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平成 26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 38,245,100 6,774,753 45,019,853 17.7  

特 

別 

会 

計 

下水道事業特別会計 8,909,200 △1,522,000 7,387,200 △17.1  

介護保険事業特別会計 4,926,127 1,497 4,927,624 0.0  

北浜地区復興土地区画整理 
事業特別会計 

882,000 375,162 1,257,162 42.5  

藤倉地区復興土地区画整理 
事業特別会計 

595,000 294,896 889,896 49.6  

小 計 15,312,327 △850,445 14,461,882 △5.6  

補正されなかった特別会計 8,481,478 0 8,481,478 0.0  

合 計 23,793,805 △850,445 22,943,360 △3.6  

一般・特別会計 計 62,038,905 5,924,308 67,963,213 9.5  

 

 

１．予算編成の考え方 【 補正総額 ５，９２４，３０８千円 】 

 

 

   

 

 

 

 

 

◎ 本市の復旧・復興を加速させるための予算  【補正額 ７，５９４，８０５千円】 

   ○ 平成 26 年度第 10 回配分にて交付決定を受けた復興交付金事業のほか、過去に交付決定を受けた復

興事業など 4 事業 【564,167 千円】 

   ○ 復興交付金第 10 回交付額の基金への積立金費 【6,991,438 千円（交付決定額）】 

   ○ 災害公営住宅等への入居世帯に対する移転費用支援事業、野々島漁港施設災害復旧事業の 2 事業 

 【39,200 千円】 

◎ 長期総合計画実現のための予算（通常事業分） 【補正額 １５，１３３千円】 

   ○ 放課後児童クラブの対象学年拡大に伴うクラブ増設費や補助採択に伴う遊ホール協会事業補助金、安

全確保のための緊急的な道路維持補修工事費など 4 事業 

◎ 決算整理に向けた事業費の整理予算  【補正額 △７，９０４千円】 

   ○ がん検診推進事業及び市営住宅給水方式変更事業の国庫支出金の確定に伴う 2 件の減額補正予算 

◎ 各会計への繰出金（一般会計繰出金） 【補正額 △８２７，２８１千円】 

   ○ 下水道事業、介護保険事業、北浜及び藤倉地区復興土地区画整理事業特別会計の 4 会計への繰出金 

◎ 決算整理に向けた歳入の整理予算 【歳入補正、補正額ゼロ】 

   ○ 前年度事業の決算に伴う震災復興特別交付税の減額と繰越金の増額補正 

 

◎ 債務負担行為の追加及び変更 

【追加】 

   ○ 本庁舎電話機器賃貸借（H27～H32 年度） 限度額 14,700 千円 

   ○ NEW しおナビ 100 円バス運行業務委託（H27～H31 年度） 限度額 47,960 千円 

   ○ 災害公営住宅等入居支援事業（H27～H29 年度） 限度額 63,800 千円 

 

    

  

 一般会計                       【6,774,753 千円】 

復興交付金事業（第 10回配分）を予算化、本市の復興を加速させるための各種事業を計上 

災害公営住宅等への入居世帯に対する財政支援策を強化 
 

・復興交付金事業（主に第 10 回配分事業） 
・塩竈市災害公営住宅等入居支援事業 

 

 

 

重要 
事業 
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   ○ 災害公営住宅整備事業（伊保石地区）（H27 年度） 限度額 100,000 千円 

   ○ 学校給食調理業務一部委託（H27～H29 年度） 限度額 55,048 千円 

   ○ 体育施設管理運営業務委託（H27～H29 年度） 限度額 246,900 千円 

【変更】 

   ○ 災害公営住宅整備事業（清水沢・北浜地区） 

期間： H27 → H27～H28   限度額： 6,380,700 千円 → 6,909,700 千円（+529,000 千円） 

   

 

 

   

 

◎ 本市の復旧・復興を加速させるための予算（復興交付金事業）  【補正額 △１，５２２，０００千円】 

   ○ 決算整理に向けた各種復興交付金事業の減額補正（債務負担行為に付け替え） 

◎ 債務負担行為の追加及び変更  

【追加】 

   ○ 藤倉･北浜地区下水道事業（H27） 限度額 522,000 千円 

【変更】 

   ○ 越の浦地区下水道事業 

期間： H27（変更無し）   限度額： 1,780,000 千円 → 2,780,000 千円（+1,000,000 千円） 

 

 

 

   

 

◎ 支援センター開設のための準備費用の計上  【補正額 １，４９７千円】 

   ○ 【保険事業勘定】 備品購入費や委託料などの計上 【補正額 1,166千円】 

   ○ 【介護サービス事業勘定】 備品購入費（国保連請求用パソコン）の計上 【補正額 331 千円】 

 

 

 

   

 

◎ 本市の復旧・復興を加速させるための予算（復興交付金事業）  【補正額 ３７５，１６２千円】 

   ○ 平成 26 年度第 10 回配分にて交付決定を受けた復興交付金事業（移転補償費の増額補正） 

 

 

 

   

 

◎ 本市の復旧・復興を加速させるための予算（復興交付金事業）  【補正額 ２９４，８９６千円】 

   ○ 平成 26 年度第 10 回配分にて交付決定を受けた復興交付金事業の 2 事業（移転補償費の増額補正） 

 

 

 

 

 

 藤倉地区復興土地区画整理事業特別会計           【294,896千円】 

復興交付金事業（第 10回交付分）の予算計上 

 下水道事業特別会計                  【△1,522,000 千円】 

決算整理に向けた減額補正と債務負担行為の設定（次年度予算への付け替え対応） 

 介護保険事業特別会計（保険事業勘定･介護サービス事業勘定）  【1,497千円】 

浦戸地区包括支援センターの開設準備に係る補正予算 

 北浜地区復興土地区画整理事業特別会計           【375,162千円】 

復興交付金事業（第 10回交付分）の予算計上 
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２．【 参考 】 復興交付金事業 予算計上まとめ（第 10 回配分ほか） 

（単位：千円） 

 事業費 

財源内訳 

復興交付金 

(=基金繰入金) 
地方債 

一般財源 

震災復興 

特別交付税 
財調繰入金 

12月補正予算計上額 

【 総 額 】 
△287,775 △224,852 △46,700 △16,176 △47 

内 

訳 

第 10回配分 1,358,371 1,032,403 0 325,968 0 

第 8回配分以前 △1,646,146 △1,257,255 △46,700 △342,144 △47 
 

【第 10回】東日本大震災復興交付金事業 …事業費 1,358,371千円（交付金 1,032,403千円） 
 

○一般会計 688,313千円（基金充当額（=交付金充当額）527,391千円） 

  ①新浜町杉の下線道路事業（復興推進課） 446,271（交付金 345,860） 

  ②海岸通地区震災復興市街地再開発事業（ 〃 ） 242,042（交付金 181,531） 
 

○北浜地区復興土地区画整理事業特別会計 375,162千円（交付金充当額 281,371千円） 

  ①北浜地区被災市街地復興土地区画整理事業（復興推進課） 375,162（交付金 281,371） 
 

○藤倉地区復興土地区画整理事業特別会計 294,896千円（交付金充当額 223,641千円） 

  ①藤倉二丁目地区被災市街地復興土地区画整理事業（復興推進課） 196,119（交付金 147,089） 

  ②新浜町杉の下線道路事業（区画整理関連）（ 〃 ） 98,777（交付金 76,552） 

 

【第 8回以前】東日本大震災復興交付金事業 …事業費△1,646,146千円 

（交付金△1,257,255千円） 
 

○一般会計 △124,146千円（基金充当額（=交付金充当額）△115,755千円） 

  ①【第 4回】災害公営住宅整備事業（復興推進課） △181,170（交付金△158,523） 

  ②【第 8回】飲料水兼用耐震性貯水槽整備事業（市民安全課） 57,024（交付金 42,768） 
 

○下水道事業特別会計 △1,522,000千円（交付金充当額△1,141,500千円） 

  ①【第 7回ほか】藤倉二丁目地区下水道整備事業（下水道課） △280,000（交付金△210,000） 

  ②【第 8回ほか】越の浦地区下水道整備事業（ 〃 ） △1,000,000（交付金△750,000） 

  ③【第 7回ほか】北浜地区区画整理関連下水道事業（ 〃 ） △131,140（交付金△98,355） 

  ④【第 7回ほか】藤倉二丁目地区区画整理関連下水道事業（ 〃 ） △110,860（交付金△83,145） 
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３．主な事業（会計別）                             

（単位：千円） 

 【 一般会計 】                                  補正額 ６，７７４，７５３千円                                             
 

【 東日本大震災復興交付金事業 】 ・・・ 補正額 564,167千円 
 

▼第 10回配分の事業 
 

   ①新浜町杉の下線道路事業 （復興推進課） 446,271  移転補償費の増額補正 

       ・事業区域の補償調査終了に伴う移転補償費の増額補正 

   ②海岸通地区震災復興市街地再開発事業 （復興推進課） 242,042  海岸通 1番 2番地区再開発事業 

       ・今年度内の事業認可･組合設立後、速やかに権利変換計画を策定するための事業費補助金 

       ・敷地地盤調査費、建築設計費、権利変換諸費の支出を見込むもの 
 

▼第 8回以前に配分された事業（①：第 4回、②：第 8回） 
 

   ①災害公営住宅整備事業 （復興推進課） △181,170  清水沢災害公営住宅整備事業の減額補正 

       ・事業費の精査により清水沢地区災害公営住宅の基盤整備費の不用見込額を減額補正するもの 

   ②飲料水兼用耐震性貯水槽整備事業 （市民安全課） 57,024  一小敷地内の耐震性貯水槽の整備 

       ・第一小学校体育館前に飲料水を兼ねた耐震性貯水槽を設置（30㎥規模を 1基整備） 

 

【 東日本大震災復興交付金関連事業 】 ・・・ 補正額 6,991,438千円 
 
○東日本大震災復興交付金基金への積立金 （復興推進課）  6,991,438  交付決定額の全額積立 

       ・第 10回交付決定額を基金に全額積み立て、復興交付金事業の財源として取り崩す 

        ※本補正にて、第10回配分事業の財源として取り崩す額は1,032,403千円（残分は今後予算化予定） 

 

【 災害復旧事業 】 ・・・ 補正額 20,000千円 
 
○漁港施設災害復旧費 （水産振興課）  20,000  野々島北防波堤の復旧に係る修正設計委託 

       ・野々島北防波堤の災害復旧工事において、現況施設が当初設計時よりも大きく傾いていることが

確認されたため、改めて調査及び修正設計を行うもの 

 

【 災害関連事業 】 ・・・ 補正額 19,200千円 
 
○塩竈市災害公営住宅等入居支援事業 （生活福祉課） 19,200 災害公営住宅入居世帯への移転支援 

       ・被災世帯が市内の災害公営住宅及び県･市営公営住宅に移転する場合、移転費用の支援とし

て 1世帯あたり 20万円を補助する 

       ・支援期間：平成 26年 1月から平成 30年 3月末まで 

※伊保石地区災害公営住宅への入居世帯には遡及適用 

 

【 通常事業 】 ・・・ 補正額 15,133千円 
 
①放課後児童クラブ運営事業費 （子育て支援課）  4,814  三小の放課後児童クラブ増設経費 

       ・児童福祉法改正による対象学年の拡大（3年生→6年生）に伴い、第三小学校の放課後児童クラ

ブが定員を上回る見込みであることから、クラブ増設を行うもの（工事費、備品購入費等の計上） 

②道路維持費 （土木課）  5,800  市内道路の緊急維持補修工事費 

       ・道路交通の安全確保のため、早急に対応する必要がある箇所の維持補修経費の増額補正 

③公園街路維持管理費（公園遊具撤去費） （土木課）  3,500  市内公園の危険遊具撤去費 

       ・経年劣化等による危険遊具を撤去し、安全を確保する（市内 18公園、遊具 20基の撤去） 

重要 
事業 

重要 
事業 
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④市民交流センター管理運営費 （市民交流センター）  1,019  遊ホール協会に対する事業補助金 

       ・遊ホール協会の自主事業について、文化庁補助金（文化芸術振興費補助金）が交付されたこと

から補助金として交付するもの 

       ・「しおのまち音楽祭」-菅野潤&ザルツブルガー･ゾリステン スプリングコンサート- （平成 27 年 2

月開催予定） 

 

【 通常事業（決算整理に向けた減額補正） 】 ・・・ 補正額△7,904千円 
 
  以下 2件は、国･県支出金が確定したことに伴う歳入歳出予算の減額補正  
 
①健康増進事業費 （健康推進課）  △7,000  がん検診推進事業（大腸がん、乳がん） 

②市営住宅改修事業費 （定住促進課）  △904  市営新浜町住宅 1号棟給水方式変更工事 

 

【 一般会計繰出金 】 ・・・ 補正額△827,281千円（財政課） 
 
①下水道事業特別会計繰出金 （下水道課へ）  △1,497,900  （復興交付金事業の減額補正） 

②介護保険事業特別会計繰出金 （長寿社会課へ）  561 

       ・保険事業勘定  230  （浦戸地区包括支援センター開設準備費用の一般会計負担分） 

       ・介護サービス事業勘定  331  （同センター開設に係る国保連請求用 PC購入費） 

③北浜地区復興土地区画整理事業特別会計繰出金 （復興推進課へ）  375,162  （復興交付金事業） 

④藤倉地区復興土地区画整理事業特別会計繰出金 （復興推進課へ）  294,896  （復興交付金事業） 

 

【 震災復興特別交付税（H25年度決算整理分）の減額補正 】 ・・・ 歳入補正（財政課） 
 
○平成 25年度決算により生じた震災復興特別交付税（各種事業充当分）の不用額相当額を減額補正 

※繰越金で全額補てんするため収支差は生じない 

 

【 債務負担行為 】 
 

【追加】 

①本庁舎電話機器賃貸借 （財政課）  限度額 14,700  期間：H27～32年度 

       ・老朽化した電話交換機及び交換台の更新により課･係直通のダイヤルイン方式に移行する 

②NEW しおナビ 100円バス運行業務委託 （政策課）  限度額 47,960  期間：H27～31年度 

       ・NEW しおナビ 100円バスの事業委託期間の満了に伴い、新たに運行業務を委託するもの 

③災害公営住宅等入居支援事業 （生活福祉課）  限度額 63,800  期間：H27～29年度 

       ・災害公営住宅等への入居世帯に対する移転費用の支援（補正予算と連動） 

④災害公営住宅整備事業（伊保石地区） （復興推進課）  限度額 100,000  期間：H27年度 

       ・伊保石地区第二期の災害公営住宅（計画戸数 4戸、戸建て住宅）を整備 

⑤学校給食調理業務一部委託 （教育総務課）  限度額 55,048  期間：H27～29年度 

       ・第一中学校及び第二中学校の給食調理業務の一部を外部委託する 

⑥体育施設管理運営業務委託 （生涯学習課）  限度額 246,900  期間：H27～29年度 

       ・塩釜ガス体育館管理運営業務の委託期間が満了することに伴い、新たに業務委託するもの 

【変更】 

○災害公営住宅整備事業（清水沢･北浜地区） （復興推進課）  

期間： H27 → H27～H28   限度額： 6,380,700 千円 → 6,909,700 千円（+529,000 千円） 

       ・清水沢地区及び北浜地区の災害公営住宅整備事業 

       ・第 10回交付決定額相当額（347,830千円）と今回減額補正相当額（181,170千円）の合計 
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 【 下水道事業特別会計 】                          補正額 △１，５２２，０００千円                                           
 

【 東日本大震災復興交付金事業 】 ・・・ 補正額△1,522,000千円（下水道課） 
 
  以下、決算整理に向けて年度内執行が見込めないことによる減額補正（全て第 8回以前の交付分）  

   ※債務負担行為に振替措置  
 
①藤倉二丁目地区下水道整備事業 （下水道課）  △280,000   

②北浜地区区画整理関連下水道事業 （ 〃 ）  △131,140   

③藤倉二丁目地区区画整理関連下水道事業 （ 〃 ）  △110,860   

④越の浦地区下水道整備事業 （ 〃 ）  △1,000,000   

 

【 債務負担行為 】 
 

【追加】 

○藤倉･北浜地区下水道事業 （下水道課）  限度額 522,000  期間：H27年度 

       ・藤倉地区及び北浜地区における下水道関連の復興交付金事業 

【変更】 

○越の浦地区下水道事業 （下水道課）  

期間： H27（変更無し）   限度額： 1,780,000 千円 → 2,780,000 千円（+1,000,000 千円） 

       ・越の浦地区における下水道施設（雨水ポンプ場）整備事業（復興交付金事業） 

 

 

 【 介護保険事業特別会計 】                             補正額 １，４９７千円                                           
 

  （保険事業勘定）      ・・・補正額 １，１６６千円                                  
 

【 地域支援事業 】 ・・・ 補正額 1,166千円（長寿社会課） 
 
○総合相談事業費 （長寿社会課）  1,166 

       ・浦戸地区包括支援センターの開設にあたり、事務用備品など環境整備にかかる費用を計上 

 

  (介護サービス事業勘定)   ・・・補正額 ３３１千円 
 

【 居宅介護支援事業費 】 ・・・ 補正額 331千円（長寿社会課） 
 
○居宅介護支援事業費 （長寿社会課）  331 

       ・浦戸地区包括支援センターの開設にあたり、ケアプラン作成のための国保連請求用パソコン整

備費を計上 

 

 

 【 北浜地区復興土地区画整理事業特別会計 】               補正額 ３７５，１６２千円                                           
 

【 東日本大震災復興交付金事業 】 ・・・ 予算計上額 375,162千円（復興推進課） 
 
○北浜地区被災市街地復興土地区画整理事業 （復興推進課）  375,162   

       ・第 10回配分により決定を受けた事業の予算計上（移転補償費の増額補正） 

 

 

 【 藤倉地区復興土地区画整理事業特別会計 】               補正額 ２９４，８９６千円                                           
 

【 東日本大震災復興交付金事業 】 ・・・ 予算計上額 294,896千円（復興推進課） 
 
①藤倉二丁目地区被災市街地復興土地区画整理事業 （復興推進課）  196,119   

②新浜町杉の下線道路事業（区画整理関連） （ 〃 ）  98,777   

       ・第 10回配分により決定を受けた事業の予算計上（移転補償費の増額補正） 


