
石巻市の平成 24 年度当初予算案の概要 

 

Ⅰ 予算編成の考え方 

   平成 24 年度当初予算は、予算編成に先立ち定めた「平成 24 年度予算編成方針」に

基づき、財源捻出対策を実施し、「石巻市震災復興基本計画」に掲げた施策を重点的に

予算化した。 

   また、「石巻市総合計画」に位置付けている、市民生活や産業の進展に欠くことので

きない施策については、厳選して取り組むこととした。 

 

Ⅱ 当初予算案の規模 

 

一般会計の規模は 2,632 億円、対前年度比 326.2％、2,014.5 億円の増 

総会計では 3,255.5 億円、対前年度比 195.0％、2,152.1 億円の増 

 

ア 一般会計が326.2％増で2,632億円となるなど総会計で過去 大の3千億円を超える予

算規模となっている。 

イ 一般会計の歳出総額が大幅に増加したのは、前年度から実施している災害廃棄物処理

事業や震災に係る災害復旧事業が皆増することと、本格化する防災集団移転促進事業や

災害復興住宅整備事業をはじめとする震災復興基本計画事業の増加によるもの。 

  なお、災害復旧及び復興関連事業を除く通常分については、対前年度比▲13.4％の

534.9 億円となっており、緊縮型の予算となっている。 

ウ 特別会計の歳出規模が増加するのは、土地取得特別会計で復興事業に係る用地取得、

下水道事業特別会計及び農業集落排水事業特別会計で災害復旧費を計上したほか、国民

健康保険事業特別会計で保険給付費及び介護納付金が増加するため。 

エ 病院事業会計の歳出規模が大幅に減少するのは、震災により市立病院及び雄勝病院が

被災したため、牡鹿病院のみに診療体制が縮小するため。 

 

（単位：百万円、％） 

区分 24 年度 23 年度 増減額 増減率 

一般会計 263,200 61,750 201,450 326.2

復旧復興分 209,712 － 209,712 皆増 

通常分 53,488 61,750 ▲8,262 ▲13.4

特別会計 59,941 42,051 17,890 42.5

病院事業会計 2,408 6,541 ▲4,133 ▲63.2

計 325,549 110,342 215,207 195.0

 

Ⅲ 歳入の状況（一般会計） 

 

１ 市税 
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市税収入は 105.6 億円、対前年度比▲38.9％、▲67.2 億円の減 

 

ア 個人市民税及び法人市民税の現年度分は、年少扶養控除の廃止による増収が見込まれ

るものの、雇用情勢の悪化に伴う個人所得や震災による課税対象法人数の減少等を見込

み、それぞれ対前年度比 55.3％、70.7％の減で計上 

イ 固定資産税の現年度分は、一部の地区で土地取引が活発化しているものの、家屋や償

却資産の滅失、評価替えなどもあり、対前年度比 31.9％の減で計上 

 

（単位：百万円、％） 

区分 24 年度 23 年度 増減額 増減率 

個人市民税 2,429 5,435 ▲3,006 ▲55.3

法人市民税 301 1,028 ▲727 ▲70.7

固定資産税 5,420 7,956 ▲2,536 ▲31.9

その他 2,409 2,857 ▲448 ▲15.7

計 10,559 17,276 ▲6,717 ▲38.9

個人市民税、法人市民税、固定資産税には、滞納繰越分を含んでいない。 

 

２ 地方交付税 

 

地方交付税は 489.2 億円、対前年度比 136.1％、282 億円の増 

 

ア 普通交付税は、市税の減収など震災に伴う減収分の一定程度の補てんを見込み 28.2％

増額で計上 

イ 特別交付税は、地方財政対策で示されている対前年度比 0.5％増を踏まえ計上 

ウ 震災復興特別交付税は、復興事業等に対し相当額の交付を見込み計上 

エ 臨時財政対策債は、地方財政対策で示されている対前年度比 0.4％減と 23 年度の発行

可能額を踏まえ対前年度比 2.8 億円、8.8％の減で計上（Ｈ23 決算見込み対比では、2.5％

減） 

 
（単位：百万円、％） 

区分 24 年度 23 年度 増減額 増減率 

地方交付税 48,920 20,720 28,200 136.1

普通交付税 25,000 19,500 5,500 28.2

特別交付税 23,920 1,220 22,700 1,860.7

特別交付税 1,220 1,220 0 0.0

 

 

震災復興特別交付税 22,700 － 22,700 皆増

臨時財政対策債 2,900 3,180 ▲280 ▲8.8

計 51,820 23,900 27,920 116.8
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３ 国県支出金 

 

国庫支出金は 1,672.8 億円、対前年度比 2,165.4％、1,599 億円の増 

県支出金は 152.3 億円、対前年度比 341.3％、117.8 億円の増 

 

ア 復旧復興分は、復旧・復興事業との連動で相当額の交付を見込み計上 

イ 通常分については、扶助費などの福祉関係経費等で増加するものの、通常建設事業を

抑制したことなどから、それぞれ対前年度比 18.7％、18.3％の減で計上 

（単位：百万円、％） 

区分 24 年度 23 年度 増減額 増減率 

国庫支出金 167,279 7,384 159,895 2,165.4

復旧復興分 161,276 － 161,276 皆増 

 通常分 6,003 7,384 ▲1,381 ▲18.7

県支出金 15,229 3,451 11,778 341.3

復旧復興分 12,410 － 12,410 皆増 

通常分 2,819 3,451 ▲632 ▲18.3

計 182,508 10,835 171,673 1,584.4

 

４ 繰入金 

 

繰入金は 37.9 億円、対前年度比 267.1％、27.6 億円の増 

 

ア 財政調整基金繰入金は、対前年度比 7.4 億円、121.1％の増 

イ 減債基金繰入金は、財源対策として 6億円を取り崩す。 

ウ 震災復興基金繰入金は、震災復興基本計画事業の財源として 13.6 億円投入する。 

 

５ 市債 
 

市債は 106.5 億円、対前年度比 98.9％、52.9 億円の増 

 
ア 災害援護資金貸付金は、被災者の生活支援のため貸付する災害援護資金貸付金の財源

として 49 億円を計上 
イ 投資的経費等に充当する建設地方債等は、災害復興住宅整備事業、高等学校統合整備

事業等の普通建設事業の増に伴い、前年度比 5.0 億円、26.2％の増 
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（単位：百万円、％） 

区分 24 年度 23 年度 増減額 増減率 

臨時財政対策債 2,900 3,180 ▲280 ▲8.8

災害援護資金貸付金 4,900 － 4,900 皆増

建設地方債等 2,429 1,925 504 26.2

借換債 417 249 168 67.5

計 10,646 5,354 5,292 98.9

 

Ⅳ 歳出の状況（一般会計） 

 

１ 義務的経費 
 

義務的経費は 332.6 億円、対前年度比 4.8％、15.3 億円の増 

 
ア 歳出全体での構成比は、12.6％（前年度 51.3％） 

イ 人件費は、退職手当組合負担金や共済費負担の増加に加え、時間外勤務手当の増によ

り、対前年度比 3.7 億円、2.9％の増 

ウ 扶助費は、増加傾向が続く自立支援給付費に加え、災害弔慰金や被災児童生徒に係る

就学援助費の増加により、対前年度比 12.8 億円、12.1％の増 

エ 公債費は、災害対策債、災害復旧事業債等が震災復興特別交付税に振替えされること

及び従来から取り組んできた起債発行額の抑制効果により、対前年度比 1.2 億円、1.4％

の減 

 

（単位：百万円、％） 
区分 24 年度 23 年度 増減額 増減率 

人件費 13,089 12,717 372 2.9

扶助費 11,888 10,607 1,281 12.1

公債費 8,279 8,400 ▲121 ▲1.4

計 33,256 31,724 1,532 4.8

 
２ 投資的経費 
 

投資的経費は 680 億円、対前年度比 1,453.6％、636.3 億円の増 

 
ア 補助事業は、防災集団移転促進事業、災害復興住宅整備事業の増により、対前年度比

434.4 億円、2,074.3％の増 

イ 単独事業は、高等学校統合整備事業費のほか中小企業復旧支援事業助成事業など震災

復興基本計画に基づく事業の増により、対前年度比 5.6 億円、27.1％の増 

ウ 災害復旧事業は、漁港、道路、地域情報通信施設等の災害復旧に要する経費を計上 
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（単位：百万円、％） 
区分 24 年度 23 年度 増減額 増減率 

補助事業 45,530 2,094 43,436 2,074.3

単独事業 2,623 2,064 559 27.1

県営事業負担金 169 219 ▲50 ▲22.5

災害復旧事業 19,680 0 19,680 激増

計 68,002 4,377 63,625 1,453.6

 
３ その他の経費 
 
物件費、補助費等、繰出金などその他の経費は 1,619.4 億円、対前年度比 531.4％、1,362.9

億円の増 

 
ア 物件費は、被災者生活支援に係るサポートセンター管理運営経費、応急仮設住宅管理

経費、災害廃棄物処理経費や震災被災者等の就労支援業務委託料の増により、前年度比

1,236.8 億円、1,470.7％の増 

イ 補助費等は、病院事業会計への負担金が減少する一方、消防救急デジタル無線災害復

旧に係る石巻地区広域行政事務組合負担金の増により、前年度比 7.3 億円、8.3％の増 

ウ 貸付金は、災害援護資金貸付金のほか、中小企業融資預託金の増により、対前年度比

53.9 億円、645.4％の増 

エ 繰出金は、水産物地方卸売場の施設整備、震災復興基本計画に基づく下水道整備及び

農業集落排水事業の災害復旧に伴う増により、前年度比 73.2 億円、123.7％の増 
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平成２４年度　当初予算案の概要
１　歳入 単位：億円

２　歳出（目的別） 単位：億円

３　歳出（性質別） 単位：億円

自主財源
185.0(7.0%)

依存財源
2,447.0(93.0%)

県支出金
152.3(5.8%)

譲与税・交付金
26.2(1.0%)

市債
106.5(4.0%) 市税

105.6(4.0%)

その他
79.4(3.0%)

国庫支出金
1,672.8(63.6%)

地方交付税
489.2(18.6%)

歳 入 総 額
2,632 億 円

衛生費
1,275.7(48.5%)

土木費
568.1(21.6%)

民生費
256.9(9.8%)

災害復旧費
196.8(7.5%)

公債費
82.8(3.1%)

総務費
68.2(2.6%)

教育費
66.2(2.5%)

農林水産業費
23.7(0.9%)

商工費
26.7(1.0%)

その他
30.6(1.1%)

消防費
36.3(1.4%)

歳 出 総 額
2,632 億円

その他
71.0(2.7%)

義務的経費
332.6(12.6%)

投資的経費
680.0(25.9%)

物件費
1,320.8(50.2%)

その他
 1,619.4(61.5%)

繰出金
132.4(5.0%)

人件費
130.9(5.0%)

扶助費
118.9(4.5%)

公債費
82.8(3.1%)

災害復旧事業費
196.8(7.5%)

補助費等
95.2(3.6%)

普通建設事業費
483.2(18.4%)

歳 出 総 額
2,632 億円
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各種会計予算総括表  （単位：千円）

当初予算
現計予算額
（参考）

金額（A-B)

(A) (B) (H24.2.10現在) （C)

263,200,000 61,750,000 267,531,859 201,450,000 326.2

209,712,003 206,434,822 209,712,003 皆増

53,487,997 61,750,000 61,097,037 ▲ 8,262,003 ▲ 13.4

59,941,534 42,051,374 54,620,382 17,890,160 42.5

9,238,448 2,328,174 2,328,174 6,910,274 296.8

427,178 321,106 1,797,342 106,072 33.0

22,408 24,745 22,620 ▲ 2,337 ▲ 9.4

17,503,647 7,389,496 14,899,164 10,114,151 136.9

28,568 17,370 66,364 11,198 64.5

994,943 413,405 1,422,055 581,538 140.7

44,226 46,043 53,014 ▲ 1,817 ▲ 3.9

19,774,655 19,079,176 21,241,561 695,479 3.6

1,543,959 1,532,022 1,541,318 11,937 0.8

10,363,502 10,899,837 11,248,770 ▲ 536,335 ▲ 4.9

2,407,803 6,540,911 5,585,390 ▲ 4,133,108 ▲ 63.2

325,549,337 110,342,285 327,737,631 215,207,052 195.0

【（震）は震災復興関連事業（歳出）】

歳　出（主な事業）

　２款　総務費
事項別
ページ

(1) 広報活動費 40,161 108

市報作成等業務委託料　20,000

　編集から印刷までを外部委託化するもの。　

ホームページサーバーサービス使用料　17,709

　老朽化に伴う更新に併せ外部サーバーによる運用に改めるもの。

その他（需用費、役務費等）　2,452

(2) 庁舎管理費 195,272 110

庁舎等改修工事　29,000

　庁舎空調設備への加湿機設置・駐車場照明ＬＥＤ化

その他庁舎等維持管理経費　166,272

（3）地域活性化関係費 10,209 114

石巻専修大学地域連携事業費補助金　10,000

　地域連携活動及び教育研究活動への支援

その他（各種負担金等）　209

(4) 地域まちづくり委員関係費 3,454 114

委員報酬及び費用弁償　3,354

介護保険事業

病院事業会計

合 計

（単位：千円)

農業集落排水事業

浄化槽整備事業

国民健康保険事業

後期高齢者医療

石巻市の平成24年度当初予算の概要

会 計 区 分
24年度

当初予算

23年度 対前年度比較

増減率

一般会計

特別会計

内
　
　
　
　
訳

土地取得

水産物地方卸売市場事業

駐車場事業

下水道事業

漁業集落排水事業

通常分

復旧復興分
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その他（需用費、役務費）　100

（5）地域交通対策関係費 83,310 116

路線バス運行維持費補助金　11,927

　（石巻中里循環線、石巻専修大学線、渡波線）

荻浜地区住民バス運行協議会運行費補助金　5,354

稲井地域乗合タクシー運行協議会運行費補助金　6,531

山の手地区乗合タクシー運行協議会運行費補助金　4,118

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　3,818

河北地区住民バス運行協議会運行費補助金　4,626

雄勝地区運行協議会バス等運行費補助金　16,541

河南地区運行協議会乗合タクシー運行費補助金　6,016

桃生地区住民バス運行協議会運行費補助金　10,646

北上地区住民バス等運行協議会運行費補助金　7,230

寄磯前網地区乗合タクシー運行協議会運行費補助金　3,670

雄勝地区高校通学バス運行費補助金　2,000

その他（地域公共交通会議委員報酬等）　833

（6）国際交流推進費 4,127 118

チビタベッキア市派遣事業関係委託料　2,426

　姉妹都市締結に向けた事前調整のため職員等を現地へ派遣するもの。

　　派遣人員：4名（副市長、職員2名、通訳1名）

　派遣に伴うその他経費（旅費、需用費等）　241千円　

その他（多文化共生社会推進懇談会委員報酬、各種補助金等）　1,460千円

(7) 災害派遣職員関係費 477,327 130

復興事業等従事のため他自治体から派遣される職員人件費等

　職員手当等　57,327

　　災害派遣手当

　旅費　63,600

　　普通旅費（帰省分）13,200　特別旅費（赴任・帰任分）50,400

　住宅借上料　30,000

　　派遣職員宿舎の借上料

　災害派遣職員人件費負担金　320,000

　　給料、時間外勤務手当等は派遣元自治体で支給。（負担金として支払うもの。）

　その他（家具等借上料）　6,400

(8) 震災広報関係費 25,772 132

災害アーカイブ作成業務委託料　11,000

　震災に係る映像、新聞記事及び写真の記録保管を行うもの。

市報作成等業務委託料　8,000

　毎月1回、臨時号を発行するもの。（通常分と併せ編集から印刷までを外部委託化）

その他（需用費、役務費等）　6,772

(9) 被災文書修復事業費（需用費） 2,200 132

被災した文書の修復経費

　被災文書所在箇所：旧本庁舎地下書庫、旧第1分庁舎、旧第2分庁舎、雄勝総合支所

　　　　　　　　　　北上総合支所、稲井支所、渡波支所、荻浜支所等

（震）

（震）

（震）
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(10)震災復興計画推進関係費 8,873 132

震災復興基本計画実施計画の進行管理等を行う組織設置経費

　報償金　6,134

　　委員：20名×5回×9,500円＝950千円

　　アドバイザー：4名×4回×12ヶ月×27,000円＝5,184千円　

　その他（旅費等）　2,739

(11)復興協働プロジェクト関係費 4,186 132

石巻復興協働プロジェクトの運営に要する経費

　報償金　684

　　アドバイザー：6名×12回×9,500円

　旅費　3,144

　　アドバイザー費用弁償　144　企業訪問旅費　3,000

　その他（需用費等）　358

(12)特定被災地域交通対策関係費 20,796 132

路線バス運行維持費補助金　6,028

　（石巻市内仮設住宅循環線　平日6便）

河北地区住民バス運行協議会運行費補助金　7,057

　（河北仮設住宅線　平日3便）

桃生地区住民バス運行協議会運行費補助金　4,711

　（桃生仮設住宅線　平日4便）

応急仮設住宅等路線バス実態把握調査業務委託料　3,000

　既存路線バス及び仮設路線バス等実態調査、利用者ニーズ把握調査等

(13)地域自治システム関係費（住民自治組織交付金） 6,800 132

400千円×17組織（町内会組織による協議会や連合会等）

　1組織　年間2事業（研修会、先進地視察等）　400千円を限度

(14)地域コミュニティ再生関係費 67,196 132

コミュニティづくり支援事業費補助金　18,500

　50千円×370団体（町内会、応急仮設住宅団地自治会組織等）

　1団体　年1回　50千円を限度　対象経費：講演会、清掃作業、お祭り等

集会所建設費補助金　48,696

　被災した集会所の建替え及び改修等に対する補助金

　交付先：（新築）榎壇集会所、大街道集会所

　　　　　（改修）中里会館、五十五人生活センター、橋浦本地生活センター

(15)市長選挙及び市議会議員補欠選挙執行費 2,234 146

平成25年4月に執行予定のため、平成24年度において一部準備経費を措置するもの。

　市長：平成25年4月28日任期満了

　市議会議員補欠選挙（欠員3名）は、公職選挙法の規定に基づき、市議会議員と選挙区を

　同じくする市長選挙が行われるため実施されるもの。

　　職員手当等　1,557（時間外勤務手当）

　　その他（需用費等）　677

　３款　民生費

（1）地域福祉推進関係費 5,201 158

（震）

（震）

（震）

（震）

（震）
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地域福祉計画策定業務委託料　4,400

　震災により延期された次期地域福祉計画の策定経費

その他（地域福祉委員会委員報酬等）　801

（2）障害者計画等推進費 5,612 160

障害者計画・障害福祉計画策定業務委託料　3,300

　震災により延期された次期障害者計画・障害福祉計画の策定経費

その他（障害福祉推進委員会委員報酬等）　2,312

（3）自立支援給付費 1,800,903 162

障害児を含む身体・知的・精神障害者への各種福祉サービスの給付に要する経費

　補装具給付費　34,163

　介護給付・訓練等給付費　1,527,802

　自立支援医療給付費　233,000

　その他（役務費、委託料等）　5,938

（4）子ども医療対策費 393,856 166

子ども医療扶助費　381,514

　現行：0歳から10歳までの通院及び入院分の自己負担額に対し助成

　改正：0歳から12歳までの通院及び入院分の自己負担額に対し助成

　　　　（ただし、小学5・6 年生については入院分のみ）

その他（子ども医療費支払事務委託料等）　12,342

（5）介護基盤緊急整備等特別対策事業費（補助金） 9,954 176

認知症高齢者グループホームの施設開設準備に対する補助金

交付先：（仮称）グループホームここみの里門脇

（6）私立認可保育所運営費 435,735 180

扶助費　435,716

　私立認可保育所への運営費支弁

　　支弁先：なかよし保育園、ひまわり保育園、広渕保育所、メロン保育園

　　　　　　インターナショナルプリスクールピノッチオ（新規）

役務費　19

（7）要保護児童対策事業費（緊急総合経済対策分） 5,725 182

要保護児童専門員報酬　2,996

　社会福祉士等専門職員の設置経費

需用費　1,470

　啓発用リーフレット作成経費

その他（報償費等）　1,259

（8）子ども手当費（扶助費） 2,565,490 182

3歳未満　15,000円　3歳以上小学校終了前　10,000（第3子以降15,000）　

中学生　10,000円

※　現行制度で予算計上（制度改正により変更が生じた場合は、今後補正で対応）

（9）児童扶養手当費（扶助費） 957,982 182

母子家庭、養育者及び父子家庭分　943,228

震災による特例措置分　14,754

　震災により財産に一定の被害があったため、支給対象となる者への給付分
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（10）ひとり親家庭等在宅就業支援事業費（委託料） 10,168 182

ひとり親家庭等の経済的自立を目的とした就業支援等経費

　訓練手当　25,000円×50人×8ヶ月＝10,000千円

　その他　168千円

（11）各種扶助費 2,757,691 190

生活扶助費　851,378　住宅扶助費　269,231　教育扶助費　17,020　介護扶助費　68,131

医療扶助費　1,498,951　出産扶助費　1,166　生業扶助費　8,092　葬祭扶助費　3,495

施設事務費　40,227

（12）災害救助費 106,714 192

遺体捜索活動や身元不明者の遺骨管理等に要する経費

　遺体捜索関係　65,709

　　捜索等業務委託料　50,000　船舶借上料　3,480　重機借上料　12,000

　　仮設トイレ借上料　210　その他　19

　遺骨等管理関係　38,505

　　遺体搬送業務委託料　19,000　警備業務委託料　1,134

　　遺骨管理所用仮設事務所借上料　2,826

　　需用費等　15,545

　災害ボランティアセンター運営費補助金　2,500

（13）東日本大震災援護費 6,503,983 192

災害弔慰金等の支給と災害援護資金の貸付等に要する経費

　災害弔慰金　1,550,000　災害障害見舞金　12,500

　災害援護資金貸付金　4,900,000

　災害援護資金貸付金管理システム構築業務委託料　1,050

　その他（人件費等）　40,433

（14）被災者生活支援事業費 576,484 192

サポートセンター維持管理等委託料　156,000

　ささえあいセンター（106箇所）運営業務

　ささえあい拠点センター（プレハブ5施設）管理業務

サポートセンター事業運営委託料　298,600

　社会福祉士等相談業務、介護サポート拠点事業、心のサポート拠点事業

　障害者支援サポート拠点事業、ケア付き高齢者等住宅運営事業

　在宅避難世帯健康調査等事業

その他（人件費等）　121,884

（15）応急仮設住宅管理費 155,400 194

応急仮設住宅の管理等に要する経費

　施設維持管理等委託料　21,000

　応急仮設住宅運営管理補助業務委託料　117,600

　　入居者等からの問い合わせに対応するコールセンター設置経費

　その他（役務費等）　16,800

　４款　衛生費

（1）医療対策費 262,649 196

休日及び夜間における一次、二次救急医療の確保等に要する経費

（震）

（震）

（震）

（震）
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　休日等急患診療対策委託料　46,002

　病院群輸番制病院運営事業費補助金　70,467

　　（医療機関：牡鹿病院、日赤、女川町地域医療センター、齋藤病院、真壁病院、仙石病院）

　　　※　被災により市立病院、雄勝病院は除外

　網小医院運営費補助金　20,000

　石巻赤十字病院救命救急センター運営費助成金　28,222

　石巻赤十字病院新築移転建設費補助金　91,528

　その他（医師会地域医療対策助成金等）　6,430

（2）母子保健事業費 146,651 198

妊婦及び乳幼児の保健事業に要する経費

　母子保健事業健康診査委託料　117,000

　　妊婦一般健康診査（14回）※新規検査項目：性器クラミジア検査

　　乳児一般健康診査、3歳児健康診査等

　妊婦健康診査助成金　2,000

　　里帰り等における委託医療機関以外での妊婦健診費用に対する助成

　その他（嘱託医報酬、賃金等）　27,651

（3）予防接種費 423,999 200

予防接種法に基づく定期予防接種に要する経費

　各種予防接種委託料　411,000

　　接種項目：三種混合、二種混合、麻しん・風しん、ＢＣＧ、インフルエンザ

　　　　　　　肺炎球菌、日本脳炎、子宮頸がん、ヒブ、小児用肺炎球菌

　予防接種助成金　2,100

　　里帰り出産等で市外で負担した予防接種費用に対する助成

　その他（嘱託医報酬、役務費等）　10,899

（4）健康増進事業費 420,070 200

健康増進法に基づく健康診査と各種がん検診に要する経費

　がん検診委託料　308,000

　　検診項目：胃がん、子宮がん、乳がん、大腸がん、肺がん、前立腺がん

　重点がん予防検診委託料　32,600

　　検査項目：子宮がん、乳がん、大腸がん（新規）

　　※　従来名称は、女性特有のがん検診委託料

　　　　女性に限定されない大腸がんが検査項目に追加されたため、委託名称変更

　その他（検診票作成等業務委託料等）　79,470

（5）環境政策推進費 26,806 206

太陽光発電普及促進事業費補助金　25,200

　個人住宅：100千円×220件＝22,000千円

　事業所用：400千円×8件＝3,200千円

自然確認調査実施委託料　500

　津波により環境が大きく変化したと思われる海岸地域等の植生等現況調査費

その他（環境審議会委員報酬等）　1,106
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（6）公害対策費 12,178 206

自動車騒音面的評価システム整備業務委託料　3,266

自動車交通騒音実態調査業務委託料　1,397

　「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に

　関する法律」（通称：一括法）の施行に伴い、県より事務移管される騒音規制法に基

　づく自動車騒音の実態調査及び分析システム構築経費

航空機騒音測定装置購入費　5,000

　津波で失った航空機騒音測定装置の購入経費

その他（臭気指数測定分析業務委託料等）　2,515

（7）夜間急患センター費 182,127 212

夜間急患センターの管理運営経費

　報酬　129,816（派遣医師報酬　123,879　薬剤師報酬　5,937）

　その他（施設維持管理等委託料等）　52,311

（8）災害廃棄物処理事業費 120,580,521 220

災害廃棄物処理等業務委託料　120,185,900

　（二次処理業務、公共施設解体撤去、仮置場運営、家電・コンクリート処理等）

借上料（事業用機械、臨時事務所等）　33,484

その他（人件費等）　361,137

　５款　労働費

（1）震災等緊急雇用対応事業費 2,375,504 224

震災に伴う失業者等の雇用確保を図るもの。

　震災被災者等就労支援業務委託料　2,345,504

　　（災害廃棄物仮置場警備業務ほか16事業）　新規雇用予定者数：787人

　震災対応等臨時職員賃金等　30,000　新規雇用予定者数：30人

　　新規雇用予定者数合計：817人

（2）生涯現役・全員参加・世代継承型雇用創出事業費（委託料） 94,411 224

被災求職者の雇用と若者、高齢者等の雇用機会の創出を図るもの。

　（外国人漁業実習生受入体制事業ほか3事業）　新規雇用予定者数：21人

　６款　農林水産業費

（1）県営事業負担金 155,387 234

経営体育成基盤整備事業費負担金　147,786

　真野大谷地、真野大谷地2期、大川、飯野川、北上、青木川、蛇沼向

　青木川2期、鹿又、広渕沼、河南4期、三輪田

二俣南地区農業農村整備事業受託調査費負担金　2,250

ストックマネジメント事業費負担金（保全計画策定分、改修事業分）　2,176

農村災害対策整備事業（調査計画）費負担金　3,175

（2）農業復興対策費 394,673 236

地域農業経営再開マスタープラン策定委員会委員報酬　1,330

　地域の中心経営体を定めた地域農業経営再開マスタープランを策定するもの。

　7地区（旧市町）×10名×2回×9,500円

（震）

（震）

（震）

（震）

13



東日本大震災被災農家経営再開支援事業費補助金　234,583

　被災地域の農地復旧作業を実施する農業復興組合に対する支援

　　交付先：大瓜西部地域、釜地域、渡波地域、大川地域、北上地域

東日本大震災農業生産対策事業費補助金　100,000　ア

東日本大震災農業生産復旧緊急対策事業費補助金　50,000　イ

　震災により施設等が損壊した農業生産法人等への災害復旧補助

　　補助率：アは補助基本額の1/2　イは補助基本額の1/4　

　　　　　　事業者負担は、1/4

被災地域農地集積支援費補助金　6,000

　農地利用集積円滑化団体等による農地集積の支援として、農地貸付者へ補助金を交付するもの。

その他（土地利用調整業務委託料等）2,760

（3）畜産業復興対策費 79,291 238

経営再建家畜導入支援対策事業費補助金　44,793

　震災による家畜被害からの経営再建、生産回復を図るための代替家畜導入に対する支援

　　補助率：1/2（限度額、家畜単価等の設定あり）

畜舎等施設整備支援対策事業費補助金　31,498

　震災により被災した家畜飼養施設等整備への支援

　　補助率：1/3（限度額等の設定あり）

いしのまき和牛ブランド化対策助成金　3,000

　優良和牛生産地の維持対策のため対象牛導入者に対し経費の一部を支援するもの。

（4）造林事業費（委託料） 16,110 242

市有林の育成整備を図るもの。

　下刈（牡鹿地区）　1.81ha　除間伐（石巻地区・河北地区）　39.00ha

（5）水産業復興対策費 242,840 248

共同利用漁船等復旧支援事業費補助金　200,000

　震災からの復旧を目的に漁協等が取得した共同利用漁船等に対する支援

　　交付先：漁業協同組合、漁業生産組合

　　補助率：国・県補助金を控除した残額の1/3（国・県・市を合算すると補助率は8/9）

地先漁場資源回復事業費補助金　10,000

　被災した種苗生産施設の復旧までの間、他海域から種苗を導入する費用への支援

　　交付先：漁業協同組合　導入先海域：6海域程度

　　補助率：事業主体負担の1/2

水産業共同利用施設復旧緊急支援事業費補助金　10,000

　被災した漁協等が取得する共同利用施設の整備費用への支援

　　交付先：漁業協同組合、漁業生産組合

　　補助率：2/3（上限1,000千円）

その他（制度融資に係る利子助成金）　22,840

　７款　商工費

（1）観光振興対策費 41,105 254

観光振興に要する経費

　各種補助金　24,400

　　サン・ファン祭り補助金　1,700

（震）

（震）
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　　サン・ファン渡波市民夏祭り補助金　200

　　鯨まつり補助金　4,050

　　かほく夏祭り実行委員会補助金　2,100

　　かなん市民まつり補助金　1,900

　　ものうふれあいまつり補助金　4,150

　　かほく産業まつり補助金　1,300

　　石巻観光協会補助金　7,000

　　雄勝地区祭りイベント補助金　1,000

　　北上地区祭りイベント補助金　1,000

　各種負担金　14,032

　　石巻川開き祭り負担金　5,000

　　仙台・宮城観光キャンペーン推進協議会負担金　1,000

　　「食彩・感動いしのまき」観光推進協議会負担金　1,500

　　観光パンフレット作成費負担金　1,500

　　慶長遣欧使節船出帆400年記念事業実行委員会負担金　1,000

　　石ノ森萬画館開館10周年記念事業実行委員会負担金　2,000

　　その他負担金　2,032　

　その他（旅費、需用費等）　2,673

（2）商工業復興対策費（補助金） 750,000 258

市内中小企業者の被災施設・設備の復旧支援

　1,000千円（補助限度額）×750件

　補助対象経費：被災した施設の修復・建替経費、設備の修繕、入替経費等

　補助率：1/2（ただし、対象事業費は200千円以上）　

（3）企業立地等促進事業費 170,009 258

産業用地整備調査等業務委託料　8,000

　新たな産業用地整備に向けた調査費

企業立地等促進条例助成金　159,000

　雇用促進のため制度の拡充を図り、「新エネルギー等関連産業の集積」を促進

　主な変更点

　　条例名を「企業誘致条例」から「企業立地等促進条例」に変更

　　新産業等創出促進助成金を新設

　　増設対象に震災により解体した事業所、移設対象に大企業をそれぞれ拡大、追加

　　対象業種の追加（太陽光発電、植物工場、データセンター等）

その他（各種負担金等）　3,009

（4）中小企業等融資関係費 1,351,344 258

緊急経済対策保証料補給金　78,594

　被災中小企業者分を含む保証料の負担支援

　　通常分　144件　災害分　600件

（震）

（震）

（震）
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中小企業融資（災害関連枠）利子補給金　63,750

預託金　中小企業融資分　1,164,000　小企業小口融資分　45,000

（5）中心市街地復興関係費 31,500 260

中心市街地活性化基本計画策定業務委託料　7,500

　現計画に震災の影響を反映し、新たな計画を策定するもの。

中心市街地災害復興事業助成金　24,000

　仮設店舗運営協議会が運営する仮設店舗の管理費等への助成金

　８款　土木費

（1）道路新設改良事業費 33,181 268

　 市道河北長尾線改良舗装工事委託料　28,000

　 南経塚鹿又線道路改良工事　4,000

　 その他（電力柱等移設負担金等）　1,181

（2）内水排除対策費 442,300 270

内水排除用仮設ポンプの借上げ及び運転に要する経費

　事業用機械借上料　326,000

　　仮設ポンプ　84台

　排水ポンプ設置工事　16,500

　　河北大川、北上本地

　需用費　99,800

　　燃料費　68,900　修繕料　15,000　光熱水費　15,900

（3）水辺の緑のプロムナード整備事業費（委託料） 69,000 272

　 基本設計、パブリックコメント補助、アンケート・ワークショップ等

（4）被災市街地復興土地区画整理事業費（委託料） 2,175,000 280

　 被災市街地復興特別措置法に基づいて定められる被災市街地復興推進地域において、

　 土地区画整理事業を実施し、市街地の復興を図るもの。

　 　測量試験費（調査費、設計費、換地設計、仮換地指定、実施設計等）

　 　調査地区：釜・大街道、門脇、湊、新蛇田、新渡波

（5）防災集団移転促進事業費 21,513,000 280

　 災害が発生した地域のうち、住民の居住に適当でないと認められる区域にある住居の

　 集団による高台への移転を推進するもの。

　 　測量調査等業務委託料　4,918,000

　 　　実施設計、地質調査、補償調査等　調査箇所：63

　 　防災集団移転用地造成工事　13,858,000

　 　　7箇所：（石巻）桃浦、鹿立浜（雄勝）名振、船越（北上）小室（牡鹿）給分浜、十八成浜

　 　用地購入費　704,000

　 　立木補償金　2,003,000

　 　その他（需用費）　30,000

（6）復興街路整備事業費 2,482,000 280

街路整備及び避難路整備事業に要する経費

　 　街路事業：本庁地域の道路ネットワーク構築に向けた都市計画道路を中心とする整備

　 　避難路整備事業：高台移転等に伴う道路整備

（震）

（震）

（震）

（震）

（震）

（震）
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　　測量調査等業務委託料　909,000

　　　調査箇所数：14

　　街路整備工事　643,000

　　　路線：福貴浦浜附近、狐崎浜附近、竹浜・牧浜附近、蛤浜・折浜附近、

　　　　　　小竹浜附近、佐須附近

　　用地購入費　889,000

　　物件移転補償金　41,000

（7）復興都市公園等整備事業費 1,043,000 280

慰霊、復興、防災を目的とした公園等整備に要する経費

　測量調査等業務委託料　543,000

　　　調査箇所：シンボル公園候補地、長浜緑地・渡波緑地、中瀬公園（中瀬歩専橋含む。）

　用地購入費　500,000

　　長浜緑地・渡波緑地

（8）石巻工業港曽波神線街路整備事業費 585,209 282

　 道路改良工事　389,000

　 　橋梁上部架設工（Ｌ＝67.5ｍ）、主桁製作、付帯工事等

　 道路改良工事委託料　173,000

　 　橋梁上部架設工（ＪＲ委託）Ｌ＝33.7ｍ

　 物件移転補償金　15,000

　 その他（用地購入費等）　8,209

（9）災害復興住宅整備事業費 12,173,300 286

測量調査等業務委託料　551,000

　本庁地区（市街地）　建築設計、測量、地質調査等

借上公営型地域優良賃貸住宅借上料　167,400

　1ヶ月93千円×300戸×6ヶ月（10月からの半年分）

災害復興住宅整備工事　5,844,000

　Ｈ24：250戸建設（全体1,400戸）

災害復興住宅駐車場整備工事　346,000

用地購入費　1,463,000

地域優良賃貸住宅建設費補助金　3,107,000

　借上公営型地域優良賃貸住宅建設費補助金　2,822,000

　　交付先：民間事業者　補助率：共同・共用施設整備費の4/5以内

　　Ｈ24：600戸建設（全体1,400戸）

　災害復興型地域優良賃貸住宅建設費補助金　285,000

　　交付先：民間事業者　補助率：建設費の20%以内

　　Ｈ24：100戸建設（全体200戸）

高齢者生活支援施設整備費補助金　694,000

　交付先：民間事業者　補助率：建設費の1/2以内

　 　Ｈ24：5件

　 その他（需用費）　900

　

　９款　消防費

（1）地域防災力向上対策費 143,900 294（震）

（震）

（震）

（震）
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需用費　8,000

　避難所用備蓄物品配備経費（震災被災者5万人を基準に77ヶ所の避難所に配備）

　備蓄品目：非常食、非常用飲料水、燃料用ガソリン、太陽光ランタン、カセットボンベ

　　　　　　※　非常食及び非常用飲料水は、12,500人分を4年サイクルで購入

地域防災計画（津波編）策定業務委託料　13,000

　地域防災計画の見直しとは分離し、津波編のみ前倒しで策定するもの。

災害情報等一斉配信設備設置業務委託料　12,000

　防災行政無線情報をエリアメールとして一斉配信する経費

水防対策支援サービス業務委託料　3,500

　本市の地域特性を考慮した避難対応等判断資料の情報提供サービス経費（24時間対応）

備品購入費　50,000

　ＭＣＡ（マルチチャンネルアクセス）無線機　10台

　衛星携帯電話　64機　発電機　63台　※　孤立集落用（牡鹿病院含む。）

　防災拠点衛星通信（専用端末、太陽光パネル等）　7ヶ所（本庁、総合支所）

　避難所用発電機、投光機等（77ヶ所の避難所に配備）

自主防災組織機能強化補助金　57,400

　防災資機材購入補助金（拡充）

　　申請回数1回限りを前回の購入から10 年以上経過しているなどに変更

　防災訓練補助金（拡充）

　　組織通算3回までの申請回数を年1回に拡大

　防災倉庫設置購入補助金（新設）

　　補助率：設置、購入費用の2/3（補助限度額　1組織30万円　1回限り）

　食糧備蓄購入費補助金（新設）

　　補助対象：保存期間が5年以上の非常食・飲料水の購入費

　　補助金額：非常食等の購入費用の2/3

　　　　　　　（補助限度額　組織世帯数に1,500円を乗じた額　1回限り）

　

　１０款　教育費

（1）震災奨学金給付事業費（扶助費） 9,840 302

震災孤児となった児童生徒への奨学金給付費

　小学生　14人×10千円×12ヶ月＝1,680千円

　中学生　10人×20千円×12ヶ月＝2,400千円

　高校生　16人×30千円×12ヶ月＝5,760千円

（2）寄磯小学校屋内運動場屋根・外壁改修事業費 16,100 308

屋根・外壁全面の防水改修事業（前年度からの先送り分）

　工事費　14,800　設計業務委託料　1,300

（3）被災児童通学支援事業費 349,076 308

バス借上料（仮設住宅循環分を加算）　328,898

小学校遠距離通学児童輸送業務委託料　19,320

（震）

（震）
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通学路安全対策補助金（バス定期券購入助成）　858

（4）被災児童就学支援事業費（扶助費） 144,582 308

学用品費、新入学用品費、修学旅行、給食費等の援助経費

　対象児童見込み数：2,288人

（5）桃生小学校水泳プール改築事業費 20,000 308

プール施設全体の改築事業（前年度からの先送り分）

　設計業務委託料　16,000　地質調査業務委託料　4,000

　※　改築工事はＨ25で実施予定

（6）被災生徒通学支援事業費 327,381 314

バス借上料（仮設住宅循環分を加算）　323,984

中学校遠距離通学生徒輸送業務委託料　2,514

通学路安全対策補助金（バス定期券購入助成）　883

（7）被災生徒就学支援事業費（扶助費） 130,401 314

学用品費、新入学用品費、修学旅行費、給食費等の援助経費

　対象生徒見込み数：1,296人

（8）高等学校統合整備事業費 252,982 318

市立高等学校の統合整備事業

　設計業務委託料　120,000　地質調査業務委託料　10,000　

　仮設校舎借上料　120,000　その他（役務費等）　2,982

　※　工事はＨ25で実施予定（Ｈ27.2月竣工予定）

（9）図書館活動費 22,440 330

図書購入費　10,000

その他（借上料等）　12,440

（10）震災復興芸術文化事業費（委託料） 13,650 336

被災者等を対象とした次の事業を予定

　落語公演、カラオケ教室（合唱指導）、アウトリーチ事業（児童生徒対象）

　ポップス系コンサート等

（11）体育奨励費 10,309 338

スポーツ推進委員報酬　1,102

　スポーツ基本法施行に伴い体育指導委員報酬から名称変更

体育協会補助金　2,700

石巻ふれあいマラソン大会負担金　1,500

その他（報償金等）　5,007

　

（震）

（震）

（震）
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災害復旧費一覧表 (単位：千円）

事 業 費

介護施設災害復旧費 18,000 介護施設用地災害復旧工事等

農業関連施設災害復旧費 5,800 桃生バイオ研修センター災害復旧工事等

土地改良施設災害復旧費 80,000 災害復旧費県営事業負担金

雄勝森林公園災害復旧費 1,400 修繕

漁港災害復旧費 6,760,555 漁港施設災害復旧工事等

道路橋りょう災害復旧費 11,843,913 市道災害復旧工事等

駅前広場災害復旧費 600 修繕

小学校災害復旧費 290,000 仮設校舎借上料

中学校災害復旧費 150,000 仮設校舎借上料

高等学校災害復旧費 90,000 仮設校舎借上料

観光施設災害復旧費 1,700 修繕

サン・ファン・バウティスタパーク災害復旧費 2,700 修繕

観光物産情報センター災害復旧費 9,000 修繕

体育館災害復旧費 1,400 修繕

総合運動公園災害復旧費 7,000 設計業務委託料、災害復旧工事

にっこりサンパーク災害復旧費 79,000 設計業務委託料、災害復旧工事

庁舎災害復旧費 162,654 本庁舎実施設計、仮設庁舎等借上料

地域情報通信施設等災害復旧費 176,300 地域情報通信基盤災害復旧工事等

19,680,022合 計

事 業 内 容事 業 名
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歳　入 　  　　(単位：千円）

予 算 額 対前年度比較

市　　税 10,558,942 ▲ 6,717,474

地方譲与税及び各種交付金 2,624,002 ▲ 270,000

地方交付税 48,920,000 28,200,000

国庫支出金 167,279,366 159,894,890

県支出金 15,229,047 11,778,028

繰入金 3,792,234 2,759,271

諸収入 2,582,136 563,464

建設事業債等 2,429,200 505,000

臨時財政対策債 2,900,000 ▲ 280,000

災害援護資金貸付金 4,900,000 4,900,000

借換債 416,600 167,300

その他使用料等 1,568,473 ▲ 50,479

263,200,000 201,450,000合 計

区 分

市
　
債

主 な 内 容

個人市民税　2,549,616
法人市民税　　307,321
固定資産税　5,594,320
都市計画税　　753,942
市たばこ税　1,091,876

普通交付税　25,000,000
特別交付税　23,920,000
　うち震災復興特別交付税　22,700,000

各診療所診療報酬等

建設事業債　1,779,200
合併特例債　　448,600
過疎債　201,400

子ども手当費負担金　1,918,510
生活保護費負担金　2,068,268
災害復旧費国庫負担金　11,733,333
災害廃棄物処理事業費補助金　107,414,754
東日本大震災復興交付金　41,221,500

中小企業・小企業融資預託金元金収入　1,209,000
奨学資金貸付金元金収入　96,991
応急仮設住宅共同施設維持管理費等負担金
155,400
小中学校給食費徴収金　624,899

財政調整基金　1,344,296
減債基金　600,000
地域づくり基金　190,000
住民生活に光をそそぐ交付金基金　67,974
震災復興基金　1,360,738
長寿社会対策基金　145,412
奨学資金貸与基金繰入金　9,840

自動車重量譲与税　　 488,000
地方消費税交付金　 1,604,000
自動車取得税交付金 　171,001

障害者自立支援給付費負担金　448,920
災害弔慰金負担金　1,162,500
地域支え合い体制づくり助成事業費補助金
520,094
災害廃棄物処理促進事業費補助金　6,786,896
震災等緊急雇用対応事業費補助金　2,375,504
東日本大震災被災農家経営再開支援事業費補助
金　234,583
被災児童生徒等就学就園支援事業費補助金
957,395
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特別会計等
事項別
ページ

● 土地取得特別会計

（1）市債（公共用地先行取得等事業債） 9,000,000 404

（2）復興公共事業用地取得費（公共事業用地造成工事、用地購入費等） 9,000,000 406

● 水産物地方卸売市場事業特別会計

（1）国庫支出金（市場施設建設費補助金） 146,000 418

（2）水産物地方卸売市場施設整備費（設計業務委託料等） 232,811 428

● 駐車場事業特別会計

（1）石巻駅前駐車場管理費（施設維持管理委託料等） 3,877 450

● 下水道事業特別会計

（1）国庫支出金（建設事業費、災害復旧費補助金） 4,610,500 468

（2）繰入金（一般会計繰入金） 9,270,090 470

（3）雨水排水ポンプ場震災関係費 216,000 482

（被災状況調査業務委託料、事業用機械借上料等）

（4）汚水管渠震災関係費（汚泥汲み取り手数料等） 568,500 486

（5）公共下水道復興建設事業費 5,543,000 488

（測量調査等業務委託料、用地購入費等）

（6）下水道施設災害復旧費（復旧工事等） 5,854,000 492

● 漁業集落排水事業特別会計

（1）汚水管渠震災関係費（汚泥汲み取り手数料等） 15,000 520

● 農業集落排水事業特別会計

（1）国庫支出金（災害復旧費補助金） 176,000 540

（震）

（震）

（震）
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（震）

（震）

（震）

（単位：千円)
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（2）繰入金（一般会計繰入金） 481,498 544

（3）汚水管渠震災関係費（汚泥汲み取り手数料等） 111,000 552

（4）農業集落排水施設災害復旧費（復旧工事等） 478,000 556

● 浄化槽整備事業特別会計

（1）浄化槽整備事業推進費（浄化槽設置工事等） 5,397 588

● 国民健康保険事業特別会計

（1）国民健康保険税（一般、退職被保険者） 4,250,391 604

（2）繰入金（一般会計繰入金、基金繰入金） 1,998,348 624・626

（3）療養諸費（一般・退職被保険者療養給付費、療養費等） 11,961,416 640

（4）高額療養費 1,366,719 642

（一般・退職被保険者高額療養費、一般・退職被保険者等高額介護合算療養費）

（5）保健事業費（特定健康診査、人間ドック、脳ドック委託料等） 255,263 660・662

● 後期高齢者医療特別会計

（1）後期高齢者医療広域連合納付金 1,431,844 696

　 (保険料負担金、保険基盤安定負担金）

● 介護保険事業特別会計

(1) 繰入金（一般会計繰入金、基金繰入金） 1,957,027 724・726

(2) 一般管理費 58,092 734

（事業計画策定業務委託料等）

(3) 居宅介護サービス給付費 3,105,297 740

（ヘルパー派遣による家事、入浴介護、ショートステイ、デイサービス等）

(4) 施設介護サービス給付費 4,089,410 740

（特別養護老人ホーム・老人保健施設への入所）

（震）

（震）
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(5) 介護予防事業費 52,989 756

（「食」の自立支援事業、訪問指導、介護予防フォローアップ事業等）

(6) 包括的支援事業・任意事業費 186,295 760

（介護予防ケアマネジメント事業、高齢者権利擁護事業、介護用品支給事業等）

● 病院事業会計

(1) 医業収益（入院外来収益、他会計負担金等） 476,325 772

(2) 医業外収益 1,253,612 772

（他会計負担金・補助金、病院群輪番制病院運営費補助金等）

(3) 医業費用（人件費、薬品費、賃借料、委託料等） 1,864,005 774

(4) 資本的収入（企業債、他会計出資金、県補助金） 403,826 778

(5) 資本的支出 403,826 778

 （医療機器購入費、市立病院基本設計等業務委託料、企業債元金）

（震）
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