
1 各種会計予算総括表

○ 人件費

合 計 16,993,065 ▲ 1,298,825 15,694,240

604,112

市街地開発事業 270,254 ▲ 53,038 217,216

病院事業会計 2,470,009 4,295 2,474,304

農業集落排水事業 6,517 1,960 8,477

浄化槽整備事業 9,147 770 9,917

一般会計

特別会計

(A) (B) (A)＋(B)

13,918,944

下水道事業 277,705 ▲ 45,603 232,102

漁業集落排水事業 8,708 ▲ 2,382 6,326

▲ 1,203,112 12,715,832

▲ 100,008 504,104

水産物地方卸売市場事業 31,781 ▲ 1,715 30,066

小　　　計

5,955,272

合              計

病院事業会計 5,950,977

（単位：千円）

1,828,921

▲ 519

86,437,010

現計予算額 補正額 計

319,723,604

4,295

127,300

318,130,329

会 計 区 分

1,593,275

104,190

水産物地方卸売市場事業

770

14,308,358

17,506,941

471,429

104,960

17,506,941

介護保険事業

（単位：千円）

391,832

1,006,665

計

227,331,322

23,627

(A)＋(B)

44,356,690

227,827

▲ 53,038

石巻市の平成30年度12月補正予算（追加）の概要

469,469

26,009

44,402,293

補正額等

▲ 2,382

(B)

農業集落排水事業

(A)

393,547

225,869,642

現計予算額

1,461,680

▲ 45,603

▲ 1,715

1,006,665

会　　計　　区　　分

漁業集落排水事業

下水道事業

一般会計

特
　
別
　
会
　
計

後期高齢者医療

浄化槽整備事業

土地取得

86,309,710

518,497

1,960

産業用地整備事業

5,919,609

国民健康保険事業

14,307,839

1,828,921

5,972,647市街地開発事業

290,670
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2 一般会計の主な内容

【歳　入】

● 国庫支出金

・ ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金（小学校）　201,652

ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金（中学校）　103,057

● 繰入金

（1） 財政調整基金繰入金  ▲1,292,557

（2） 市営住宅管理運営基金繰入金　▲33,772

● 市債

・ 小学校施設整備事業債　1,652,200　　

中学校施設整備事業債　831,100

【歳　出】（人件費は省略）

● 総務費

（1） 広域行政事務推進費

・ 人件費の整理に伴う負担金の減

石巻地区広域行政事務組合総務負担金  ▲1,611

● 民生費

（1） 社会福祉関係助成費

・ 人件費の整理に伴う補助金の減

社会福祉協議会運営費補助金　▲4,817

（2） 介護保険事業対策費（繰出金） ▲ 519 26

12

【（東）は東日本大震災復興交付金関連事業】

24

304,709

3款

2,483,30021款

▲ 1,611

2款

千円
事項別
ページ

▲ 4,817

618款

14款

▲ 1,326,329

　今回の補正予算は、今夏の記録的な暑さを踏まえ、国の臨時特例交付金を活用し、市内の小中
学校の普通教室などに空調設備を設置するための必要な経費のほか、人事院勧告に基づく職員給
与の改定及び職員の異動に伴う人件費等の補正を措置したもの。

4

8
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● 衛生費

（1） 病院事業運営費

人件費の整理に伴うもの

病院事業会計補助金  725  病院事業会計負担金  ▲7,660

（2） し尿処理対策費

・ 人件費の整理に伴う負担金の増

石巻地区広域行政事務組合し尿処理施設負担金  3,146

（3） ごみ処理対策費

・ 人件費の整理に伴う負担金の減

石巻地区広域行政事務組合ごみ焼却施設負担金  ▲1,895

（4） 浄化槽整備事業特別会計繰出金

● 農林水産業費

（1） 農業集落排水事業特別会計繰出金

（2） 水産物地方卸売市場事業特別会計繰出金

（3） 漁業集落排水事業特別会計繰出金

● 土木費

（1） 下水道事業特別会計繰出金

（東） （2） 市街地開発事業特別会計繰出金

（東） （3） 下水道事業特別会計繰出金（東日本大震災関係分）

● 消防費

（1） 常備消防費

・ 人件費の整理に伴う負担金の減

石巻地区広域行政事務組合消防負担金  ▲11,369

● 教育費

（1） 小学校空調設備整備事業費

・ 普通教室等に設置する空調設備の整備に要する経費

需要費　350　　設計業務委託料　153,400　

工事監理業務委託料　106,200　　空調設備整備工事　1,594,400

（2） 中学校空調設備整備事業費

・ 普通教室等に設置する空調設備の整備に要する経費

需要費　200　　設計業務委託料　74,425　

工事監理業務委託料　51,525　　空調設備整備工事　808,300

4款

36

9款

▲ 11,369

1,960 40

▲ 1,715

6款

8款

10款

44

▲ 6,935

▲ 53,038

▲ 2,382 44

770 36

3,146 36

▲ 1,895

34

▲ 39,790

54

54

934,450 64

54▲ 5,813

1,854,350

58

62
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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

人事異動及び給与改定に伴う人件費の整理

（歳入） 一般会計繰入金  ▲1,715

（歳出） 水産物地方卸売市場費  ▲1,715

● 下水道事業特別会計

人事異動及び給与改定に伴う人件費の整理

（歳入） 一般会計繰入金  ▲45,603

（歳出） 総務管理費  ▲41,263  雨水排水施設管理費  5,043  汚水処理施設管理費  ▲3,570 

公共下水道建設費　▲5,325 下水道施設災害復旧費  ▲488

● 漁業集落排水事業特別会計

人事異動及び給与改定に伴う人件費の整理

（歳入） 一般会計繰入金  ▲2,382

（歳出） 総務管理費  ▲2,382

● 農業集落排水事業特別会計

人事異動及び給与改定に伴う人件費の整理

（歳入） 一般会計繰入金  1,960

（歳出） 総務管理費  1,960

● 浄化槽整備事業特別会計

人事異動及び給与改定に伴う人件費の整理

（歳入） 一般会計繰入金  770

（歳出） 総務管理費  770

● 市街地開発事業特別会計

人事異動及び給与改定に伴う人件費の整理

（歳入） 一般会計繰入金  ▲53,038

（歳出） 震災復興土地区画整理事業費  ▲25,832

被災市街地復興土地区画整理事業費  ▲27,206

● 産業用地整備事業特別会計

須江地区の産業用地売払収入に伴う償還金の補正

（歳入） 財産売払収入  227,827

（歳出） 公債費  227,827

● 介護保険事業特別会計

石巻地区広域行政事務組合介護保険負担金の減

（歳入） 一般会計繰入金  ▲519

（歳出） 介護認定審査会費  ▲519

227,827 177

95

▲ 2,382

▲ 1,715

▲ 519

▲ 45,603 107

151

127

187

▲ 53,038 163

1,960 139

770
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● 病院事業会計

人事異動及び給与改定に伴う人件費の整理

【収益的収入】  ▲6,935　

（1）医業外収益  ▲6,935　

・ 一般会計負担金  ▲7,660  一般会計補助金  725

【収益的支出】　4,295

（1）医業費用　4,295

・ 給与費　4,295

4 繰越明許費

【一般会計】（追加） （単位：千円）

10

10

4,295 196

934,450

款

小学校費2教育費

教育費 3 中学校費 中学校空調設備整備事業

事　　業　　名項 金　　額

1,854,350小学校空調設備整備事業
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