
1 各種会計予算総括表

※ 土地取得特別会計は、繰越明許費について補正を行うもの。

※ 国民健康保険特別会計は、国庫支出金等の確定に伴う財源振替のみ補正するもの。

2 一般会計の主な内容

【歳　入】

● 地方譲与税

・ 地方揮発油譲与税　▲7,869　自動車重量譲与税　▲48,447　特別とん譲与税　▲619

● 利子割交付金

産業用地整備事業 847,044 847,044

3款 ▲ 2,069 44

病院事業会計 2,439,768 2,439,768

合              計 318,788,108 ▲ 5,806,320 312,981,788

介護保険事業 12,151,206 12,151,206

小　　　計 68,813,549

国民健康保険事業 21,538,294 0 21,538,294

後期高齢者医療 1,470,305

浄化槽整備事業 58,740 ▲ 11,358 47,382

市街地開発事業 12,225,599 12,225,599

漁業集落排水事業 24,170 24,170

農業集落排水事業 855,182 ▲ 1,061 854,121

特
　
別
　
会
　
計

土地取得 869,758 0 869,758

駐車場事業 22,469 22,469

2款 ▲ 56,935 38

(B)

水産物地方卸売市場事業 154,639 154,639

  今回の専決補正予算は、地方譲与税、各種交付金、地方交付税等の歳入額確定に伴う補正
及び震災復興特別交付税の現年災分の「震災復興基金」への積立金等を措置したほか、災害
救助費をはじめとする「東日本大震災関係分」及び「災害復旧費」等の事業費整理並びに各
種事業費整理に連動した国県支出金、地方債等の財源調整を主体に行ったもの。

下水道事業

（単位：千円）

計

(A)＋(B)

石巻市の平成25年度3月31日付け専決補正予算の概要

補正額

▲ 5,029,675一般会計

会　　計　　区　　分
現計予算額

(A)

246,758,146

千円

241,728,471

事項別
ページ

19,372,788 ▲ 764,226 18,608,562

1,470,305

69,590,194 ▲ 776,645
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● 配当割交付金

● 株式等譲渡所得割交付金

● 地方消費税交付金

● ゴルフ場利用税交付金

● 自動車取得税交付金

・ 自動車取得税交付金　89,795  旧法による自動車取得税交付金  2

● 地方交付税

・ 普通交付税  22,370  特別交付税　623,311　震災復興特別交付税　1,538,118

● 交通安全対策特別交付金

● 国庫支出金

（1） 公立学校施設整備費負担金（小学校費分）　116,808

（2） 災害復旧費国庫負担金　1,065,509

（公共土木施設　▲18,469  文教施設　1,083,978）

（3） 震災復興官民連携支援事業補助金  19,950

（4） 障害者自立支援給付支払等システム事業費補助金  1,550

（5） 子育て支援交付金  ▲32,795

（6） 廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金  1,089

（7） 社会資本整備総合交付金  ▲82,542

（石巻工業港曽波神線街路整備事業  ▲81,692  総合運動公園整備事業  ▲850）

（8） 学校施設環境改善交付金  ▲26,851

（小学校費分  11,436  中学校費分  ▲36,235  幼稚園費分  ▲2,052）

（9） 災害復旧費国庫補助金（文教施設）  ▲5,834

（10） 北上川流木処理作業委託金  ▲2,494

● 県支出金

（1） 災害弔慰金負担金  ▲659,063

（2） 災害障害見舞金負担金  ▲17,813

（3） 子育て支援対策臨時特例基金特別対策事業費補助金  184,019

（4） 保育所等複合化・多機能化推進事業費補助金  855

（5） 流域育成林整備事業費補助金  ▲592

（6） 小規模山地災害対策促進事業費補助金  ▲3,000

（7） 災害復旧費県補助金（厚生労働施設）  ▲53,492

● 財産収入

（1） 財政調整基金収入（利子収入）  ▲1,583

（2） 減債基金収入（利子収入）  ▲446

（3） 震災復興基金収入（利子収入）  ▲1,144

15款 ▲ 549,086 66

16款 ▲ 730 70

11款 494 58

14款 1,054,390 60

8款 89,797 54

10款 2,183,799 56

6款 18,147 50

7款 ▲ 100 52

4款 8,617 46

5款 40,777 48
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（4） 東日本大震災復興交付金基金収入（利子収入）  1,494

（5） 土地売払収入  949

● 寄附金

・ 一般寄附金  50  がんばる石巻応援寄附金  702  奨学資金費寄附金  3,825

災害復旧費寄附金  18,092

● 繰入金

（１） 財政調整基金繰入金　▲897,199

（2） 震災復興基金繰入金　▲4,556,933（県交付金分　▲4,543,478  独自分  ▲13,455）

【充当先】 （県）

（県）

（独）

（独）

（3） 東日本大震災復興交付金基金繰入金　1,251,071

【充当先】

● 諸収入

（１） 災害援護資金貸付金元利収入（東日本大震災関係分）  29,970

（2） 応急仮設住宅共同施設維持管理費等負担金  ▲48,500

（３） 立木売払収入  2,086

● 市債

・ 保健衛生事業債  ▲93,700  公有林整備事業債  ▲6,800  

小規模治山対策事業債  ▲6,000  道路新設改良事業債  ▲25,100

橋りょう新設改良事業債  ▲95,700  急傾斜地崩壊対策事業債  ▲29,500

街路整備事業債  ▲26,000  公園整備事業債  ▲285,000

公営住宅整備事業債  ▲82,900  復興公営住宅整備事業債  ▲363,000

消防施設整備事業債  ▲2,900  小学校施設整備事業債  ▲424,600  

中学校施設整備事業債  ▲45,200  高等学校施設整備事業債  ▲179,300  

幼稚園事業債  ▲10,300  幼稚園施設整備事業債  ▲1,200 

災害援護資金貸付金  ▲1,327,140  借換債  ▲528,100

災害復旧債  ▲87,500（農林水産業施設  ▲15,000  公共土木施設  ▲72,500）

内水排除対策費 173,600

1,079,119

雄勝地区保育所建設事業費 6,480

湊中学校再建事業費 ▲ 224

20款 ▲ 16,444 78

21款 ▲ 3,619,940 82

下水道事業特別会計繰出金（東日本大震災関係分）

雄勝地区診療所建設事業費 6,480

浄化槽整備事業特別会計繰出金（東日本大震災関係分） ▲ 7,232

学校給食センター建設事業費 ▲ 1,840

地域防災力向上対策費 ▲ 17,040

被災者住宅再建補助事業費 ▲ 4,532,913

湊小学校再建事業費 ▲ 10,926

総合福祉会館みなと荘移転新築事業費 8,691

湊小学校再建事業費 10,623

渡波小学校再建事業費 ▲ 7,586

渡波小学校再建事業費 ▲ 2,529

17款 22,669 74

18款 ▲ 4,203,061 76

地域コミュニティ再生関係費 ▲ 10,565

－3－



【歳　出】（財源振替のみの事業は省略）

● 総務費

（1） 財政調整基金費（積立金）

（2） 減債基金費（積立金）

・ 預金利子の確定分及び災害援護資金貸付金の繰上償還に伴う償還金を基金に積み増しするもの。

（3） がんばる石巻応援基金費（積立金）

・ 33件（1月から3月までの寄附金入金分）

（4） 震災復興基金費（積立金）

・ 災害復旧費寄附金受け入れ分及び震災復興特別交付税分を基金に積み増しするもの。

（5） 東日本大震災復興交付金基金費（積立金）

・ 預金利子の確定分を基金に積み増しするもの。

（6） 地域コミュニティ再生関係費

・ コミュニティづくり支援事業費補助金の額の確定に伴う減

● 民生費

（1） 東日本大震災援護費

・ 確定に伴う事業費と財源の整理

（2） 応急仮設住宅管理費

・ 確定に伴う事業費と財源の整理

（3） 被災者住宅再建補助事業費

・ 確定に伴う事業費と財源の整理

● 衛生費

（1） 浄化槽整備事業特別会計繰出金

（2） ごみ処理対策震災関係費

・ 確定に伴う事業費と財源の整理

（東） （3） 浄化槽整備事業特別会計繰出金（東日本大震災関係分）

（4） 上水道対策震災関係費

・ 石巻地方広域水道企業団災害復旧事業費負担金

確定に伴う負担金の減

● 農林水産業費

（1） 農業集落排水事業特別会計繰出金（東日本大震災関係分）

（2） 小規模治山事業対策費

・ 確定に伴う事業費と財源の整理

● 土木費

（1） 道路用地等管理費

・ 確定に伴う事業費の整理

（2） 市道管理関係費

・ 確定に伴う事業費の整理

（3） 道路新設改良事業費

・ 確定に伴う事業費と財源の整理

（4） 交通安全施設整備事業費

【（東）は東日本大震災復興交付金関連事業】

2款

▲ 1,583 84

▲ 2,192,982 90

29,524 84

702 84

985,426 84

1,494 84

▲ 10,593 84

3款

▲ 48,500 90

▲ 4,533,825 90

4款

▲ 35 94

▲ 1,305 94

▲ 9,642 94

▲ 119,059 96

6款

▲ 4,994 98

▲ 7,708 100

8款

▲ 3,800 102

▲ 2,000 102

▲ 18,091 102

▲ 10,660 102
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・ 確定に伴う事業費の整理

（東） （5） 内水排除対策費

・ 確定に伴う事業費と財源の整理

（6） 河川総務費

・ 確定に伴う事業費と財源の整理

（7） 石巻工業港曽波神線街路整備事業費

・ 確定に伴う事業費と財源の整理

（8） 下水道事業特別会計繰出金

（東） （9） 下水道事業特別会計繰出金（東日本大震災関係分）

・ 下水道事業特別会計の事業費確定に伴う一般会計繰出金の増

● 消防費

（東） （1） 地域防災力向上対策費

・ 確定に伴う事業費と財源の整理

● 教育費

（1） 奨学資金基金費（積立金）

・ 奨学資金費寄附金受け入れ分を基金に積み立てするもの。

（2） 小学校施設維持整備費

・ 確定に伴う事業費の整理

（東） （3） 湊小学校再建事業費

・ 確定に伴う事業費と財源の整理

（東） （4） 渡波小学校再建事業費

・ 確定に伴う事業費と財源の整理

（5） 中学校施設維持整備費

・ 確定に伴う事業費の整理

（6） 雄勝地区中学校統合移転新築事業費

・ 確定に伴う事業費の整理

（東） （7） 湊中学校再建事業費

・ 確定に伴う事業費と財源の整理

（8） 幼稚園管理費（教育総務課）

・ 確定に伴う事業費と財源の整理

（9） 湊こども園等移転新築事業費（幼稚園）

・ 幼稚園の増床分に係る事業費の追加

工事監理業務委託料  90  湊こども園移転新築工事  10,170

● 災害復旧費

（1） 道路橋りょう災害復旧費

・ 確定に伴う事業費と財源の整理

（2） 公立学校施設災害復旧費

・ 小学校　▲144,364　中学校　▲80,148

確定に伴う事業費と財源の整理

● 公債費

▲ 8,000 102

▲ 2,494 104

▲ 107,621 106

▲ 9,872 106

1,602,679 106

9款

▲ 31,300 110

10款

3,825 112

▲ 27,192 114

▲ 12,590 114

▲ 16,172 114

▲ 8,749 116

▲ 2,500 116

▲ 1,412 116

11款

▲ 22,323 126

▲ 10,170 120

10,260 120

▲ 224,512 128

12款
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（1） 公債費

・ 市債元金償還費　▲47,756　市債利子等支払費　▲166,145

確定に伴う整理

3 特別会計の主な内容

● 下水道事業特別会計

建設費、災害復旧費及び災害復旧費国庫補助金等の確定に伴う予算の整理を行ったもの。

（歳入） 分担金及び負担金  ▲682  国庫支出金　▲113,951　繰入金　1,592,807　

市債　▲2,242,400

（歳出） 公共下水道建設事業費　▲5,034  公共下水道復興建設事業費  ▲692,174    

流域下水道建設費  ▲62,910  下水道施設災害復旧費  ▲4,108

● 農業集落排水事業特別会計

災害復旧費及び災害復旧費県補助金等の確定に伴う予算の整理を行ったもの。

（歳入） 県支出金　5,033　繰入金　▲4,994　市債　▲1,100

（歳出） 農業集落排水施設災害復旧費　▲1,061

● 浄化槽整備事業特別会計

建設費及び国庫補助金等の確定に伴う予算の整理を行ったもの。

（歳入） 分担金及び負担金  357  国庫支出金　▲638　繰入金　▲9,677　市債　▲1,400

（歳出） 浄化槽整備推進事業費　▲1,716  浄化槽復興整備事業費  ▲9,642

● 国民健康保険事業特別会計

国庫支出金等の確定に伴う歳入予算の整理を行ったもの。

（歳入） 国庫支出金　282,903　療養給付費等交付金　▲12,738  県支出金  ▲83,519

繰入金（基金繰入金）  ▲186,646

▲ 213,901 132

千円
事項別
ページ

▲ 764,226 161

▲ 1,061 193

▲ 11,358 211

0 229
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4 繰越明許費

【一般会計】（追加） （単位：千円）

2

2

8

8

9

10

10

10

10

11

11

【一般会計】（変更） （単位：千円）

4

2

款 項 事　　業　　名 金　　額

総務費 1 総務管理費 地域情報化推進事業 10,600

総務費 1 総務管理費 テレビ共聴施設整備事業 1,799

土木費 2 道路橋りょう費 道路用地等管理事業 3,502

土木費 5 都市計画費 津波地域復興拠点市街地整備事業 59,400

消防費 1 消防費 耐震性貯水槽設置事業 9,040

小学校費 小学校施設維持整備事業 11,167

教育費 2 小学校費 万石浦小学校屋内運動場改築事業 10,000

教育費

教育費 2 小学校費 須江小学校校舎増築事業 125,830

教育費 4 高等学校費 高等学校統合整備事業 76,828

災害復旧費 4
その他公共施設・
公用施設災害復
旧費

金華山休憩所災害復旧事業 5,980

災害復旧費 4
その他公共施設・
公用施設災害復
旧費

にっこりサンパーク災害復旧事業 145,034

衛生費 1 保健衛生費 石巻斎場改修事業 113,000 122,050

合計

款 項 事　　業　　名
金　　額

変更前 変更後

459,180
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8

10

10

10

11

11

11

【土地取得特別会計】（変更） （単位：千円）

1

【農業集落排水事業特別会計】（変更） （単位：千円）

2

教育費 5 幼稚園費
湊こども園等移転新築事業
（幼稚園）

7,002 17,262

教育費 6 社会教育費 震災文化財等保護管理事業 21,600 45,750

教育費 2 小学校費
桃生小学校水泳プール改築
事業

78,972 80,018

土木費 5 都市計画費 被災市街地再開発事業 215,656 256,696

災害復旧費 2
公共土木施
設災害復旧
費

道路橋りょう災害復旧事業 2,007,605 1,977,445

災害復旧費 3
文教施設災
害復旧費

小学校災害復旧事業 30,300 403,878

変更増額 77,201

変更増額 590,484

災害復旧費 3
文教施設災
害復旧費

中学校災害復旧事業 39,900 201,420

災害復旧費 1
農業集落排
水施設災害
復旧費

農業集落排水施設災害復旧
事業

111,299 188,500

209,102

款 項 事　　業　　名
金　　額

変更前 変更後

変更増額 137,406

合計

土地取得費 1 土地取得費 復興公共事業用地取得事業 71,696

款 項 事　　業　　名
金　　額

変更前 変更後

2,514,035 3,104,519

－8－


