費


・ 観光物産交流施設等の整備に要する経費

地質調査業務委託料　5,000　基本設計業務委託料　33,000

実施設計業務委託料　27,000

● 土木費

（1） 市道管理関係費

・ 県道工事に伴う、道路施設維持事務所の整備に要する経費

実施設計業務委託料　13,000　仮設倉庫借上料　4,000

243,100 42

46

399,030

8款

7款

75,400 40

6款

4款

30,500

46

17,000 48

51,209

59,200

120,000

65,000

9,620

46

46

46

38

502,840

44

44

78,000

36
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（2） 道路ストック長寿命化事業費

舗装修繕工事　30,000　法面補修設計業務委託料　5,000

（3） 山崎馬鞍線・河北長尾線道路改良事業費

道路改良事業負担金

（4） 一般下水路管理費

県道工事に伴う魚町雨水管閉塞工事

（東） （5） 屋敷浜猪落線道路改良事業費

工事監督等支援業務委託料

（6） 大瓜水沼真野線道路改良事業費　

道路改良事業負担金

（7） 大瓜南境線道路改良事業費

道路改良事業負担金

（8） 皿貝地区橋りょう整備事業費

橋りょう整備事業負担金

（9） 中浦橋釜北橋線交差点改良事業費

道路改良工事　63,100　工事監督等支援業務委託料　7,000

（東） （10） 基盤整備事業関係費

・ 南浜東部地区における道路整備及び南浜地区雨水排水施設整備に要する経費

道路新設改良工事　82,200　排水施設整備工事　33,100

用地購入費　25,800　物件移転補償金　22,700

（東） （11） 地域再生拠点エリア整備事業費

・ 雄勝中心部地区、鮎川浜地区拠点エリアの整備に要する経費

地域再生拠点エリア整備事業管理支援等業務委託料  78,900

地域再生拠点エリア整備工事  86,400　需用費　2,000

（東） （12） 市街地開発事業特別会計繰出金

（13） 石巻工業港運河線街路整備事業費

実施設計業務委託料　9,700　街路整備工事  365,200

用地購入費  24,100　物件移転補償金  849,600

（東） （14） 下水道事業特別会計繰出金（東日本大震災関係分）

（15） 総合運動公園整備事業費

物件移転補償金 （支障電柱移転）

（東） （16） 津波復興拠点整備事業費

調査設計等業務委託料　6,370　工作物等撤去・移設工事　5,090

（東） （17） 南浜津波復興祈念公園整備事業費

公園整備工事

（東） （18） 優良建築物等整備事業費

・ 優良建築物等整備事業を進める民間事業者に対する補助金

中央二丁目４番南地区

（19） 中瀬公園整備事業費　

実施設計業務委託料　40,000　補償調査等業務委託料　15,000

（東） （20） 復興公営住宅整備事業費

設計業務委託料　15,000 （水押二丁目）　

用地購入費　301,419 （新蛇田南・新渡波）

（東） （21） 防災集団移転促進事業費

・ 新市街地の用地購入等に要する経費

用地購入費　477,655　防災集団移転促進事業費補助金  7,797,056

48

1,248,600 50

57,000 50

167,300 50

403,532 50

70,100 48

163,800 50

48

3,700

1,901

5,652

316,419

7,552

4,300 50

400,000 50

8,274,711 54

154,962

11,460 50

54

55,000

50

48

48

35,000

43,000

48

52

2,219 48

48
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● 消防費

（1） 防災推進費

・ 自主防災組織に対するコミュニティ助成事業助成金

コミュニティ助成金（地域防災組織育成事業）  

（2） 地域防災力向上対策費

・ 市が指定した津波避難ビルの調査に要する経費

耐浪調査業務委託料

● 教育費

（1） 教育指導奨励費

・ 小中学校３６校が招待された観劇に係るバス借上料

ミュージカル「ジパング青春記」～慶長遣欧使節団出帆～

開催期間： H30.1.20～H30.2.9　　場所： 電力ホール

（2） 実践的安全教育総合支援事業費

・ 防災、防犯及び交通安全教育の推進に要する経費

報償費　354　旅費　434　需用費　402　役務費　2　備品購入費　808　

（3） 小学校施設維持整備費

・ 旧飯野川第二小学校の屋内運動場及びプールの解体工事に要する経費

（新） （4） スポーツ国際大会等機運醸成事業費

・ ラグビーワールドカップ、東京オリンピック・パラリンピックへの機運を高める

イベントを実施するもの

報償費　600　旅費　1,570　需用費　1,470　

役務費　490　借上料　130　備品購入費　280　

パラリンピックサポートセンター事業負担金　150

スポーツ国際大会等機運醸成事業負担金　1,710

（5） オリンピック・パラリンピック・ムーブメント全国展開事業費

・ 貞山小学校及び渡波中学校におけるオリンピック・パラリンピック教育に要する経費

報償費　73　旅費　17　需用費　182　役務費　3　借上料　25　

（6） 学校給食センター運営費

・ 旧石巻西学校給食センターの解体工事に要する経費

（東） （7） 雄勝地区体育施設整備事業費

基本設計業務委託料　20,000

● 災害復旧費

（1） 林業施設災害復旧費　

・ 船戸水門（雄勝地区）の災害復旧に要する経費

測量設計業務委託料

（2） 道路橋りょう災害復旧費

・ 橋りょう災害復旧に要する経費

工事監督等支援業務委託料

（3） 雄勝公民館災害復旧費

地質調査業務委託料　5,000　基本設計業務委託料　9,000　

実施設計業務委託料　25,000

（4） 荻浜公民館災害復旧費

災害復旧工事　64,000　工事監理業務委託料　1,720　役務費　280　需用費　30

（5） 庁舎災害復旧費（荻浜支所）

災害復旧工事　30,000　工事監理業務委託料　900　役務費　145

66,030 68

39,000

64

30,000 66

31,045 70

626,400

60

62

20,000 62

11款

11,740

5630,240

10款

65,000

300 62

125,000

2,000 58

68

9款

1,000 56

7,000 58

－7－



（6） 雄勝総合支所災害復旧費

地質調査業務委託料　4,000　実施設計業務委託料　23,000

（7） 消防施設等災害復旧費 70

・ 消防ポンプ置場用備品の災害復旧に要する経費

（8） 雄勝地区体育施設災害復旧費　

地質調査業務委託料　12,000　実施設計業務委託料　75,000

（9） 伝統産業会館災害復旧費

地質調査業務委託料　12,000　実施設計業務委託料　86,000

（10） おしかホエールランド災害復旧費

地質調査業務委託料　5,000　実施設計業務委託料　63,000

● 公債費

（1） 市債元金償還費

・ 災害援護資金の繰上償還に要する経費

（Ｈ28.10～Ｈ29.3までに繰上償還されたもの）

3 特別会計の主な内容

● 土地取得特別会計

新市街地の用地供給に伴う土地売払収入及び繰出金

（歳入） 財産売払収入  1,157,632

（歳出） 繰出金　1,157,632　

● 下水道事業特別会計

国道及び河川堤防工事に伴う設計に要する経費

（歳入） 一般会計繰入金　57,000　物件移転補償金　20,000　市債　17,000

（歳出） 管渠等移設（門脇流留線・国道398号線）実施設計等業務委託料　37,000　

ポンプ施設放流渠（井内第2排水区）実施設計等業務委託料　57,000

● 市街地開発事業特別会計

既成市街地における事業手法の見直しや計画の前倒しに伴う経費

（歳入） 一般会計繰入金　403,532

（歳出） 湊東地区事業費　25,200　　湊西地区事業費　240,000

上釜南部地区事業費　59,332　　下釜南部地区事業費　79,000

● 国民健康保険事業特別会計

高額療養費の限度額引上げ、国保都道府県化に向けたシステム改修経費

（歳入） 一般会計繰入金　1,620

（歳出） 総務管理費  1,620

● 後期高齢者医療特別会計

保険料軽減の特例措置を、段階的に廃止することに伴うシステム改修経費

（歳入） 一般会計繰入金　2,795

（歳出） 総務管理費  2,795

70

70

68,000 70

98,000

27,000 70

12款

403,532

1,620

113

87,000

2,795 135

136,167 72

千円

1,157,632

94,000 97

125

39,121

87
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4 継続費

【一般会計】（追加） （単位：千円）

【一般会計】（変更） （単位：千円）

平成29年度

75,400

154,500

377,000

平成29年度

30,900

平成30年度 123,600

65,720

平成30年度 262,880

328,600

平成29年度

衛生費 2

平成30年度 301,600

災害復旧費 3

11 災害復旧費 4

その他公共
施設・公用
施設災害復
旧費

荻浜支所災害復旧事業

11
文教施設災害
復旧費

荻浜公民館災害復旧事業

款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額

地域再生拠点エリア
整備事業

1,500,500

平成30年度 1,162,700

補

正

後

土木費 5 都市計画費

補

正

前

平成27年度 133,500

平成28年度

4,308,400

平成27年度 133,500

平成28年度 1,511,700

平成29年度

4,651,100

8

1,665,800

平成30年度 1,340,100

款 項 事 業 名 総 額 年 度

清掃費
旧石巻市清掃センター解
体事業

4

年 割 額

1,511,700

平成29年度

－9－



【市街地開発事業特別会計】　（変更） （単位：千円）

5 債務負担行為

【一般会計】（追加） （単位：千円）

限　度　額期　間事　　　項

39,600
平成29年度

～平成30年度
証明書等コンビニ交付システム構築業務

平成29年度 1,399,300

平成30年度 978,800

款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額

1
市街地開発
事業費

2
被災市街地復
興土地区画整
理事業費

湊西地区事業

補

正

前

補

正

後

5,088,700

平成25年度 356,000

平成26年度 734,800

平成27年度 944,300

平成28年度 9,900

平成31年度

5,126,700

平成25年度 356,000

平成26年度 734,800

平成29年度 1,437,300

平成30年度 978,800

平成31年度 665,600

平成27年度

平成28年度

944,300

9,900

665,600
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