
1 一般会計補正予算

【歳　入】

● 国庫支出金

（1） 東日本大震災復興交付金  9,990,857

（2） 地域住民生活等緊急支援のための交付金（総合戦略推進事業ほか）  475,944

（3） 消防防災施設整備費補助金  2,693

● 繰入金

（1） 財政調整基金繰入金　46,561

● 市債

（1） 消防施設整備事業債  6,800

【歳　出】

● 総務費

（1） 総合戦略推進関係費（緊急経済対策分）

・ 総合戦略の策定に必要な調査等の実施に要する経費

総合戦略策定業務委託料  25,000

・ 中心市街地の空家を借受け、ボランティア活動等の中長期滞在や移住の初期段階の

受入基盤の整備などのサポートに要する経費

空き家活用促進補助金  15,000

（2） ＩＣＴ関連事業推進費（緊急経済対策分）

・ ＩＴ技術と漫画を活用した地域文化情報発信事業に要する経費

地域文化情報発信事業委託料  15,000

・ 市ホームページ等の有償ソフトウエアに左右されないデータ化の推進に要する経費

オープンデータ化推進業務委託料  5,800

（3） 男女共同参画推進費（緊急経済対策分）

・ 育児に対する男性の意識改革や育児や家事をしながら働く女性の支援及び中・高生

を対象とした父親・母親疑似体験により、子どもを産み育てることの意義を理解するた

めの事業に要する経費
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  今回の補正予算は、第11回目の交付可能額通知のあった「東日本大震災復興交付金」を基金に積
立てする経費をはじめ、平成26年度国の補正予算に盛り込まれた「地域住民生活等緊急支援のため
の交付金」に基づく事業及び耐水性貯水槽の設置に要する経費を措置したもの。
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子育て参加促進事業委託料  1,000

（4） 東日本大震災復興交付金基金費（積立金）

・ 第11回目交付可能額通知（平成27年2月27日）に基づく東日本大震災復興交付金

を基金へ積立てするもの

● 民生費

（1） 地域包括ケアサービス事業費（緊急経済対策分）

・ 離半島部における共生型の地域包括ケアサービス事業等に要する経費

共生型地域包括ケアサービス業務委託料  4,500

買い物支援対策助成金  600

● 衛生費

（1） 母子保健事業費（緊急経済対策分）

・ 妊娠・出産・育児の不安軽減に要する経費

妊産婦相談業務委託料  1,000  特定不妊治療費助成金  10,000

● 農林水産業費

（1） 農業振興対策費（緊急経済対策分）

・ 後継者不足対策やその確保に係る未利用建物などの調査を実施し農業の振興を

図るための経費

担い手育成総合支援業務委託料  5,000

担い手育成総合支援事業費補助金  2,500

（2） 畜産振興対策費（緊急経済対策分）

・ 本市産の宮城県基幹種雄牛を活用した和牛ブランド化及び優良生産地としての

地位の確立を図ることを目的に生産者へ助成するもの

いしのまき和牛ブランド化対策助成金  4,000

・ 第１１回全国和牛能力共進会宮城大会に向けた出品牛生産者への助成金

第１１回全国和牛能力共進会宮城大会出品牛助成金  3,500

（3） 水産振興対策費（緊急経済対策分）

・ 後継者不足対策やその確保に係る未利用建物などの調査及び就労の支援拠点の

整備を実施し水産業の振興を図るための経費

担い手センター運営事業委託料  15,000  担い手育成総合支援業務委託料  5,000

担い手育成総合支援事業費補助金  2,500

・ 効率的な製造体制の構築のため異業種などと連携し生産性の向上、コスト低減の

取組に対する補助金

水産加工場生産性向上支援事業費補助金  5,000

・ 市産品の輸出拡大に向けた取組や輸出に必要な衛生管理水準の向上に要する取組

に対する補助金

輸出化販路拡大支援事業費助成金  15,000

（4） 漁船誘致及び原魚確保対策費（緊急経済対策分）

・ 石巻魚市場への水揚促進に要する経費

漁船誘致及び原魚等確保推進委員会負担金  10,000

● 商工費

（1） 商工業振興対策費（緊急経済対策分）

・ プレミアム付商品券の発行事業に要する経費

3割のプレミアムが付いた商品券13,000円分を10,000円で販売することで地域に
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おける消費喚起や生活支援を行うもの（6万セットを発行予定）

プレミアム付商品券発行事業委託料  47,000  

プレミアム付商品券発行事業費補助金  180,000

（2） 物産振興対策費（緊急経済対策分）

・ インターネットショッピングを活用した市産品の販路回復・拡大に要する経費

ふるさと名物商品販売促進事業委託料  5,598

ふるさと名物商品販売促進事業費補助金  60,000

（3） 企業立地等促進事業費（緊急経済対策分）

・ 地域資源を活かしたビジネス創業モデルについて全国から公募し、新規創業に

つなげるため創業ビジネスグランプリを実施するための経費

講師謝礼金  111  報償金  1,550  需用費  234  役務費  27  会場借上料  578

・ 本市において新たに創業（第二創業を含む）する者に対し、創業等に要する

経費の一部を助成

創業支援補助金  15,000

（4） 企業育成支援事業費（緊急経済対策分）

・ 新たな産業を育成することによる産業の振興と雇用の拡大を図るため創造的

事業を行う事業者に対する補助金

産業創造助成金  10,000

・ 6次産業化を推進するための人材育成支援や商品開発・販路拡大のための

事業化支援に要する経費

６次産業化・地産地消推進助成金  15,000

（5） 地域の宝研究開発事業費（緊急経済対策分）

・ 新たな特産品の研究・開発を行い地域の宝として実現させるための経費

講師謝礼金  300  旅費  500  需用費  3,720  役務費  120

特産品研究開発調査業務委託料  2,500  使用料及び賃借料  4,240

原材料費  620  特産品販路開拓助成金  2,000

（6） 観光振興対策費（緊急経済対策分）

・ 各種イベントやＰＲ活動を行うことにより観光振興を図るための経費

役務費  1,070  バスラッピング業務委託料  11,000  

首都圏主要鉄道路線観光宣伝事業委託料  930  

みちのく潮風トレイル活用業務委託料  2,000

仙石線開通記念事業実行委員会負担金  8,000

慶長遣欧使節出帆４００年記念事業実行委員会負担金  5,000

● 消防費

（1） 消防施設関係費

・ 国の平成26年度補正予算により追加で配分が決定した耐震性貯水槽の設置に

要する経費

設計業務委託料  1,300  耐震性貯水槽設置工事  8,200
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2 繰越明許費

【一般会計】（追加） （単位：千円）
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9 消防費 1 消防費 耐震性貯水槽設置事業 9,500

1 商工費 観光振興対策事業（緊急経済対策分）商工費

総務費

25,000

40,000

民生費 1

商工費 1 商工費 企業立地等促進事業（緊急経済対策分）

3 水産業費
漁船誘致及び原魚確保対策事業（緊急経済
対策分）

農林水産業
費

17,500

20,800

社会福祉費

1 総務管理費 ＩＣＴ業務推進事業（緊急経済対策分）

総務費 1 総務管理費 男女共同参画推進事業（緊急経済対策分）

款

商工費 1 商工費 物産振興対策事業（緊急経済対策分） 65,598

5,100
地域包括ケアサービス事業（緊急経済対策
分）

農林水産業
費

10,000

商工費 1 商工費 商工業振興対策事業（緊急経済対策分） 227,000

3 水産業費 水産振興対策事業（緊急経済対策分） 42,500

保健衛生費 母子保健事業（緊急経済対策分） 11,000

1,000

項

1 総務管理費 総合戦略推進事業（緊急経済対策分）

農林水産業
費

1 農業費 農業振興対策事業（緊急経済対策分） 7,500

衛生費 1

商工費 1 商工費 地域の宝研究開発事業（緊急経済対策分）

1商工費

総務費

農林水産業
費

1 農業費 畜産振興対策事業（緊急経済対策分） 7,500

28,000

14,000

商工費 企業育成支援事業（緊急経済対策分）

事　　業　　名 金　　額
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