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(１万円未満四捨五入)一般会計予算の内訳 一般会計予算の内訳 

歳 入 
586億8,000万円 
歳 入 

586億8,000万円 
歳 出 歳 出 

市　税 
165億2,605万円 
（28.2％） 

総務費 
70億3,826万円 
（12.0%） 

衛生費 
75億2,046万円 
（12.8%） 

農林水産業費 
22億7,338万円（3.9%） 

商工費 12億5,592万円 
（2.1%） 

民生費 
142億4,591万円 
（24.3%） 

土木費 
55億8,936万円 
（9.5%） 

教育費 
75億6,916万円 
（12.9%） 

公債費 
98億8,876万円 
（16.9%） 

地方交付税 
204億円 
（34.8％） 

市　債 
60億5,700万円 
（10.3%） 

国庫支出金 
46億5,027万円 
（7.9％） 

586億8,000万円 

586億8,000万円 

地方譲与税・各種交付金 
49億500万円（8.4％） 

県支出金 
25億9,624万円 
（4.4%） 

繰入金 
1億1,054万円 
（0.2%） 

諸収入 
20億6,487万円（3.5%） 

その他（使用料手数料等） 
13億7,003万円（2.3%） 

その他 
6億1,475万円（1.0%） 

地方譲与税・各種交付金 
49億500万円（8.4％） 

消防費 
26億8,404万円 
（4.6%） 

(１万円未満四捨五入)

※増減率は平成17年度当初予算との比較で、▲は減少を表します。 

区　　　分 

会計別予算一覧 

予  算  額 増減率 

一　般　会　計　① 

企業会計（病院事業）③ 

合計（①+②+③）  

586億8,000万円 

9,353万円 

6億7,173万円 

6,453万円 

3億8,727万円 

9,666万円 

3,274万円 

79億6,253万円 

1,823万円 

9億2,017万円 

7,667万円 

170億7,718万円 

160億6,435万円 

81億4,996万円 

516億1,555万円 

56億2,827万円 

1,159億2,382万円 

土地取得 

診療所事業 

おしかホエールランド事業 

水産物地方卸売市場事業 

旅客定期航路事業 

駐車場事業 

下水道事業 

漁業集落排水事業 

農業集落排水事業 

浄化槽整備事業 

国民健康保険事業 

老人保健医療 

介護保険事業 

小計 

▲ 16.6 

▲ 86.4 

▲ 13.0 

▲ 17.2 

▲ 35.4 

▲ 2.1 

▲ 6.4 

▲ 7.1 

▲ 5.5 

▲ 2.2 

▲ 16.8 

▲ 5.6 

▲ 9.9 

▲ 9.9 

▲ 9.3 

2.6 

▲ 12.7
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会計別予算一覧 

市民一人当たりに使われるお金 34万6,636円
（４月１日現在の人口で換算）

一般会計の歳出が、市民一人当たりどのような内容にどれ
くらい使われているかを表したものです。

主な歳出内容
●総務費　４万１,５７７円
市庁舎の維持管理、防災対策費などの経費です。
●民生費　８万４,１５４円
社会福祉、児童福祉、生活保護などの経費でみなさんの安
定した社会生活を保つための経費です。
●衛生費　４万４,４２５円
予防接種などの保健衛生や、ごみの収集・処理など衛生的
な生活を保つための経費です。
●土木費　３万３,０１８円
道路、河川、港、公園などの整備、市街地再開発などの経
費です。
●教育費　４万４,７１３円
幼稚園、小・中学校や高校の学校教育に、社会教育を併せ
た教育全般にわたる経費です。
●公債費　５万８,４１５円
借入金の返済に充てる元利償還金などです。
●その他　４万３３４円
農林水産業、商工業の振興や雇用対策に要する経費などで
す。

※参考　市民一人当たりの市税額　　９万７,６２３円

市税収入が依然厳しく、地方債（借金）の残高が膨大となっ

ている状況の中、新市の２年目となる予算は、将来を見据えた

持続可能なまちづくりのために、人件費や投資的経費の削減な

ど、これまでのものの見方にとらわれない視点で、大胆な見直

しを行いながらも、福祉と教育の事業については、できるだけ

縮小しないように配慮しました。

1,159億 2,382万円 1,159億 2,382万円 1,159億 2,382万円 1,159億 2,382万円 
平成18年度予算 
 

一般会計 586憶8,000万円
特別会計 516億1,555万円
企業会計（病院事業）56億2,827万円
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1．個性あふれる人と文化をはぐくむまち
a幼児・学校教育の充実
¡湊幼稚園・湊保育所の幼保一本化事業に

8,258万円
¡湊小学校の大規模改造、和渕小学校の改築事業に

10億1,200万円

¡実りの里山創生事業に 145万円
s生涯学習の充実
¡生涯学習情報提供システム関係に 313万円

d歴史・文化資源の継承と活用
¡毛利コレクション整備推進に 734万円

fスポーツの振興
¡各スポーツ施設の運営管理や8月開催の東北総体
の運営に 3,007万円

2．健康で安心を実感できるまち
a健康づくりの推進
¡各種健康診査等老人保健事業に 5億8,592万円

s医療・救急体制の充実
¡病院事業会計補助金等病院事業の運営に

15億1,903万円

¡石巻赤十字病院の建設補助金交付に 9,153万円
d地域福祉の推進
¡災害ボランティア育成事業の支援に 64万円
¡地域福祉計画の策定関係に 123万円

f障害者福祉の充実
¡地域生活援助事業支援などに 2億5,534万円
¡障害者自立支援事業の推進に 2億5,603万円

g高齢者福祉の充実
¡デイサービス・バリアフリー等事業に

7,086万円
¡北上地区「特別養護老人ホーム」新設予定の用地
造成整備に 780万円

h子育て支援
¡家庭児童相談室運営、放課後児童クラブ関係に

6,279万円
¡児童手当の支給対象拡大に 3億7,440万円

3．活力と創造に満ちた産業のまち
a地域産業の振興
¡間伐事業、松くい虫対策事業に 1億7,587万円
¡漁港等施設整備に 3億4,396万円
¡商工業振興対策事業に 8億2,016万円

s新たな産業と雇用の創出
¡新産業創出の支援に 663万円
¡シルバー人材センター運営補助金等労働者対策に

6,158万円

4．安全で便利に暮らせるまち
a交通体系の整備
¡総合交通計画策定関係に 848万円
¡河南川尻線渋滞緩和の整備に 1億6,301万円

s快適な生活環境づくり
¡河北地区上納住宅整備や公営住宅の住宅用火災警
報器設置に 1億6,365万円

¡アスベスト対策工事に 6,740万円
¡防犯協会連合会補助金等防犯関係に 2,951万円

d防災対策の充実
¡避難場所指定の公園トイレの水洗化に

1億4,100万円

●自主防災組織防災資機材等購入補助金等災害対策に
364万円

5．環境と共生する快適なまち
a資源循環型社会の形成
¡雑紙類の分別収集等ごみ減量化、資源化事業に

640万円

6．市民が主役の創造のまち
a市民活動の基盤整備
¡コミュニティ助成金、地域まちづくり活動助成金
等まちづくり推進関係に 55万円

s交流の推進
¡中学生海外ホームステイ事業等国際交流推進に

707万円

7．パートナーシップで創るまち
a情報の公開と共有
¡市報やホームページ等情報提供の推進に

2,189万円
s市民と行政の協働のまちづくり
¡地域づくり基金事業助成金等地域活性化関係に

777万円

「新市まちづくり計画」の７つの基本方針に基づいた
一般会計予算の主な内容
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