
1 各種会計予算総括表

2 一般会計の主な内容

【歳　入】

● 市税

・ 固定資産税（相続登記未了資産に係る課税分）　86,215

都市計画税（相続登記未了資産に係る課税分）　556

● 地方特例交付金

・ 減収補てん特例交付金

● 地方交付税

・ 普通交付税　▲42,183

震災復興特別交付税　200,000　

● 国庫支出金

・ 介護保険低所得者保険料軽減負担金（過年度分）　913

東日本大震災復興交付金　17,151　　個人番号カード利用環境整備費補助金　4,350　

1款 86,771 4

9款 20,825 8

84,671,404

合              計 349,658,310 5,569,682 355,227,992

下水道事業会計 84,565,420

396,029 396,029

市街地開発事業 2,319,825 201,075 2,520,900

国民健康保険事業 15,557,778 15,557,778

後期高齢者医療

病院事業会計 6,260,612 85,843 6,346,455

105,984

12,102 1,813,327

介護保険事業 14,408,080 140,700 14,548,780

小　　　計 34,700,957 353,877 35,054,834

石巻市の令和2年度9月補正予算の概要

（単位：千円）

  今回の補正予算は、国の「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、学校や保育所等の手洗い場の自動水栓化工事、桜坂高等学校への空調設
備整備など、感染症拡大防止に要する経費や、本年4月28日以降に出生した新生児を対象とした
臨時特別定額給付金のほか、ＳＤＧｓ未来都市及び自治体ＳＤＧｓモデル事業の選定を受けた
ことに伴う各種事業費、震災後の応急復旧工事などで排水不良が生じていた道路排水施設の改
良に要する経費などについて、所要額を措置したもの。

千円
事項別
ページ

14款 641,773 12

10款 157,817 10

会　　計　　区　　分
現計予算額

1,801,225

補正額等 計

(A) (B) (A)＋(B)

一般会計 224,131,321 5,023,978 229,155,299

特
　
別
　
会
　
計

土地取得 218,020 218,020

水産物地方卸売市場事業
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地方創生推進交付金（ＳDGｓモデル事業）　10,425　　地域生活支援事業費補助金　▲125

地方創生臨時交付金（総合福祉会館管理事業）　2,800

地方創生臨時交付金（障害者保健福祉事業）　1,800　　保育所等整備交付金　25,426

地方創生臨時交付金（保育施設衛生環境対策事業）　40,600

地方創生臨時交付金（新生児臨時特別定額給付金給付事業）　83,000

地方創生臨時交付金（子育て支援施設衛生環境対策事業）　1,900

地方創生臨時交付金（障害児通所施設管理事業）　200

地方創生臨時交付金（放課後児童クラブ衛生環境対策事業）　11,300

地方創生臨時交付金（被災者生活支援事業）　1,000

地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金　7,730

地方創生臨時交付金（老人福祉施設管理事業）　5,300

地方創生臨時交付金（予防接種事業）　90,900　

地方創生臨時交付金（林業振興事業）　850

地方創生臨時交付金（雇用対策事業）　▲4,000

地方創生臨時交付金（企業支援事業）　▲161,910

地方創生臨時交付金（融資利子補給事業）　20,000

地方創生臨時交付金（公園衛生環境対策事業）　72,000

地方創生臨時交付金（公園施設整備事業）　54,000

地方創生臨時交付金（小学校衛生環境対策事業）　188,000　

地方創生臨時交付金（中学校衛生環境対策事業）　48,000

地方創生臨時交付金（幼稚園衛生環境対策事業）　4,300

地方創生臨時交付金（複合文化施設管理運営事業）　2,100

地方創生臨時交付金（高等学校衛生環境対策事業）　3,500

地方創生臨時交付金（高等学校空調設備整備事業）　64,000

地方創生臨時交付金（体育館管理事業）　1,700

社会教育施設災害復旧費補助金　3,133　　消防防災施設整備費補助金　10,972

自衛官募集事務委託金　128　　年金生活者支援給付金事務委託金協力・連携分　330

● 県支出金

・ 介護保険低所得者保険料軽減負担金（過年度分）　1,516

国土利用計画費交付金　33　　地域生活支援事業費補助金　▲62

市町村振興総合補助金（市町村地域福祉おこし事業）　1,500

子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金）　13,270

新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金　2,600

農林業災害対策資金利子補給事業費補助金　300

みやぎの農業・農村地域活力支援事業交付金　1,661

小規模山地災害対策促進事業費補助金　70

事業者支援市町村補助金　239,000

林野火災防ぎょ訓練事業費補助金　▲1,500

● 財産収入

・ 東日本大震災復興交付金基金収入　776　　土地売払収入　79,279

16款 80,055 24

15款 258,388 20

地方創生支援事業費補助金（ＳDGｓモデル事業）　30,000
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● 寄附金

・ がんばる石巻応援寄附金  33,214　  災害復旧費寄附金　306

（仮称）市民文化ホール建設費寄附金　3,119

● 繰入金

（1） 財政調整基金繰入金  24,823

（2） 国際交流基金繰入金　▲10,751

（3） 地域づくり基金繰入金　▲2,250

（4） がんばる石巻応援基金繰入金　▲35,836

（5） 震災復興基金繰入金　432,462

　　　　　（県交付金分 7,058、現年災分 62,255、市独自分 39,961、防集分 323,188）

【充当先】 （県）

（県）

（現）

（現）

（市）

（市）

（市）

（市）

（防）

（防）

（6） 東日本大震災復興交付金基金繰入金　668,080

【充当先】

（7） 公共施設等整備基金繰入金　35,300

（8） 森林環境整備基金繰入金　10,000

（9） 21世紀の田園文化創造基金繰入金　56,412

（10） 市営住宅管理運営基金繰入金　3,580

（11） 市街地開発事業特別会計繰入金　201,075

（12） 下水道事業会計繰入金　48,291

● 繰越金

・ 前年度繰越金　2,150,000

● 諸収入

・ 友好都市交流事業参加者負担金　▲258

東京オリンピック・パラリンピック観戦チケット販売収入　▲368

● 市債

・ 道路新設改良事業債　98,700　　消防施設整備事業債　87,800

社会教育施設整備事業債　211,800　　臨時財政対策債　▲244,600

災害援護資金貸付金（過年度分）  7,450

20款 ▲ 626 38

観光物産復興事業費 9,000

東日本大震災復興交付金基金費 282,789

公民館震災関係費

17款 36,639 28

18款 1,431,186 30

21款 161,150 40

水産業復興対策費 9,248

石巻港復興活性化プロジェクト関係費 ▲ 2,190

体育施設震災関係費 17,661

内水排除対策費 99,600

内水対策事業費 40,800

地域コミュニティ再生関係費 10,080

9,400

内水対策事業費 510

内水排除対策費 61,745

地域コミュニティ再生関係費 3,900

一般財源化（防集売払収入積立分） 40,399

19款 2,150,000 36

南浜津波復興祈念公園整備事業費 77,600

排水不良対策事業費 440,000
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【歳　出】

注1） 項目の左欄に（東）と記載のあるものは「目」が東日本大震災関係費の事業

注2） 以下、「新型コロナウイルス感染症」は「感染症」と略して表記する。

注3） 感染症拡大の影響により中止等となった事業費の減額補正分については、主なものを除き、

別紙一覧表への記載とする。

● 議会費

（1） 議員関係費

・ 感染症対策に要する事業費の財源に充てるため、中止とした市議会各種委員会の

視察研修の費用及び政務活動費を減額するもの。

旅費　▲7,100　　政務活動費交付金　▲5,400

● 総務費

（1） 総務管理職員人件費

・ 感染症による深刻な地域経済への影響を踏まえ、財政対策の一環として市長及び

副市長の期末手当を削減するもの。

職員手当等　▲1,294　　共済費　▲57

（2） SDGｓ推進関係費

・ コミュニティを核とした持続可能な地域社会の構築を目指す本市の取組について、

SDGｓ未来都市及び自治体SDGｓモデル事業として選定されたため、関連する事

業費を予算措置するもの。

SDGｓ普及啓発業務委託料　16,600

グリーンスローモビリティ活用業務委託料　17,350

備品購入費（グリーンスローモビリティ電動カート、カート用太陽光非接触充電

ステーション、コミュニケーションロボット）　29,000

その他（報償費、旅費、需用費、役務費）　5,100

（3） 国土利用計画関係費

・ 県の補助内示に基づき、国土利用計画法に基づく手続の事務費を計上するもの。

需用費　33

（4） 地域情報化推進関係費

・ 県の道路改良工事に伴う、風越地区のイントラケーブル支障移転に要する経費

イントラケーブル支障移転業務委託料　9,000

（5） 雄勝総合支所関係費

・ 来年3月末の雄勝総合支所開庁準備に向けた施設管理に要する経費

需用費　183　　庁舎施設維持管理等業務委託料　3,500

電話交換機器等借上料　106　　テレビ共同受信施設組合負担金　561

（6） 電子計算処理費

・ 税系システム群の更新に合わせ、共通基盤システムが実施する情報連携の改修等

を行うもの。

情報システム構築等業務委託料　23,000

旅費　▲85　　パーソナルコンピュータ借上料　▲5,382

（7） がんばる石巻応援基金費（積立金）

・ 5月～6月分として採納した寄附金（3,369件分）

9,000 44

2款

▲ 1,351 44

68,050 44

33 44

4,350 46

4617,533

33,214 46

▲ 12,500 42

1款
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（8） 震災復興基金費（積立金）

・ 5月～7月分として採納した災害復旧費寄附金（10件分）　306

・ 繰越事業の決算に伴う基金繰入金の戻入　78,445

・ 緊急経済対策等保証料補給事業に係る返戻金　4,427

・ 土地売払収入分（旧水産物地方卸売市場用地）　58,294

（9） 東日本大震災復興交付金基金費（積立金）

・ 繰越事業の決算に伴う基金繰入金の戻入等

（10） 自衛官募集事務費

・ 国の委託金確定に伴う事務費の増額措置

（11） 国県補助金等精算還付金

・ 相続登記未完了資産に係る固定資産税過誤納金の還付及びその他事業費の

精算に伴う国県支出金の返還金

（東） （12） 地域コミュニティ再生関係費

・ 下釜南部地区及び湊東地区の区画整理事業進捗に伴う住居表示に要する経費

住居表示変更業務委託料　12,600

・ 来年4月供用開始予定の大川地区コミュニティセンターに係る物品等購入費

需用費　360　　備品購入費　3,540

（13） 収納関係費

・ 相続登記未完了資産に係る固定資産税過誤納金に伴う還付加算金

● 民生費

（1） 福祉関係国県補助金等返還金

・ 事業費の精算に係る国県支出金の返還金

（2） 総合福祉会館管理費（新型コロナウイルス対策分）

・ うしお荘及びみなと荘の感染症対策に要する経費

需用費　262　　手洗い自動水栓化工事　2,138　　備品購入費　704

（3） 障害者保健福祉事業費（新型コロナウイルス対策分）

・ 感染時の重症化リスクが高いと考えられる呼吸器障害や腎臓障害を有する方を

対象にマスクを配布するもの。

需用費　1,430　　役務費　527

（4） 国民年金費

・ 年金生活者支援給付金支給に係るシステム改修に要する経費

国民年金システム改修業務委託料　330

（5） 高齢者施設等防犯防災対策事業費

・ 認知症高齢者グループホームの老朽化修繕に対し、補助金を交付するもの。

高齢者施設等防犯防災対策事業費補助金　7,730

（6） 老人福祉施設管理費（新型コロナウイルス対策分）

・ 各地区の老人福祉施設の感染症対策に要する経費

需用費　1,429　　手洗い自動水栓化工事　2,813　　備品購入費　1,461

（7） 民間保育所助成費

・ 国の補助内示に基づき、民間事業者が行う保育所等整備事業に対し、補助金を

交付するもの。

民間保育所建設助成事業補助金　28,603

（8） 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対し、補助金を交付するもの。

私立認可保育所施設衛生環境対策事業補助金　7,300　　役務費　1

46

2,129,859 48

170,504 52

3,104

2,225 50

1,957 52

330 52

7,730 54

5,703 54

52

128 48

170,000 48

16,500 48

141,472

3款

28,603 56

7,301 56
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（9） 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対し、補助金を交付するもの。

地域型保育事業所施設衛生環境対策事業補助金　1,600　　役務費　1

（10） 新生児臨時特別定額給付金給付事業費（新型コロナウイルス対策分）

・ 特別定額給付金の対象とならなかった本年4月28日以降に出生した新生児の

保護者に対し、新生児1人につき10万円を給付するもの。

（令和3年4月1日生まれまでを対象とする。）

新生児臨時特別定額給付金　86,500　　その他（需用費、役務費）　382

（11） 子育て支援施設衛生環境対策事業費（新型コロナウイルス対策分）

・ 子育て支援施設の感染症対策に要する経費

手洗い自動水栓化工事　2,048

（12） 保育所管理費

・ 保育システムの改修費及び幼保無償化に係る事務費の増額分の予算措置

保育システム改修等業務委託料　1,320　　備品購入費　550

（13） 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

手洗い自動水栓化工事　30,908

（14） こども園管理費（新型コロナウイルス対策分）

・ こども園の感染症対策に要する経費

手洗い自動水栓化工事　4,778

（15） （仮称）河北統合保育所施設整備事業費

実施設計業務委託料　27,000

（16） 障害児通所施設管理費（新型コロナウイルス対策分）

・ 障害児通所施設の感染症対策に要する経費

手洗い自動水栓化工事　293

（17） 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

手洗い自動水栓化工事　12,480

（東） （18） 被災者生活支援事業費（新型コロナウイルス対策分）

・ 復興公営住宅等を中心に活動するサロン団体に対し、感染症対策として消毒液等を

配布するもの。

需用費　1,166

● 衛生費

（1） 予防接種費（新型コロナウイルス対策分）

・ 地域の医療機関の負担を軽減し、高齢者等の重症化を予防するため、高齢者インフ

ルエンザ予防接種の自己負担額を無料化し、接種率の向上を図るもの。

各種予防接種業務委託料　184,800

（2） 田代診療所費（新型コロナウイルス対策分）

・ 医療従事者に対する慰労金（1人当たり5万円）の交付に要する経費

（3） 雄勝診療所費（新型コロナウイルス対策分）

・ 医療従事者に対する慰労金（1人当たり5万円）の交付に要する経費

（4） 橋浦診療所費（新型コロナウイルス対策分）

・ 医療従事者に対する慰労金（1人当たり5万円）の交付に要する経費

（5） 寄磯診療所費（新型コロナウイルス対策分）

・ 医療従事者に対する慰労金（1人当たり5万円）の交付に要する経費

184,800

4款

62

1,870 56

30,908 56

4,778 56

27,000 56

1,601 56

86,882 56

2,048 56

293 56

12,480 58

1,166 60

50 62

250 62

300 62

150 62
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（6） 雄勝歯科診療所費（新型コロナウイルス対策分）

・ 医療従事者に対する慰労金（1人当たり5万円）の交付に要する経費

（7） 夜間急患センター費（新型コロナウイルス対策分）

・ 医療従事者に対する慰労金（1人当たり5万円）の交付に要する経費

● 農林水産業費

（1） 農業振興費　

・ 新農業人活躍支援事業として、園芸施設整備等に要する経費を補助するもの。

みやぎの農業・農村地域活力支援事業交付金　3,322

（2） 農業振興費（新型コロナウイルス対策分）　

・ 感染症の影響による経営維持、再建に向けた支援に要する経費

農林業災害対策資金利子補給事業費補助金　375

（3） 土地改良事業関係助成費

・ 土地改良事業の支援に要する経費（桃生町西地区、河南1期・2期地区）

水利施設整備事業補助金　7,844

（東） （4） 農業復興推進費　

・ 事業完了に伴う精算及び談合事件違約金の県への返還金

（5） 林業振興費（新型コロナウイルス対策分）

・ 林業事業者の支援に要する経費（県補助金の嵩上げ補助）

県産材流通対策緊急支援事業費補助金　849　　役務費　1

（6） 小規模治山事業対策費

小規模治山対策工事（寄磯地区）　210

（7） 森林環境整備事業費

・ 防災集団移転団地周辺の森林整備に要する経費

森林環境整備業務委託料　10,000

（東） （8） 水産業復興対策費

・ 水産業者等が実施する、従業員確保のための宿舎整備に対し、県と協調して補助金

を交付するもの。

水産業従業員宿舎整備事業費補助金　9,248

● 商工費

（1） 観光施設管理費

・ 道の駅「上品の郷」温泉施設について、本年8月18日から12月15日まで、改修工事

に伴い休業することから、その間に発生する減収分について指定管理料で補てんす

るもの。

道の駅「上品の郷」指定管理料　35,000

十八成浜ビーチパーク維持管理等業務委託料　▲1,160（感染症の影響による事業中止）

（東） （2） 観光物産復興事業費

・ 雄勝拠点エリアの道の駅化に係る改修経費

雄勝地域拠点エリア道の駅改修工事　9,000

（3） 地方創生臨時交付金基金費（新型コロナウイルス対策分）

・ 中小企業融資利子補給事業に係る後年度事業費分の積立金

10,000 70

20,000 74

7,844 68

9,000 74

9,248 72

3,322 68

33,840 74

58,936 68

6款

850 70

7款

210 70

200 62

1,650 62

375 68
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● 土木費

（1） 道路新設改良事業費

・ 市道長尾3号線整備に伴う県に対する事業負担金

道路改良事業負担金　103,950

（東） （2） 排水不良対策事業費

・ 震災による地盤沈下に対応するため、災害応急工事により路面の嵩上げ復旧を

実施したが、その影響により側溝の排水不良が生じている箇所について、道路排

水施設の再整備及び舗装打換え等を行うもの。

側溝改良工事（市内25路線）　550,000

（東） （3） 内水排除対策費

・ 雨水排水対策のための仮設ポンプの借上げに要する経費

事業用機械借上料　185,000

（東） （4） 内水対策事業費

・ 祝田地区の内水排除対策に要する経費

市道舗装等工事　29,000　　排水施設設置工事　22,000

（5） 公園衛生環境対策事業費（新型コロナウイルス対策分）

・ 老朽化が進む手洗いのない公園トイレについて、衛生環境の向上を図るため、手

洗い付のユニットトイレに更新（16箇所）するもの。

需用費（修繕料）　86,800　　申請書作成等業務委託料　3,200

（6） 公園施設整備事業費（新型コロナウイルス対策分）

・ 地場産材を活用した公園休憩施設（四阿、ベンチ等）を整備するもの。

（設置箇所：セイホクパーク石巻こども広場ほか2箇所）

公園施設整備工事　60,000

（東） （7） 南浜津波復興祈念公園整備事業費

公園整備工事（園路、植栽、サイン設置等）　83,000

電柱等移設補償金　14,000

（8） 市営住宅管理費

・ 入居者移転計画に基づく公営住宅入居者への移転補償に要する経費

市営住宅等移転補償金　3,580

（東） （9） 防災集団移転促進事業費

・ 防災集団移転団地及び移転元地の一般分譲による国庫返還金

● 消防費

（1） 消防施設関係費

・ 国の補助内示に基づく予算措置

耐震性貯水槽設置工事（河南地区4基）　43,400　

（2） 河北消防署建設事業費

・ 新庁舎整備及び旧庁舎等解体の設計に要する経費

設計業務委託料　67,000

● 教育費

（1） 教育総務職員人件費

・ 感染症による深刻な地域経済への影響を踏まえ、財政対策の一環として教育長の

期末手当を削減するもの。

職員手当等　▲275　　共済費　▲51

550,000 76

67,000 86

8款

103,950 76

9款

43,400 86

10款

185,000 76

51,000 76

90,000 82

60,000 82

97,000 82

3,580 84

24,980 84

▲ 326 88
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（2） 小学校衛生環境対策事業費（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

手洗い自動水栓化工事　198,000

（3） 中学校衛生環境対策事業費（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

手洗い自動水栓化工事　51,300

（4） 石巻中学校改修事業費

・ 門脇中学校との統合に向け、耐力度調査を実施するもの。

耐力度調査業務委託料　4,600

（5） 石巻中学校屋内運動場改修事業費

耐力度調査業務委託料　3,700

（6） 高等学校衛生環境対策事業費（新型コロナウイルス対策分）

・ 桜坂高等学校の感染症対策に要する経費

手洗い自動水栓化工事　3,700

（7） 高等学校空調設備整備事業費（新型コロナウイルス対策分）

・ 桜坂高等学校普通教室等（17室）の空調設備整備に要する経費

需用費　50　　設計業務委託料　6,250　　

工事監理業務委託料　2,700　　空調設備整備工事　62,000

（8） 幼稚園衛生環境対策事業費（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

手洗い自動水栓化工事　4,500

（9） 複合文化施設管理費

・ 開館準備に向けた指定管理料の予算措置

複合文化施設指定管理料　35,000

（10） 複合文化施設管理費（新型コロナウイルス対策分）

・ 複合文化施設の感染症対策に要する経費

備品購入費　2,400

（11） 遊楽館管理費

・ 遊楽館の屋根等改修（漏水対策）に要する経費

工事監理業務委託料　9,000　　屋上防水等改修工事　214,000

（12） （仮称）市民文化ホール建設基金費（積立金）

・ 建設に対する寄附金を基金に積み立てるもの

（東） （13） 公民館震災関係費

・ 雄勝公民館の開館準備に要する経費

需用費　1,700　　備品購入費　7,700

（14） 体育館管理費（新型コロナウイルス対策分）

・ 総合体育館の感染症対策に要する経費

需用費　700　　備品購入費　1,200

（東） （15） 体育施設震災関係費

・ 雄勝地区体育施設（体育館・艇庫）の開設準備に要する経費

需用費　507　　役務費　25　　施設維持管理等業務委託料　129

備品購入費　17,000

3,700 94

71,000 94

4,500 96

2,400

35,000 98

9,400 98

223,000 98

98

3,119 98

1,900 100

17,661 100

198,000 90

51,300 92

3,700 92

4,600 92
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● 災害復旧費

（1） 雄勝公民館災害復旧費　

備品購入費　17,000

（2） 雄勝地区体育施設災害復旧費

備品購入費　4,700

（3） 雄勝総合支所災害復旧費

需用費　70　　役務費　30　　備品購入費　17,000

3 特別会計及び公営企業会計の主な内容

● 市街地開発事業特別会計

前年度決算剰余金の処分に伴う一般会計繰出金の補正

（歳入） 繰越金  201,075

（歳出） 繰出金　201,075

● 後期高齢者医療特別会計

前年度決算剰余金の処分に伴う後期高齢者医療広域連合納付金の補正

（歳入） 繰越金　12,102

（歳出） 後期高齢者医療広域連合納付金　12,102

● 介護保険事業特別会計

過年度国庫支出金等に係る償還金の補正

（歳入） 支払基金交付金　4,878　　繰入金　135,822

（歳出） 諸支出金　140,700

● 病院事業会計

新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金の計上、及び医療機器導入方法の変更等による補正

【病院事業収益】　83,300

（1）医業収益　▲2,400

・ その他医業収益　▲2,400

（2）特別利益　85,700

・ その他特別利益　85,700

【病院事業費用】　85,843

（1）医業外費用　143

・ 支払利息及び企業債取扱諸費　143

（2）特別損失　85,700

・ その他特別損失　85,700

【資本的収入】　

・ 企業債  ▲2,400　  他会計負担金  2,400

【資本的支出】

・ 機械装置購入費

（医療機器等購入費　▲2,400　　整形外科手術ナビゲーションシステムリース料　2,400）

4,700 104

17,100 104

11款

17,000 102

201,075 121

12,102 131

140,700 141

85,843 152
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● 下水道事業会計

前年度決算剰余金処分に伴う一般会計繰出金及び減価償却費の補正

【下水道事業収益】　33,342

（1）営業外収益　33,342

・ 長期前受金戻入　33,342

【下水道事業費用】　78,236

（1）営業費用　57,693

・ 減価償却費　57,693

（2）営業外費用　20,543

・ 他会計繰出金　20,543

【資本的支出】　27,748

・ 他会計繰出金　27,748

4 繰越明許費

【一般会計】（追加） （単位：千円）

3

9

10

10

5 債務負担行為

【一般会計】（追加） （単位：千円）

【病院事業会計】（追加） （単位：千円）

事　　　項 期　間 限　度　額

整形外科手術ナビゲーションシステムリース料

42,300

　 令和3年度～
令和7年度

26,914

児童手当及び児童扶養手当システム構築及び保
守業務

　 令和2年度～
令和8年度

105,984 180

新生児臨時特別定額給付金給付業務 　 令和3年度 1,000

限　度　額事　　　項 期　間

「石巻市農林業災害対策資金利子補給金交付要
綱」に基づく資金融資に伴う利子補給

　 令和3年度～
令和9年度

借入残高に対して年1.25％以内に
相当する額

款 項 事　　業　　名 金　　額

民生費 3 児童福祉費 （仮称）河北統合保育所施設整備事業 27,000

消防費 1 消防費 河北消防署建設事業 67,000

教育費 6 社会教育費 遊楽館改修事業 223,000

教育費 4 高等学校費
高等学校空調設備整備事業（新型コロナウイル
ス対策分）

64,700
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