
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)

243,265,123 15,980,471 259,245,594

2,328,174 2,328,174

1,531,837 ▲ 4,983 1,526,854

22,620 22,620

8,375,932 89,770 8,465,702

40,410 218 40,628

890,825 172,437 1,063,262

52,739 275 53,014

19,098,423 2,143,138 21,241,561

1,537,022 4,296 1,541,318

10,902,407 346,363 11,248,770

44,780,389 2,751,514 47,531,903

6,345,674 ▲ 760,284 5,585,390

294,391,186 17,971,701 312,362,887

○ 人件費 （単位：千円）

現計予算額 補正額 計

(A) (B) (A)＋(B)

13,101,506 ▲ 343,455 12,758,051

344,914 ▲ 26,541 318,373

40,121 ▲ 5,142 34,979

281,547 ▲ 21,929 259,618

3,738 218 3,956

11,551 37 11,588

7,957 275 8,232

2,690,266 ▲ 760,719 1,929,547

16,136,686 ▲ 1,130,715 15,005,971

2 一般会計の主な内容   　　　 　         

合              計

会 計 区 分

　今回の補正予算は、震災からの早期復興に資するため設置する「震災復興基金」への積立金及び
防災集団移転用地等の取得準備経費を措置したほか、仮設住宅の追加寒さ対策費用、仮埋葬用地
等に使用した公共施設の現状復旧経費、震災により殉職された消防団員遺族への特別賞じゅつ金、
被災畜産農家等への畜舎整備等支援経費、被災犠牲者追悼式挙行経費、普通教室が不足している
須江小学校の仮設校舎設置費及び道路、教育、防災施設等に係る災害復旧経費などについて所要
額を措置したもの。
　また、広域行政事務組合負担金の整理及び職員の人事異動等に伴う人件費の整理を併せて行った
もの。
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【歳　入】 千円
事項別
ページ

● 10款　地方交付税 1,056,972 4

(1)　特別交付税

● 14款　国庫支出金 1,324,463 6

(1)　災害復旧費国庫負担金　1,083,665

　　　（小学校　125,333　中学校　55,333　道路橋りょう　875,666（うち台風15号分　102,866）

　　　河川　27,333）

(2)　災害復旧費国庫補助金　205,798

　　　（公園　80,000　消防防災　10,666　情報通信　75,466　社会教育施設　39,666）

(3)　地域公共交通確保維持改善事業費補助金　35,000

● 15款　県支出金 10,215,555 10

(1)　災害救助費負担金　990,000

(2)　運動部活動外部指導者派遣事業費負担金（10/10）　1,200

(3)　震災復興基金交付金　8,525,806

　　　県から市町村への交付金は、総額330億円

　　　石巻市への交付額は県内第1位（交付割合25.8%）　※「震災復興基金」へ全額積立

(4)　個人県民税返還金交付金　800

(5)　子育て支援対策臨時特例基金特別対策事業費補助金　1,575

(6)　地域支え合い体制づくり助成事業費補助金　74,571

(7)　東日本大震災農業生産対策交付金　228,116

(8)　震災家畜緊急避難輸送管理支援対策事業費補助金　990

(9)　畜舎等施設整備支援対策事業費補助金　41,998

(10)　経営再建家畜導入支援対策事業費補助金　59,725

(11)　東日本大震災農業生産復旧緊急対策事業費補助金　131,118

(12)　災害復旧費県補助金　158,526

　　　（保育所　84,245　老人福祉施設　34,125　林道　22,500（うち台風15号分　10,000）　等）

(13)　県民税徴収委託金　330

(14)　学校教育活動復旧支援事業費委託金　800

● 16款　財産収入 22,712 16

(1)　住民生活に光をそそぐ交付金基金収入　39

(2)　農業倉庫敷地売払収入　22,673

　　　所在地：石巻市小船越字後223番3　地目：雑種地　面積：8,720.59㎡　

● 17款　寄附金 219,231 20

・　がんばる石巻応援寄附金　21,422　災害復旧費寄附金　197,579　

　　消防団活動支援費寄附金　230

● 18款　繰入金 933,748 22

(1)　財政調整基金繰入金　933,588

(2)　特別会計繰入金　160
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　　　（後期高齢者医療特別会計　1　水産物地方卸売市場事業特別会計　159）

● 19款　繰越金 400,000 26

(1)　前年度繰越金

● 20款　諸収入 94,990 28

・東日本大震災見舞金　200　個別受信難視聴対策事業費補助事業助成金　11,130

　消防団員退職報償金収入　81,320　水道工事費負担金　2,340

● 21款　市債 1,712,800 30

(1)　小学校建設事業債　30,400

(2)　災害復旧債　727,100

　　　（公共土木施設　383,200　厚生労働施設　59,200　農林水産業施設　49,300

　　　文教施設　181,900　その他公共・公用施設　53,500）

(3)　災害援護資金貸付金　955,300

【歳　出】

● 2款　総務費

(1)　がんばる石巻応援基金費（積立金） 21,422 34

　　　・寄附内容：教育の充実、産業振興、保健福祉充実など

　　　　76件（4月から10月末までの寄附金入金分）

(2)　国県補助金等精算還付金 15,800 34

　　　・国・県補助金等の返還及び市税の還付等に要する経費

　　　　平成22年度国県補助金の精算に伴う返還金と市税の過誤納還付金等

(3)　広域行政事務推進費 ▲ 10,836 34

　　　・石巻地区広域行政事務組合総務負担金（人件費整理）

(4)　テレビ共聴施設整備事業関係費 11,130 34

　　　・テレビ共聴施設整備事業費補助金

　　　　事業主体：（仮称）御蔵場・兀山谷地テレビ共同受信施設組合（河南地区）

　　　　事業費：16,695（市補助11,130（補助率2/3）、組合負担5,565）　　受信世帯：62戸

　　　　工事概要：パンザマスト設置、各戸へのケーブル敷設等

　　　　工期：平成24年2月から10月

(5)　国県補助金等精算還付金（東日本大震災関係分） 533,240 34

　　　・平成22年度県支出金（災害救助費負担金）の精算に伴う返還金と震災に伴う法人

　　　　市民税の還付金

(6)　広域行政事務推進費（東日本大震災関係分） 1,401 34

　　　・石巻地区広域行政事務組合総務負担金（被災備品購入費）

(7)　東日本大震災犠牲者追悼式関係費 30,210 34

　　　・東日本大震災犠牲者追悼式挙行に要する経費

　　　　開催日時：平成24年3月11日（日）午後2時30分から午後3時30分

　　　　　※　式典終了後から午後5時までは一般参列者の献花を受け付ける。

　　　　式典会場：河北総合センター　
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　　　　　※　式典会場とは別に献花台を本庁及び各総合支所に設置

　　　　周知方法：地元紙、市ＨＰ、ＦＭラジオにより周知

　　　　交通手段：各総合支所、各支所、石巻駅前等から会場まで送迎バス運行

(8)　地域交通対策関係費（東日本大震災関係分） 14,313 36

　　　・仮設住宅入居者の移動手段の確保のため運行している路線バス及び住民バスへの運行

　　　　補助金等に要する経費

　　　　　路線バス運行維持費補助金　運行便数　6便（ミヤコーバス）　4,065

　　　　　河北地区住民バス運行協議会運行費補助金　運行便数　3便

　　　　　　（河北地区住民バス運行協議会）　3,754

　　　　　桃生地区住民バス運行協議会運行費補助金　運行便数　4便

　　　　　　（桃生地区住民バス運行協議会運行費補助金）　2,494　

　　　　　応急仮設住宅等路線バス実態把握調査業務委託料　4,000

　　　　　　現況交通実態調査、利用者ニーズ把握調査、既存仮設等路線バス検討課題の作成等

(9)　震災復興基金費（積立金） 9,500,000 36

　　　・震災からの早期復興に資するため設置する「石巻市震災復興基金」への積立金

　　　　　積立金内訳：震災復興基金交付金（県）　8,525,806

　　　　　　　　　　　　　一般財源　974,194（災害復旧寄附金　518,841　東日本大震災見舞金　　

　　　　　　　　　　　　　66,820　前年度繰越金（4億円の一部）　388,533　

(10)　住民税関係費（委託料） 13,700 38

　　　・税務システムの改修に要する経費（平成24年度からの扶養控除見直し等への対応）

(11)　収納関係費（東日本大震災関係分） 5,190 38

　　　・震災に伴う法人市民税の還付加算金

● 3款　民生費

(1)　介護保険事業対策費（繰出金） 43,438 50

(2)　後期高齢者医療対策費（東日本大震災関係分）（繰出金） 3,439 50

(3)　子ども手当支給事務費 2,575 52

　　　・子ども手当の支給等に関する特別措置法施行に伴うシステム改修（支給額等の変更

　　　　への対応）及び支給要件認定請求の勧奨に要する経費

　　　　　システム改修委託料　1,575　通信運搬費（郵便料）　1,000

(4)　災害救助費（東日本大震災関係分） 1,030,468 56

　　　・仮設住宅の追加寒さ対策及び仮埋葬用地等に使用した公共施設の原状回復に要する経費

　　　　　追加対策内容：エアコン設置　対象戸数：4,577戸（コンセント追加費用含む。）

　　　　　原状復旧施設：旧上釜ふれあい広場、旧沢田平形グランド、総合運動公園フットボール場

　　　　　　　　　　　　　　 にっこりサンパーク野球場

(5)　災害援護費（東日本大震災関係分） 964,474 56

　　　・不足が見込まれる災害援護資金貸付金と人事異動等による人件費の増額

　　　　　災害援護資金貸付金　955,300

　　　　　 現計　4,900,000　実績（6月から10月）　3,247,860（1,504件）　

　　　　　人件費　9,174
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(6)　被災者生活支援事業費（東日本大震災関係分） 74,571 56

　　　・要援護者を受入れ、利用者負担（居住費、食材費、光熱水費）を軽減している認知症

　　　 グループホーム等に対する助成金

　　　　　助成期間を9月1日から来年2月29日まで延長（延長期間分の助成金を増額措置）

　　　　　 ※　従前：3月11日から8月31日まで

　　　　　対象施設数：24（市内18　市外　6）　対象人数：123（市内115　市外8）

　　　　　

● 4款　衛生費

(1)　し尿処理対策費 ▲ 22,290 60

　　　・石巻地区広域行政事務組合し尿処理施設負担金（人件費整理）

(2)　ごみ処理対策費 5,789 60

　　　・石巻地区広域行政事務組合ごみ焼却施設負担金（人件費等整理）

(3)　浄化槽整備事業特別会計繰出金 275 60

(4)　し尿処理対策費（東日本大震災関係分） 37 60

　　　・石巻地区広域行政事務組合し尿処理施設負担金（被災消耗品購入費）

(5)　ごみ処理対策費（東日本大震災関係分） 2,490 60

　　　・石巻地区広域行政事務組合ごみ焼却施設負担金（焼却灰等処理経費）

● 6款　農林水産業費

(1)　農業集落排水事業特別会計繰出金 137 64

(2)　農業振興対策費（東日本大震災関係分） 331,437 64

　　　・震災により被災した農業共同利用施設等の復旧及び営農資機材整備等への支援に

　　　 要する経費

　 　　　①東日本大震災農業生産対策事業費補助金　209,069

　 　　　②東日本大震災農業生産復旧緊急対策事業費補助金　122,368

事 業 費 ② 補 助 金 自 己 資 金 事 業 概 要

170,000 42,500

(170,000) （補助対象の1/4）

222,810 53,050

(212,200) （補助対象の1/4）

37,735 8,984

(35,938) （補助対象の1/4）

31,148 7,416

(29,665) （補助対象の1/4）

7,327 1,744

(6,978) （補助対象の1/4）

34,115 8,122

(32,489) （補助対象の1/4）

2,210 552

(2,210) （補助対象の1/4）

122,368

【122,368】

　枠については、8月及び9月補正で予算措置済み。

②補助金については、従来自己資金対応となっていた補助残分へ県単補助金を上乗せすることで、自己資金の圧縮を図るもの。

(3)　畜産振興対策費（東日本大震災関係分） 102,713 64

　　　・震災家畜の避難輸送や被災畜舎等の整備、代替家畜の導入支援に要する経費

　 　　　震災家畜緊急避難輸送管理支援対策事業費補助金　990

9,749

553

138,238505,345

（補助対象の1/2）

244,739

42,500

63,660

10,782

8,900

2,094

パイプハウス（23棟・3,501㎡）、
暖房機9台、モーターポンプ8台

低コスト耐候性ハウス（鉄骨ハウ
ス）2棟（連棟）8,712㎡

麦乾燥調製施設（鉄骨2階建・
48坪、乾燥機60石2基

1,105

85,000

106,100

17,969

建物5棟及び設備（栽培ベンチ）
9棟修繕、耐震補強工事

建物（屋根ガラス）及び設備（栽
培ベンチ）修繕、耐震補強工事

パイプハウス9棟建設、トラク
ター、田植機、育苗箱等購入

施設設備修繕（選別関連装置）

交 付 先

農事組合法人ゆいっ
こ（北上）

【209,069】
計

① 補 助 金

14,832

3,489

16,244

㈲サントマト石巻（石
巻）

本町ライスセンター組
合（河南）

石巻地区園芸生産組
織連絡協議会（石巻）

いしのまき農業協同
組合（石巻）

農事組合法人舟形ア
グリ（河北）

（補助対象の1/2）

（補助対象の1/2）

（補助対象の1/2）

㈱いちごランド石巻
（石巻） （補助対象の1/2）

（補助対象の1/2）

（補助対象の1/2）

　枠が今回補正部分　【　】内の金額は、今回補正額
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　　　　　単価：輸送　往復5千円　飼養管理　乳用牛175円/日　肉用牛150円/日

　　　　　限度額：3,500千円　交付先（予定）：被災畜産農家2名

　 　　　畜舎等施設整備支援対策事業費補助金　41,998

　　　　　補助率等：1/3以内　施設設備は震災前頭羽数基準（乳用牛　864千円　肉用繁殖牛

　　　　　　　　　　　　 　　　　　463千円　肉用肥育牛　360千円　豚（繁殖雌豚）　59千円（肥育

　　　　　　　　　　　　　 　　　　豚は2頭で繁殖母豚1頭と換算）　鶏　2千円)

　　　　　　　　　　　　　　 　　　事業費上限30,000千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　施設改修は事業費300千円以上15,000千円まで

　　　　　交付先（予定）：被災畜産農家7名及び2法人

　 　　　経営再建家畜導入支援対策事業費補助金　59,725

　　　　　補助率等：1/2以内　死亡頭羽数を上限　限度額20,000千円

　　　　　　　　　　　 単価　乳用牛　580千円　肉用牛　550千円　ブロイラー　78円　採卵鶏　957円

　　　　　交付先（予定）：被災畜産農家9名及び2法人

(4)　堆肥センター関係費（東日本大震災関係分）  26,250 64

　　　・河北大川堆肥センターの災害復旧事業に対する補助金

　　　　 事業概要：攪拌機撤去・交換、電気設備交換

　 　　　事業主体：（仮称）河北大川堆肥センター利用組合

　　　　 事業費：36,750千円（うち補助対象事業費35,000千円）

　　　　　東日本大震災農業生産対策事業費補助金　17,500千円（補助率1/2）

　　　　　東日本大震災農業生産復旧緊急対策事業費補助金　8,750（補助率1/4）

(5)　農業集落排水事業特別会計繰出金（東日本大震災関係分）   43,100 64

(6)　水産物地方卸売市場事業特別会計繰出金  ▲ 5,142 68

(7)　漁業集落排水事業特別会計繰出金 218 68

(8)　水産振興対策費（東日本大震災関係分）        30,000 68

　　　・水産業共同利用施設の災害復旧に対する補助金

　　　　 事業概要：荷揚げクレーン・冷蔵庫・船揚げ機などの修繕

　 　　　交付先：漁業協同組合

　　　　 事業費：1施設1,500千円程度（30施設）　補助率2/3（上限1施設1,000千円）

● 8款　土木費

(1)　一般下水路管理費（東日本大震災関係分） 84,000 74

　　　・不足が見込まれる内水排除用仮設ポンプの借上料等に要する経費

　　　　 仮設ポンプ借上料　70,000　燃料費　14,000　

(2)　下水道事業特別会計繰出金 4,085 78

(3)　下水道事業特別会計繰出金（東日本大震災関係分） 111,000 78

(4)　基盤整備事業関係費（東日本大震災関係分） 70,000 78

　　　・防災集団移転促進事業用地等の取得準備に要する経費

　　　　 測量業務委託料　60,000（用地測量、工作物等補償積算、地質調査、現地調査）

　　　　　防災集団移転地　17地区　災害公営住宅用地　4箇所　新市街地（蛇田・渡波）

　　　　 不動産鑑定委託料　8,000　通信運搬費等　2,000
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● 9款　消防費

(1)　常備消防費 ▲ 111,868 82

　　　・石巻地区広域行政事務組合消防負担金（人件費等整理）

(2)　消防団費 81,320 82

　　　・退職消防団員への報償金（震災により平成22年度末退団団員の任期が6月末まで

　　　　延長となり、平成23年度の支給額に不足が見込まれるもの。）

　　　　 支給見込団員数：190名（支給額として平均428千円で積算）

(3)　常備消防費（東日本大震災関係分）   134,887 82

　　　・石巻地区広域行政事務組合消防負担金（殉職消防職員賞じゅつ金等）

(4)　消防団費（東日本大震災関係分）   540,230 82

　　　・震災により殉職された消防団員遺族への特別賞じゅつ金支給等に要する経費

　　　　 殉職者特別賞じゅつ金　540,000

　　　　　18名　各30,000千円（市のほか別途、国県から30,000千円づつ支給される。）　　　　　

　　　　　支給方法：平成24年1月に表彰状及び賞じゅつ金授与式を開催の後、遺族に対し支給する。

　　　　 消防団特別運営交付金　230（消防団活動支援費寄附金の7消防団への配分）

● 10款　教育費

(1)　須江小学校校舎増築事業費  32,000 86

　　　・教室数の不足が見込まれる須江小学校の仮設校舎設置経費

　　　　 教室数：普通教室　6教室（トイレ2箇所）

　　　　 規模：800㎡（渡り廊下80㎡含む。）

　　　　 設置場所：駐車場（駐車場は西側敷地に移設）

　　　　 リース期間：平成23年度から平成25年度　借上料合計　73,400千円

　　　　　（債務負担行為　平成24年度から平成25年度　41,400千円）

　　　　 校舎増築場所等：校舎と体育館の間に2階建校舎を整備

　　　　　（現プレハブ教室（平成17年増築）と渡り廊下は解体）

(2)　学校給食センター運営費（東日本大震災関係分） 108,032 96

　　　・来年度に向けた学校給食提供体制の整備に要する経費

　　　　 消耗品費　39,000（食器：米飯・汁用及び副食用　カゴ：食器及び皿用）

　　　　 修繕料　30,000（食器数増加に伴う現有食器洗浄機の修繕　2台）

　　　　 給食用器具費　35,600（食器消毒保管庫　器具消毒保管庫　食器洗浄機等）

　　　　 東松島市新学校給食センター整備運営事業変更契約負担金　3,432

　　　　　（東松島市における新給食センター整備運営契約書の変更費用に対する負担金）

● 11款　災害復旧費

(1)　道路橋りょう災害復旧費 1,056,000 98

　　　・道路の災害復旧に要する経費

　　　　 市道災害復旧工事　966,000（第17次査定額と現計予算との差額）

　　　　 修繕料　50,000（今後不足見込み分）

　　　　 道路舗装補修等委託料　40,000（今後不足見込み分）

(2)　道路橋りょう災害復旧費（台風15号関係分） 169,300 98

　　　・道路の災害復旧に要する経費
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　　　　 市道災害復旧工事　154,300（道路陥没、法面崩落等）

　　　　　谷川鬼形線、鹿渡線、小積浜野々浜線、十八成山下線、鮎川神社線

　　　　 修繕料　15,000（舗装及び路肩修繕、土砂撤去等）

(3)　都市排水施設等災害復旧費   60,000 98

　　　・下水路の災害復旧に要する経費

　　　　 測量調査等業務委託料

　　　　　調査対象地区：旧市内下水道認可区域外

(4)　河川災害復旧費（台風15号関係分）  41,000 98

　　　・河川等の災害復旧に要する経費

　　　　 河川災害復旧工事　41,000（土砂浚渫、法面ブロック復旧）

　　　　　千鳥川、大嵐沢、新山沢

(5)　公園災害復旧費 100,000 98

　　　・公園の災害復旧に要する経費

　　　　 公園災害復旧工事　100,000（復旧箇所追加に伴う事業費の増）

　　　　　追加箇所：明神町一丁目公園、浜松公園、中瀬公園、三軒屋公園、西三軒屋公園

(6)　保育所災害復旧費 118,200 100

　　　・保育所の災害復旧に要する経費

　　　　 渡波保育所仮設園舎建設工事　110,000（建設、外構、遊具移設）　

　　　　 　　　　　　　　　　　　　庁用器具費　5,000（消毒保管庫、冷蔵庫、戸棚等）

　　　　 　　　　　　　　　　　　　消耗品費　500（震災による食器等の買換え）

　　　　　建設予定地：流留字中1-2（流留児童遊園内）　予定児童数：60名

　　　　　施設規模：510㎡　開所：平成24年6月予定

　　　　 修繕料　2,700（蛇田ほか6保育所）　

(7)　老人福祉施設災害復旧費 65,500 100

　　　・老人福祉センター等の災害復旧に要する経費

　　　　 老人福祉施設災害復旧工事　40,0000（桃生地域福祉センター：給排水設備、放送設備等）

　　　　 修繕料　25,500（寿楽荘、老人憩の家（皿貝ほか3箇所）、網地島デイサービスセンター、

　　　　 網地島高齢者生活福祉センター）

(8)　土地改良施設災害復旧費 27,600 102

　　　・農道等の災害復旧に要する経費

　　　　 土地改良施設災害復旧工事　23,400（被害額拡大による事業費の増）

　　　　　川南大規模農道、昆布沼農道、白鳥排水路、嘉右衛門堀排水路、沼津排水路

　　　　 測量調査等業務委託料　4,200（上記箇所の査定設計及び実施設計）

(9)　畜産施設災害復旧費 5,400 102

　　　・堆肥センターの災害復旧に要する経費

　　　　 桃生堆肥化処理センター災害復旧工事　3,250（屋根組）

　　　　 修繕料　　2,150（かなん有機センター、桃生堆肥化処理センター）

(10)　農業関連施設災害復旧費（修繕料） 1,400 102

　　　・大原生活センターの災害復旧に要する経費

　　　　 フロアー張、アルミサッシ窓交換、ガラス修理など

(11)　林道災害復旧費 25,000 102

　　　・林道の災害復旧に要する経費
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　　　　 林道災害復旧工事　25,000（被害額拡大による事業費の増）

　　　　　5路線：上品、大梨子、皿貝、赤柴、皿貝清水田

(12)　林道災害復旧費（台風15号関係分） 50,000 102

　　　・林道の災害復旧に要する経費

　　　　 林道災害復旧工事　50,000（被害額拡大による事業費の増）

　　　　　50箇所　86,215m

(13)　水産業施設災害復旧費 10,000 102

　　　・水産加工団地の災害復旧に要する経費

　　　　 実施設計業務委託料　10,000（水産加工団地共同排水処理施設）

(14)　小学校災害復旧費 298,000 104

　　　・小学校屋内運動場の災害復旧に要する経費

　　　　 修繕料　174,000（浸水した屋内運動場床修繕）

　　　　　7校：住吉、釜、開北、大街道、中里、鹿妻、貞山

　　　　 設計業務委託料　104,000（新築及び補修に係る設計業務等）

　　　　　4校：（新築復旧）向陽、万石浦　（補修復旧）山下、大谷地

　　　　 地質調査業務委託料　20,000（新築復旧2校分の屋内運動場用地地質調査業務）

(15)　中学校災害復旧費 92,600 104

　　　・中学校屋内運動場の災害復旧に要する経費

　　　　 修繕料　83,000（浸水した屋内運動場床修繕）

　　　　　3校：住吉、荻浜、山下

　　　　 設計業務委託料　9,600（国庫補助申請事務を含む災害復旧調査設計業務）

(16)　高等学校災害復旧費（設計業務委託料） 600 104

　　　・国庫補助申請事務を含む災害復旧調査設計業務に要する経費

(17)　幼稚園災害復旧費（設計業務委託料） 1,900 104

　　　・国庫補助申請事務を含む災害復旧調査設計業務に要する経費

(18)　遊楽館災害復旧費 （修繕料） 2,400 104

　　　・遊楽館室内プールの災害復旧に要する経費

(19)　公民館災害復旧費 4,800 104

　　　・駅前新町分館の災害復旧に要する経費

　　　　 修繕料　4,400（外壁、床、建具、トイレ等）　庁用器具費　400（テーブル、ストーブ等）

(20)　河北総合センター災害復旧費 52,700 104

　　　・河北総合センターの災害復旧に要する経費

　　　　 河北総合センター災害復旧工事　44,000

　　　　　外壁、外構、アリーナ内壁及び天井パネル、文化交流ホール音響反射板等

　　　　 設計業務委託料　4,900　工事監理委託料　3,800

(21)　地域情報通信施設等災害復旧費 113,200 106

　　　・地域情報通信基盤の災害復旧に要する経費

　　　　 地域情報通信基盤災害復旧工事　110,000

　　　　 電柱等補強工事費負担金　2,400（光ケーブル共架に伴う電力柱等補強費用の負担金）

　　　　 手数料　800（電力柱共架審査料等）

　　　　　整備地区（全11地区）のうち稲井、河南を除く9地区で被災

　　　　　9地区のうち6地区（荻浜、船越、相川、牡鹿、大原浜、谷川）で復旧工事を実施

　　　　　残る3地区（大川、雄勝、北上）は、NTT交換局の整備位置決定後実施
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(22)　庁舎災害復旧費 12,900 106

　　　・牡鹿総合支所等の災害復旧に要する経費

　　　　 実施設計業務委託料　5,400（牡鹿総合支所）

　　　　 庁舎災害復旧工事　7,500（雄勝総合支所）

　　　　　雄勝総合支所の再移設に伴う水道設備の敷設工事

　　　　　再移設先：現仮設庁舎（雄心苑）付近の県道脇空き地（県道敷：面積170.5㎡）

　　　　　移設時期：平成24年12月（雄心苑でのデイサービス再開（平成25年4月）前）

(23)　消防施設等災害復旧費（事業用器具費） 6,000 106

　　　・消防施設の災害復旧に要する経費

　　　　　仮設車庫（大型テント型ガレージ）　規格：W8,000×L10,000×H3,250

　　　　　雄勝、北上、牡鹿各出張所に1張設置（ポンプ車、救急車格納）

(24)　防災施設等災害復旧費 （設計業務委託料） 10,000 106

　　　・防災行政無線の災害復旧（デジタル統合）に要する経費

(25)　観光施設災害復旧費 （設計業務委託料） 14,700 106

　　　・観光施設の災害査定設計に要する経費

　　　　　対象施設：石ノ森萬画館、おしかホエールランド、雄勝硯伝統産業会館

● 14款　予備費

　　　・震災及び台風災害に伴う予算規模増大に伴う予備費の追加補正 200,000 108

3 特別会計の主な内容  　　　 　   千円
事項別
ページ

● 水産物地方卸売市場事業特別会計 ▲ 4,983 137

　　　決算剰余金の一般会計への繰出金及び人事異動等に伴う補正

（歳入）　繰入金　▲　5,142　繰越金　159

（歳出）　一般会計繰出金　159　人件費　▲　5,142

● 下水道事業特別会計 89,770 153

　　　震災による使用料の減収に対応した歳入の組替えと被災した雨水ポンプ場の代替ポンプ借

　　　上料等の不足等に伴う補正

（歳入）　使用料　▲　468,715　繰入金　115,085　震災減収対策企業債　443,400

（歳出）　総務管理費（過年度還付金等）　699　雨水排水ポンプ場管理費（東日本大震災関

　　 　　　係分）65,000　汚水管渠管理費（東日本大震災関係分）　46,000　人件費　▲　21,929

● 漁業集落排水事業特別会計 218 181

　　　震災による使用料の減収に対応した歳入の組替えと人事異動等に伴う補正

（歳入）　使用料　▲　1,600　繰入金　218　震災減収対策企業債　1,600

（歳出）　人件費　218

● 農業集落排水事業特別会計 172,437 203

　　　震災による使用料の減収に対応した歳入の組替えと災害復旧費等の増額に伴う補正

（歳入）　使用料　▲　16,500　繰入金　43,237　市債　109,200（災害復旧事業債　92,700

　　　　 　震災減収対策企業債　16,500）　国庫支出金　36,500
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（歳出）　汚水管渠管理費（東日本大震災関係分）　61,000　災害復旧費　111,400（管路

　　　　 　工事等　101,930　水道管移転補償金　3,410　ほか）　人件費　37

● 浄化槽整備事業特別会計 275 233

　　　震災による使用料の減収に対応した歳入の組替えと人事異動等に伴う補正

（歳入）　使用料　▲　10,800　繰入金　275　震災減収対策企業債　10,800

（歳出）　人件費　275

● 国民健康保険事業特別会計 2,143,138 255

　　　震災等により不足が見込まれる保険給付費と前年度特定健診等負担金超過交付分の返

　　　還金に係る補正

（歳入）　国庫支出金　2,108,241　療養給付費等交付金　▲　45,779　県支出金　8,268

　　 　　　財政調整基金繰入金　72,408

（歳出）　保険給付費　2,141,000

　　　　　　　療養諸費　2,501,000　高額療養費　▲　360,000

　　 　　　償還金　2,138

● 後期高齢者医療特別会計 4,296 277

　　　震災に伴い不足が見込まれる各種通知等に係る印刷代等の増額と前年度の後期高齢者

　　　医療広域連合保険料負担金の精算等に伴う補正

（歳入）　一般会計繰入金　3,439　繰越金　857

（歳出）　後期高齢者一般管理費（パーソナルコンピューター借上料）　169　徴収費　3,270　

　　 　　　後期高齢者医療広域連合保険料負担金　856　一般会計繰出金　1

● 介護保険事業特別会計 346,363 295

　　　震災に伴い不足が見込まれる保険給付費の増額と人事異動等による認定審査会共同設

　　　置負担金等の補正

（歳入）　国庫支出金　74,127　支払基金交付金　103,860　県支出金　60,475

　　 　　　繰入金　107,901（うち基金繰入金　64,463）

（歳出）　賦課徴収費　3,450　認定審査会共同設置負担金（広域行政事務組合介護保険

　　 　　　負担金）　▲　3,287（人事異動等による減　▲　3,610　震災に伴う介護認定支援

　　 　　　システムのネットワーク切替費用　323）　保険給付費（特定入所者介護サービス

　　　　　 等費）　346,200

● 病院事業会計 ▲ 760,284 318

　　　病院建設検討委員会設置に要する経費及び人事異動等に伴う補正

（収益的支出）　給与費　▲　760,320（委員報酬分　399　人事異動等分　▲　760,719）

　　　　　　 　　　 経費　36（委員会費用弁償）

　　　　　　　　　　委員数　15人以内（学識経験者、市長が必要と認める者）

　　　　　　　　　　　勤務1日につき　9,500円
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4 繰越明許費一覧表

【一般会計】（追加） （単位：千円）

金　　額

14,500

11,130

300,000

82,500

53,800

280,000

83,000

47,800

113,200

5,400

合計 991,330

5 債務負担行為の補正

【一般会計】（追加） （単位：千円）

款 項 事　　業　　名

平成24年度
～平成27年度

11　災害復旧
　　 費

４　文教施設災害復旧費 中学校災害復旧事業

11　災害復旧
　　 費

４　文教施設災害復旧費

平成24年度
～平成27年度

平成24年度
～平成28年度

平成24年度
～平成25年度

指定管理者と締結する基本協定に
基づく指定管理料

平成24年度
～平成27年度

税務システム改修業務

寿楽荘管理運営業務

うしお荘管理運営業務

みなと荘管理運営業務

41,400

指定管理者と締結する基本協定に
基づく指定管理料

指定管理者と締結する基本協定に
基づく指定管理料

指定管理者と締結する基本協定に
基づく指定管理料

限 度 額

指定管理者と締結する基本協定に
基づく指定管理料

10,200

平成24年度
～平成27年度

平成24年度
～平成27年度

指定管理者と締結する基本協定に
基づく指定管理料

平成24年度
～平成27年度

指定管理者と締結する基本協定に
基づく指定管理料

平成24年度

桃生地域福祉センター管理運営業務

北上高齢者生活福祉センター管理運営
業務

桃生高須賀定住センター管理運営業務

河南室内プール管理運営業務

須江小学校仮設校舎借上料

事 項 期 間

河北総合センター災害復旧事業

庁舎災害復旧事業

11　災害復旧
　　 費

５　その他公共施設・公
     用施設災害復旧費

地域情報通信施設等災害復旧事業

11　災害復旧
　　 費

５　その他公共施設・公
     用施設災害復旧費

11　災害復旧
　　 費

４　文教施設災害復旧費 小学校災害復旧事業

３　民生費 ５　災害救助費 災害救助関連施設原状復旧事業

11　災害復旧
　　 費

２　厚生労働施設災害復
     旧費

老人福祉施設災害復旧事業

11　災害復旧
　　 費

２　厚生労働施設災害復
     旧費

保育所災害復旧事業

２　総務費 １　総務管理費 総合支所施設整備事業

２　総務費 １　総務管理費 テレビ共聴施設整備事業
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【一般会計】（変更） （単位：千円）

期　間

平成23
年度分

変
更
前

平成24年度
～平成28年度

平成23
年度分

変
更
後

平成24年度
～平成28年度

指定管理者と締結する基本協定に
基づく指定管理料

平成24年度
～平成27年度

総合体育館管理運営業務

限　度　額

図書管理システム借上料

3,998

4,294

事　　　項
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