
市民一人当たりに使われるお金 41万1,561円 
（４月１日現在の人口で換算） 

　一般会計の歳出が、市民一人当たりどのような内容 
にどれくらい使われているかを表したものです。 

桃生、北上複合公共施設や文化交流センター、地域イントラネッ 
トの整備、市庁舎や支所の維持管理などの経費です。 

　総務費　7万7,825円 

社会福祉、老人福祉、児童福祉、生活保護などの経費でみなさん 
の安定した社会生活を保障する経費です。 

　民生費　8万1,921円 

予防接種などの保健衛生や、ごみの収集・処理など衛生的な生 
活を保つための経費です。 

　衛生費　4万6,660円 

道路、河川、港、公園、市営住宅の整備や、市街地再開発など 
の経費です。 

　土木費　4万1,894円 

幼稚園、小・中学校や高校の学校教育に、社会教育を併せた教 
育全般にわたる経費です。 

　教育費　5万1,534円 

借入金の返済に充てる元利償還金です。 
　公債費　5万7,516円 

農林水産業、商工業の振興や、消防活動、議会運営に要する経 
費などです。 

※参考　市民一人当たりの市税額　　　9万7,790円 

　その他　5万4,211円 

市民一人当たりの主な歳出内容 

会計別予算一覧会計別予算一覧 会計別予算一覧 

一般会計予算の内訳一般会計予算の内訳 一般会計予算の内訳 

（１万円未満四捨五入） 

（１万円未満四捨五入） 

　合併後、初の年間予算が決まりました。平成17年度予

算は、長引く景気低迷による税収の落ち込みや、「三位

一体改革」による不完全な財源補てんなど、厳しい歳入

環境にありながらも、合併によるスケールメリットを活

かしながら、合併特例債や過疎対策事業債など極力有利

な財源の確保に努め、旧１市６町のこれまでの文化や特

色を最大限に尊重した総合的なまちづくりの推進に努め

るものとなっています。 

一般会計 703億6,000万円 
特別会計 569億5,362万円 
企業会計（病院事業） 54億8,811万円 

1,328億 173万円 

歳　入 
703億6,000万円 

歳　出 
703億6,000万円 

市 税 
167億1,801万円 
（23.8%） 

地方譲与税・ 
各種交付金 
　46億5,788万円 
　（6.6%） 

地方交付税 
212億6,000万円 
（30.2%） 

総務費 
133億 486万円 
（18.9%） 

民生費 
140億 516万円 
（19.9%） 

衛生費 
79億7,696万円 
（11.3%） 

農林水産業費 
30億2,043万円（4.3%） 

商工費 
16億 547万円 
（2.3%） 

土木費 
71億6,218万円 
（10.2%） 

消防費 
28億6,931万円 
（4.1%） 

教育費 
88億1,021万円 
（12.5%） 

公債費 
98億3,288万円 
（14.0%） 

その他 
17億7,254万円 
（2.5%） 

国庫支出金 
60億7,315万円 
（8.6%） 

県支出金 
51億2,390万円 
（7.3%） 

繰入金 
46億6,842万円 
（6.6%） 

諸収入 
31億9,853万円（4.6%） 

市 債 
71億8,500万円（10.2%） 

その他（使用料手数料等） 
  14億7,511万円（2.1%） 

�����������������

�������������

��
�

��
�

��
�

��
�
�

�

��������������

���������������	
��

�����������������	
�

���������������

�������������

������������

���������	�����

���������������

��������	��������

��������������

�������������������

���������	
������

���������	������

����������	��

�������������������	
�

�����������	
���������

平 成 年 度 

予 算 

17

4



市債残高 
４月１日現在の市債残高と市有財産は次のとおりです。 

会計別予算一覧 

一般会計予算の内訳 

「わたしたちが創りだす笑顔と自然あふれる元気なまち」の 
実現に向けた一般会計予算の主な内容 

１.個性あふれる人と文化をはぐくむまち
（1）幼児・学校教育の充実 

 ●小学校校舎、体育館の耐震診断や維持整備に ２億１,４７３万円 

 ●湊小学校、大谷地小学校校舎の大規模改造事業に 

  ２億７,９６８万円 

 ●和渕小学校校舎の改築事業に ３億３,１７６万円 

 ●二俣小学校屋内運動場の大規模改造事業に ２億３,７８９万円 

 ●小・中・高校教育用コンピューター関係に ３億       １５万円 

 ●貸付枠を大学70人、専修学校15人、高校15人とした奨学資金制度 

 　に １億３,１１８万円 

（2）生涯学習の充実 

 ●生涯学習情報提供システム関係に ７４３万円 

 ●生涯学習推進のために ４７４万円 

（3）歴史・文化資源の継承と活用 

 ●各種文化財管理、伝統芸能保存補助金等文化財保護管理に  

  １,１８１万円 

 ●毛利コレクション整備推進に １,２１４万円 

（4）スポーツの振興 

 ●各種スポーツ大会補助金やシーサイドマラソン大会負担金などの 

 　体育振興に ４,７５８万円 

２．健康で安心を実感できるまち
（1）健康づくりの推進 

 ●各種健康診査等老人保健事業に ６億   ７３７万円 

 ●予防接種に １億９,６９９万円 

（2）医療・救急体制の充実 

 ●病院事業会計補助金等病院事業の運営に １４億３,５８４万円 

 ●病院群輪番制病院運営事業補助金等医療対策に  

  ４億９,６９６万円 

（3）地域福祉の推進 

 ●地域福祉計画の策定関係に ４０３万円 

（4）障害者福祉の充実 

 ●地域生活援助事業支援等知的障害者福祉に ８億２,２０９万円 

 ●福祉タクシー利用助成等身体障害者福祉に ４億１,４９４万円 

 ●障害者福祉計画策定関係に ３２３万円 

（5）高齢者福祉の充実 

 ●デイサービス事業関係に ６,８５３万円 

 ●バリアフリー住宅普及促進事業に １８０万円 

（6）子育て支援 

 ●家庭児童相談室運営に ３７９万円 

 ●放課後児童クラブ関係に ６,１５７万円 

 ●（仮称）石巻児童館整備事業に ６,８０２万円 

４．安全で便利に暮らせるまち
（1）都市環境の整備 

 ●斎場のエレベーター設置工事等に ７,４４３万円 

 ●（仮称）水辺センター整備事業に １億   　９０万円 

（2）交通体系の整備 

 ●総合交通計画策定関係に ９０１万円 

 ●寄磯線等道路新設改良に １２億１,８３０万円 

 ●河南川尻線等街路整備事業に ２億６,５４０万円 

（3）快適な生活環境づくり 

 ●公共賃貸住宅総合再生計画策定関係に ５３１万円 

 ●防犯協会連合会補助金等防犯関係に ３,４０９万円 

（4）情報通信基盤の整備 

 ●地域イントラネット基盤施設整備事業に １０億９,０２９万円 

（5）防災対策の充実 

 ●自主防災組織防災資機材等購入費補助金等災害対策に 

  １,８９０万円 

 ●耐震性貯水槽設置工事等消防施設関係に １億     ５８０万円 

（6）衛生環境の整備 

 ●石巻霊園墓地建設工事等に ３,０８４万円 

 ●新墓地整備事業に １,６０１万円 

５．環境と共生する快適なまち
（1）自然環境の保護・保全と美しい街並み形成　 

 ●環境基本計画の進行管理等環境政策推進に ２３０万円 

（2）資源循環型社会の形成 

 ●資源回収実施団体補助金，生ごみ処理機購入費補助金等ごみ減量 

 　化対策に １,９２３万円 

 ●地域新エネルギー詳細ビジョン策定関係に ７１０万円 

７．パートナーシップで創るまち
（1）情報の公開と共有 

 ●市政懇談会、市民意識調査、市政モニター等広聴事業関係に 

  ２８４万円 

（2）市民と行政の協働のまちづくり 

 ●地域まちづくり委員会の設置や地域振興事業費補助金等地域活性 

 　化関係に １,１０９万円 

 ●総合計画策定関係に １,６２０万円 

（3）行財政運営の効率化 

 ●釜・大街道地区住居表示関係に ２５０万円 

６．市民が主役の創造のまち
（1）市民活動の基盤整備 

 ●コミュニティ助成金、地域まちづくり活動助成金等街づくり推進 

 　関係に ３,２５３万円 

（2）男女共同参画社会の構築 

 ●男女共同参画基本計画策定費等に ７８万円 

（3）交流の推進 

 ●中学生海外研修事業等国際交流推進に ２,０２９万円 

 ●新生石巻市誕生記念事業に ５６９万円 

（3）新たな産業と雇用の創出 

 ●研究開発等産業創造助成金等産業振興対策に １,４８８万円 

 ●シルバー人材センター運営補助金等労働者対策に ６,６０４万円 

３．活力と創造に満ちた産業のまち
（1）地域産業の振興 

 ●松くい虫対策事業に １億６,８８１万円 

 ●漁港等施設整備に ６億１,１００万円 

 ●中小企業融資保証料補給金等商工業振興対策に 

  １０億６,７３４万円 

（2）観光産業の振興 

 ●鯨まつり補助金や川開き祭り負担金等観光振興対策に 

  ６,９７１万円 

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

市有財産 

　　財政課（内線593） 問 

76,031,275千円一般会計　�
644,102千円土地取得

特
別
会
計　

�

354,173千円診療所事業
34,178千円おしかホエールランド事業
905,518千円水産物地方卸売市場事業
28,134千円旅客定期航路事業
189,417千円駐車場事業

47,173,769千円下水道事業
162,771千円漁業集落排水事業
2,982,193千円農業集落排水事業
84,500千円浄化槽整備事業

52,558,755千円小計
6,798,952千円企業会計（病院事業）　�

135,388,982千円合計　�＋�＋�

34,283,088�土地
741,868�建物

　28,412,784�山林
16,854�物権（地上権）

495,855千円有価証券
2,890,712千円出資による権利
1,495,101千円債権
1,436,737千円財政調整基金

基
金

3,429,408千円庁舎建設基金
1,381,770千円長寿社会対策基金
826,170千円国民健康保険財政調整基金
993,949千円介護保険財政調整基金

　1,580,745千円その他
9,648,779千円計
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