平成 27 年 11 月 26 日

市民総務部財政課

平成 27 年度 12 月補正予算の概要
（単位：千円、％）
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備考

１．予算編成の考え方 【 補正総額 １，５５２，２９７千円 】
一般会計

【1,602,297 千円】

第 13 回東日本大震災復興交付金の基金積立金のほか、決算を見据えた整理予算を計上
市内道路の安全確保のための道路維持費を追加補正
「ここるん」の毎週日曜日開館の継続実施に向け、債務負担行為を設定
重要
事業

・東日本大震災復興交付金基金費

・決算整理に向けた事業費の整理予算

・道路維持費（追加補正）

・しおがま子育て支援センター日曜開館業務委託

◎ 本市の復旧・復興を加速させるための予算
○

【補正額 １，９５１，６０１千円】

災害公営住宅集会所備品整備事業、東日本大震災復興交付金基金費の 2 事業
【1,940,484 千円】

○

後期高齢者医療費

【11,117 千円】

◎ 長期総合計画実現のための予算（通常事業分）
○

【補正額 ２９，６０６千円】

漁船乗組員救急救命推進事業補助金など 8 事業

◎ 決算整理に向けた事業費の整理予算

【補正額 △３７８，９１０千円】

○

復興交付金事業 2 事業

【△85,000 千円】

○

災害関連事業

○

通常事業 8 事業

○

下水道事業特別への繰出金（一般会計繰出金）

【△1,500 千円】
【△242,410 千円】
【△50,000 千円】

◎ 債務負担行為を追加設定
○

マイクロバス管理業務委託

○

しおがま子育て支援センター日曜開館業務委託

○

選挙システム等改修業務委託（選挙人名簿登録制度見直し対応）
（H28 年度）

（H28 年度）

限度額 2,500 千円

限度額 2,000 千円
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（H28 年度）

限度額 1,730 千円
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下水道事業特別会計
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【△50,000 千円】

決算整理に向けた減額補正（契約請差等の減額補正）
◎ 本市の復旧・復興を加速させるための予算
○

【補正額 △５０,０００千円】

越の浦地区下水道整備事業

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

【補正額なし】

地域包括ケアシステムの構築に向けた債務負担行為の設定
◎ 債務負担行為の追加
○

いきいきデイサービス事業委託

（H28～H30 年度）

○

老人福祉活動支援事業委託 （H28 年度）

限度額 20,300 千円

限度額 5,500 千円
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２．主な事業（会計別）
（単位：千円）
【 一般会計 】

【

補正額 １，６０２，２９７千円

東日本大震災復興交付金事業

・・・ 補正額 1,940,484 千円

】

①災害公営住宅集会所備品整備事業 （定住促進課）

2,700

浦戸地区災害公営住宅集会所用備品

・寒風沢地区、朴島地区、桂島地区災害公営住宅の各集会施設に備品を整備
②東日本大震災復興交付金基金費 （復興推進課）

1,937,784

復興交付金申請額の積立

・第 13 回東日本大震災復興交付金申請額の基金積立を予算計上（国費ベース）

【

災害関連事業 】

・・・

補正額 11,117 千円

○後期高齢者医療費 （保険年金課）

11,117

一部負担金免除措置の本市負担分

・平成 26 年 4 月～12 月診療分までの後期高齢者医療一部負担金免除措置に係る本市負担分を
宮城県後期高齢者医療広域連合へ納入

【

通常事業 】

・・・

補正額 29,606 千円

①児童手当事業費 （保険年金課）

4,540

児童手当の支給

・対象人数が当初見込みよりも増加したことに伴う増額補正
②子ども医療助成事業費 （保険年金課）

1,818

助成対象拡大に伴うシステム改修

・本市独自の制度として平成 28 年 4 月から外来に係る助成対象を中学校 3 年生まで拡大するた
めに必要なシステム改修
③国庫補助金等返還金費 （子育て支援課）

13,634

国庫補助金、県補助金の返還

・補助金の概算交付を受けていた補助事業の実績報告に伴う精算返還
・国庫補助金 4 項目 796 千円、県補助金 3 項目 12,838 千円
④漁船乗組員救急救命推進事業補助金 （水産振興課）

830

AED、簡易型 AIS の設置費用助成

・市町村振興総合補助金を活用し、洋上で操業している本市船籍の漁船へ AED や簡易型 AIS（自
動船舶識別装置）を設置するための費用を助成
・事業費に対し、県、市で 1/3 ずつを助成し、残りを事業者が負担
⑤道路維持費 （土木課）

5,000

路面補修等委託

・9 月補正予算に引続き、歩道や路面の段差の解消、側溝の入替等、市内各所の修繕業務を委託
⑥小学校管理費 （教育総務課）

1,562

小学校敷地内の樹木伐採

・小学校敷地内の倒木の危険性がある樹木の伐採 （二小 9 本）
⑦中学校管理費 （教育総務課）

1,298

中学校敷地内の樹木伐採

・中学校敷地内の倒木の危険性がある樹木の伐採 （二中 8 本、玉中 21 本）
⑧選挙管理委員会費 （選管事務局）

924

選挙権年齢引下げに伴うシステム改修

・選挙権年齢を 18 歳以上に引下げを行う公職選挙法改正の対応のためのシステム改修

3

平成 27 年 11 月 26 日

【

決算整理に向けた減額補正

】
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・・・ 補正額△378,910 千円

▼東日本大震災復興交付金事業 2 事業 △85,000
①新浜町杉の下線道路事業 （復興推進課）

△50,000

藤倉地区復興区画特会周辺道路整備事業

②海岸通地区震災復興市街地再開発事業 （復興推進課）

△35,000

再開発組合への補助

▼災害関連事業 1 事業 △1,500
○海岸通地区震災復興市街地再開発事業 （復興推進課）

△1,500

事務局長人件費相当額の補助

▼通常事業 8 事業 △242,410
①災害救助費 （生活福祉課）

△5,800

災害援護資金貸付金

②津波被災住宅再建支援事業 （生活福祉課）

△134,146

③災害公営住宅等入居支援事業 （生活福祉課）
④児童扶養手当事業費 （子育て支援課）

△30,600

△3,000

△3,780

災害公営住宅等入居移転費支援金

児童扶養手当の支給

⑤放課後児童クラブ運営事業費 （子育て支援課）
⑥老人保護措置費 （長寿社会課）

津波被災者の住宅取得等の支援

△15,000

仲よしクラブ運営事業費

居宅生活が困難な高齢者の養護老人ホーム入所措置

⑦広葉樹病害虫被害木伐倒事業 （水産振興課）

△912

⑧埋蔵文化財（朴島）発掘調査事業 （生涯学習課）

里山広葉樹林の保全

△49,172

浦戸朴島での埋蔵文化財発掘調査

▼一般会計繰出金 1 事業 △50,000
○下水道事業特別会計繰出金 （下水道課へ）

△50,000

越の浦地区下水道整備事業

・東日本大震災復興交付金繰入金△37,500、震災復興特別交付税△12,500

【

債務負担行為 】
①マイクロバス管理業務委託 （財政課）

限度額 2,500 期間：H28 年度

・マイクロバス運行業務を外部委託
②しおがま子育て支援センター日曜開館業務委託 （子育て支援課）

限度額 1,730 期間：H28 年度

・「ここるん」の毎週日曜日開館業務を外部委託
③選挙システム等改修業務委託（選挙人名簿登録制度見直し対応） （選管事務局）
限度額 2,000 期間：H28 年度
・選挙人名簿登録制度見直しに伴うシステム改修
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【 下水道事業特別会計 】

【
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補正額△５０，０００千円

東日本大震災復興交付金事業（決算整理に向けた減額補正）

】

・・・ 補正額△50,000 千円（下水道課）
○越の浦地区下水道整備事業 （下水道課）

△50,000

【 介護保険事業特別会計（保険事業勘定） 】

【

（補正額なし）

債務負担行為 】
①いきいきデイサービス事業委託 （長寿社会課）

限度額 20,300 期間：H28～H30 年度

・介護予防・日常生活支援総合事業の開始に伴う、いきいきデイサービス事業の委託
・通所型介護で利用者同士の交流を交えながら生きがいづくりを支援
②老人福祉活動支援事業委託 （長寿社会課）

限度額 5,500 期間：H28 年度

・介護予防・日常生活支援総合事業の開始に伴う、老人福祉活動支援事業の委託
・地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援
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