
1 各種会計予算総括表

2 一般会計の主な内容

【歳　入】

● 国庫支出金

・ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金　9,561

地方創生臨時交付金（地域情報化推進事業）　45,000

地方創生臨時交付金（市民協働推進事業）　16,000

地方創生臨時交付金（行政推進事業）　36,000

14款 1,401,082 4

地域子ども・子育て支援事業費補助金（新型コロナウイルス対策分）　31,698

2,319,825

  今回の補正予算は、国の令和2年度第2次補正予算に伴う「新型コロナウイルス感染症対応地
方創生臨時交付金」の交付対象事業として実施する各種事業費や、低所得のひとり親世帯を支
援するための臨時特別給付金のほか、学校内通信ネットワークと児童生徒１人１台端末を整備
し、ＩＣＴの活用及び学びの環境を構築するＧＩＧＡスクール構想推進に要する経費などを措
置したもの。

千円
事項別
ページ

下水道事業会計 84,565,420 84,565,420

合              計 348,030,761 1,627,549 349,658,310

介護保険事業 14,408,080 14,408,080

小　　　計 34,700,957 0 34,700,957

病院事業会計 6,260,612 6,260,612

396,029 396,029

一般会計 222,503,772 1,627,549 224,131,321

特
　
別
　
会
　
計

土地取得 218,020 218,020

水産物地方卸売市場事業

市街地開発事業 2,319,825

国民健康保険事業 15,557,778 15,557,778

1,801,225

石巻市の令和2年度 7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)

後期高齢者医療 1,801,225
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ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費補助金　218,000

ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務費補助金　3,100

地方創生臨時交付金（水産振興事業）　50,000

地方創生臨時交付金（畜産振興事業）　13,500

地方創生臨時交付金（企業支援事業）　150,000

地方創生臨時交付金（地域消費支援事業）　443,000

地方創生臨時交付金（観光振興事業）　120,000

地方創生臨時交付金（スクールサポートスタッフ配置事業）　1,200

公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金　59,375

公立学校情報機器整備費補助金　927

地方創生臨時交付金（ＧＩＧＡスクール構想推進事業）　185,000

学校保健特別対策事業費補助金（新型コロナウイルス対策分）（小学校分）　10,492

学校保健特別対策事業費補助金（新型コロナウイルス対策分）（中学校分）　6,366

教育支援体制整備事業費交付金（新型コロナウイルス対策分）　560

学校保健特別対策事業費補助金（新型コロナウイルス対策分）（高等学校分）　1,303

● 県支出金

・ 地域子ども・子育て支援事業費補助金（新型コロナウイルス対策分）　▲292

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金　46,932

教育支援体制整備事業費補助金（新型コロナウイルス対策分）　34,385

● 繰入金

・ 財政調整基金繰入金  92,142

● 市債

・ 小学校情報通信設備整備事業債　36,600

中学校情報通信設備整備事業債　16,700

【歳　出】

● 総務費

（1） 地域情報化推進関係費（新型コロナウイルス対策分）

・ ＧＩＧＡスクール構想やインターネットを活用したＷＥＢ会議等による通信量の増加に

対応するため、通信帯域の拡大を行うもの。

地域イントラネット機器更新業務委託料　50,000

（2） 市民協働推進費（新型コロナウイルス対策分）

・ 市民公益活動団体が感染症対策を実施する場合に、1団体につき10万円を上限に

補助金を交付するもの。

市民公益活動団体活動支援補助金　18,000　　役務費　130

（3） 行政推進費（新型コロナウイルス対策分）

・ 自治会が感染症対策を実施する場合に、1団体につき10万円を上限に補助金を交

付するもの。

自治会活動支援補助金　40,000　　役務費　280

1250,000

18款 92,142 8

15款 81,025 6

21款 53,300 10

【※以下、「新型コロナウイルス感染症」は「感染症」と略して表記】

18,130 12

40,280 12

2款
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（4） 窓口証明関係費

・ デジタル手続法の施行による改正後の住民基本台帳法等に基づき、国外転出者が

マイナンバーカード・公的個人認証（電子証明書）の利用を可能とするためのシステ

ム改修を行うもの。

住民記録・戸籍システム改修業務委託料　9,561

● 民生費

（1） 私立認可保育所運営費（新型コロナウイルス対策分）　　　　　　　　　　　

・ 私立認可保育所の感染症対策に要する経費

需用費（消毒液等）　9,157

（2） 地域型保育事業運営費（新型コロナウイルス対策分）

・ 地域型保育事業所の感染症対策に要する経費

需用費（消毒液等）　2,123

（3） 子ども・子育て支援事業費（新型コロナウイルス対策分）

・ 子育て支援施設等の感染症対策に要する経費

需用費（消毒液等）　2,550　　備品購入費　5,950

（4） ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務費（新型コロナウイルス対策分）

需用費　88　　役務費　732　　

児童扶養手当システム改修業務委託料　1,320

（5） ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費（新型コロナウイルス対策分）

・ ひとり親世帯の生活支援を図るため、児童扶養手当受給世帯等に対し、臨時特別給

付金を支給するもの。（基本給付：5万円、第2子以降加算：3万円、追加給付5万円）

ひとり親世帯臨時特別給付金　218,000

（6） 保育所管理費（新型コロナウイルス対策分）

・ 市立保育所の感染症対策に要する経費

需用費（消毒液等）　9,926　　備品購入費　740

（7） 放課後児童クラブ関係費（新型コロナウイルス対策分）

・ 放課後児童クラブの感染症対策に要する経費

需用費（消毒液等）　22,265　　備品購入費　20,549

放課後児童健全育成事業費補助金　2,685

● 農林水産業費

（1） 畜産振興費（新型コロナウイルス対策分）

・ 肥育農家の経営支援のため、肥育素牛（子牛）導入経費の一部（1頭当たり5万円）

を助成するもの。

肥育素牛導入助成金　15,000　　役務費　20

（2） 水産振興事業費（新型コロナウイルス対策分）

・ 全国の消費者向けの通信販売サイトによる水産物販売促進事業（割引キャンペーン

や特産品プレゼント）を実施し、水産事業者の支援を行うもの。

水産物販売支援業務委託料　55,000

14

16

8,500 16

15,020 18

55,000 20

6款

218,000 16

10,666 16

45,499 16

2,140 16

2,123

9,157 16

3款

9,561

- 3 -



● 商工費

（1） 企業支援事業費（新型コロナウイルス対策分）

・ 感染症対策を行う市内の事業者に対し、1事業者につき10万円を上限に補助金を交付

するほか、RPGアプリを活用した経済活性化対策事業を実施するもの。

RPGアプリ製作・運用管理業務委託料　3,000

感染防止対策等補助金　150,000　　需用費　200　　役務費　890

（2） 地域消費支援事業費（新型コロナウイルス対策分）

・ 市内の飲食店やサービス事業者の5割増前売チケット（3,000円分のチケットを2,000円

で購入可能）の発行事業を実施し、中小企業・個人事業主等の支援を行うもの。

割増商品券事業運営委託料　24,000

割増商品券支援事業補助金　100,000

・ 停滞する地域経済の活性化と市民の消費喚起を促すため、5割増商品券（15,000円分

の商品券を10,000円で購入可能）の発行事業を実施するもの。

地域商品券事業運営委託料　44,000

地域商品券事業補助金　300,000

（3） 観光振興事業費（新型コロナウイルス対策分）

・ 国内観光需要喚起を目的としたGo To Travelキャンペーンと連動させ、市内に事業所

を持つ旅行業者と連携し、観光客誘客促進事業を実施するもの。

観光客誘客促進事業運営委託料　134,000

● 教育費

（1） ＧＩＧＡスクール構想推進事業費

・ 学校内通信ネットワークと児童生徒1人1台端末を整備し、ICTの活用によりすべての

子どもたちの学びを保障できる環境を確保するもの。

充電保管庫整備工事（補助事業分）　118,750　　備品購入費　927

（2） ＧＩＧＡスクール構想推進事業費（新型コロナウイルス対策分）

・ 児童生徒1人1台端末整備に合わせ、災害や感染症発生等による学校の臨時休業等

緊急時における活用を促進するため、地方創生臨時交付金を財源とした通信環境整

備等を行うもの。

プロポーザル選定委員会委員報酬、費用弁償　105

役務費（通信運搬費、端末初期設定手数料）　58,542

パーソナルコンピューター保守点検業務委託料　14,201

研修業務委託料　17,000　　アクセスポイント整備業務委託料　50,000

教育用コンピューター借上料　3,502　　

充電保管庫整備工事（単独事業分）　51,250　　備品購入費　1,073

（3） スクールサポートスタッフ配置事業費（新型コロナウイルス対策分）

・ 学校内の換気や消毒、子どもの健康観察など、感染症対策により純増する教師の業

務をサポートするスタッフを配置するもの。

会計年度任用職員費用（報酬、職員手当等、旅費）　15,380

（4） 学校教育活動支援事業費（新型コロナウイルス対策分）

・ 臨時休業中の未指導分の補習等の実施など、子どもの学びの保障を支援するため

の学習指導員を配置するもの。

会計年度任用職員費用（報酬、職員手当等、旅費）　20,505

134,000 22

154,090 22

195,673 24

15,380 24

468,000 22

7款

10款

119,677 24

20,505 24
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（5） 小学校保健費（新型コロナウイルス対策分）

・ 小学校の感染症対策に要する経費

需用費（消毒液等）　2,000

（6） 小学校保健費（新型コロナウイルス対策・学校教育課分）

・ 臨時休業からの再開を支援する学習補助教材等の購入に要する経費

需用費（学習補助教材等）　18,836

（7） 中学校保健費（新型コロナウイルス対策分）

・ 中学校の感染症対策に要する経費

需用費（消毒液等）　1,000

（8） 中学校保健費（新型コロナウイルス対策・学校教育課分）

・ 臨時休業からの再開を支援する学習補助教材等の購入に要する経費

需用費（学習補助教材等）　11,602

（9） 高等学校保健費（新型コロナウイルス対策分）

・ 市立高等学校の感染症対策に要する経費

需用費（消毒液等）　80

（10） 高等学校保健費（新型コロナウイルス対策・学校教育課分）

・ 臨時休業からの再開を支援する学習補助教材等の購入に要する経費

需用費（学習補助教材等）　2,460

（11） 幼稚園保健費（新型コロナウイルス対策分）

・ 市立幼稚園の感染症対策に要する経費

需用費（消毒液等）　170

3 債務負担行為

【一般会計】（追加） （単位：千円）

ＧＩＧＡスクール構想推進事業

170 32

事　　　項 期　間 限　度　額

　 令和2年度～
令和7年度

1,610,000

2,000 26

18,836 26

1,000 28

11,602 28

80 30

2,460 30
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