
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)

61,755,263 2,004,994 63,760,257

642,816 642,816

631,191 631,191

48,999 48,999

636,425 636,425

24,719 24,719

7,145,612 4,340 7,149,952

19,617 19,617

406,358 406,358

62,288 74 62,362

18,272,611 586,255 18,858,866

1,561,412 1,561,412

4,338 133 4,471

10,440,617 67,966 10,508,583

39,897,003 658,768 40,555,771

6,215,285 6,215,285

107,867,551 2,663,762 110,531,313

２　一般会計の主な内容

【歳　入】 千円
事項別
ページ

● 14款　国庫支出金 127,759 4

（1） 電波遮へい対策事業費等補助金　37,183

（2） セーフティネット支援対策事業費補助金　2,482

（3） 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金　12,672

（4） 地域住宅交付金（公的賃貸住宅）　▲30,241

（5） 史跡等購入費補助金　105,663　

● 15款　県支出金 49,903 6

（1） インフルエンザワクチン接種費用軽減事業費補助金 　45,700

（2） 重点分野雇用創出事業費補助金　4,598

（3） 農地制度実施円滑化事業費補助金　6,429

（4） 水産業災害対策資金利子補給費補助金　1,000

合              計

　今回の補正予算は、平成21年度決算が確定したことによる前年度繰越金や臨時財政対策
債、庁舎建設基金繰入金等の歳入予算を調整するとともに、齋藤氏庭園を公有化するための
購入費や将来の公債費償還へ対応するために減債基金積立金を措置したほか、国からの補助
内定による各種事務事業費などを主体に編成したもの。
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（5） 強い水産業づくり交付金（労働環境改善整備事業）　5,259

（6） 高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業整備費補助金　▲18,529

（7） 文化財保護補助金（史跡等購入事業）　5,283

● 17款　寄附金 7,925 12

（1） 一般寄附金　7,925

● 18款　繰入金 734,123 14

（1） 地域づくり基金繰入金　2,820

（2） 庁舎建設基金繰入金　731,275

● 19款　繰越金 300,000 18

（1） 前年度繰越金

● 21款　市債 787,100 22

（1） 歴史文化施設整備事業債　22,700

（2） 臨時財政対策債　714,400

（3） 地域総合整備資金貸付事業債　50,000

【歳　出】 千円
事項別
ページ

● 2款　総務費

(1) 人事管理関係費 5,000 24

・人事管理システム改修業務委託料

(2) 定住自立圏関係費 1,272 24

・定住自立圏共生ビジョン策定に係る懇談会に要する経費（委員30人）

(3) 地域住民自治システム関係費 2,820 24

・地域自治システムの構築に要する経費

　アドバイザー報酬（3人）　741　

　（仮称）住民自治組織設立支援事業費補助金　

　（均等割：20万円、人口割：10円）　1,712 等　

(4) 地域交通対策関係費 2,197 24

・水押・開北・大橋・水明地区住民バス運行協議会運行費補助金

(5) 財政調整基金費（積立金） 729,887 24

(6) 減債基金費（積立金） 731,275 24

(7) 電波遮へい対策関係費 37,183 26

・テレビ共聴施設整備事業費補助金

　当初予算追加分　22,575  今回補正分　14,608（新設4組合、改修2組合）　

　累計　17組合　101,183　

(8) 住民税関係費 38,000 28

・申告支援システム国税連携導入・運用業務委託料等

(9) 固定資産税関係費 14,538 28

・固定資産税等損害賠償金
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● 3款　民生費

(1) 公的介護施設等整備事業費 12,672 34

・公的介護施設等整備事業費補助金（スプリンクラー設備設置）

　グループホーム青葉、石巻馬っこ山グループホーム、グループホームサンフラワー

(2) 保育所管理費 2,800 36

・湊こども園の開設に伴う手洗い場等の修繕に要する経費

(3) 生活保護事務費 3,720 38

・レセプト情報管理システムの導入に要する経費

　医療扶助レセプトオンライン請求対応機器購入費等

● 4款　衛生費

(1) 予防接種費 22,120 40

・インフルエンザの予防接種に要する経費

　インフルエンザワクチン接種費用軽減助成金

　（生活保護・非課税世帯分：17,163人）　66,400 等

(2) 上水道対策費 151,800 44

・石巻地方広域水道企業団に対する負担金に要する経費　

　南境地区配水整備事業費負担金　29,816  簡易水道事業継承負担金　121,984

● 5款　労働費

(1) 観光ＰＲキャラクター活用事業費 4,598 46

・観光ＰＲキャラクター活用事業委託料（いしぴょんず）

● 6款　農林水産業費

(1) 農地制度実施円滑化事業費 6,429 48

・農地利用状況調査に要する経費

　報償金（調査員103人）  4,652 等

（2) 農業振興対策費 3,500 48

・農作物有害鳥獣駆除業務委託料（ニホンジカ：350頭分）

（3) 水産振興対策費 2,000 50

・水産業災害対策資金利子助成金（H22.2.28チリ地震津波被害：対象者64人）

（4) 労働環境改善整備事業費 6,125 50

・労働環境改善整備事業費補助金

　実施主体：宮城県漁業協同組合　実施箇所：北上町十三浜地内

　実施内容：荷揚用クレーン2.8トン型1基（大指地区）　2.0トン型2基（相川・大室地区）

● 7款　商工費

(1) 商工業振興対策費 50,000 52

・地域総合整備資金貸付金（転貸債）

　実施主体：（社福）和仁福祉会　実施箇所：特別養護老人ホーム「仁風園」

　実施内容：40床全室個室増築

(2) 観光施設管理費 5,000 52

・佐須浜地区仮桟橋撤去業務委託料
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● 8款　土木費

(1) 市道管理関係費 32,000 54

・道路舗装補修委託料　12,000   市道舗装等補修工事　20,000

(2) 道路新設改良事業費 23,000 54

・市道山崎馬鞍線の整備に要する経費（測量調査等業務委託料）

(3) 一般下水路管理費 4,000 54

・下水路施設維持管理等委託料（下水路浚渫）

(4) 地域住宅整備事業費（公的賃貸住宅） ▲ 67,300 58

・高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業整備費補助金

● 9款　消防費

(1) 消防団費 6,561 60

・全国消防操法大会の出場（雄勝消防団）に要する経費（選手5人）

　11月12日（金）　　愛知県蒲郡市

　団員報酬  1,428  報償金  1,000  費用弁償  2,646 等

● 10款　教育費

(1) 中学校施設維持整備費 18,000 62

・旧寄磯中学校解体工事

(2) 芸術文化振興費 300 64

・第九で手をつなごう公演実行委員会補助金

　2月27日（日）　　市民会館

(3) 齋藤氏庭園整備事業費 135,574 64

・齋藤氏庭園の公有化に要する経費

　測量業務委託料  2,243　　用地・建物・庭木等購入費　133,331

３　特別会計の主な内容

● 下水道事業特別会計 4,340 73

　消費税確定等に伴う補正

(歳　入)　　一般会計繰入金　16,312   諸収入（消費税還付金） 　▲12,000　　繰越金　　28

(歳　出)　　総務管理費（消費税納付分）　4,312　　一般会計繰出金　28  

　

● 浄化槽整備事業特別会計 74 89

(歳　入)　　一般会計繰入金　124   諸収入（消費税還付金） 　▲50

(歳　出)　　総務管理費（消費税納付分）　74

　消費税確定に伴う補正
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● 国民健康保険事業特別会計 586,255 101

　後期高齢者支援金及び平成21年度償還金確定に伴う補正

(歳　入)　　国庫支出金　1,676  県支出金　234  基金繰入金　　584,345

(歳　出)　　後期高齢者支援金　3,899  償還金　　582,356

● 老人保健医療特別会計 133 119

　平成21年度償還金確定等に伴う補正

(歳　入)　　国庫支出金　168  県支出金　41  一般会計繰入金　　▲77   支払基金交付金　1

(歳　出)　　償還金　133

● 介護保険事業特別会計 67,966 137

　日常生活圏域高齢者ニーズ調査及び平成21年度償還金確定に伴う補正

(歳　入)　　支払基金交付金　18,360 　　一般会計繰入金　5,000   基金繰入金　44,606  

(歳　出)　　総務管理費（ニーズ調査業務委託料）　5,000   償還金　62,966
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