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令和 2年度 9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 30,154,369 1,271,321 31,425,690 4.2  

特
別
会
計 

国民健康保険事業特別会計 5,827,400 6,640 5,834,040 0.1  

介護保険事業特別会計 5,670,600 24,707 5,695,307 0.4  

後期高齢者医療事業特別会計 724,700 13,626 738,326 1.9  

補正されなかった特別会計 437,080 － 437,080 －  

合 計 12,659,780 44,973 12,704,753 0.4  

 一般・特別会計 計 42,814,149 1,316,294 44,130,443 3.1  

 

 

１．予算編成の考え方 【 補正総額１，３１６，２９４千円 】 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 三つのパッケージに基づく新型コロナウイルス感染症対策事業に関する予算 

 【補正額 ７７１，３６４千円】 

   ○ 地域情報システム整備事業、保育所入所児保育料等徴収事業、公立保育所感染症対策事業、 

被災児童生徒就学援助事業 など 11 事業 

 

◎ 長期総合計画実現のための予算  【補正額 ３１５，００５千円】 

   ○ 財産管理費、保育所管理運営事業費、市道整備事業費 の 3事業 

 

◎ 復旧･復興のための予算  【補正額 １６２，４５０千円】 

   ○ 桂島地区漁業集落防災機能強化事業、野々島地区漁業集落防災機能強化事業、寒風沢地区漁業

集落防災機能強化事業、津波被災住宅再建支援事業 の 4事業 

 

◎ 特別会計への繰出金  【補正額 ２２，５０２千円】 

   ○ 国民健康保険事業特別会計繰出金、介護保険事業特別会計繰出金、後期高齢者医療事業特別 

     会計繰出金 

 一般会計                       【1,271,321千円】 

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金等を活用しながら、感染症対策として 

「三つのパッケージ」に基づき関連事業を予算化 

本市の復興を完遂するための事業を予算化 

・浦戸諸島の情報通信基盤を強化するため光ファイバーを整備 

・保育料等の納付方法について、コンビニ、スマートフォンアプリ収納を導入 

・感染症拡大防止のため、東部保育所を改修 

・就学援助費等の受給世帯に、児童生徒１人につき１万円の特別給付金を支給 

・東日本大震災の津波で被災した方々の住宅取得等を支援 

 

 

重要 
事業 
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◎ 債務負担行為の設定 

   ① 障がい者福祉業務電算システム委託料（R2～R7） 限度額 29,996千円 

   ② 塩竈市保育料等収納事務業務委託（R2～R4） 限度額 172 千円 

   ③ 健康管理システム賃貸借（R2～R7） 限度額 18,650千円 

   ④ 子育て支援アプリ導入運用業務委託（R2～R5） 限度額 1,980千円 

 

 

 

 

   

 

 

◎ 三密回避のための実施日数の増加等、感染対策を十分に講じながら市民健康診査等を実施 

 【補正額 ６，６４０千円】 

   ○ 特定健康診査等事業費  

 

 

 

   

 

 

◎ 保険料のコンビニ収納等の導入委託 【補正額 ６，９４１千円】 

   ○ 一般管理費  

◎ 令和元年度介護給費等の確定に伴う国庫支出金等返還金 【補正額 １７，７６６千円】 

   ○ 国庫支出金等返還金  

◎ 債務負担行為の設定 

   ○ 塩竈市介護保険料等収納事務業務委託（R2～R4）714千円  

 

 

 

   

 

 

 

◎ 保険料のコンビニ収納等の導入委託 【補正額 ８，９２１千円】 

   ○ 徴収費  

◎ 後期高齢者医療保険料等の精算 【補正額 ４，７０５千円】 

   ○ 後期高齢者医療広域連合納付金費 3,802千円 

   ○ 保険料還付金費（前年度保険料未還付分）903千円 

◎ 債務負担行為の設定 

   ○ 塩竈市後期高齢者医療保険料等収納事務業務委託（R2～R4）496千円 

 

 

 

 国民健康保険事業特別会計                  【6,640千円】 

感染症拡大の影響で延期となっていた市民健康診査等の実施 

 介護保険事業特別会計                   【24,707千円】 

保険料のコンビニ、スマートフォンアプリ収納の導入、国庫支出金等返還金の予算計上等 

 後期高齢者医療事業特別会計                  【13,626千円】 

保険料のコンビニ、スマートフォンアプリ収納の導入、広域連合納付金等の精算金の予算計上

等 
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２．主な事業（会計別） 

 

（単位：千円） 
 

 【 一般会計 】                                    補正額 １，２７１，３２１千円     
 

１．今を暮らす人々への生活支援パッケージ 

 ・・・ 補正額 638,862 千円 

 

①地域情報システム整備事業 （財政課） 600,000 浦戸地区に光ファイバーを整備 

 ・本土との情報通信格差等が生じている浦戸諸島において、5Ｇ等の高速･大容量通信の前提となる

光ファイバーを整備するもの。 

 

②行政改革推進費 （財政課） 17,780 市役所にＷｅｂ会議等の環境を整備 

 ・感染症拡大防止のため、市役所各庁舎間や、企業や市民の方々との会議、打ち合わせにおいて

Ｗｅｂ会議を実施するための環境整備を行うもの。 

 

③浦戸諸島環境整備事業 （政策課） 1,500 交流人口増加へ向けた環境整備 

 ・感染症拡大の影響下においても、浦戸各地区の環境を維持するため、ゴミの搬出や島内の草刈等

を請け負う地域団体等に対し活動費の一部を補助するもの。 

 

④Ｌｅｔ’ｓ タク配事業 （政策課） 3,527 事業期間の延長 

 ・タクシー事業者と市内飲食業者への支援として行っている「Ｌｅｔ’ｓ タク配事業」について、令和3年

3月まで期間の延長を行うもの。 

 

⑤福祉サービス費 （生活福祉課） 486 障がい者支援事務に管理システム等を導入 

 ・個別面談や支援ケース会議等において、膨大となっている情報量を効率的に整理･管理するため、

情報の他部署との連携機能等を持った管理･相談記録システムを導入するもの。 

 

⑥保育所入所児保育料等徴収事業 （子育て支援課） 5,489 コンビニ等収納の導入 

 ・「新たな生活様式」に対応するため、保育料等の納付方法について、コンビニ、スマートフォンアプ

リ収納を導入するもの。 

 ・令和 3年 4月からの運用開始を予定。 

 

⑦高齢社会対策費 （長寿社会課） 8,280 高齢者等へ体操グッズ等を配布 

 ・感染予防のため外出自粛中の 75歳以上の高齢者を対象にフレイル（虚弱）予防の啓発を図るため、

自宅でできる体操を掲載したリーフレットや体操グッズを配布するもの。 

 

⑧ふれあいエスプ運営費 （生涯学習課） 1,800 塩竈フォトフェスティバル 2020への補助 

 ・感染症拡大の影響により延期となっていた「塩竈フォトフェスティバル 2020」について、開催が決定

したことから、事業費の一部を補助するもの。 
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２．未来を担う子ども達への学習･生活支援パッケージ 

 ・・・ 補正額 132,502 千円 

 

①保育所等新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業 （子育て支援課） 24,302  

保育施設等へマスクや消毒用エタノールを配備 

 ・児童、保護者が安心して施設を利用できる環境を整備するため、感染症拡大防止のための物品等

について、市の一括購入等により各施設への配備を進めるもの。 

 

②公立保育所感染症対策事業 （子育て支援課） 100,000 

感染症拡大防止のため東部保育所を改修 

 ・利用児童の安心安全な保育環境の実現を図るため、東部保育所において保育室のレイアウト変更

や、トイレ機器等の衛生器具について更新等を行うもの。 

 

③就学援助費等受給認定者支援事業 （学校教育課） 8,200  

就学援助費等の対象児童生徒 1人につき 1万円を支給 

 ▼被災児童生徒就学援助事業 1,050 

 ▼小学校教育振興援助事業費 4,300 

 ▼中学校教育振興援助事業費 2,850 

・令和 2年 9月 1日現在で、被災就学援助費、準要保護援助費、特別支援教育就学奨励費のいず

れかの受給認定世帯を対象に、特別給付金 1万円を支給するもの。 

 

【 通常事業 】 ・・・ 補正額 315,005 千円 

 

①財産管理費 （財政課） 294,000 本庁舎敷地内の法面安全対策工事を実施 

 ・風雨による浸食や風化の影響で崩落の危険性のある本庁舎北側法面について、安全対策工事を 

実施するとともに、工事の支障となる北分庁舎の解体等を行うもの。 

 ・財源として、緊急自然災害防止対策事業債（充当率 100%、交付税措置 70%）を活用。 

 

②保育所管理運営事業費 （子育て支援課） 1,505 保育所の和太鼓を修繕 

 ・企業東北応援助成金を活用し、藤倉保育所の和太鼓の皮張替えや、子ども用はっぴの新調を行う 

  もの。 

 

③市道整備事業費 （土木課） 19,500 新浜町泉沢線の舗装工事 

 ▼市道整備事業（社会資本整備総合交付金事業） 44,500 

 ▼市道整備事業（公共施設等適正管理推進事業） △25,000  

・新浜町泉沢線の舗装工事について、より有利な財源である社会資本整備総合交付金事業の採択

が得られたことから、事業費の増額と財源整理を行うもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

【 東日本大震災復興交付金事業 】 ・・・ 補正額 36,694 千円 

 

①桂島地区漁業集落防災機能強化事業 （復興推進課） 21,200 

②野々島地区漁業集落防災機能強化事業 （復興推進課） 2,394 

③寒風沢地区漁業集落防災機能強化事業 （復興推進課） 13,100 

整備後の道路について測量業務を実施 

 ・浦戸地区の漁業集落防災機能強化事業により、拡幅や改良工事等を行った道路用地について境

界確定のための測量業務等を行うもの。 

 

 

【 災害関連事業 】 ・・・ 補正額 125,756 千円 

 

○津波被災住宅再建支援事業 （生活福祉課） 125,756 

津波により被災した方々の住宅再建を支援 

 ・東日本大震災の津波により被災した方々への住宅建設等支援制度である津波被災住宅再建支援

事業について、今年度が申請期限となることから、アンケート調査等を行い、申請見込分について

事業費を増額するもの。 

 

 

【 繰出金 】 （財政課） ・・・ 補正額 22,502 千円 

 

①国民健康保険事業特別会計繰出金 6,640  

 ・特定健康診査事業にかかる繰出金 

 

②介護保険事業特別会計繰出金 6,941  

 ・保険料のコンビニ収納等導入にかかる繰出金 

 

③後期高齢者医療事業特別会計繰出金 8,921  

 ・保険料のコンビニ収納等導入にかかる繰出金 

 

 

【 債務負担行為の設定 】 

 

①障がい者福祉業務電算システム委託料 （生活福祉課） 限度額：29,996 期間：R2～7年度 

 ・R3年度以降の業務委託について限度額を設定 

②塩竈市保育料等収納事務業務委託 （子育て支援課） 限度額：172 期間：R2～4年度 

 ・R3年度以降、保育料のコンビニ収納等にかかる手数料等について限度額を設定 

③健康管理システム賃貸借 （健康推進課） 限度額：18,650 期間：R2～7年度 

 ・R3年度以降のシステム賃貸借について限度額を設定 

④子育て支援アプリ導入運用業務委託 （健康推進課） 限度額：1,980 期間：R2～5年度 

 ・R3年度以降の業務委託について限度額を設定 
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 【 国民健康保険事業特別会計 】                             補正額 ６，６４０千円    
 

【 感染症拡大の影響で延期となっていた市民健康診査等を実施 】 ・・・ 補正額 6,640 千円 
 

○特定健康診査等事業費 （健康推進課） 6,640 

       ・三密回避のための実施日数の増加等、感染対策を十分に講じながら市民健康診査等を実施 

するもの。 

 

 

 【 介護保険事業特別会計 】                               補正額 ２４，７０７千円    
 

【 保険料のコンビニ収納等の導入 】 ・・・ 補正額 6,941 千円 
 

○一般管理費 （長寿社会課） 6,941 

       ・「新たな生活様式」に対応するため、介護保険料の納付方法についてコンビニ、スマートフォンア

プリ収納を導入するもの。 

       ・令和 3年 4月からの運用開始を予定。 

 

【 諸支出金（過年度精算関係） 】 ・・・ 補正額 17,766 千円 
 

○国庫支出金等返還金 （長寿社会課） 17,766 

       ・社会保険診療報酬支払基金への介護給付費等交付金及び地域支援事業支援交付金の精算 

返還金を介護財政調整基金繰入金により精算返還するもの。 

 

【 債務負担行為の設定 】 
 

○塩竈市介護保険料等収納事務業務委託 （長寿社会課） 限度額：714 期間：R2～4年度 

 ・R3年度以降、保険料のコンビニ収納等にかかる手数料等について限度額を設定 

 

 

 【 後期高齢者医療事業特別会計 】                          補正額 １３，６２６千円    
 

【 保険料のコンビニ収納等の導入 】 ・・・ 補正額 8,921 千円 
 

○徴収費 （保険年金課） 8,921 

       ・「新たな生活様式」に対応するため、後期高齢者医療保険料の納付方法についてコンビニ、スマ

ートフォンアプリ収納を導入するもの。 

       ・令和 3年 4月からの運用開始を予定。 

 

【 前年度保険料等の精算 】 ・・・ 補正額 4,705 千円 
 

①後期高齢者医療広域連合納付金費 （保険年金課） 3,802 

       ・前年度医療保険料の精算金について、後期高齢者医療広域連合へ納付するもの。 

 

②保険料還付金費 （保険年金課） 903 

       ・前年度保険料未還付分について、被保険者へ還付するもの。 

 

【 債務負担行為の設定 】 
 

○塩竈市後期高齢者医療保険料等収納事務業務委託 （保険年金課） 限度額：496 期間：R2～4年度 

 ・R3年度以降、保険料のコンビニ収納等にかかる手数料等について限度額を設定 


