
1 各種会計予算総括表

2 一般会計の主な内容

ついて、所要額を措置したもの。

【歳　入】

● 地方交付税

・ 震災復興特別交付税

● 国庫支出金

・ 児童扶養手当費負担金　741

東日本大震災復興交付金　342,023

生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（生活保護適正実施推進事業）　 810

循環型社会形成推進交付金　21,571

エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金　10,000

石巻市の平成30年度 6月補正予算の概要

（単位：千円）

会　　計　　区　　分
現計予算額 補正額等 計

(A) (B) (A)＋(B)

一般会計 151,549,958 9,213,907 160,763,865

特
　
別
　
会
　
計

土地取得 1,006,665 1,006,665

水産物地方卸売市場事業 393,547 393,547

下水道事業 47,694,644 350,000 48,044,644

漁業集落排水事業 26,009 26,009

農業集落排水事業 469,469 469,469

浄化槽整備事業 104,190 104,190

市街地開発事業 7,601,468 17,700 7,619,168

産業用地整備事業 290,670 290,670

国民健康保険事業 16,723,063 16,723,063

後期高齢者医療 1,811,511 1,811,511

介護保険事業 14,150,695 14,150,695

小　　　計 90,271,931 367,700 90,639,631

病院事業会計 5,950,977 5,950,977

合              計 247,772,866 9,581,607 257,354,473

千円
事項別
ページ

10款 958,000 4

14款 423,185 6

今回の補正予算は、第21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、「雄勝地区

観光施設整備事業」、「南浜津波復興祈念公園整備事業」、「十八成浜砂浜再生事業」に要する経費などに
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社会資本整備総合交付金（大瓜水沼真野線道路改良事業）　6,270

社会資本整備総合交付金（山崎馬鞍線（中島工区）道路改良事業）　11,000

社会資本整備総合交付金（（仮称）新東内海橋整備事業）　520

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）　2,750

社会資本整備総合交付金（（仮称）鎮守大橋整備事業）　27,500

● 県支出金

・ 被災地域交流拠点施設整備事業費補助金　25,000

担い手確保・経営強化支援事業費補助金　26,110

商店街再生加速化支援事業費補助金　3,300

復興道路整備事業費委託金　651,000

学力向上研究指定校事業費委託金　300

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　290

学校安全総合支援事業費委託金　3,060

● 財産収入

・ 土地売払収入　63,700　建物売払収入　24,840

● 寄附金

・ がんばる石巻応援寄附金  7,750  災害復旧費寄附金  811

● 繰入金

（1） 財政調整基金繰入金  ▲87,844

（2） 減債基金繰入金　334,627

（3） 地域づくり基金繰入金　▲15,500

（4） 震災復興基金繰入金  16,169 （県交付金分　3,161　現年災分  13,008 ）

【充当先】 （県）

（現）

（現）

（現）

（現）

（5） 東日本大震災復興交付金基金繰入金　6,651,506

【充当先】

15款 709,060 10

16款 88,540 14

17款 8,561 16

18款 6,898,958 18

地域自治システム関係費 3,161

低平地整備事業費 5,195

石巻工業港運河線街路整備事業費 113

（仮称）鎮守大橋整備事業費 1,125

南浜津波復興祈念公園整備事業費 6,575

震災復興計画推進関係費 48,000

地域コミュニティ再生関係費 7,256

農業復興推進費　　　　　　　　 30,750

水産業復興対策費 18,400

漁港海岸整備事業費 16,480

雄勝地区観光施設整備事業費 49,664

地域再生拠点エリア整備事業費 627,600

低平地整備事業費　　　　　　　　　　 415,570

市街地開発事業特別会計繰出金 14,160

南浜津波復興祈念公園整備事業費 526,000

優良建築物等整備事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 31,980

防災集団移転促進事業費 4,865,646
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● 諸収入

・ コミュニティ助成事業助成金（一般コミュニティ事業分）　5,000

物件移転補償金　3,403

● 市債

・ 放課後児童クラブ室整備事業債　31,300　清掃施設整備事業債　39,000

道路新設改良事業債　20,000　橋りょう新設改良事業債　500

社会教育施設整備事業債　28,400

【歳　出】

● 総務費

（1） 市民協働推進費

・ 集会所の改修等に対する補助金　△16,405

※当初予算に計上した羽坂地区集会所分を地域コミュニティ再生関係費へ組替え △25,000

・ （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）　5,000

（2） 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（667件）を基金に積み立てるもの

（3） 震災復興基金費（積立金）

・ 災害復旧費寄附金（12件分）　811

（4） 東日本大震災復興交付金基金費（積立金）

・ 第21回目の東日本大震災復興交付金に係る積立金

（東） （5） 震災復興計画推進関係費 24

・ 復興まちづくりマネジメント（政策調整）支援業務委託に要する経費

（東） （6） 地域自治システム関係費 24

・ 地域自治システムアドバイザー設置に要する経費

報酬　513　費用弁償　2,648　

（東） （7） 地域コミュニティ再生関係費

・ （仮称）大川地区地域交流センター整備に要する経費

用地購入費　7,884　物件移転補償金　3,000

・ 羽坂地区集会所建設に対する被災地域交流拠点施設整備事業費補助金　25,000

※市民協働推進費からの組替え

20款 8,403 20

21款 119,200 22

【（東）は東日本大震災復興交付金関連事業】

千円

2款

▲ 11,405 24

対象施設 地区 交付額

駅前北通り親和会集会室 本庁 1,500

門脇明星会館 本庁 1,500

真野小島生活センター 本庁 1,500

泉町町内会会館 本庁 1,500

中島生活センター 河北 2,595

団体名 地区 交付額

福村町内会 本庁 2,500

横川自治会 河北 2,500

7,750 24

811 24

342,023 24

60,000

3,161

35,884 24
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● 民生費

（1） 国民年金費　

・ 国民年金保険料免除措置等の見直しに伴うシステム改修に要する経費

（2） 児童扶養手当支給事務費

・ 児童扶養手当支給基準の見直しに伴うシステム改修に要する経費

（3） 児童扶養手当費

（4） 放課後児童クラブ施設整備事業費

　　放課後児童クラブ整備工事

（5） 生活保護事務費

・ 生活保護基準額等の見直しに伴うシステム改修に要する経費

● 衛生費

（1） 一般廃棄物最終処分場建設事業費

・ 測量調査等業務委託料　63,900　不動産鑑定業務委託料　700

● 農林水産業費

（1） 農業振興対策費

・ 担い手確保・経営強化支援事業費補助金

事業概要：先進的な農業経営に取り組む担い手に対し、農業用機械等の導入を支援

（2） 農業復興推進費

・ 釜幹線用水路改修に要する経費

測量設計業務委託料　6,000　釜幹線用水路改修工事　35,000

（東） （3） 水産業復興対策費

・ 水産加工団地における再生エネルギー活用可能性調査に要する経費

旅費　287　需用費　49　役務費　2

再生可能エネルギー活用可能性調査業務委託料　9,662

・ 漁業集落内の番屋整備に要する経費

調査設計等業務委託料　23,000

（東） （4） 漁港海岸整備事業費

工事監督等支援業務委託料　17,160　漁港海岸保全施設整備工事　20,600

● 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

事業名：マンガを活かした石巻の情報発信と街並みづくり

補助率：宮城県3/6 　石巻市 2/6 　事業者 1/6

（2） 観光振興対策費　

・ 石巻駅前観光案内所設置に要する経費

観光PR業務委託料　5,000　借上料　1,000

（東） （3） 雄勝地区観光施設整備事業費

・ 観光物産交流施設の整備に要する経費

工事監理業務委託料　1,080　観光物産交流施設整備工事　61,000　

3款

4,615 26

378 28

2,221 28

33,000 28

1,620 30

4款

64,600 32

6款

26,110 34

41,000 34

33,000 36

37,760 36

7款

5,500 38

6,000 38

62,080 38
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● 土木費

（1） 山崎馬鞍線道路改良事業費（中島工区）

測量業務委託料　2,000　道路改良工事　12,000

用地購入費　3,000　物件移転補償金　7,000

（東） （2） 大瓜水沼真野線道路改良事業費　

道路改良事業負担金

（東） （3） （仮称）新東内海橋整備事業費

橋りょう整備工事

（東） （4） 基盤整備事業関係費（財源振替）

・ 地域再生拠点エリア整備事業内で整備する県委託事業にかかる事務費分として

交付を受けた復興道路整備事業費委託金による財源振替

（東） （5） 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工事委託料  117,660

測量業務委託料　50,000

地域再生拠点エリア整備工事  1,236,840

（東） （6） 低平地整備事業費

・ 十八成浜砂浜再生事業に要する経費

測量調査設計業務委託料　19,463　低平地整備工事　500,000

（東） （7） 市街地開発事業特別会計繰出金

（東） （8） 復興街路整備関係費

用地補償総合技術業務委託料

（東） （9） 石巻工業港運河線街路整備事業費

街路整備工事

（東） （10） （仮称）鎮守大橋整備事業費

街路整備工事委託料　15,000　街路整備工事　35,000

（東） （11） 南浜津波復興祈念公園整備事業費

公園整備工事

（東） （12） 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

立町一丁目５番地区（A－2地区）

（東） （13） 防災集団移転促進事業費

・ 防災集団移転促進事業に要する経費

建物等調査業務委託料　83,200　用地購入費  1,133,828

防災集団移転促進事業費補助金  3,654,475　物件移転補償金　689,236

● 教育費

（1） 学校安全総合支援事業費

・ 防災、交通安全、生活安全（防犯）における学校安全教育の推進に要する経費

報償費　270　旅費　1,476　需用費　440　役務費　10　備品購入費　864　

（2） 学力向上研究指定校事業費

・ 研修会や他校の視察等により指導方法の改善につなげ、深い学びの実現に向けた

授業づくりを推進するための経費

報償費　59　旅費　106　需用費　135

（3） 中学校施設維持整備費

・ 県道（門脇流留線）工事に伴う門脇中学校テニスコートの撤去及び整備に要する経費

需用費（修繕料）

8款

24,000 40

13,640 40

1,040 40

0 42

1,404,500 42

519,463 42

17,700 42

30,000 42

5,000 42

50,000 42

660,500 42

42,640 42

5,560,739 44

10款

3,060 46

300 46

9,500 48
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（4） 公民館管理費

・ 稲井公民館の外壁改修工事に要する経費

（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

・ 貞山小学校及び蛇田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　63　旅費　26　需用費　119　役務費　3　借上料　33　　

備品購入費　46

● 災害復旧費

（1） おしかホエールランド災害復旧費

・ 施設内の展示設置について、工事請負費から委託料へ組替え、また、工程の見直し

に伴い、平成30年度分から平成31年度分へ事業費の配分を変更するもの

工事監理業務委託料 ▲9,700　展示修復業務委託料　20,100

おしかホエールランド災害復旧工事　▲259,500

● 公債費

（1） 市債元金償還費

・ 災害援護資金の償還に要する経費

（Ｈ29.10～Ｈ30.3までに償還されたもの）

3 特別会計の主な内容

● 下水道事業特別会計

県道（門脇流留線）工事に伴う雨水管渠移設工事等に要する経費

（歳入） 物件移転補償金　310,000　市債　40,000

（歳出） 公共下水道建設事業費　350,000

● 市街地開発事業特別会計

中央二丁目地区土地区画整理事業区域に接続する道路の改良工事に要する経費

（歳入） 一般会計繰入金　17,700

（歳出） 中央二丁目地区事業費　17,700

29,900 50

290 52

11款

▲ 249,100 54

12款

334,627 56

千円

350,000 73

17,700 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）

款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額

7 商工費 1 商工費
雄勝地区観光施設整備事
業

620,800

平成30年度 62,080

平成31年度 558,720

8 土木費 5 都市計画費
南浜津波復興祈念公園整
備事業

1,859,000

総 額 年 度 年 割 額

平成30年度 860,500

平成31年度 704,700

平成32年度 293,800

土木費 5 都市計画費
地域再生拠点エリア
整備事業

補

正

前

款 項 事 業 名

4,980,200

平成27年度 133,500

平成28年度 1,511,700

平成29年度 1,743,300

平成30年度 1,591,700

平成31年度

補

正

後

7,086,700

平成27年度 133,500

平成28年度 1,511,700

平成29年度 1,743,300

平成30年度 2,946,200

平成31年度 752,000

8
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5 債務負担行為

【一般会計】（変更） （単位：千円）

款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額

8 土木費 5 都市計画費 低平地整備事業

補

正

前

13,677,821

平成27年度 3,107,596

平成28年度 4,216,122

平成29年度 1,042,097

平成30年度 5,312,006

平成31年度

平成32年度

補

正

後

14,660,259

平成27年度 3,107,596

平成28年度 4,216,122

平成29年度 1,042,097

平成30年度 5,812,006

平成31年度 334,320

平成32年度 148,118

平成30年度 124,300

平成31年度

11 災害復旧費 4
その他公共施
設・公用施設災
害復旧費

おしかホエールラン
ド災害復旧事業

補

正

前

27,100

変
更
後

平成31年度
～平成32年度

830,000

平成30年度 373,400

平成31年度 456,600

補

正

後

830,000

61,100

705,700

事　　　項 期　間 限　度　額

一般廃棄物最終処分場基本計画策定等業務

変
更
前

平成31年度
～平成32年度
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