
1 各種会計予算総括表

2 一般会計の主な内容

【歳　入】

● 地方譲与税

・ 森林環境譲与税

● 地方交付税

・ 震災復興特別交付税

● 国庫支出金

・ 東日本大震災復興交付金　1,572,320

社会保障・税番号制度システム整備費補助金　3,034

生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（包括的支援体制構築事業）　2,805

学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金　156

2款 24,633 4

買物支援等を行う自治会などに助成する「地域互助活動促進助成金」などの経費を措置したもの。○

10款 342,000

石巻市の令和元年度 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 179,010,800 4,187,296 183,198,096

特
　
別
　
会
　
計

土地取得 220,583 220,583

水産物地方卸売市場事業 398,568 398,568

下水道事業 64,875,041 64,875,041

漁業集落排水事業 22,153 22,153

農業集落排水事業 457,806 457,806

浄化槽整備事業 62,057 62,057

市街地開発事業 4,395,092 4,395,092

国民健康保険事業 16,859,480 16,859,480

後期高齢者医療 1,775,427 1,775,427

介護保険事業 13,806,232 13,806,232

小　　　計 102,872,439 0 102,872,439

病院事業会計 6,257,533 6,257,533

合              計 288,140,772 4,187,296 292,328,068

千円
事項別
ページ

「森林環境譲与税」の基金への積立金、旧門脇小学校震災遺構整備、南浜津波復興祈念公園内の

今回の補正予算は、第24回目の「東日本大震災復興交付金」や今年度から譲与されることとなる

慰霊碑・モニュメントの設置経費、針岡地区排水施設整備に要する経費のほか、高齢者等の見守り、

6

14款 1,766,684 8
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学校施設環境改善交付金（小学校施設老朽化対策事業）　102,409

学校施設環境改善交付金（中学校施設老朽化対策事業）　28,257

学校施設環境改善交付金（河南西中学校プール改築事業）　32,736

社会教育施設災害復旧費補助金　24,967

● 県支出金

・ 子ども・子育て支援事業費補助金　10,324

市町村振興総合補助金（みやぎの水田農業改革支援事業）　8,114

担い手確保・経営強化支援事業費補助金　11,890

強い農業・担い手づくり総合支援交付金　3,000

経済センサス基礎調査委託金　355

学力向上マネジメント支援事業費委託金　2,964

学校安全総合支援事業費委託金　2,496

埋蔵文化財発掘調査委託金　73,101

● 寄附金

・ がんばる石巻応援寄附金  12,250  災害復旧費寄附金  458

● 繰入金

（1） 財政調整基金繰入金  74,941

（2） 減債基金繰入金　254,447

（3） 国際交流基金繰入金　3,797

（4） 地域づくり基金繰入金　993

（5） 震災復興基金繰入金 　99,685 （現年災分  39,685、市独自分　60,000 ）

【充当先】 （現）

（現）

（現）

（市）

（6） 東日本大震災復興交付金基金繰入金　1,380,045

【充当先】

（7） 21世紀の田園文化創造基金繰入金  5,062

（8） 森林環境整備基金繰入金　6,980

● 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）　5,000

コミュニティ助成事業助成金（コミュニティセンター整備事業）　15,000

鮭稚魚売上代　990　　鮭水揚協力金　1,635

埋蔵文化財確認調査委託金　6,952

15款 112,244 10

17款 12,708 14

18款 1,825,950 16

住吉公園整備事業費 35,000

北上地区多目的広場整備事業費 583

道路破損部補修整備事業費 4,102

慰霊碑整備事業費 60,000

震災遺構整備事業関係費 172,419

東日本大震災復興交付金基金費 60,467

基盤整備事業関係費 25,971

防災緑地１号整備事業費 14,250

防災緑地２号整備事業費 79,200

針岡地区排水施設整備事業費 540,640

南浜津波復興祈念公園整備事業費 94,400

北上地区多目的広場整備事業費 46,702

地域防災力向上対策費 18,000

20款 29,577 18

道路破損部補修整備事業費 327,996
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● 市債

・ 児童福祉施設整備事業債　28,500

小学校施設整備事業債　▲96,300

中学校施設整備事業債　141,300

【歳　出】

● 総務費

（1） 地域活性化関係費 22

・ 石巻専修大学創立30周年記念事業支援寄附金

（2） 市民協働推進費

・ 集会所の改修に対する補助金　993

・ （一財）自治総合センター　コミュニティ助成金（一般コミュニティ事業）　5,000

・ （一財）自治総合センター　コミュニティ助成金（コミュニティセンター整備事業）　15,000

（3） 東京オリンピック・パラリンピック機運醸成事業費 22

・ ホストタウン関係事業（チュニジアパラリンピック関係者視察受入）に要する経費

ホストタウン事業委託料

（4） 電子計算処理費

地方公共団体情報システム機構負担金

（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（942件）

（6） 震災復興基金費（積立金）

・ 4月分として採納した災害復旧費寄附金（8件）　

（7） 東日本大震災復興交付金基金費

第24回目の復興交付金に係る積立金　1,572,320

環境省事業（浄化槽整備事業）の完了・精算に伴う復興交付金返還金　60,467

（東） （8） 震災遺構整備事業関係費 22

・ 旧門脇小学校震災遺構整備に要する経費

工事監理業務委託料　10,000　展示業務委託料　9,784

旧門脇小学校震災遺構整備工事　193,784　

・ 旧大川小学校隣接用地取得に要する経費

用地購入費　1,965

（東） （9） 慰霊碑整備事業費 22

・ 南浜津波復興祈念公園に設置する慰霊碑・モニュメントに係る経費

慰霊碑整備事業委託料

（10） 経済政策センサス基礎調査費

報酬　277　需用費　78

団体名 地区 交付額

10,000

垂水町町内会 本庁 15,000

2,500

4,168 22

【（東）は「目」が東日本大震関係費の事業】

千円

21款 73,500 20

2款

20,993 22

対象施設 地区 交付額

大須生活改善センター 北上 993

団体名 地区 交付額

にっこり自治会 北上 2,500

一心館運営委員会 河南 2,500

12,250 22

458 22

1,632,787 22

215,533

60,000

355 24
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● 民生費

（1） 地域包括ケア推進事業費

・ 地域住民が主体的に行う高齢者等の見守り、買物支援等の互助活動を支援するための経費

旅費　141　地域互助活動促進助成金　3,600

（2） 保育所管理費

・ 幼児教育・保育の無償化に対応するためのシステム改修経費

保育システム改修等業務委託料　6,425

・ 須江保育所の地盤沈下対策に要する経費

須江保育所地盤沈下対策工事　30,000

● 農林水産業費

（1） 農業振興対策費

・ 農業の担い手確保・農業用機械の導入支援等に要する経費

みやぎの水田農業改革支援事業費補助金　7,343

担い手確保・経営強化支援事業費補助金　11,890

強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金　3,000

（2） 農業関連施設関係費

・ 牡鹿地区農業関連施設（大原生活センター）解体に要する経費

一般廃棄物手数料　290　解体工事　7,500

（東） （3） 農業復興推進費

農業用機械購入費（牡鹿地区）

（4） 森林環境整備事業費

・ 森林環境譲与税を財源とした森林環境整備に要する経費

森林環境整備業務委託料

（5） 森林環境整備基金費（積立金）

・ 本年度中に譲与される森林環境譲与税を基金に積み立てるもの

（6） さけ人工ふ化場管理費

・ 牡鹿地区の後川さけ人工ふ化場の管理運営に要する経費

さけ人工ふ化場管理運営業務委託料

（東） （7） 水産業復興対策費

・ 水産加工業再生支援事業で補助を受けた企業の破産に伴う復興交付金返還金

● 商工費

（1） 観光振興対策費

・ 外国人観光客受入体制強化のための国際交流員配置に要する経費

報酬　2,240　共済費　346　旅費　274　役務費　10

借上料　625　自治体国際化協会国際交流員事業負担金　302

7,790 30

5,130 34

18,761 34

3款

3,741 26

36,425 28

6款

22,233 30

6,750 30

6,980 32

24,633 32

7款

3,797 36
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● 土木費

（東） （1） 道路補修整備事業費

・ 復興工事関係車両の通行により損傷した道路舗装の補修に要する経費

（東） （2） 針岡地区排水施設整備事業費

・ 針岡地区の排水施設整備に要する経費

排水施設整備工事　674,000　用地購入費　1,800

（東） （3） 基盤整備事業関係費

・ 市道南浜東１号線整備に要する経費

用地購入費　8,451　物件移転補償金　24,013

（東） （4） 防災緑地２号整備事業費

公園緑地整備工事

（東） （5） 南浜津波復興祈念公園整備事業費

工作物等撤去工事

（東） （6） 住吉公園整備事業費

公園施設整備工事

（東） （7） 防災緑地１号整備事業費

公園緑地整備工事

（東） （8） 北上地区多目的広場整備事業費

実施設計業務委託料　17,000　用地購入費　41,378

（9） 地域住宅事業費（一般住宅）

・ ブロック塀調査に要する経費（今回調査対象：6,250件）

● 消防費

（東） （1） 地域防災力向上対策費

・ 大川地区の高台一時避難場所整備に要する経費

実施設計業務委託料　24,000

● 教育費

（1） コミュニティ・スクール推進事業費

・ 学校、家庭、地域が連携するコミュニティ・スクールの推進に要する経費

報償費　38　旅費　27　需用費　223　借上料　200

（2） 学力向上マネジメント支援事業費

・ 県からの指定に基づく学力向上事業に要する経費

需用費　602　学力調査業務委託料　2,362

（3） 学校安全総合支援事業費

・ 災害安全、交通安全、生活安全（防犯）における安全教育の推進に要する経費

報償費　162　旅費　514　需用費　830　教用器具費　990

（4） 河南西中学校水泳プール改築事業費

・ 国庫補助金の内示に伴い、2ヵ年の継続費を廃止し、単年度事業として実施する経費

工事監理業務委託料　6,090

プール改築工事　203,000

8款

9款

409,997 38

675,800 38

32,464 40

19,000 40

99,000 40

118,000 40

35,000 40

58,378 40

24,000 44

10款

31,900 42

488 46

2,496 46

209,090 50

2,964 46
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（5） 文化財保護管理費

・ 県及び広域水道企業団からの委託に基づく埋蔵文化財発掘調査等に要する経費

旅費　4,680　需用費　335　文化財発掘調査等業務委託料　71,450

使用料　195　借上料　3,393

（6） 野球場管理費

・ 石巻野球場の外壁・擁壁の状況確認調査に要する経費

測量調査等業務委託料　1,485

● 災害復旧費

（1） 雄勝地区体育施設災害復旧費

・ 雄勝地区の体育館、艇庫等の災害復旧に要する経費

工事監理業務委託料　420

雄勝地区体育施設等災害復旧工事　37,030

● 公債費

（1） 市債元金償還費

・ 災害援護資金の償還金

（Ｈ30.10～Ｈ31.3までに償還されたもの）

80,053 52

11款

37,450 56

1,485 54

12款

254,447 58
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3 継続費

【一般会計】（追加） （単位：千円）

【一般会計】（変更） （単位：千円）

【一般会計】（廃止）※1 （単位：千円）

※1　国庫補助金の内示に基づき、継続費を廃止し、令和元年度の単年度事業として予算組替を行うもの。

項 事 業 名 総 額 年 度

年 度 年 割 額

総務費 1 総務管理費
旧門脇小学校震災遺構整
備事業

793,130

款 項 事 業 名 総 額

令和元年度 82,324

令和2 年度 710,806

11 災害復旧費 4
その他公共施
設・公用施設災
害復旧費

雄勝地区体育施設災害復
旧事業

2

令和元年度 37,450

令和2 年度 890,550

928,000

令和2 年度

土木費

総 額 年 度 年 割 額

令和元年度

1,245,000

款

612,000

款 項 事 業 名

補

正

前

5 都市計画費
防災緑地2号整備事
業

8

年 割 額

令和元年度 89,610

令和2 年度 209,090

10 教育費 3 中学校費 298,700

補

正

後

1,344,000

平成30年度 605,000

令和2 年度

河南西中学校水泳プール
改築事業

平成30年度 605,000

令和元年度 513,000

127,000

127,000
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