
歳入

歳出

地方交付税
235億522万円
地方交付税
235億522万円

繰入金
228億6,068万円
繰入金
228億6,068万円

国庫支出金
173億5,139万円
国庫支出金
173億5,139万円

市税
63億3,570万円
市税
63億3,570万円

県支出金
25億5,500万円
県支出金
25億5,500万円

財産収入・その他
55億3,981万円
財産収入・その他
55億3,981万円

◆用語解説
事業費：道路・橋りょうの建設等社会資本の整備費用 
物件費 ：市の事務に必要な物の購入や施設の光熱水費などの消費的経費
補助費等：各種団体などに支出する負担金や補助金など

◆用語解説
地方交付税：
国税の一部を一定の基準で国が市に
交付するもの
繰入金：
震災復興関連基金などから受け入れ
るもの
国庫支出金：
特定の事業実施のために国から交付
されるもの
県支出金：
特定の事業実施のために県から交付
されるもの
市債：
歳出の財源として借り入れるもの
財産収入：
市有財産の運用や売り払いによる収入

事業費
447億3,689万円
事業費
447億3,689万円

物件費
77億4,538万円
物件費
77億4,538万円

人件費
71億508万円
人件費
71億508万円

補助費等
65億9,478万円
補助費等
65億9,478万円

繰出金
58億6,047万円
繰出金
58億6,047万円

扶助費
42億2,789万円
扶助費
42億2,789万円

公債費
30億88万円
公債費
30億88万円 その他

11 億 9,053 万円
その他
11 億 9,053 万円

性質別
内　訳

目的別
内　訳

土木費
273億370万円
土木費
273億370万円

農林水産業費
114億8,955万円
農林水産業費
114億8,955万円

災害復旧費
106億2,728万円
災害復旧費
106億2,728万円

民生費
89億6,695万円
民生費
89億6,695万円

総務費
63億7,912万円
総務費
63億7,912万円

衛生費
43億1,784万円
衛生費
43億1,784万円

教育費
35億3,634万円
教育費
35億3,634万円

繰出金 ：他の会計に支出される経費など
扶助費 ：福祉制度による給付に使用する費用
公債費 ：市が借りたお金の返済費用

商工費23億9,904万円
消防費16億6,755万円
労働費   3億3,869万円
議会費   2億8,007万円
公債費ほか
　　　 31億5,577万円

商工費23億9,904万円
消防費16億6,755万円
労働費   3億3,869万円
議会費   2億8,007万円
公債費ほか
　　　 31億5,577万円

市債
23億1,410万円
市債
23億1,410万円

        平成31年度  予算の概要

広報

2019. 4. 17

　第 100 回市議会（定例会）が、２月８日から
３月７日まで開催され、平成 31 年度一般会計予
算をはじめ、各種会計予算が可決・成立しました。
　その予算のあらましについてお知らせします。

平成 31 年度 各種会計当初予算

573 万円
30 億 7,008 万円

7,931 万円

1 億　988 万円

　平成 31 年度当初予算は、復旧・復興事業の完遂とそ
の先を見据えた地方創生、そして市民が主役のまちづく
りの推進に向け関係事業を予算化しました。
　一般・特別・企業会計の合計は 1,204 億円で、前年度
より 34 億円、2.8％減となりました。
　平成 31 年度一般会計当初予算は、前年度より 50 億円、

5.9％減の 805 億円となりました。一般会計予算のうち、通常分は、継続事業や優先度の高い事業
などに 300 億円を、震災復興予算は復興の総仕上げに向けたインフラ整備や産業の再生に取り組
む内容で 505 億円を計上しています。
　歳入のうち、市税は市民税などの減少から、前年度より 1.1％減の 63 億円を見込み、地方交付
税のうち普通交付税は合併算定替えの縮減や人口減少などを考慮し、前年度より 5.3％減の 81 億
円を計上しています。また、財政調整基金繰入金 29 億円を計上しています。
　なお、復興交付金の配分などにより、追加議案で提出した補正予算 22 億円も市議会で可決・成立し、
補正額を加えた予算額は 827 億円となり、そのうち震災復興関連予算は 63.7％を占めています。

平成31年度 一般会計当初予算

804億 6,190 万円804億 6,190 万円
＜前年度比50億円（5.9％）減）＞

■問い合わせ先／
　市財政課　
　☎22-6600 内線233・234

一般会計

特別会計

（１万円未満切り捨て）

804 億 6,190 万円

   

唐桑半島ビジターセンター事業

公共下水道

集落排水

簡易水道

180 万円
82 億 1,354 万円

9 億 6,915 万円
68 億 4,840 万円

4 億 8,581 万円

(180万円)

(75億7,587万円)

(9億4,977万円)

(68億1,419万円)

(4億9,546万円)

会計別　　　　　      予算額（平成 30 年度予算額）

土地

国民健康保険

後期高齢者医療

介護保険

魚市場

70 億円
7 億 1,541 万円

124 億 1,229 万円

(63億1,371万円)

(6億7,350万円)

(125億927万円)

会計別　　　　　      予算額（平成 30 年度予算額）

水道事業

ガス事業

病院事業

（638万円）

（27億8,994万円）

（7,375万円）

（1億1,209万円）

会計別　　　　　      予算額（平成 30 年度予算額）

（平成30年度予算額：854億7,808万円）

197 億 8,374 万円

   

（平成30年度予算額：188 億 1,928 万円）

公営企業会計 201 億 2,771 万円

   

（平成30年度予算額：194 億 9,649 万円）

予算の内容は、市ホーム
ページでもご覧いただけ
ます。

気仙沼　予算

平成 31 年度

予算の概要
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市税
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県支出金
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55億3,981万円
財産収入・その他
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補助費等：各種団体などに支出する負担金や補助金など

◆用語解説
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国税の一部を一定の基準で国が市に
交付するもの
繰入金：
震災復興関連基金などから受け入れ
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特定の事業実施のために国から交付
されるもの
県支出金：
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されるもの
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事業費
447億3,689万円
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物件費
77億4,538万円
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71億508万円
人件費
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補助費等
65億9,478万円
補助費等
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42億2,789万円
扶助費
42億2,789万円

公債費
30億88万円
公債費
30億88万円 その他

11 億 9,053 万円
その他
11 億 9,053 万円

性質別
内　訳

目的別
内　訳

土木費
273億370万円
土木費
273億370万円

農林水産業費
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農林水産業費
114億8,955万円
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災害復旧費
106億2,728万円

民生費
89億6,695万円
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89億6,695万円
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総務費
63億7,912万円
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43億1,784万円
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35億3,634万円
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繰出金 ：他の会計に支出される経費など
扶助費 ：福祉制度による給付に使用する費用
公債費 ：市が借りたお金の返済費用

商工費23億9,904万円
消防費16億6,755万円
労働費   3億3,869万円
議会費   2億8,007万円
公債費ほか
　　　 31億5,577万円

商工費23億9,904万円
消防費16億6,755万円
労働費   3億3,869万円
議会費   2億8,007万円
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        平成31年度  予算の概要

広報

2019. 4. 17



        平成31年度  予算の概要

子育てを応援子育てを応援

▶誕生祝金支給事業
　本市に生まれたお子さんに３万円分の気仙
沼商品券を贈呈します。
●対象となる方／本年４月１日以降に誕生

し、本市に住民登録したお子さんの保護者
●申請方法／出生届受付時に、市子ども家庭

課、唐桑・本吉総合支所保健福祉課、階上・
大島出張所に申請してください。後日、市
子ども家庭課、唐桑・本吉総合支所で、商
品券を贈呈します。

●問い合わせ先／
　市子ども家庭課 ☎22-6600 内線 435

健康をサポート健康をサポート

▶がん患者医療用ウィッグ
　　　　　購入費助成事業
　療養生活の質の向上と社会復帰の支援を図
るため、医療用ウィッグを購入した方に購入
費用の一部を助成します。
●助成内容／本年４月１日以降に購入した医

療用ウィッグの購入費用の1/2の額または
３万円(上限額)のどちら低い額を助成しま
す。助成は 1 人つき 1 回で、全頭用ウィッ
グに限ります。

※このほか要件がありますので、詳しくはお問い
合わせください。

●申請・問い合わせ先／
　市健康増進課 健康予防係 ☎21-1212

新生活を支援新生活を支援

▶結婚新生活支援補助金
　新婚世帯に対し住居費・引越費用を補助し
ます。
●対象となる世帯／
・平成 30 年４月１日から来年３月31日まで

に婚姻届を提出し、受理された世帯
・婚姻日時点の年齢が39歳以下（夫婦どちら

か一方）の世帯
・夫婦の合計所得が410万円未満の世帯
・夫婦の新居が市内にある
・他の公的制度による住居費や引越費用の補

助を受けていない
・市税などの未納がない
●対象経費／
①住宅の購入費用または賃借費用
②引越業者や運送業者への支払いに要した費用
③自身または３親等以内の同居親族が所有す

る住宅の改修・修繕費用
●補助金額／
・対象経費の①と②の合計   補助上限額     30 万円
・対象経費の③の 1/2 以内   補助上限額 100 万円

▶空き家改修支援事業補助金
　市の空き家バンクに登録している空き家の
改修や修繕などの費用の一部を補助します。
●対象となる方／
・空き家バンクに登録している住宅の所有者
・空き家バンクを通して住宅を購入または賃

借された方
・空き家バンクの協力事業者（仲介業者）
●対象経費／
・空き家バンクに登録済みの物件であり、市内に

本店を有する法人または市内で事業を営む個
人事業者が施工する改修・修繕に要する費用

・空き家に残っている不要な家財などの処分費用
●補助金額／対象経費の1/2以内  補助上限額100万円
●申 請 方 法 ／4月15日から５月７日までの

間、事前相談を受け付けます（閉庁日除く）。
本申請はその後、受け付けます。

▶１st（ファースト）
 　バースデイプレゼント事業
　１歳の誕生記念として、絵本をプレゼントす
るほか、子育てに関する情報を提供します。
●対象となる方／本年４月１日以降に満１歳

になるお子さんと保護者 
　※対象の方には個別にお知らせします。
●問い合わせ先／
・市子育て世代包括支援センター「すこやか」　 ☎29-6446
・唐桑保健福祉センター「燦さん館」 　　　 ☎32-4811
・本吉保健福祉センター「いこい」 　　　　 ☎25-7645

※このほかにも要件があります。申請する場合
は事前にお問い合わせください。

●申請・問い合わせ先／
　市震災復興・企画課 けせんぬま創生戦略室　
　☎ 22-6600 内線 316

広報
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【産業】
地域の魅力を磨き、全国・全世界とつながり、
挑戦し続ける産業のまち

【結婚・子育て】

結婚・出産・子育ての希望を叶えるまち

【対話・共創・協働】

市民が主役のまちづくりを推進します

平成 31 年度 予算の主な事業

●漁業集落防災機能強化事業　   21億1,754万円 　 
●海岸保全施設整備事業　　　   75億1,102万円 　 
●漁港施設等災害復旧事業　　   70億9,292万円 　 
●市民農園整備事業　　　   　　 　　 78万円 　 
●市産業復興支援事業（商工業関係）    1億5,227万円
●企業誘致推進事業                                 6,407万円
●亀山渋滞対策事業                                 3,289万円
●田中浜体験四阿駐車場整備事業　   1,900万円

●プロジェクト１．９０　　   　　      2,598万円 
・ワクワク子育てプログラム　     ・小学校入学祝金支給事業
・特定不妊治療費助成事業　　　 ・誕生祝金支給事業
・1st（ファースト）バースデイプレゼント事業  ・保育士等確保対策事業 など

●結婚支援事業                                        1,358万円
●（仮称）面瀬保育所整備事業（用地取得等）  5,719万円
●（仮称）唐桑保育所整備事業（設計業務）     1,900万円　　

●「気仙沼まち大学構想」推進事業     1,080万円 　 
●地域活性化支援員設置事業　　　   1,750万円 　 
●経営人材育成事業　　　　　 　　  1,352万円
●担い手育成支援事業　　　　 　　  1,427万円

●生活援助員（LSA）事業             1億1,709万円
●介護施設等整備事業補助金    2億  295万円
●「絆」再生事業                              8,578万円
●集会施設改修等事業（設計業務） 　   492万円

●道路整備事業 　　　　　     39億3,461万円
●被災市街地復興土地区画整理事業  95億8,003万円
●市道等災害復旧事業              27億8,760万円
●街路整備事業　　　　　　  63億2,131万円
●住宅再建支援補助金（市独自支援）  8億4,571万円

        平成31年度  予算の概要

【地域経営】
地域の資産・資源を活かした
持続可能なまちづくりを推進します

●市職員採用試験   　　　　　　　　   213万円 　 
　（春採用およびインターンシップ受入）　

●新庁舎建設事業                                    1,521万円 
　（基本構想および基本計画の策定）

【教育】

人間力・挑戦する心・地域愛を育むまち

●学力向上・学習支援事業 　           2億3,038万円　 
●学校給食共同調理場等再編事業        1,010万円
●気仙沼中央公民館災害復旧事業　    6,008万円　 
●新月公民館新築整備事業                    3,635万円 

●海洋プラスチックごみ対策事業          127万円　 
●新一般廃棄物最終処分場整備事業  
                                                           1億3,957万円                

【保健・医療】
一人一人が生きがいを持ち、
健康で暮らせるまち

●健康ポイント事業                                    931万円
　（内訳：一般会計 489万円、国民健康保険特別会計 442万円）　 

●がん患者医療用ウィッグ購入費助成事業 120万円 
●骨髄移植等ドナー支援助成事業 　　　  28万円                

【自然・環境・食】
豊かな自然や食文化を大切にし、
誇りに思い、語ることができるまち

【福祉・地域コミュニティ】
自分らしさを生かしながら、
思いやり、支え合えるまち

【防災】
高い防災力を維持する
災害に強いまち

【暮らし】

安全で安心できる住み続けたいまち

●復興祈念公園整備事業             2億9,716万円
●消防屯所災害復旧整備事業      1億9,333万円
●気仙沼・本吉地域広域行政事務組合
                               消防費負担金 12億6,884万円
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        平成31年度  予算の概要

子育てを応援子育てを応援

▶誕生祝金支給事業
　本市に生まれたお子さんに３万円分の気仙
沼商品券を贈呈します。
●対象となる方／本年４月１日以降に誕生

し、本市に住民登録したお子さんの保護者
●申請方法／出生届受付時に、市子ども家庭

課、唐桑・本吉総合支所保健福祉課、階上・
大島出張所に申請してください。後日、市
子ども家庭課、唐桑・本吉総合支所で、商
品券を贈呈します。

●問い合わせ先／
　市子ども家庭課 ☎22-6600 内線 435

健康をサポート健康をサポート

▶がん患者医療用ウィッグ
　　　　　購入費助成事業
　療養生活の質の向上と社会復帰の支援を図
るため、医療用ウィッグを購入した方に購入
費用の一部を助成します。
●助成内容／本年４月１日以降に購入した医

療用ウィッグの購入費用の1/2の額または
３万円(上限額)のどちら低い額を助成しま
す。助成は 1 人つき 1 回で、全頭用ウィッ
グに限ります。

※このほか要件がありますので、詳しくはお問い
合わせください。

●申請・問い合わせ先／
　市健康増進課 健康予防係 ☎21-1212

新生活を支援新生活を支援

▶結婚新生活支援補助金
　新婚世帯に対し住居費・引越費用を補助し
ます。
●対象となる世帯／
・平成 30 年４月１日から来年３月31日まで

に婚姻届を提出し、受理された世帯
・婚姻日時点の年齢が39歳以下（夫婦どちら

か一方）の世帯
・夫婦の合計所得が410万円未満の世帯
・夫婦の新居が市内にある
・他の公的制度による住居費や引越費用の補

助を受けていない
・市税などの未納がない
●対象経費／
①住宅の購入費用または賃借費用
②引越業者や運送業者への支払いに要した費用
③自身または３親等以内の同居親族が所有す

る住宅の改修・修繕費用
●補助金額／
・対象経費の①と②の合計   補助上限額     30 万円
・対象経費の③の 1/2 以内   補助上限額 100 万円

▶空き家改修支援事業補助金
　市の空き家バンクに登録している空き家の
改修や修繕などの費用の一部を補助します。
●対象となる方／
・空き家バンクに登録している住宅の所有者
・空き家バンクを通して住宅を購入または賃

借された方
・空き家バンクの協力事業者（仲介業者）
●対象経費／
・空き家バンクに登録済みの物件であり、市内に

本店を有する法人または市内で事業を営む個
人事業者が施工する改修・修繕に要する費用

・空き家に残っている不要な家財などの処分費用
●補助金額／対象経費の1/2以内  補助上限額100万円
●申 請 方 法 ／4月15日から５月７日までの

間、事前相談を受け付けます（閉庁日除く）。
本申請はその後、受け付けます。

▶１st（ファースト）
 　バースデイプレゼント事業
　１歳の誕生記念として、絵本をプレゼントす
るほか、子育てに関する情報を提供します。
●対象となる方／本年４月１日以降に満１歳

になるお子さんと保護者 
　※対象の方には個別にお知らせします。
●問い合わせ先／
・市子育て世代包括支援センター「すこやか」　 ☎29-6446
・唐桑保健福祉センター「燦さん館」 　　　 ☎32-4811
・本吉保健福祉センター「いこい」 　　　　 ☎25-7645

※このほかにも要件があります。申請する場合
は事前にお問い合わせください。

●申請・問い合わせ先／
　市震災復興・企画課 けせんぬま創生戦略室　
　☎ 22-6600 内線 316
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