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2 一般会計の主な内容

【歳　入】

● 国庫支出金

・ 道路橋りょう災害復旧費負担金（台風関係分）　519,332

河川災害復旧費負担金（台風関係分）　33,003

公園災害復旧費負担金（台風関係分）　24,000

● 県支出金

・ 林道災害復旧費補助金（台風関係分）　136,000

農業施設災害復旧費補助金（台風関係分）　42,250

● 繰入金

（1） 財政調整基金繰入金  ▲412,544

（2） 市営住宅管理運営基金繰入金　▲13,722

● 市債

・ 急傾斜地崩壊対策事業債（台風関係分）　60,000　　

道路橋りょう災害復旧事業債（台風関係分）　394,600

河川災害復旧事業債（台風関係分）　280,900

公園災害復旧事業債（台風関係分）　12,000

林業施設災害復旧事業債（台風関係分）　263,100

農業用施設災害復旧事業債（台風関係分）　90,600

農地災害復旧事業債（台風関係分）　15,000

【歳　出】（人件費は省略）

● 総務費

（1） 庁舎管理費

・ 本庁舎1階の商業施設への出店に伴う施設修繕等に要する経費

（2） 広域行政事務推進費

・ 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総務負担金  3,359

● 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　▲12,424

（2） 介護保険事業対策費（繰出金）

14款 576,335 4

145,000 14

　今回の補正予算は、10月12日・13日の台風19号被害に伴う道路・林道等の災害復旧費や、庁舎
１階の改修に要する経費のほか、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。
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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  105  病院事業会計負担金  ▲29,393

（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  4,499

（3） ごみ処理対策費

・ 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ごみ焼却施設負担金  3,280

（4） 浄化槽整備事業特別会計繰出金

（5） 浄化槽整備事業特別会計繰出金（台風関係分）

● 農林水産業費

（1） 農業集落排水事業特別会計繰出金

（2） 農業集落排水事業特別会計繰出金（台風関係分）

（3） 水産物地方卸売市場事業特別会計繰出金

（4） 漁業集落排水事業特別会計繰出金

● 土木費

（1） 県営事業負担金（台風関係分）

急傾斜地崩壊対策事業費負担金  60,000（須江字館地内）

（2） 下水道事業特別会計繰出金

（東） （3） 市街地開発事業特別会計繰出金

（東） （4） 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  ▲6,692

● 災害復旧費

（1） 土地改良施設災害復旧費（台風関係分）

測量調査設計業務委託料　8,000（本地第一ため池ほか1箇所）

土地改良施設災害復旧工事　165,000（上田排水機場ほか50箇所）

（2） 農地災害復旧費（台風関係分）

農地災害復旧工事　30,000（真野地区ほか54箇所）　

農地災害復旧事業費補助金　5,600　

（3） 林道災害復旧費（台風関係分）

修繕料　40,000（市内全域林道）

測量設計業務委託料　16,500（皿貝清水田線ほか12箇所）

林道災害復旧工事　432,000（市内全域林道）
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（4） 道路橋りょう災害復旧費（台風関係分）

修繕料　41,000（河北・河南・桃生・北上地区分69箇所）

土砂撤去等処理業務委託料　19,000（本庁・河北・桃生地区分27箇所）

市道災害復旧工事　854,000（小竹浜蛤浜線ほか26箇所）

（5） 河川災害復旧費（台風関係分）

修繕料　97,000（本庁・河北・河南・桃生地区分28箇所）

土砂撤去等処理業務委託料　153,000（本庁・河北・桃生地区分126箇所）

河川災害復旧工事　64,000（千鳥川ほか12箇所）

（6） 公園災害復旧費（台風関係分）

公園災害復旧工事　36,000（曽波神公園）

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  335

（歳出） 水産物地方卸売市場費  335

● 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  ▲9,272

（歳出） 総務管理費  ▲1,956  雨水排水施設管理費  1,817  汚水処理施設管理費  ▲38 

公共下水道建設費　▲9,066 下水道施設災害復旧費  ▲29

● 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  ▲305

（歳出） 総務管理費  ▲305

● 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と台風19号被害に伴う災害復旧事業費の補正

（歳入） 一般会計繰入金  509　農業集落排水事業債　4,700　県補助金　8,905

（歳出） 総務管理費  414　農業集落排水施設災害復旧費　13,700

● 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と台風19号被害に伴う浄化槽施設修繕費の補正

（歳入） 一般会計繰入金  2,518

（歳出） 総務管理費  718　施設管理費　1,800
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● 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  ▲18,007

（歳出） 被災市街地復興土地区画整理事業費  ▲18,007

● 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（人件費の整理に伴うもの）

（歳入） 一般会計繰入金  ▲436

（歳出） 介護認定審査会費  ▲436

● 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】  ▲29,288

（1）医業外収益  ▲29,288

・ 他会計負担金  ▲29,393  他会計補助金  105

【収益的支出】　▲167,596

（1）医業費用　▲167,596

・ 給与費　▲167,596

4 繰越明許費

【一般会計】（追加） （単位：千円）
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