
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)

63,689,760 1,391,151 65,080,911

642,816 1,060,829 1,703,645

628,192 472 628,664

47,864 47,864

636,120 636,120

24,719 24,719

7,144,800 2,520 7,147,320

17,363 17,363

394,367 394,367

61,842 61,842

18,858,866 616,509 19,475,375

1,561,412 21,797 1,583,209

4,471 4,471

10,511,017 ▲ 2,903 10,508,114

40,533,849 1,699,224 42,233,073

6,178,444 120,000 6,298,444

110,402,053 3,210,375 113,612,428

２　一般会計の主な内容

【歳　入】 千円
事項別
ページ

● 9款　地方特例交付金 45,819 4

(1)　児童手当及び子ども手当特例交付金　28,894

(2)　減収補てん特例交付金　16,925

● 10款　地方交付税 58,447 6

(1)　普通交付税(現計予算額　18,900,000  決定額　19,358,447)  　

● 12款　分担金及び負担金 ▲ 264 8

(1)　光ファイバー構築費他町負担金(美里町)　128　　

(2)　視聴覚センター運営費他市町負担金(東松島市 ▲317、女川町 ▲75)　▲392　　

● 14款　国庫支出金 345,389 10

(1)　障害者自立支援医療給付費負担金(1/2)　3,000

(2)　障害者自立支援介護給付費等負担金(1/2)　46,150

診療所事業

おしかホエールランド事業

国民健康保険事業

　今回の補正予算は、国の追加補助内示に伴う総合運動公園の用地購入費(第3工区の一部)、
子育て支援施設の環境整備のため実施する公立保育所等の冷房設備の整備に要する経費、太陽
光発電普及促進事業費補助金の追加計上、学校施設の耐震化を加速させるための耐震補強設計
業務に要する経費を措置したほか、石巻地区広域行政事務組合負担金の整理による予算などを
主体に編成したもの。
　

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

病院事業会計

石巻市の平成22年度12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

水産物地方卸売市場事業

駐車場事業

合              計
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(3)　地域生活支援事業費補助金(1/2)　8,000

(4)　地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金(10/10)　3,039

(5)　総合運動公園整備費補助金　285,200

● 15款　県支出金 58,314 14

(1)　障害者自立支援医療給付費負担金(1/4)　1,500

(2)　障害者自立支援介護給付費等負担金(1/4)　23,075

(3)　障害者自立支援特別対策事業費補助金　3,750

(4)　地域生活支援事業費補助金(1/4)　4,000

(5)　介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費補助金(10/10)　23,624

(6)　緊雇用創出事業費補助金　2,365

● 16款　財産収入 587 18

(1)　光ファイバー芯線貸付収入　　

● 17款　寄附金 2,960 20

(1)　がんばる石巻応援寄附金

● 18款　繰入金 45,713 22

(1)　財政調整基金繰入金　45,653

(2)　後期高齢者医療特別会計繰入金　60

● 20款　諸収入 255,686 26

(1)　土地取得特別会計立替払金戻入金　205,202

(2)　後期高齢者医療広域連合医療給付費負担金過年度返還金　50,484

● 21款　市債 578,500 30

(1)　公園整備事業債　541,800

(2)　小学校耐震化整備事業債　8,400

(3)　中学校耐震化整備事業債　28,300

【歳　出】 千円
事項別
ページ

● 2款　総務費

(1)　地域情報化推進関係費 822 32

・光ファイバー網保守業務委託料(H23.3.10サービス開始)

(2)　がんばる石巻応援基金費（積立金） 2,960 32

(3)　広域行政事務推進費 36,823 32

・石巻地区広域行政事務組合総務負担金  ▲3,134

・石巻地区広域行政事務組合財政平準化負担金(H23～28繰上償還)  39,957

(4)　住民情報システム改修事業費　　 20,000 34

・住民情報システム改修業務委託料(H21住民基本台帳法改正、外国人対象に)

● 3款　民生費

(1)　自立支援給付費 98,300 36

・介護給付・訓練等給付費　92,300

・自立支援医療給付費　6,000
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(2)　障害者自立支援特別対策事業費 5,000 36

・通所サービス利用促進助成金

(3)　生活支援事業費 16,000 36

・訪問入浴サービス事業扶助費　4,000

・日中一時支援事業扶助費　12,000

(4)　子ども医療対策費 430 36

・医療費助成拡大(H23小学校3・4年生まで)に伴う申請書送付等の準備費用

(5)　公的介護施設等整備事業費 3,039 38

・公的介護施設等整備事業費補助金(認知症高齢者グループホーム)

     火災報知機設備の整備  2施設(グループホームサンフラワー、グループホームぬくもりの家)

     スプリンクラー設備の整備  1施設(グループホームきたかみ)

(6)　介護基盤緊急整備等特別対策事業費 23,624 38

・介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金

     認知症高齢者グループホーム  1施設(グループホームぐらんす)

     小規模多機能型居宅介護事業所  1施設(ぴかぴか)

(7)　老人保護対策費 ▲ 1,085 38

・石巻地区広域行政事務組合老人ホーム負担金

(8)　民間保育所助成費 3,400 40

・民間保育所施設整備事業費補助金(午睡室として利用しているホール及び乳児室)

     冷房設備設置  2保育園(ひまわり保育園、メロン保育園)

(9)　保育所管理費(30公立保育所のうち21保育所) 36,000 40

・冷房設備設置(午睡室として利用しているホール及び乳児室)

(10)　児童館管理費 1,600 40

・冷房設備設置(集会室)

● 4款　衛生費

(1)　医療対策費 20,000 42

・網小医院運営費補助金

(2)　環境政策推進費 6,000 42

・太陽光発電普及促進事業費補助金の追加(＠125,000、48件分)

(3)　し尿処理対策費 ▲ 13,446 44

・石巻地区広域行政事務組合し尿処理施設負担金

(4)　ごみ処理対策費 ▲ 67,732 44

・石巻地区広域行政事務組合ごみ焼却施設負担金

(5)　上水道対策費 13,125 46

・寺山地区小規模水道改修事業費補助金　7,500

・石巻地方広域水道企業団職員児童手当及び子ども手当負担金　5,625

● 5款　労働費

※緊急雇用創出事業の追加措置

(1)　固定資産税基礎資料整備事業費(事務補助員2人) 788 48
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(2)　所得税・市県民税等申告事業費(事務補助員3人) 1,182 48

(3)　下水道水洗化普及事業費(事務補助員1人) 395 48

● 7款　商工費

(1)　観光振興対策費 3,000 50

・映画「エクレール・お菓子放浪記」製作委員会支援助成金

● 8款　土木費

(1)　総合運動公園建設推進費 1,060,829 52

・用地購入費( 88,145㎡)　1,083,717　　土地取得特別会計繰出金　▲22,888

● 9款　消防費

(1)　常備消防費 ▲ 19,574 54

・石巻地区広域行政事務組合消防負担金

● 10款　教育費

(1)　小学校施設維持整備費 65,000 56

・耐震補強設計業務等委託料(校舎：門脇小外5校、屋内運動場：須江小外11校)

(2)　中学校施設維持整備費 56,000 58

・耐震補強設計業務委託料(校舎：門脇中外3校、屋内運動場：蛇田中外2校)

(3)　視聴覚センター運営費 ▲ 2,018 60

・運営費の確定見込額に伴う減額補正

(4)　学校給食センター運営費 14,000 62

・燃料費の高騰に伴う不足見込額

３　特別会計の主な内容

● 土地取得特別会計 1,060,829 83

　国の追加補助内示に伴う総合運動公園の用地取得費(第3工区の一部)の補正

(歳　入)　　土地売払収入　1,083,717

　一般会計繰入金　▲22,888

(歳　出)　　運動公園用地取得費　855,627

　立替払金償還金　205,202

● 診療所事業特別会計 472 97

　平成21年度へき地診療所運営費補助金の確定に伴う返還金の補正

(歳　入)　　一般会計繰入金　472

(歳　出)　　償還金　472

● 下水道事業特別会計 2,520 107

　降雨量の増加による各ポンプ場の光熱水費の不足見込額及び蛇田土地改良区排水ポンプ場
の修繕に要する負担金の補正

(歳　入)　 一般会計繰入金　2,520

(歳　出)　　雨水排水ポンプ場管理費　2,520

　   光熱水費　2,300   蛇田土地改良区排水ポンプ場維持管理費負担金　220
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● 国民健康保険事業特別会計 616,509 117

　給付費の不足見込額及び国民健康保険システム改修業務委託料等の補正

(歳　入) 　国庫支出金　262,807

　療養給付費等負担金　27,793

　県支出金　33,466

  繰入金　292,443　

     一般会計繰入金　6,600   財政調整基金繰入金　285,843

(歳　出)　　国民健康保険システム改修業務委託料　6,600

　国民健康保険団体連合会システム 適化経費分担金　22,969

　保険給付費　585,554

   　療養諸費　482,708  高額療養費　102,846

　償還金　1,386

● 後期高齢者医療特別会計 21,797 143

　後期高齢者医療広域連合保険料負担金の前年度精算等に伴う補正

(歳　入)　　繰越金　21,797

(歳　出)　　後期高齢者医療広域連合保険料負担金　21,737

　一般会計繰出金　60

● 介護保険事業特別会計 ▲ 2,903 155

　認定審査会共同設置負担金の減額補正

(歳　入)　　一般会計繰入金　▲2,903

(歳　出)　　石巻地区広域行政事務組合介護保険負担金　▲2,903

● 病院事業会計 120,000 166

（収益的収入）     入院収益　228,930

    県救急患者退院コーディネーター事業費補助金　1,597

（収益的支出）　    薬品費　104,761   ガス料　10,000   雑損失　5,239

４　繰越明許費一覧表

【一般会計】 （単位：千円）

項 繰越金額

 2項　小学校費 58,500

 3項　中学校費 50,400

　市立病院の入院収益等の増と薬品費及び光熱水費の不足見込額による補正

款

 10 教育費
小学校施設維持整備事業(耐震補強設
計業務)

 10 教育費

事 　　　業　　　名

中学校施設維持整備事業(耐震補強設
計業務)
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５　債務負担行為の補正(追加)

【一般会計】 （単位：千円）

期　間

平成22年度
～平成23年度

平成23年度
～平成32年度

平成23年度
～平成25年度

平成23年度

平成23年度

平成23年度
～平成25年度

平成23年度
～平成25年度

平成23年度

平成23年度
～平成25年度

平成23年度
～平成25年度

平成23年度
～平成25年度

平成23年度～平成
27年度( 長)

【介護保険事業特別会計】

平成23年度
～平成27年度

6　債務負担行為の補正(変更)

【一般会計】
（単位：千円）

変更前 変更後

12,000 14,500

指定管理者と締結する基本協定に基づ
く指定管理料

委託事業者と締結する保守契約に基づ
く業務委託料

200,000

河南地区運行協議会乗合タクシー運行費補助金 7,100

19,800

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

河北地区住民バス運行協議会運行費補助金

3,800

35,700

北上在宅介護支援センター管理運営業務
指定管理者と締結する基本協定に基づ
く指定管理料

11,700

雄勝地区運行協議会バス等運行費補助金

NPO支援オフィス管理運営業務外27業務

桃生地区住民バス運行協議会運行費補助金

北上地区住民バス等運行協議会運行費補助金

寄磯前網地区乗合タクシー運行協議会運行費補
助金

17,100

9,900

農業振興地域整備計画策定業務

事     項

限　度　額事　　　項

稲井地域乗合タクシー運行協議会運行費補助金

山の手地区乗合タクシー運行協議会運行費補助
金

財務会計システム及び人事給与システム導入事業

光ファイバー網保守業務

4,100

21,900
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