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令和元年度 12月補正予算の概要 

（単位：千円、％） 

区  分 補正前予算額 補正額 補正後予算額 増減率 備考 

 一般会計 25,688,362 618,857 26,307,219 2.4  

特
別
会
計 

国民健康保険事業特別会計 6,092,600 4,190 6,096,790 0.1  

下水道事業特別会計 7,197,874 109,532 7,307,406 1.5  

小 計 13,290,474 113,722 13,404,196 0.9  

補正されなかった特別会計 6,894,398 － 6,894,398 －  

合 計 20,184,872 113,722 20,298,594 0.6  

 一般・特別会計 計 45,873,234 732,579 46,605,813 1.6  

 

１．予算編成の考え方 【 補正総額７３２，５７９千円 】 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

◎ 令和元年台風第 19号関連事業  【補正額 ９７，３２１千円】 

   ○ 廃棄物適正処理推進費、伊保石公園災害復旧事業、災害関連地域防災がけ崩れ対策事業、 

など 8事業 

◎ 本市の復旧復興を加速させるための予算  【補正額 ３３１，９５０千円】 

   ○ 東日本大震災復興交付金関連事業 1事業 【163,808 千円】 

      東日本大震災復興交付金基金費 

   ○ 東日本大震災災害関連事業 3事業 【168,142千円】 

      東日本大震災追悼式開催費、災害救助費、漁港施設災害復旧費 

◎ 長期総合計画実現のための予算（通常事業分）  【補正額 ２２１，９４４千円】 

   ○ 地域おこし協力隊活用事業、子育て・三世代同居近居住宅取得支援事業、 

小学校・中学校教育振興援助事業費、など 11 事業 

◎ 他会計繰出金  【補正額 ６３，３７１千円】 

   ○ 下水道事業特別会計繰出金 

◎ 決算整理に向けた事業費の整理予算  【補正額 △９５，７２９千円】 

   ○ 財産管理費（本庁舎施設設備改修事業）、県議会議員選挙費、市道整備事業費、の 3 事業 

◎ 特別会計からの繰入金（H30決算実質収支額精算分）  【歳入補正 ２０，９６１千円】 

   ○ 下水道事業特別会計 

◎ 債務負担行為の追加設定 

   ① 塩竈市子どもの学習支援事業（R1～R2）限度額 6,000千円 

   ② 令和元年度寒風沢漁港 H-1m 物揚場工事（R2）限度額 150,000 千円 

   ③ 清掃工場施設運転管理・残灰運搬等業務委託（R1～R2）限度額 80,000 千円 

 一般会計                        【618,857千円】 

令和元年台風第 19号による被害対応のための事業費を計上 

新入学児童生徒の学用品費の入学前支給を予算化 

決算整理を見据えた整理予算を計上 
  

・災害関連地域防災がけ崩れ対策事業 ・伊保石公園災害復旧事業 

・小学校・中学校教育振興援助事業費 ・決算整理に向けた事業費の整理予算 

 

重要 
事業 
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   ④ 中倉埋立処分場施設管理業務委託（R1～R2）限度額 17,000千円 

   ⑤ 資源物選別回収業務委託（R1～R2）限度額 70,000千円 

   ⑥ 生活ごみ・市民清掃収集運搬業務委託（R1～R2）限度額 166,000 千円 

   ⑦ 浦戸地区粗大ごみ収集運搬業務委託（R1～R2）限度額 1,707千円 

   ⑧ 浦戸地区生活ごみ収集運搬業務委託（R1～R2）限度額 4,151千円 

 

 

 

   

 

 

◎ 保険者間での被保険者資格情報の一元管理等に向けたシステム改修  【補正額 ４，１９０千円】 

   ○ 一般管理費 

 

 

   

 

 

◎ H30度消費税及び地方消費税申告に伴う増額 【補正額３８，１７１千円】 

   ○ 一般管理費 

◎ ストックマネジメント計画策定のためポンプ場のリスク評価等を実施 【補正額５０，４００千円】 

   ○ 下水道ストックマネジメント事業 

◎ 一般会計への繰出金（H30 決算実質収支額精算分） 【補正額２０，９６１千円】 

   ○ 一般会計繰出金 

 

 

２．主な事業（会計別） 

（単位：千円） 

 【 一般会計 】                                          補正額 ６１８，８５７千円    
 

【 令和元年台風第 19 号関連事業 】 ・・・ 補正額 97,321 千円 
 

①災害救助費 （総務課・市民安全課・定住促進課）  7,179  災害救助法適用事業の計上 

       ・災害救助法の適用となる、避難所開設に係る人件費や備蓄品の補充等の経費、被災住宅応急修

理に係る所要額を計上するもの。 
 

②廃棄物適正処理推進費 （環境課）  3,734 

▼塵芥処理費 （環境課）  734  

       ・台風第 19号により発生した災害廃棄物の処理等に係る費用を計上するもの。 
 

▼清掃施設費 （環境課） 3,000  

       ・中倉埋立処分場に仮置きした災害廃棄物の分別・処理に係る業務を委託するもの。 
 

③災害関連地域防災がけ崩れ対策事業 （土木課）  44,000  宮町地内崩落法面の対策工事 

       ・台風被害により崩落した宮町地内の法面について、再度の災害を防止し市民生活の安定を図るた

め、国の補助事業を活用し対策工事を行うもの。 
 
 
 

国民健康保険事業特別会計                 【4,190千円】 

国民健康保険システムの改修費用の予算計上 

 下水道事業特別会計                    【109,53２千円】 

下水道ストックマネジメント計画策定に係る予算計上など 
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④道路維持費 （土木課）  2,000  市道等の土砂等除去 

       ・台風被害を受けた市内一円の市道等の土砂等の除去を行うもの。 
 

⑤市営住宅維持管理費 （定住促進課）  2,950  市内市営住宅の修繕 

       ・台風被害を受けた市内市営住宅の雨漏れや窓ガラス破損等の修繕を行うもの。 
 

⑥防災対策事業 （総務課・市民安全課）  17,448 

▼災害対策支援事業 （総務課）  4,584  

       ・東日本大震災の復旧・復興事業に係る業務支援をいただいた長野県長野市をはじめとした被災自

治体に対し、本市職員の派遣等により支援を行うもの。 
 

▼災害復旧事業 （総務課・市民安全課）  12,864  

       ・台風第 19号等への対応に係る、職員手当や災害防止用土嚢作成費用を計上するもの。 
 

⑦伊保石公園災害復旧事業 （土木課）  17,000  伊保石公園の災害復旧 

       ・被災した伊保石公園内において、轍の埋戻しやがれき除去等を行うもの。 
 

⑧廃棄物処理施設災害復旧事業費 （環境課） 3,010  中倉埋立処分場施設災害復旧費 

       ・冠水により不具合が生じている中倉埋立処分場のトラックスケールや、被災した事務所棟の土台擁

壁の復旧修繕を行うもの。 

 

【 東日本大震災復興交付金関連 】 ・・・ 補正額 163,808 千円 
 

○東日本大震災復興交付金基金費 （復興推進課） 163,808  復興交付金基金繰入金不用額の積戻し 

       ・H30年度における復興交付金基金繰入金の不用額について、積戻しを行うもの。 

 

【 東日本大震災災害関連事業 】 ・・・ 補正額 168,142 千円 
 

①東日本大震災追悼式開催費 （総務課）  4,941  震災に係る追悼式開催経費の計上 

       ・塩釜ガス体育館での式典及び塩竈市東日本大震災モニュメントにて一般献花の受付を行うもの。 
 

②災害救助費 （生活福祉課） 13,201  災害義援金の計上 

       ・義援金受付団体分（第 11次）及び宮城県受付分（第 10次）の配分額 9,407千円（3,789件） 

死亡・行方不明者 320千円、災害障害見舞金支給対象者 5千円     ［65件］ 

津波浸水区域以外 全壊 630千円、大規模半壊 1,032千円 

津波浸水区域    全壊 2,736千円、大規模半壊 4,684千円 

       ・災害義援金未支給者分 3,794千円（9件） 

津波浸水区域以外 大規模半壊 906千円 

津波浸水区域    全壊 1,693千円、大規模半壊 1,195千円 
 

③漁港施設災害復旧費 （水産振興課）  150,000 寒風沢漁港 H-1m物揚場災害復旧工事の手戻り工事 

       ・震災により被災した寒風沢漁港 H-1m物揚場の災害復旧工事について、コンクリート打設後沈下が

確認されたことから、手戻り工事として復旧を行うもの。 

       ・今補正に合わせ債務負担行為を設定し、R2年度までの複数年契約とする。 

 

【 通常事業 】 ・・・ 補正額 221,944 千円 
 

①財産管理費 （財政課） 9,084  朝日新聞旧塩釜支局の土地・家屋の購入 

       ・塩竈市役所に隣接した、朝日新聞旧塩釜支局の土地・家屋を購入するもの。 
 
 
 
 
 
 

［3,724件］ 

［9件］ 
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②地域おこし協力隊活用事業 （水産振興課） 3,197  地域おこし協力隊への 2名の追加応募 

       ・「桂島地区のノリ養殖漁業」と「寒風沢地区の刺し網漁業」の後継者育成について、2 名の追加応募

があったため、必要経費を計上するもの。 
 

③国庫補助金等返還金費 （子育て支援課） 66,047  国庫支出金、県支出金の返還 

       ・概算交付を受けていた国県支出金について、補助事業の実績に伴い精算返還を行うもの。 

    ・国庫支出金 65,203千円 （保育所等整備交付金、子ども・子育て支援交付金 など 4項目）、 

県支出金 844千円 （子ども・子育て支援交付金、施設入所措置費 の 2項目） 
 

④敬老乗船券費 （浦戸振興課） 920  敬老乗船券利用の増 

       ・浦戸地区に住所を有し市営汽船を利用する 70 歳以上の高齢者を対象に敬老乗船券を交付する

敬老乗船券事業について、利用の増に伴い増額補正するもの。 
 

⑤生活保護扶助費 （生活福祉課） 125,417  医療扶助費対象者の増 

       ・がん患者数、透析患者数、精神疾患の患者数等の増加により、補正予算を計上するもの。 
 

⑥保健衛生普及事業費 （健康推進課） 1,925  母子保健情報連携システムの改修 

       ・妊婦健診や乳幼児健診の個人の健康情報歴を、本人又は保護者がマイナポータルで確認可能と

なることや、受診の有無などの情報が転居時に市町村間で引き継がれるようになるためのシステム

改修を行うもの。 
 

⑦子育て・三世代同居近居住宅取得支援事業 （定住促進課） 5,000  市外からの転入人口増加策 

       ・市外から転入してくる子育て世帯や三世代同居近居世帯への住宅取得支援事業について、利用

者の増により増額補正するもの。 
 

⑧私立幼稚園就園奨励事業費 （子育て支援課） 1,530  私立幼稚園の就園奨励費該当者の増 

       ・R1 年度上半期の私立幼稚園就園奨励事業について、該当者数が見込みより増となったことにより

増額補正するもの。 
 

⑨被災児童生徒就学援助事業 （学校教育課） 1,799  被災児童生徒の新入学用品費の入学前支給 

⑩小学校振興援助事業費 （学校教育課） 2,834  準要保護児童の新入学用品費の入学前支給 

⑪中学校     〃       （    〃   ） 4,191  準要保護生徒の新入学用品費の入学前支給 

       ・就学援助制度の準要保護児童生徒援助費及び被災児童生徒就学援助費における新入学児童生

徒学用品費（R2年度新小・中学 1年生が対象）を今年度内に支給するため増額補正するもの。 

 

【 繰出金 】 ・・・ 補正額 63,371 千円 
 

○下水道事業特別会計繰出金 （財政課）  63,371  

       ・下水道ストックマネジメント事業及び一般管理費の増に伴い増額補正するもの。 

 

【 決算整理に向けた減額補正 】 ・・・ 補正額△95,729 千円 
 

①財産管理費（本庁舎施設設備改修事業） （財政課）  △50,768 

       ・今年度予定していた、北側プレハブ解体工事及び新プレハブ庁舎新築について、他事業との調整

により、翌年度以降の実施となったことにより減額補正するもの。 
 

②県議会議員選挙費 （選管事務局）  △14,961 

       ・塩釜選挙区が無投票となったことに伴い減額補正するもの。 
 

③市道整備事業費 （土木課）  △30,000 

       ・新浜町泉沢線舗装修繕事業について国の社会資本整備総合交付金の配分が見送られたことによ

り減額補正するもの。 
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【 特別会計からの繰入金（H30 決算実質収支額精算分） 】 ・・・ 歳入補正額 20,961 千円 
 

○下水道事業特別会計 （下水道課）  20,961 

 

【 債務負担行為の設定 】 
 

①塩竈市子どもの学習支援事業 （生活福祉課）  限度額：6,000 期間：R1～R2年度 

       ・来年度実施の生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業について、今年度内に委託契約を行

うため債務負担行為を設定するもの。 
 

②令和元年度寒風沢漁港 H-1m物揚場工事 （水産振興課）  限度額：150,000 期間：R2年度 

       ・震災により被災した寒風沢漁港 H-1m物揚場の災害復旧工事について、コンクリート打設後沈下が

確認されたことから、手戻り工事として復旧を行うもの。 

       ・工期は R1～R2年度で、R1年度所要額を今回の補正予算にて計上し、R2年度所要額について限

度額を設定するもの。 
 

③清掃工場施設運転管理・残灰運搬等業務委託 （環境課）  限度額：80,000 期間：R1～R2年度 

④中倉埋立処分場施設管理業務委託 （環境課）  限度額：17,000 期間：R1～R2年度 

⑤資源物選別回収業務委託 （環境課）  限度額：70,000 期間：R1～R2年度 

⑥生活ごみ・市民清掃収集運搬業務委託 （環境課）  限度額：166,000 期間：R1～R2年度 

⑦浦戸地区粗大ごみ収集運搬業務委託 （環境課）  限度額：1,707 期間：R1～R2年度 

⑧浦戸地区生活ごみ収集運搬業務委託 （環境課）  限度額：4,151 期間：R1～R2年度 

       ・来年度のごみ処理関連業務について、今年度内に委託契約を行うため債務負担行為を設定する

もの。 

 

 【 国民健康保険事業特別会計 】 （保険年金課）                      補正額４，１９０千円    
 

【 国民健康保険システム改修 】 ・・・ 補正額 4,190 千円 
 

○一般管理費  4,190 

       ・「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律

（R1.5.15 成立）」により、保険者間で被保険者資格情報を一元管理する仕組みづくりや、マイナン

バーカードによる資格照会等を行うためのシステム改修を行うもの。 

 

 【 下水道事業特別会計 】 （下水道課）                           補正額１０９，５３２千円   
 

【 消費税及び地方消費税確定申告に伴う増額 】 ・・・ 補正額 38,171 千円 
 

○一般管理費  38,171 

       ・H30 年度消費税及び地方消費税確定申告により、国に納める消費税が増加したことにより増額補

正するもの。 

 

【 ポンプ場のリスク評価等を実施 】 ・・・ 補正額 50,400 千円 
 

○下水道ストックマネジメント事業  50,400 

       ・ストックマネジメント計画策定のためのポンプ場に関するリスク評価等を実施するもの。 

 

【 一般会計への繰出金（H30 決算実質収支額精算分） 】 ・・・ 補正額 20,961 千円 
 

○一般会計繰出金  20,961 

       ・H30 年度実質収支額を繰越金として計上するとともに、一般会計繰出金を計上し、精算を行うもの。 


