
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)

101,292,719 11,505,964 112,798,683

2,328,174 2,328,174

321,106 321,106

24,745 24,745

7,889,746 1,078,000 8,967,746

29,860 5,000 34,860

609,005 48,000 657,005

55,043 55,043

19,119,176 19,119,176

1,532,022 1,532,022

10,899,837 10,899,837

42,808,714 1,131,000 43,939,714

6,540,911 3,500 6,544,411

150,642,344 12,640,464 163,282,808

2 一般会計の主な内容   　　　 　         

【歳　入】 千円
事項別
ページ

● 10款　地方交付税 1,141,015 32

(1)　特別交付税

● 14款　国庫支出金 4,035,197 34

(1)　災害復旧費国庫負担金　947,331

　　　（漁港　300,000　小学校　321,333　中学校　181,333　高等学校　114,666　等）

(2)　災害廃棄物処理事業費補助金　3,080,200

(3)　災害復旧費国庫補助金　7,666

　　　（公営住宅　3,000　保健体育施設　4,666）

● 15款　県支出金 2,233,052 38

(1)　災害救助費負担金　2,228,902

(2)　林道災害復旧費補助金　4,150

国民健康保険事業

後期高齢者医療

浄化槽整備事業

水産物地方卸売市場事業

駐車場事業

石巻市の平成23年度5月30日付け専決補正予算の概要

　今回の専決補正予算は、「東日本大震災」に伴う災害救助経費として、避難所の暑さ対策経費や災
害救助法の「食料供与単価」の引き上げに伴う食糧費の増額分を措置したほか、災害廃棄物の撤去
や倒壊した家屋及び事業所の解体撤去費用、道路や漁港の応急復旧や測量調査など災害復旧関連
経費、被災した小学校、中学校及び高等学校の仮設校舎設置に要する費用、地盤沈下地区における
内水排除経費などについて所要額を措置したもの。

会　　計　　区　　分

一般会計

漁業集落排水事業

下水道事業

小　　　計

農業集落排水事業

介護保険事業

病院事業会計

特
　
別
　
会
　
計

合              計

土地取得
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● 21款　市債 4,096,700 42

(1)　災害復旧債　1,016,500

　　　（公共土木施設　291,500　農林水産業施設　153,300　文教施設　310,100　その他　261,600）

(2)　災害廃棄物処理事業債　3,080,200

【歳　出】

● 2款　総務費

(1)　広報活動費（東日本大震災関係分） 4,700 44

・市報（臨時号）の発行等に要する経費

　印刷製本費（7月～9月　月2回発行）　2,700　市報郵送料　2,000

(2)　固定資産税関係費（東日本大震災関係分） 67,052 46

・被害家屋の2次調査に要する経費

　被害家屋調査業務委託料（調査対象物件：4,000棟）　67,000　等

(3)　窓口証明関係費（東日本大震災関係分） 40,335 48

　消耗品費及び印刷製本費　19,000　戸籍データ入力等業務委託料　14,000

　戸籍システム借上料（端末11台）　4,700　備品購入費（電動契印機、レジスター等）　1,300　等

● 3款　民生費

(1)　福寿荘管理費 10,000 52

・被災した福寿荘の修繕に要する経費

　修繕料　6,300　特殊浴槽購入費　3,700

(2)　災害救助費（東日本大震災関係分） 2,329,000 54

・避難所の暑さ対策、災害救助法の「食料供与単価」の引き上げ等に伴う経費

　避難所運営経費　993,541　食品購入経費　1,234,400　等

● 4款　衛生費

(1)　上釜ふれあい広場管理費 △864 58

・施設廃止（仮埋葬地転用）に伴う予算の整理

(2)　ごみ処理対策費（東日本大震災関係分） 6,160,400 58

・災害廃棄物の処理及び災害廃棄物対策課事務所設置に要する経費

　災害廃棄物処理等業務委託料　6,097,000　事務所借上料　4,863　等

● 6款　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） 6,000 60

(2)　漁業集落排水事業特別会計繰出金（東日本大震災関係分） 5,000 62

● 8款　土木費

(1)　市道管理関係費（東日本大震災関係分） 50,000 64

・道路陥没等応急復旧及び冠水対策に要する経費

・各種証明書の急増対応費用及び被災した総合支所、支所の窓口再開に向けた準備などに
　要する経費
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　重機及びポンプ等借上料　26,000　原材料費　15,000　燃料費　9,000

(2)　一般下水路管理費（東日本大震災関係分） 188,100 64

・地盤沈下に伴う冠水対策に要する経費

　ポンプ及び発電機等借上料　150,000　燃料費　30,000　等

(3)　下水道事業特別会計繰出金（東日本大震災関係分） 74,000 66

(4)　都市基盤整備復興計画策定関係費 1,727 66

・都市基盤整備復興計画策定に要する経費

　都市計画審議会委員報酬（3回開催）　342　印刷製本費　500　等

● 9款　消防費

(1)　災害対策費（東日本大震災関係分） 21,409 68

・拾得物管理ほか災害対応に要する経費

　消耗品費　10,000　拾得物管理業務委託料　2,000　等

(2)　防災行政無線通信施設管理費（東日本大震災関係分） 17,000 68

・河北地区の仮設住宅等への防災行政無線戸別受信機設置に要する経費

　戸別受信機購入費（500個）

(3)　消防自動車関係費（東日本大震災関係分） 11,300 68

・仮設保管施設の整備等に要する経費

　備品購入費（テント18張ほか）

● 10款　教育費

(1)　小学校管理費（東日本大震災関係分・教育総務課） 8,000 70

・通学路の冠水対応に要する経費（バス借上料）

　対象：万石浦小学校

(2)　小学校管理費（東日本大震災関係分・学校管理課） 2,300 70

・仮設校舎への物品搬入及び代替校舎の維持管理に要する経費

　物品移動運搬費　2,000　代替校舎光熱水費負担金　300

(3)　中学校管理費（東日本大震災関係分・教育総務課） 8,000 72

・通学路の冠水対応に要する経費（バス借上料）

　対象：万石浦中学校

(4)　中学校管理費（東日本大震災関係分・学校管理課） 1,900 72

・仮設校舎への物品搬入及び代替校舎の維持管理に要する経費

　物品移動運搬費　1,000　代替校舎光熱水費負担金　900

(5)　高等学校管理費（東日本大震災関係分・学校管理課分） 2,000 74

・仮設校舎への物品搬入等に要する経費

　消耗品費　1,000　物品移動運搬費　1,000

(6)　幼稚園管理費（東日本大震災関係分・学校管理課分） 750 76

・被災幼稚園の物品購入に要する経費（消耗品費　750）
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● 11款　災害復旧費

(1)　道路橋りょう災害復旧費 720,000 78

・道路及び橋りょうの災害復旧に要する経費

　測量調査等業務委託料　450,000　道路舗装補修等委託料　70,000

  市道応急復旧工事　200,000

(2)　市営住宅災害復旧費 60,000 78

・市営住宅の災害復旧に要する経費

　修繕料　20,000　市営住宅被害調査業務委託料（1,417戸）　40,000

(3)　漁港災害復旧費 450,000 80

・漁港施設の災害復旧に要する経費

　測量設計等業務委託料　300,000　漁港施設応急復旧工事　150,000

(4)　小学校災害復旧費 482,000 82

・被災した小学校の仮設校舎設置等に要する経費

　仮設校舎借上料（門脇小、湊小、湊第二小、渡波小）　470,000　備品購入費　10,000　等

(5)　中学校災害復旧費 272,000 82

・被災した中学校の仮設校舎設置等に要する経費

　仮設校舎借上料（湊中、渡波中）　250,000　備品購入費　21,000　等

(6)　高等学校災害復旧費 172,000 82

・被災した市立女子商業高等学校の仮設校舎設置等に要する経費

　仮設校舎借上料　150,000　備品購入費　21,000　等

(7)　地域情報通信施設等災害復旧費 208,500 84

・本庁舎及び支所等の情報ネットワークの災害復旧に要する経費

　地域イントラネット復旧工事（28ヶ所）　200,000　住民情報システム端末機等購入費　8,000　等

(8)　庁舎災害復旧費 58,000 84

・本庁舎等の災害復旧に要する経費

　施設被災度調査業務委託料　12,000　仮設庁舎等借上料（稲井、荻浜）　46,000

(9)　学校給食センター災害復旧費 40,000 84

・学校給食センターの災害復旧に要する経費

　学校給食センター災害復旧工事（住吉、河南）　30,000　修繕料　10,000

3 特別会計の主な内容   　　　 　         

● 下水道事業特別会計 1,078,000 95

（歳入）　一般会計繰入金　74,000

　　 　　　下水道事業債　1,004,000

（歳出）　雨水排水ポンプ場管理費（東日本大震災関係分）　66,000

　　 　　　汚水管渠管理費（東日本大震災関係分）　8,000

　　 　　　下水道施設災害復旧費　1,004,000

● 漁業集落排水事業特別会計 5,000 113

（歳入）　一般会計繰入金　5,000

（歳出）　汚水管渠管理費（東日本大震災関係分）　5,000

　雨水排水ポンプの運転、汚水管渠の汚泥除去及び災害復旧に要する経費を措置したもの。

　汚水管渠の修繕及び汚泥の除去に要する経費を措置したもの。
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● 農業集落排水事業特別会計 48,000 123

（歳入）　一般会計繰入金　6,000

　　 　　　農業集落排水事業債　42,000

（歳出）　汚水管渠管理費（東日本大震災関係分）　6,000

　　 　　　農業集落排水施設災害復旧費　42,000

● 病院事業会計 3,500 138

（歳入）　企業債　1,100

　　 　　　他会計負担金　67

　　 　　　国庫補助金　2,333

（歳出）　建設改良費（牡鹿病院災害復旧費）　3,500

4 債務負担行為の補正

【一般会計】（追加） （単位：千円）

期　間

平成24年度

平成24年度
～平成25年度

平成24年度

平成24年度

平成24年度

平成24年度

【一般会計】（変更） （単位：千円）

変更前 変更後

52,000 66,000

290,000

中学校仮設校舎借上料 150,000

事務用機器借上料

臨時事務所借上料

6,000

974

事　　　項

戸籍データ入力等業務 2,800

事　　　項

　汚水管渠の汚泥除去及び災害復旧に要する経費を措置したもの。

　牡鹿病院の病棟及び医師住宅の災害復旧に要する経費を措置したもの。

限　度　額

仮設庁舎等借上料

小学校仮設校舎借上料

高等学校仮設校舎借上料 90,000
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