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決算審査

予算現額 歳入決算額 歳出決算額 翌年度繰越額 財 政 調 整
基金積立額

一般
会計 896億 8673万円 780億 3998万円 694億 5323万円 65億 8674万円 20億円

令和３年度　一般会計決算総括表 （１万円未満切り捨て）

※切り捨て処理により、差し引きが合わない場合があります。
※財政調整基金年度末残高は約 134 億円。

　令和３年度の気仙沼市一般会計・企業会計の決算については、議員全員で構
成する決算審査特別委員会で審査しました。審査の概要は次のとおりです。

決算
審査

認認  
定定

令和３年度事業の成果を確認令和３年度事業の成果を確認

主 な 質 疑 （金額は決算額、1 万円未満切り捨て）

Q　投票所がなくなったため、投票に行かな
くなったとの声がありますが、検討の余地はあ
りませんか。
A　投票所は、総務省の指針を基本に、地域の
バランスなどを総合的に判断して設置していま
す。商業施設に期日前投票
所を設置することなどによ
り、投票環境の向上に努め
ていきたいと考えています。

Q　時間外勤務が年1000時間を超えた職員の
実態を伺います。また、時間外勤務が多い職員
の偏りについて、どのように改善されたのです
か。
A　令和２年度は８人、令和３年度は１人で
した。時間外勤務の全体的な縮減はもちろんで
すが、まずは時間外勤務が多い職員の偏りの解
消に取り組まなければならないと考えていま
す。

選挙に関する経費
　衆議院議員総選挙：2966万円　
　宮城県知事選挙：2563万円

職員手当等
　時間外勤務：２億7778万円
　休 日 勤 務：	 446万円

選挙（総務費）人件費（総務費）

Q　福祉バスの利用希望は多いと思いま
すが、運行事業を委託するにあたり、利用
条件をどのように検討していくのですか。

A　福祉活動の促進という福祉バスの目的に
合致するよう、今後内容を精査して、まもなく、
これまでバスを利用していた皆様に、今後のバ
スの利用の仕方について、ご案内します。

福祉バス運行事業　72万円
　福祉活動の促進と社会参加の助長を図る
ため、福祉バスを運行しました。なお、市
所有バス老朽化のため、令和４年11月から
は運行事業を民間バス会社に委託します。

福祉（民生費）

Q　未利用の水産資源が、地域にいかに経済効
果をもたらしているかという成果を表してほし
いですが、いかがですか。
A　成果を測るのは簡単ではありませんが、突
きつめていきます。当会には経験豊富な貴重な
メンバーが揃っており、水産業全体の様々な意
見交換や取り組みを行っていくという役目を提
案したいと思います。

気仙沼水産資源活用研究会事業補助金
1416万円
　水産資源の多角的利用による新産業の創出
などの取り組みに対し補助金を交付しました。

水産業（農林水産費）



気仙沼市議会だより　第69号
令和4年11月1日 5

決算審査

Q　松崎片浜地区の土地区画整理事業は終了
とのことですが、土地利用について見えてきま
せん。商業施設誘致の状況を伺います。
A　敷地の整序、換地処分を行い土地区画整理
事業は完了しましたが、コロナ禍の影響で企業誘
致が思うように進捗していません。地権者の方々
に説明をしながら、引き続き企業誘致に努めます。

被災市街地復興土地区画整理事業
４億8003万円
　臨海部の被災した土地をかさ上げし、道
路・公園・ライフラインの整備を行いまし
た。

市街地整備（土木費）

Q　学校を通さず、家庭から直接
教育サポートセンターにつながる
ような体制になっていますか。
A　令和３年度から、学校を通さず家庭から
直接相談できる体制を整えました。ただ、学校
で児童生徒について把握しているので、学校と
も連携をとりながら、随時相談できるような体
制作りをしています。

教育サポートセンターの運営に関する経費
3226万円
　気仙沼教育サポートセンターを設置し、不
登校支援等に関する機能強化を図りました。

教育（教育費）

Q　リピーター率が他ビズと比較してやや低い
とのことですが、どのような影響があるのですか。
A　その事業者の強みを見つけ、課題を考え
ながら伴走していくことを目的としています
が、相談内容の深掘りができていない場合が
ありますので、改善を求めながら全国的なビ
ズモデル（自治体が設置する中小企業の産業
支援施設）を目指しているところです。

Q　クルーカードのポイント会社への手数料
と、発行者側の利益となるポイント失効益は
どのようになっていますか。
A　加盟店の手数料は売り上げの３％で、ポイ
ント会社、会員、地域戦略（クルーカード事務局）
にそれぞれ１％ずつ入っています。令和２年度
の失効益は、発効ポイント約850万に対して約
218万で、割合は25.4%となっています。

Q　実際に、どのぐらい注文に繋がったので
すか。また、タクシー料金は配達距離により
補助金額を超えて追加料金になる場合もあり
ますが、実際にタクシー会社に支払われた金
額はいくらですか。
A　一番単価が上がる12月の１件当たりの利
用額は平均8000円を超えています。通常の月
では、１件当たり平均5000円くらいと考えま
す。追加料金について、実際にタクシー会社

に支払われた金額は、正確には把
握していませんので、今後確認し
ていきます。

Q　令和３年度の売り上げと来館者数を伺います。
A　令和３年度の来館者は25万6240人でし
た。６月から３月までの来館者数を比較する
と、令和３年度は令和２年度の約1.8倍とな
りました。販売スペースは、民間事業者に任
せており、民間事業者内部の情報になるので、
売り上げについては公表できません。

気仙沼ビジネスサポートセンター
（気仙沼ビズ）運営事業　
2702万円
　市内の中小企業などが抱える販路開拓
や新分野開拓、新製品開発などの経営課
題の解決を支援しました。

気仙沼観光推進機構事業補助金
１億1204万円
　気仙沼版DMO（観光地域づくり法
人）を推進し、「観光で稼げる地域経
営」の実現に向けて取り組みました。

タクシーデリバリーサービス
（ホヤデリ！）事業補助金
3386万円
　飲食店がタクシーデリバリーサービス
を実施したときの運送費用として、タク
シー事業者に補助金を交付しました。

気仙沼大島ウエルカム・ターミナルに
関する経費　1339万円

商工・観光（商工費）
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（１万円未満切り捨て）

会計別 収入（A） 支出（B） 差し引き（A）－（B）

水道事業
会　　計

収益的収入
及び支出 18億 4133万円 18億 971万円 　　3162万円（当年度純利益）

資本的収入
及び支出 19億 1562万円 25億 8286万円 　△ 6億 6723万円

簡易水道事業
会　　　　計

収益的収入
及び支出 7390万円 7561万円 　　△ 170万円（当年度純損失）

資本的収入
及び支出 5927万円 6218万円 　　△ 290万円

ガス事業
会　　計

収益的収入
及び支出 3億 4996万円 3億 4480万円 　　　 516万円（当年度純利益）

資本的収入
及び支出 1億 2930万円 1億 3350万円 　　△ 420万円

下水道事業
会　　　計

収益的収入
及び支出 18億 974万円 18億 8898万円 　　△ 7923万円（当年度純損失）

資本的収入
及び支出 9億 155万円 12億 7872万円 △ 3億 7717万円

病院事業
会　　計

収益的収入
及び支出 120億 1290万円 112億 1958万円 　 7億 9331万円（当年度純利益）

資本的収入
及び支出 4億 9956万円 5億 753万円 　 　 △ 797万円

令和３年度　企業会計決算総括表

※収益的収支：１年間の企業の経営活動に伴って生じる収益と費用
※�資本的収支：企業の将来の経営活動に備えて行う建物・施設の建設や、現有施設に要した企業債の元金
償還などの費用と、その財源となる収入
※切り捨て処理により、差し引きが合わない場合があります。

Q　新月の水源開発は、市の歴史に残る事業だと思います。令和５年
４月から通水を開始するとの説明がありましたが、市民の方へのお知
らせなどは、どのように考えていますか。
A　施設はほぼ完成しており、現在は県と水利権の関係などを協議し
ている段階で、協議が終わり次第事業完了となります。ご家庭で使う
水に大きな変更はありませんが、水道事業について市民の皆様に身近
なものとして考えていただけるよう、水道事業の全体像も分かるよう
な形で、説明していくことを検討します。

Q　新型コロナウイルス感染症が拡大する中で、純利益を計上した
との報告ですが、その要因はどういったことが考えられますか。
A　上位の施設基準取得による収入増加、ベンチマーク（※注）方式の
取引や保守点検の一括契約などによる経費削減に努めた成果だと考え
ています。加えて、新型コロナウイルス感染症対策事業医療提供体制
整備補助金（空床補償）14億2027万円の収入がありました。これは、新
型コロナウイルス感染症患者対応のために確保した病床と、その病床
を稼働させるために必要な人員を集約したことで空けざるを得なく
なった病床に対する補助であり、経営的にもプラスになりました。
※注　全国の医療機関の購入価格をインターネットで照会・参照することができるシステム

水  道

病  院

安心で良質な水を作る新月浄水場

病院事業で約８億円の純利益を計上
（写真は気仙沼市立病院）


