
1 各種会計予算総括表

○ 人件費

791,000 133,000

会 計 区 分

病院事業会計

12,476,326

924,000

8,07734

14,050,188合 計

13,155

6,600

▲ 166,352

▲ 151,430

1,211,225

（単位：千円）

45,986

▲ 31,064

▲ 13,881

計

(A)＋(B)

12,522,312

316,651

34,138

補正額

347,715

48,019

269,529

12,216

5,600

1,377,577

農業集落排水事業

市街地開発事業

▲ 20,606

939

1,000

漁業集落排水事業

下水道事業

8,043浄化槽整備事業

4,308 1,450

379,177,868

(A)＋(B)

（単位：千円）

22,408

345,611

8,248,124

計

49,467

1,111,281

10,692,955

440,127,306

2,372,640

58,576,798

11,884,633

1,373,620

23,894,658

30,041

(B)

▲ 189,318

47,879,484

▲ 166,352

▲ 6,316,442

462,733

1,429,043

2,234

4,423

54,362,278

石巻市の平成24年度12月補正予算の概要

1,106,858

28,568

17,852,398

補正額

1,473

▲ 7,159,443

▲ 10,263

▲ 990,324

合              計

355,874

22,408

392,247,822

2,538,992

64,893,240

11,421,900

1,562,938

47,233

市街地開発事業

一般会計

会　　計　　区　　分

土地取得

水産物地方卸売市場事業

特
　
別
　
会
　
計

後期高齢者医療

駐車場事業

浄化槽整備事業

国民健康保険事業

下水道事業

現計予算額

(A)

324,815,590

9,238,448

介護保険事業

小　　　計

病院事業会計

一般会計

5,758

現計予算額

(A) (B)

14,201,618

248,923

特別会計

水産物地方卸売市場事業

漁業集落排水事業

農業集落排水事業

22,465,615
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2 一般会計（補正第8号）の主な内容

【歳　入】

● 地方交付税

・ 震災復興特別交付税

● 使用料及び手数料

・ 災害公営住宅使用料

● 国庫支出金

（1） 国民健康保険基盤安定費（保険者支援分）負担金　16,537

（2） 障害児通所給付費負担金　17,250

（3） 小学校屋内運動場改築事業費負担金　19,432

（4） 道路橋りょう災害復旧費負担金　▲3,333,333

（5） 小学校災害復旧費負担金　103,975

（6） 東日本大震災復興交付金（基金積立）　82,432,074

（7） 情報通信技術利活用事業費補助金　133,271

（8） 東日本大震災復興交付金　▲41,221,500

（公共下水道復興建設　▲4,157,250　基盤整備　▲3,795,000　被災市街地復興土地

区画整理　▲1,631,250　防災集団移転促進　▲18,797,625　復興街路整備　▲1,861,500　

復興都市公園等整備　▲782,250　津波地域復興拠点市街地整備　▲21,000　

災害復興住宅整備　▲10,175,625）

（9） 幼稚園就園奨励費補助金私立分　682

（10） 特定漁港漁場整備事業費補助金　25,133

（11） 国民年金事務委託金基礎年金等分　660

● 県支出金

（1） 国民健康保険基盤安定費負担金　127,326

（保険税軽減分　119,058　保険者支援分　8,268）

（2） 後期高齢者医療保険基盤安定費負担金　3,048

（3） 障害児通所給付費負担金　8,625

（4） 災害救助費負担金　130,000

（5） 介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費補助金　25,000

（6） 子育て支援対策臨時特例基金特別対策事業費補助金　95,990

（7） 被災地域農業復興総合支援事業費補助金　2,003,143

13款 ▲ 95,400 6

10款

  今回の補正予算は、防災集団移転促進事業等の対象とならない被災者への住宅再建支援に
要する経費をはじめ、平成25年度から「こども医療費」の助成対象を中学3年生の入院分まで
拡大するための準備経費、応急仮設住宅入居者や市外に避難されている被災者等への生活・
健康支援の充実を目的とした情報提供・配信システム等の整備に要する経費、大川及び北上
地区における被災農業者の営農再開支援のための農業用施設及び機械等の整備経費を措置し
たほか、移転統合する雄勝地区小中学校用地の測量経費及び水産業、教育施設等に係る災害
復旧経費などについて、所要額を措置したもの。
　また、事業の進捗や復興交付金の配分に基づく復旧・復興事業費の整理やこれと連動する
歳入の調整、広域行政事務組合負担金、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。

事項別
ページ

▲ 4,500,000

千円

4

14款 38,194,181 8

15款 4,428,142 14
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（8） 被災幼児就園支援事業費補助金　35,010

（9） 水産業施設災害復旧費補助金　2,000,000

● 財産収入

（1） 財政調整基金収入　1,869

（2） 住民生活に光をそそぐ交付金基金収入　13

（3） 長寿社会対策基金収入　22

● 寄附金

・ がんばる石巻応援寄附金　5,019　災害復旧費寄附金　39,927

奨学資金費寄附金　8,289　石ノ森萬画館事業費寄附金　2,185

マンガを使った街づくり事業費寄附金　10,815

● 繰入金

（1） 財政調整基金繰入金　2,404,284

（2） 電源立地地域対策交付金事業基金繰入金　10,142

【充当先】

（3） 震災復興基金繰入金　1,255,028（県交付金分）

【充当先】 （県）

（県）

（県）

（県）

（県）

（県）

（県）

（県）

（4） 21世紀の田園文化創造基金繰入金　 2,003,143

【充当先】

（5） 東日本大震災復興交付金基金繰入金　11,795,919

【充当先】

災害情報等一斉配信設備設置業務委託料等 10,680

津波避難場所整備事業費補助金 76,514

15,000

災害復興住宅整備事業費

68,400

農業復興対策費

基盤整備事業関係費 697,875

下水道事業特別会計繰出金（東日本大震災関係分） 109,500

水辺の緑のプロムナード整備事業費

被災市街地再開発事業費

22

16款 1,904 18

被災市街地復興土地区画整理事業費 1,222,500

▲ 12,000

復興都市公園等整備事業費

市街地開発事業特別会計繰出金 97,500

震災広報関係費 9,028

防災集団移転促進事業費

1,678,391

18,800

東日本大震災犠牲者追悼式関係費

応急仮設住宅管理費

66,235 20

震災広報関係費 ▲ 11,000

17,468,516

総務管理職員人件費　2,142　災害廃棄物処理事業費　8,000

18款

17款

67,524

30,000

▲ 40,772

1,320,000東日本大震災被災者住宅再建資金利子補給補助金

水産業共同利用施設復旧緊急支援事業費補助金

災害情報等一斉配信設備設置業務委託料

7,122,076

災害救助費 50,000

合併処理浄化槽設置復興事業費補助金 5,595

復興街路整備事業費 471,975

津波避難場所整備事業費補助金 ▲ 100,000
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● 市債

・ 庁舎施設整備事業債　37,100　道路新設改良事業債　9,500

災害復興住宅整備事業債　▲1,149,200　小学校施設整備事業債　98,500　

高等学校統合整備事業債　▲228,000　民間保育所建設事業債　30,800

【歳　出】（減額補正及び人件費は省略）

● 総務費

（1） 総合支所施設整備事業費

・ 河北総合支所の耐震補強・外壁改修工事に要する経費

庁舎耐震補強工事　36,000　工事監理委託料　3,100

（2） 財政調整基金費（積立金）

（3） がんばる石巻応援基金費（積立金）

・78件（4月から10月までの寄附金入金分）

（4） 住民生活に光をそそぐ交付金基金費（積立金）

（5） 震災復興基金費（積立金）

・ 8月から10月まで採納した災害復旧費寄附金を基金に積み増しするもの。

（6） 国県補助金等精算還付金

・ 過年度国県支出金等の還付に要する経費

（7） 広域行政事務推進費

・ 石巻地区広域行政事務組合総務負担金（人件費等整理）

（8） 被災施設管理関係費（工事請負費）

・ 市民会館の地階埋戻し及び転落防止等フェンスの設置等に要する経費

埋戻搬入土（980㎥）、フェンス設置（延長　300ｍ　高さ　1.2ｍ）　

（9） 地域コミュニティ再生関係費

・ 被災した集会所の改修に対する補助金

【交付先】

【補助率】 10/10

（10） 東日本大震災犠牲者追悼式関係費

・ 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25年3月11日（月）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　

※　式典会場とは別に祭壇及び献花台を各地区に設置（河北地区を除く。）

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、大規模な仮設住宅団地から会場まで送迎バス運行

（11） 国県補助金等震災関係精算還付金

・ 震災関連過年度国県支出金等の還付に要する経費

（12） 東日本大震災復興交付金基金費（積立金）

・ 東日本大震災復興交付金の第4回目配分見込額を基金に積み立てるもの。

28

28

143,361

39,100

改修

1,869

▲ 19,200

28

桃生

82,432,074

高等学校統合整備事業費

2421款 ▲ 1,201,300

2款

39,927 28

13 28

施設名

河北

360,000 28

12,500

28

3,400

三輪田下公民館

新田四部落会館

5,019 28

【（東）は東日本大震災復興交付金関連事業】

水沼東部構造改善センター

地区

本庁

30

28

30,000 28

1,740,000 30

事業内容
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（13） 住民税関係費（委託料）

・ 税務システムの改修に要する経費（生命保険料控除制度改正への対応）

● 民生費

（1） 社会福祉関係助成費

・ 社会福祉協議会職員の人事異動等に伴う運営費補助金の増額

（2） 子ども医療対策費

・ 中学3年生（入院分）までの助成制度拡大に伴う準備経費

通信運搬費　600　印刷製本費等　100

（3） 国民年金費

・ 「市町村情報照会システム」の「ねんきんネット」への統合に要する経費

庁用器具費　300　手数料等　360

（4） 国民健康保険事業対策費（繰出金）

（5） 介護基盤緊急整備等特別対策事業費

・ 認知症高齢者グループホームが実施する施設の移転新築に対する補助金

交付先：グループホームあゆかわの郷

所在地：広渕字砂三地内

（6） 長寿社会対策基金費（積立金）

（7） 介護保険事業対策費（繰出金）

（8） 後期高齢者医療対策費（繰出金）

（9） 民間保育所助成費（補助金）

・ 民間保育所の整備に対する補助金

交付先：社会福祉法人　夢みの里

施設名：プリスクールピノッチオ蛇田

所在地：蛇田字北経塚地内　敷地面積：1,888.56㎡（建物面積：478.63㎡）

事業開始：平成25年7月（予定）

（10） ひとり親家庭等在宅就業支援事業費（委託料）

・ ひとり親家庭等の経済的自立を目的としたＩＴの活用による在宅就業支援（第2期生）に要

する経費

支援内容 ①在宅でのＩＴ研修、集合研修、訓練手当の支給等

②在宅就業可能なＩＴ業務の開拓及び仕事のあっせん、インターネット環

　 境の無料整備等

募集人員　50名

対象者 ①母子家庭の母又は父子家庭の父で20歳未満の子と同居し生計を一にしているもの。

②身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者

③高齢者（60歳以上）

※　②及び③は募集人員全体の2割が上限

（11） 障害児通所給付費（扶助費）

・ 利用者の増加に伴う給付費の追加

（12） 災害救助費

・ 応急仮設住宅への給湯器等の設置及び遺体捜索経費の追加

修繕料（風呂追い焚き機能付き給湯器及び物置設置）　20,800

捜索等業務委託料　50,000

富士川（河北）上流部の遺体捜索経費

5,076

25,000

32

42

3款

4634,500

14,400

60,503 44

97,503 46

30,988 46

4,065 44

42

44

22 44

660 42

191,819

700 42

180,000 50
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応急仮設住宅運営管理補助業務委託料　109,200

災害救助費対象経費となったことに伴う応急仮設住宅管理費からの予算の組替え

（13） 被災者生活支援事業費

・ 応急仮設住宅入居者や市外に避難されている被災者等への生活・健康支援のための情

報提供・配信システム等の整備に要する経費

ＩＣＴ地域のきずな再生事業委託料　400,000

公衆無線ＬＡＮネットワーク構築

情報送受信用設備（サーバー）設置

応急仮設住宅等への無線ＬＡＮ送信用アンテナ設置

タブレット端末整備（29台）　※補助対象

被災者情報システム及び情報配信システム構築

被災者情報の共有及び情報提供・配信用ソフトフェアの整備

事業用器具費　4,000

訪問支援員用タブレット端末購入（72台）　※補助対象外

人件費整理　1,222

（14） 応急仮設住宅管理費

・ 応急仮設住宅団地内への交通誘導看板設置等に要する経費

修繕料（交通誘導看板設置、水道凍結対策等）　69,000　

応急仮設住宅運営管理業務委託料　▲109,200

災害救助費対象経費となったことに伴う災害救助費への予算の組替え

（15） 被災者住宅再建資金利子補給事業費

・ 防災集団移転促進事業等の対象とならない被災者の住宅再建支援のため、借入金に対

する利子補給を実施するための経費

東日本大震災被災者住宅再建資金利子補給補助金　1,320,000

住宅の建設購入（用地購入含む。）　2,000件×600千円

住宅の補修　400件×300千円

事務費（消耗品費、通信運搬費）　550

● 衛生費

（1） 病院事業運営費

・ 病院事業会計負担金（人件費整理）

（2） し尿処理対策費

・ 石巻地区広域行政事務組合し尿処理施設負担金（人件費等整理）

（3） ごみ処理対策費

・ 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）

（4） 浄化槽整備事業特別会計繰出金

（東） （5） 合併処理浄化槽設置復興事業費（補助金）

・ 震災被災者が住宅再建等に伴い設置する合併浄化槽設置経費への補助金

20基×＠373千円

● 農林水産業費

（東） （1） 21世紀の田園文化創造基金費（積立金）

・ 県からの被災地域農業復興総合支援事業費補助金を基金へ積み立てするもの。

（2） 農業集落排水事業特別会計繰出金

4款

405,222

6款

2,003,143 58

582,306

1,320,550 50

▲ 40,200 50

50

▲ 7,407 52

7,460 54

1,682 54

▲ 27,549 54

2,234 54
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（東） （3） 農業復興対策費

・ 施設園芸団地の整備及び被災地区への貸与を目的とした農業用施設等の整備に要す

る経費

施設園芸団地整備関係　2,294,100

施設園芸団地整備工事　2,224,300

整備地区：蛇田字深田地内（4.5ha）、須江字長谷地地内（7.4ha）

施設園芸団地設計業務委託料　20,000

施設園芸団地工事監理等委託料　49,800

農業用施設・機械等整備関係　377,000

農業用施設整備工事　165,300

育苗ハウス：大川地区（4,528㎡）、北上地区（8,184㎡）

農業用機械等購入費　211,700

トラクター、コンバイン、田植機等

貸与先：農業法人、生産組合等

（4） 農業集落排水事業特別会計繰出金（東日本大震災関係分）

（5） 水産物地方卸売市場事業特別会計繰出金

（6） 漁業集落排水事業特別会計繰出金

（東） （7） 水産業復興対策費

・ 水産業共同利用施設の整備等に対する支援に要する経費

共同利用漁船等復旧支援事業費補助金　100,000

申請件数増加に対応した補助金の追加

水産業共同利用施設復旧緊急支援事業費補助金　50,000

申請件数増加に対応した補助金の追加

（8） 石巻漁港荷捌き所施設整備事業費

・ 被災した石巻漁港荷捌き所の解体及び新荷捌き所海水取水口の位置決定のための水

質調査に要する経費

被災荷捌き所解体工事　35,000　解体設計業務委託料　1,600

海水取水口水質調査業務委託料　1,100

採取箇所：3箇所

● 商工費

（1） 観光振興対策費

・ ＪＲ石巻線車両へのマンガシールラッピング及び石ノ森萬画館リニューアルオープン記念

イベントへの追加負担に要する経費

石巻線マンガ列車キャラクターシール作成業務委託料　10,815

民間企業からの寄附により、列車にマンガラッピングを施し運行するもの。

運行路線：石巻線（定期列車）

車両編成：2編成（1編成2両）

運行期間：Ｈ25.3月（石ノ森萬画館リニューアルオープン）～Ｈ26.8月（予定）

石ノ森萬画館開館10周年記念事業実行委員会負担金　2,185

個人及び団体からの寄附によるリニューアルオープンイベント経費への追加負担

追加経費の内容：アニメソングイベントなど

● 土木費

1,473

62

▲ 10,263

150,000

62

62

8款

64

6237,700

7款

13,000

2,671,100

2,117 58

58
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（1） 道路街路灯等管理費

・ 街路灯の復旧に伴い増加する電気料及び灯具等の修繕に要する経費

光熱水費　7,800　修繕料　2,000

（2） 道路新設改良事業費（委託料）

・ ほ場整備事業と連動した市道改良のための測量調査経費

道的前第2横断道路（河南）　Ｌ＝190.85ｍ

（3） 下水道事業特別会計繰出金

（4） 下水道事業特別会計繰出金（東日本大震災関係分）

（東） （5） 被災市街地再開発事業費（補助金）

・ 被災市街地の整備を行う再開発組合に対する補助金

（6） 土地取得特別会計繰出金（東日本大震災関係分）

（東） （7） 市街地開発事業特別会計繰出金

（東） （8） 災害復興住宅整備事業費

・ 測量調査、入居募集経費等の追加と事業費の整理

測量調査等業務委託料　118,000

物件移転補償金　28,000

災害公営住宅入居募集支援業務委託料　20,000

入居募集事務の効率化、円滑化を図るため外部委託するもの。

事業費整理　▲10,407,170

● 消防費

（1） 常備消防費

・ 石巻地区広域行政事務組合消防負担金（人件費等整理）

（2） 常備消防費（東日本大震災関係分）

・ 石巻地区広域行政事務組合消防負担金（災害復旧分整理）

● 教育費

（1） 奨学資金貸与基金費（積立金）

・ 奨学資金費寄附金受け入れ分を基金に積み立てするもの。

（2） 向陽小学校屋内運動場改築事業費

・ 災害復旧事業と同時施工で実施する屋内運動場の改築に要する経費

屋内運動場改築工事　64,500　工事監理委託料　1,500

事業概要：鉄骨2階建て　床面積　1階　1,030㎡　2階　110㎡　渡り廊下　20㎡

　　　　　　  総床面積　1,160㎡（改築　433㎡　災害復旧　727㎡）

（3） 万石浦小学校屋内運動場改築事業費

・ 災害復旧事業と同時施工で実施する屋内運動場の改築に要する経費

屋内運動場改築工事　50,500　工事監理委託料　1,500

事業概要：鉄骨鉄筋コンクリート造2階建て　床面積　1階　1,100㎡　2階　200㎡

　　　　　　　渡り廊下　50㎡

　　　　　　  総床面積　1,350㎡（改築　368㎡　災害復旧　982㎡）

▲ 226,812 80

52,000 84

10,000

建築設計・権利変換計画等

▲ 10,241,170

地区名

中央三丁目1番

▲ 5,433,597

6月補正

16,000

事業内容（今回補正分）

74

90,032 74

9,800 68

68

補正額

8,289 82

66,000 84

10款

76

9,676 76

▲ 41,543 80

130,000

9款

49,254 74

90,032

計

106,032

78
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（4） 雄勝地区小学校統合移転新築事業費（委託料）

・ 建設用地の測量に要する経費

（5） 雄勝地区中学校統合移転新築事業費（委託料）

・ 建設用地の測量に要する経費

（6） 高等学校統合整備事業費

・ 統合事業期間中に代替体育施設として使用する門脇小学校屋内運動場の修繕と事業

費の整理

修繕料　11,000

床研磨・塗装、コートライン引きなど

事業費整理　▲73,780

（7） 私立幼稚園就園奨励費（補助金）

・ 県の被災幼児就園支援事業の見直しに伴い増加する市就園奨励費補助金の追加

県の見直し内容：居宅被害のうち借家の者及び震災による失業後就職した者は補助

　　　　　　　　　　　対象外

（8） 市民プール震災関係費（工事請負費）

・ 解体撤去後の整地等に要する経費

仮囲い（800ｍ）、盛土（2,300㎥）

● 災害復旧費

（1） 夜間急患センター災害復旧費

・ 再建基本計画策定に要する経費

建設検討委員会関係　294

4回開催分（報償金　266　費用弁償　28）

委員構成：学識経験者、保健医療に携わる者、福祉業務に携わる者、健康に関

　　　　　　　する各種団体に所属する者、関係行政機関職員等

再建基本計画策定業務委託料　4,000

（2） 水産業施設災害復旧費（工事請負費）

・ 水産加工団地共同排水処理施設の災害復旧に要する経費

（3） 小学校災害復旧費

・ 改築事業と同時施工する向陽及び万石浦小学校屋内運動場の災害復旧に要する経費

向陽小学校屋内運動場関係　114,000

災害復旧工事　111,500　工事監理委託料　2,500

万石浦小学校屋内運動場関係　141,000　

災害復旧工事　138,000　工事監理委託料　3,000

（4） 観光施設災害復旧費

・ 馬頭観音前展望台駐車場（牡鹿）の災害復旧に要する経費

展望台解体・撤去、駐車場復旧

（5） 体育館災害復旧費

・ 総合体育館ステージ上部ブドウ棚の災害復旧に要する経費

ブドウ棚及び舞台吊物機構設備改修、諸幕類補修

（6） 消防施設等災害復旧費

・ 仮設消防ポンプ置場の設置に要する経費

牡鹿地区内　6棟（ポンプ車用2棟、積載車用4棟）

7,000 84

96

98

7,000 86

255,000

104

102

104

104

3,700

88

94

▲ 62,780

13,000

45,293 90

11款

4,294

3,150,000

3,400

28,500

－9－



3 特別会計の主な内容

● 土地取得特別会計（補正第1号）

新渡波地区造成費の市街地開発事業特別会計への組み替え等及び公債費の補正

（歳入） 繰入金　9,676　市債　▲1,000,000

（歳出） 復興公共事業用地取得費　▲1,000,000　公債費　9,676　

● 水産物地方卸売市場事業特別会計（補正第4号）

人件費及び公債費の補正

（歳入） 繰入金　▲10,263

（歳出） 人件費　▲13,881　公債費　3,618　

● 下水道事業特別会計（補正第3号）

下水道台帳整備費及び人件費等の補正と復旧・復興事業費の整理

（歳入） 国庫支出金　▲1,440,000　繰入金　▲5,384,343　市債　▲335,100

（歳出） 雨水排水ポンプ場管理費　5,200　雨水排水ポンプ場震災関係費　14,000　

下水道台帳整備業務委託料　20,000　公共下水道復興建設事業費　▲5,403,000　

下水道施設災害復旧工事　▲1,800,000　人件費　▲20,606　公債費　19,463　償還金　5,500

● 漁業集落排水事業特別会計（補正第1号）

人件費及び公債費の補正

（歳入） 繰入金　1,473

（歳出） 人件費　1,450　公債費　23　

● 農業集落排水事業特別会計（補正第2号）

人件費及び公債費の補正

（歳入） 繰入金　4,423

（歳出） 人件費　939　公債費　3,484

● 浄化槽整備事業特別会計（補正第3号）

施設管理費と人件費の補正

（歳入） 繰入金　2,234

（歳出） 浄化槽管理費　2,200　人件費　34

● 市街地開発事業特別会計（補正第1号）

新渡波地区造成費と新蛇田地区人件費の補正

（歳入） 繰入金　130,000　市債　3,000

（歳出） 新渡波地区事業費　132,000　人件費　1,000

● 国民健康保険事業特別会計（補正第3号）

不足が見込まれる保険給付費と過年度国庫支出金の償還金等の補正

（歳入） 国民健康保険税　▲1,109,557　国庫支出金　1,007,433　療養給付費等交付金　159,979　

県支出金　56,002　共同事業交付金　167,507　財産収入　402　繰入金　1,147,277

（歳出） 保険給付費　621,758　共同事業拠出金　167,507　基金積立金　402　諸支出金　639,376　

▲ 990,324 143

1,473 211

133,000 259

2,234

▲ 10,263

4,423 227

1,429,043 277

事項別
ページ

▲ 7,159,443 177

159

245

千円

－10－



● 後期高齢者医療特別会計（補正第2号）

過年度保険料還付金の補正と広域連合負担金の整理

（歳入） 後期高齢者医療保険料　▲200,383　繰入金　4,065　諸収入　7,000

（歳出） 後期高齢者医療広域連合納付金　▲196,318　還付金　7,000

● 介護保険事業特別会計（補正第5号）

不足が見込まれる保険給付費と介護保険システム改修経費等の補正

（歳入） 国庫支出金　119,252　支払基金交付金　130,848　県支出金　56,400　

繰入金　156,203　諸収入　30

（歳出） 介護保険システム改修業務委託料　3,000　石巻地区広域行政事務組合介護保険負担金　1,103

保険給付費　451,200　高額介護サービス費等資金貸付金　90　財政調整基金積立金　4,000

還付金　3,340

● 病院事業会計（補正第3号）

人件費の補正

【収益的収入】　▲7,407

（1）医業外収益　▲7,407

・ 退職手当組合一般会計負担金

【収益的支出】　▲166,352

（1）医業費用　▲166,352

・ 給与費　▲166,352

4 継続費

【一般会計】（追加） （単位：千円）

▲ 189,318 317

平成25年度 155,000

10 教育費 2 小学校費
万石浦小学校屋内
運動場改築事業

174,000

平成24年度

10

款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額

教育費 2 小学校費
向陽小学校屋内運
動場改築事業

221,000

66,000

370

462,733 333

▲ 166,352

52,000

平成25年度 122,000

平成24年度

－11－



【市街地開発事業特別会計】（追加） （単位：千円）

5 繰越明許費

【一般会計】（追加） （単位：千円）

6

6

130,000

平成27年度

市街地開発
事業費

1

被災市街
地復興土
地区画整
理事業費

新渡波地区事業 3,297,000

平成24年度

平成25年度

平成26年度

497,000

1,384,000

1,286,000

年 割 額

330,000

11 災害復旧費 4
文教施設
災害復旧
費

万石浦小学校屋内
運動場災害復旧事
業

471,000

11 災害復旧費 4
文教施設
災害復旧
費

向陽小学校屋内運
動場災害復旧事業

381,000

平成24年度 114,000

平成25年度 267,000

平成24年度 141,000

平成25年度

款 項 事　　業　　名 金　　額

1

事 業 名 総 額 年 度款 項

1 農業費

農業費 共同乾燥調製貯蔵施設整備事業

1

1,382,500

農林水産業
費

施設園芸団地化整備事業 2,344,100

農林水産業
費

－12－



6

6

6

6

6

6

8

9

10

10

11

11

消防ポンプ置場新築事業 33,000

8,674,920

水産加工共同排水処理施設災害復旧事業 3,150,000

体育館災害復旧事業 28,500

合 計

110,000

農林水産業
費

3 水産業費

農林水産業
費

3 水産業費 鮎川漁港荷捌き所施設整備事業 44,490

3

牡鹿製氷冷蔵庫・搬送砕氷塔整備事業 14,680

土木費 2
道路橋りょう
費

道路新設改良事業 6,000

農林水産業
費

3 水産業費

災害復旧費 2
農林水産業
施設災害復
旧費

教育費

消防費 1 消防費

20,000

教育費 3 中学校費 桃生中学校耐震補強事業 131,050

災害復旧費 5

その他公共
施設・公用
施設災害復
旧費

1 教育総務費 学校防災検証事業

377,000

共同利用漁船等復旧支援事業 300,000

水産業共同利用施設復旧緊急支援事業

農林水産業
費

農業費

水産業費 石巻漁港荷捌き所施設整備事業

農林水産業
費

水産業費

1 農業用機械・園芸施設整備事業

733,600
農林水産業
費

3

－13－



【一般会計】（変更） （単位：千円）

2

3

8

6 債務負担行為

【一般会計】（追加） （単位：千円）

款 項 事　　業　　名
金　　額

変更前 変更後

総務費 1 総務管理費 総合支所施設整備事業 3,300 42,400

民生費 3 児童福祉費 民間保育所建設助成事業 116,006 213,509

災害復興住宅整備事業 371,000 1,163,100

限　度　額

合計 1,419,009

期　間事　　　項

河南地区運行協議会乗合タクシー運行費補
助金

変更増額 928,703

荻浜地区住民バス運行協議会運行費補助
金

平成25年度 10,800

山の手地区乗合タクシー運行協議会運行費
補助金

平成25年度 5,300

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

平成25年度 3,200

平成25年度 7,600

土木費 6 住宅費

河北地区住民バス運行協議会運行費補助
金（仮設住宅線）

平成25年度 8,100

平成25年度 7,900
桃生地区住民バス運行協議会運行費補助
金（仮設住宅線）

－14－



桃生地区小学校遠距離通学児童輸送業務
平成24年度

～平成29年度
85,000

400,000

161,000

新住民情報システム構築業務

河北幼稚園園児輸送業務
平成24年度

～平成29年度

平成25年度
～平成26年度

税務システム改修業務

桃生幼稚園園児輸送業務
平成24年度

～平成29年度
81,000

指定管理者と締結する基本協定に基
づく指定管理料

北上地区中学校遠距離通学生徒輸送業務

平成25年度 8,190

ひとり親家庭等在宅就業支援事業（平成24
年度分）

平成24年度
～平成29年度

51,000

かなん有機センター管理運営業務
平成25年度

～平成27年度

稲井地区小学校遠距離通学児童輸送業務
平成24年度

～平成29年度

サン・ファン・バウティスタパーク管理運営業
務

平成25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

140,000

平成24年度
～平成30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

88,718

上釜ふれあい広場管理運営業務
平成25年度

～平成27年度
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【一般会計】（変更） （単位：千円）

【一般会計】（廃止） （単位：千円）

【下水道事業特別会計】（追加） （単位：千円）

災害公営住宅整備事業

変
更
前

変
更
後

事　　　項 期　間 限　度　額

平成24年度
～平成26年度

570,000

平成24年度
～平成27年度

25,793,900

事　　　項

事　　　項 期　間 限　度　額

借上公営型地域優良賃貸住宅借上料
平成25年度

～平成44年度
6,528,600

下水道台帳整備事業 80,000平成25年度

平成25年度

限　度　額期　間

石巻工業港曽波神線街路整備事業（橋りょう
上部工）

357,000
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