
1 各種会計予算総括表  　　　 　   （単位：千円）

現計予算額 補正額 計

(A) (B) (A)＋(B)

61,775,075 1,817,794 63,592,869

165,597 165,597

801,366 801,366

52,361 52,361

450,737 20,000 470,737

26,890 26,890

8,634,022 8,634,022

20,041 20,041

601,346 601,346

58,848 58,848

18,575,937 18,575,937

1,332,949 1,332,949

72,282 72,282

9,976,129 9,976,129

40,768,505 20,000 40,788,505

6,043,166 40,000 6,083,166

108,586,746 1,877,794 110,464,540

２　一般会計の主な内容

【歳　入】 千円

● 14款　国庫支出金 1,540,274

（1）地域活性化・経済危機対策臨時交付金　1,354,130

（2）子育て応援特別手当交付金　140,400

（3）子育て応援特別手当事務取扱交付金　4,066

（4）中埣橋石巻大橋伊原津一丁目線橋りょう耐震補強事業費交付金　14,300

（5）学校情報通信技術環境整備事業費補助金　19,530　

（6）安全安心な学校づくり交付金　7,248　　

● 18款　繰入金 119,420

（1）財政調整基金繰入金　119,420

石巻市の平成21年度8月補正予算の概要

会　　計　　区　　分

一般会計

老人保健医療

特
　
別
　
会
　
計

小　　　計

漁業集落排水事業

土地取得

診療所事業

おしかホエールランド事業

　　（小学校費　4,360、中学校費　2,160、高等学校費　204、幼稚園費　524）

病院事業会計

合              計

　今回の補正予算は、国の経済危機対策関連補正予算に伴う「地域活性化・経済危機対策臨時
交付金」や「子育て応援特別手当交付金」に係る事業費のほか、国からの追加内示を受けた
「中埣橋石巻大橋伊原津一丁目線橋りょう耐震補強事業費」などを主体に編成したもの。

　　（小学校費　12,200、中学校費　5,850、高等学校費　610、幼稚園費　870）

水産物地方卸売市場事業

駐車場事業

下水道事業

介護保険事業

後期高齢者医療

農業集落排水事業

浄化槽整備事業

国民健康保険事業
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● 21款　市債 158,100

（1）庁舎施設整備事業債　61,900

（2）橋りょう新設改良事業債　11,100

（3）消防施設整備事業債　20,200

（4）保健体育施設整備事業債　10,900

（5）社会教育施設整備事業債　54,000

【歳　出】
千円

● 2款　総務費

(1)  集中管理車関係費（経済危機対策分） 41,000

・低公害車購入費：公用車更新20台

(2)  庁舎管理費（経済危機対策分） 166,900

・実施設計業務等委託料　13,100

・太陽光発電設備設置工事　153,800

　新庁舎（50ｋｗ）、桃生総合支所（10ｋｗ）、北上総合支所（10ｋｗ）　

(3)  普通財産管理費（経済危機対策分） 119,000

・実施設計業務等委託料　9,000

・旧水浜小学校、旧丸光石巻店解体工事　110,000　

(4)  情報プラザ関係費（経済危機対策分） 3,000

・情報設備機器購入費：セミナー用ディスプレイ機器等

(5)　行政推進費（経済危機対策分） 3,987

・集会所建設費補助金

　（南境東部集会所、新田第二部落センター、原生活センター、追舘公民館）

● 3款　民生費

(1)　保育所管理費（経済危機対策分） 40,800

・児童、職員用トイレ便器洋式化事業（21保育所　103箇所）　28,800　

・給食用冷凍冷蔵庫購入費（37台分）　12,000

(2)　子育て応援特別手当交付事業費（経済危機対策分） 144,466

・子育て応援特別手当　140,400、事務費　4,066

● 4款　衛生費

(1)　医療対策費（経済危機対策分） 24,300

・自動体外式除細動器購入費（81台）

(2)　環境政策推進費（経済危機対策分） 19,700

・環境情報センター備品購入費（パネル、会議用机、椅子等）　2,200　

・太陽光発電普及促進事業補助金（1ｋｗ当り35,000円、個人住宅60件、事業所20件）　17,500

(3)　病院事業運営費（経済危機対策分） 40,000

・病院事業会計負担金（市立牡鹿病院医療機器等購入事業）

　※印は、平成21年度予算計上済の事業に「地域活性化・経済危機対策臨時交付金」を
　　 充当したことによる財源振替。
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(4)　清掃業務関係費（経済危機対策分） 12,400

・低公害ごみ収集車購入費（1台）

● 6款　農林水産業費

(1)　水利事業費（経済危機対策分） 50,000

・農業用水路等改修工事（大江用水路等　5箇所）

(2)　農道管理費（経済危機対策分） 30,000

・河南地区大規模農道舗装工事

(3)　県営事業負担金（経済危機対策分） 2,500

・神取揚水機場応急対策事業調査費負担金

(4)　水産物地方卸売市場事業特別会計繰出金（経済危機対策分） 20,000

・繰出金

(5)　漁港建設改良事業費（経済危機対策分） 50,000

・実施設計業務委託料　3,000　

・各漁港施設改良工事（侍浜漁港等　10箇所）　47,000

※　水産振興対策費（財源振替のみ）

・マグロ漁船減船関連支援対策事業費補助金　40,000

● 7款　商工費

(1)　中心市街地振興対策費（経済危機対策分） 24,000

・地域商店街活性化事業費補助金（マンガモニュメント設置等）　12,000　

・まちなか賑わい創出事業費補助金（立町大通り、さかした通り）　12,000　

(2)　農商工連携推進費（経済危機対策分） 883

・セミナー開催経費等

(3)　観光振興対策費（経済危機対策分） 2,715

・イメージキャラクターグッズ作製委託料

(4)　家族旅行村管理費（経済危機対策分） 8,000

・家族旅行村施設整備工事（管理棟等外壁塗装　他）

● 8款　土木費

(1)　道路橋りょう総務職員人件費 ▲ 1,017

・補助対象による事業費支弁職員人件費への組替え

(2)　市道管理関係費（経済危機対策分） 137,000

・市道舗装等補修工事（中埣橋石巻大橋伊原津一丁目線等　10路線）

(3)　中埣橋石巻大橋伊原津一丁目線橋りょう耐震補強事業費 26,000

・職員人件費　1,017、事務費　183、実施設計業務委託料　24,800

(4)　公園管理費（経済危機対策分） 64,000

・公園施設整備工事（公園照明灯改修及び設置、日和山公園、河南中央公園野球場）

(5)　市営住宅管理費（経済危機対策分） 33,000

・市営住宅屋上防水改修工事（万石浦住宅1号棟、2号棟）
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● 9款　消防費

(1)　消防自動車関係費（経済危機対策分） 52,000

・自動車購入費（消防ポンプ車等6台）及び小型動力ポンプ購入費（4台）

(2)　防災行政無線通信施設管理費（経済危機対策分） 5,000

・戸別受信機等購入費（田代地区　72台）

(3)　災害対策費（経済危機対策分） 4,000

・地上デジタルテレビ等購入費（37台）

● 10款　教育費

(1)　小学校管理費（経済危機対策分） 46,500

・受信状況調査業務委託料　3,500

・地上デジタルテレビ等購入費（小学校43校）　43,000　

(2)　小学校施設維持整備費（経済危機対策分） 189,000

・実施設計業務委託料　13,000　

・屋上防水等工事（向陽、開北、石巻小学校）　176,000

(3)　小学校一般教材費（経済危機対策分） 7,700

・教用器具費（理科備品等購入経費：小学校43校）

(4)　小学校図書整備事業費（経済危機対策分） 4,500

・学校図書購入費（小学校43校：概算購入冊数　4,044冊）

(5)　中学校管理費（経済危機対策分） 22,700

・受信状況調査業務委託料　1,700

・地上デジタルテレビ等購入費（中学校21校）　21,000　

(6)　中学校一般教材費（経済危機対策分） 3,500

・教用器具費（理科備品等購入経費：中学校23校）

(7)　中学校図書整備事業費（経済危機対策分） 7,500

・学校図書購入費（中学校23校：概算購入冊数　4,314冊）

(8)　高等学校管理費（経済危機対策分） 3,060

・受信状況調査業務委託料　160

・地上デジタルテレビ等購入費ほか（高等学校2校）　2,900　

(9)　幼稚園管理費（経済危機対策分） 5,900

・受信状況調査業務委託料　400　

・自動体外式除細動器購入費（5台）　1,500

・地上デジタルテレビ等購入費（5幼稚園）　4,000

(10) 公民館管理費（経済危機対策分） 30,900

・実施設計業務等委託料　2,900　

・雄勝公民館太陽光発電設備設置工事（10ｋｗ）　28,000

(11) 公民館活動費（経済危機対策分） 1,400

・地上デジタルテレビ等購入費（石巻中央等　4公民館）
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(12) 文化センター運営費（経済危機対策分） 108,000

・実施設計業務等委託料　10,200　

・文化センター収蔵庫等改修工事　97,800

(13) 島の楽校管理運営費（経済危機対策分） 14,200

・実施設計業務等委託料　1,800　

・島の楽校シャワー棟新築工事　12,400

(14) 総合センター管理費（経済危機対策分） 52,500

・実施設計業務等委託料　4,300　

・河北総合センター屋上防水改修工事及び太陽光発電設備設置工事（10ｋｗ）　48,200

(15) 遊楽館管理費（経済危機対策分） 30,900

・実施設計業務等委託料　2,900　

・遊楽館太陽光発電設備設置工事（10ｋｗ）　28,000

(16) パークゴルフ場運営費（経済危機対策分） 64,000

・実施設計業務等委託料　5,700　　　

・休憩所施設建設工事（鉄骨造平屋建て　約306㎡）　54,000

・事業用器具費　4,000

・自動体外式除細動器購入費（1台）　300

(17) 体育館管理費（経済危機対策分） 71,000

・実施設計業務委託料　3,800　

・総合体育館屋上防水改修工事　67,200

(18) 牡鹿交流センター管理運営費（経済危機対策分） 30,900

・実施設計業務等委託料　2,900　

・牡鹿交流センター太陽光発電設備設置工事（10ｋｗ）　28,000

※　体育館管理費（財源振替のみ）

・総合体育館事業用器具費購入（移動式バスケットゴール2対）　8,800

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 20,000

(歳　入)　建設費繰入金（経済危機対策分）　20,000

(歳　出)　水産物地方卸売市場施設整備費（経済危機対策分）

・実施設計業務委託料　1,300　

・管理棟衛生設備改修工事（トイレの改修：1階　3箇所、2階　2箇所　等）　18,700

● 病院事業会計 40,000

（資本的収入）　一般会計負担金　40,000

（資本的支出）　建設改良費

・器械備品購入費（牡鹿病院：病院情報システム）　40,000

　国の経済危機対策関連予算に伴う「地域活性化・経済危機対策臨時交付金」に係る事業費を措置したもの。
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４　繰越明許費一覧表

○　一般会計 （単位：千円）

項 金　　額

　1　総務管理費 61,750

　1　総務管理費 17,500

　1　総務管理費 16,110

　1　総務管理費 17,500

　1　総務管理費 50,600

　3　児童福祉費 25,600

　3　水産業費 7,380

　3　水産業費 6,000

　2　小学校費 45,000

　2　小学校費 37,200

　2　小学校費 23,400

　6　社会教育費 17,500

　6　社会教育費 60,990

　6　社会教育費 7,860

　6　社会教育費 13,440

　6　社会教育費 16,110

　6　社会教育費 17,500

　6　社会教育費 37,730

　7　保健体育費 40,320

　7　保健体育費 17,500

○　水産物地方卸売市場事業会計 （単位：千円）

項 金　　額

1 　1　水産物地方卸売市場費 11,220
水産物地方
卸売市場費

款 事　　　　　業　　　　　名

 10 教育費

 10 教育費

総合体育館屋上防水改修事業（経済危
機対策分）

牡鹿交流センター太陽光発電設備設置
事業（経済危機対策分）

 10 教育費
かなんパークゴルフ場休憩所整備事業
（経済危機対策分）

 10 教育費

 10 教育費

雄勝公民館太陽光発電設備設置事業
（経済危機対策分）

文化センター収蔵庫等改修事業（経済
危機対策分）

島の楽校シャワー棟整備事業（経済危
機対策分）

河北総合センター屋上防水改修事業
（経済危機対策分）

河北総合センター太陽光発電設備設置
事業（経済危機対策分）

遊楽館太陽光発電設備設置事業（経済
危機対策分）

 10 教育費

 10 教育費

　2 総務費
桃生総合支所太陽光発電設備設置事
業（経済危機対策分）

北上総合支所太陽光発電設備設置事
業（経済危機対策分）

旧水浜小学校解体事業（経済危機対策
分）

款 事　　　　　業　　　　　名

　2 総務費
新庁舎太陽光発電設備設置事業（経済
危機対策分）

旧丸光石巻店解体事業（経済危機対策
分）

保育所トイレ改修事業（経済危機対策
分）

 10 教育費

長渡漁港防波堤改良事業（経済危機対
策分）

小淵漁港海岸門扉改修事業（経済危機
対策分）

石巻小学校屋上防水等改修事業（経済
危機対策分）

 10 教育費

 10 教育費
開北小学校屋上防水改修事業（経済危
機対策分）

 10 教育費

管理棟衛生設備改修事業（経済危機対
策分）

　2 総務費

　2 総務費

　6 農林水産業費

　6 農林水産業費

向陽小学校屋上防水改修事業（経済危
機対策分）

　2 総務費

　3 民生費

 10 教育費
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　　(資料）　国の経済危機対策関連補正予算に伴ない、今回予算計上する事業の概要

１　「地域活性化・経済危機対策臨時交付金」事業

（1）国の補正予算（第1号）「経済危機対策」における、「地方公共団体への配慮」の一事業

　　実現」、「その他将来に向けたきめ細かな事業」を積極的に実現できるよう創設されたもの。

（3）本市の交付金限度額は、1,354,130千円

２　「子育て応援特別手当交付金」事業

　　の一事業

　　　　　　　　　　　 第一子まで拡大して実施するもの。

　　　　　　　　　　　　　世帯主

（4）本市の対象人数　－　約3,900人

（5）本市の交付総額　－　140,400千円

（2）本事業は、地方公共団体において、「地球温暖化対策」、「少子高齢化社会対策」、「安全・安心の

（1）「経済危機対策」における、特に緊急に実施する「健康長寿・子育て」の中の「子育て・教育支援」

（2）交付金額　－　平成21年度に限り、子育て応援特別手当（3歳から5歳、年1人につき36,000円）を

（3）支給対象者　－　基準日平成21年10月1日（予定）において、「支給対象となる子」の属する世帯の
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