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令和 3年度 6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 21,696,423 1,123,502 22,819,925 5.2  

特
別
会
計 

国民健康保険事業特別会計 5,865,500 3,700 5,869,200 0.1  

介護保険事業特別会計 5,763,400 3,559 5,766,959 0.1  

小 計 11,628,900 7,259 11,636,159 0.1  

補正されなかった特別会計 1,125,201 － 1,125,201 －  

合 計 12,754,101 7,259 12,761,360 0.1  

 一般・特別会計 計 34,450,524 1,130,761 35,581,285 3.3  

 

 

 

１．予算編成の考え方 【 補正総額１，１３０，７６１千円 】 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 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 ４２３，２５８千円】 

   ○ 高齢者おでかけ支援事業、子育て世帯生活支援特別給付金給付事業、割増商品券事業、観光物産

振興費、学校給食ふるさと食材支援事業 など 14事業 

 

◎ 市制施行 80周年記念事業に関する予算  【補正額 ６，７３７千円】 

   ○ 地域のおしごと体験事業、塩竈市観光振興ビジョン推進事業、壁画アートプロジェクト事業 

                                           など 7事業 

 

 

 一般会計                       【1,123,502千円】 

■フェーズの変化を見定めながら新型コロナウイルス感染症対策を行うため、「三つのパッケ

ージ」に基づき関連事業を予算化 

■市制施行 80周年を記念した取組みとして、各事業を予算化 

■令和 3年 2、3月の地震により被災した施設の復旧事業等を予算化 
   

・高齢者おでかけ支援事業       ・割増商品券事業 

・来てみ（観）て塩竈事業   //     ・学校給食ふるさと食材支援事業 

・地域のおしごと体験事業        ・壁画アートプロジェクト事業 

・令和 3年 2、3月の地震により被害を受けた、新浜町市道、野々島･寒風沢漁港施設、 

 魚市場施設等の災害復旧事業 

・コミュニティ助成事業          ・廃棄物適正処理推進費 

 

重要 
事業 
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◎ 復旧･復興のための予算  【補正額 ６６７，４２３千円】 

   ○ 東日本大震災関連事業 【1,700千円】 

       災害救助費（災害援護資金貸付事業） 

   ○ 令和 3年 2、3月地震災害関連事業 【665,723 千円】 

       道路橋りょう災害復旧費、漁港施設災害復旧費、市場施設災害復旧費、駅前広場災害復旧費 

                                          など 13事業 

 

◎ 長期総合計画実現のための予算（通常事業分）  【補正額 ２２，５２５千円】 

   ○ コミュニティ助成事業、廃棄物適正処理推進費、橋りょう整備事業費、観光物産振興費（浦戸諸

島海岸清掃事業） など 8事業 

 

◎ 特別会計への繰出金  【補正額 ３，５５９千円】 

   ○ 介護保険事業特別会計繰出金 

 

 

 

 

 

   

 

 

◎ 新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給 【補正額 ３，７００千円】 

   ○ 傷病手当金費 

 

 

   

 

 

◎ 令和 3年度介護保険制度改正に伴うシステム改修を実施 【補正額 ３，５５９千円】 

   ○ 一般管理費 

 

 

  

 国民健康保険事業特別会計                  【3,700千円】 

新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給 

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）            【3,５59千円】 

制度改正に伴うシステム改修費の計上 
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２．主な事業（会計別） 

（単位：千円） 

 【 一般会計 】                                      補正額 １，１２３，５０２千円    
 

【新型コロナウイルス感染症対策事業】 ・・・ 補正額 423,258 千円 

 

１．今を暮らす人々への生活支援パッケージ ・・・ 補正額 127,860 千円 
 

①高齢者おでかけ支援事業 （長寿社会課） 78,760  商品券 3,000円分の配布 

       ・高齢者のワクチン接種後のフェーズにおける外出支援や地元事業者への支援として、市内店舗で

使える商品券 3,000円分を配布するもの。 

       ・65歳以上の高齢者（昭和 32年 4月 1日以前に生まれた方）を対象とし、7月下旬に配布予定。 

 

②子育て世帯生活支援特別給付金給付事業 （子育て支援課） 46,100  児童 1人につき 5万円の給付 

       ・ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯に対する経済的支援として、令和 3年 4月分の児童手当

や特別児童扶養手当を受給した方で、令和 3 年度分の住民税均等割が非課税の方等を対象に、

児童１人につき 5万円の特別給付金を支給するもの。 

 

③文化芸術活動継続支援事業 （生涯学習課） 3,000  文化芸術活動への補助 

       ・感染症拡大の影響により、文化芸術の活動機会が減ったアーティストや鑑賞機会の減った市民を

元気づけるため、感染症拡大防止策を十分に講じながら、広く市民への鑑賞または参加の機会等

を提供する文化芸術活動に対し、補助金を交付するもの。 

       ・補助対象期間は令和 3年 9月１日から令和 4年 3月 31日までとし、補助金の上限額は 1事業に

つき 50万円（採択予定件数 6件）。 

 

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 22,528 千円 
 

①子育てガイドブック作成事業 （子育て支援課） 550  ガイドブックによる子育て支援 

       ・感染症の影響が長期化し、外出制限や交流機会の減少を強いられている未就学児童のいる家庭

を対象に、孤立感や不安を解消し、ウィズコロナ･ポストコロナ時代に向けた子育て支援として、感染

症の予防策や助成制度、子育てワンポイントアドバイス等をまとめたガイドブックを配布するもの。 

       ・令和 3年 11月以降に配布予定。 

 

②小中学校大型提示装置整備事業 （教育総務課） 11,700  大型提示装置等の配置 

   ▼小学校大型提示装置整備事業 6,347 

   ▼中学校大型提示装置整備事業 5,353 

       ・オンライン授業や分散授業等において、円滑な環境を確保し、コロナ禍における子どもたちの学び

の保障を図るため、大型液晶モニター等を整備するもの。 

       ・全校 210教室のうち未整備の 59教室（小学校 32台、中学校 27台）に配置。 

 

③小中学校新型コロナウイルス感染症対策事業 （教育総務課） 10,278   

感染予防備品整備及び消毒業務委託の実施 

       ・小中一貫教育におけるグループ学習等において、感染症対策を徹底しながら授業を進めるため、

机上飛沫ガード等を設置するもの。 

       ・学校で感染者が発生した場合等に専門業者による消毒作業を行うもの。 
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３．地域経済を支える皆さんへの事業継続（経済回復）支援パッケージ 

 ・・・ 補正額 272,870 千円 
 

①「みやぎの台所･しおがま」推進事業【水産物等販路回復事業】 （水産振興課） 3,500   

販路回復や消費拡大につながる事業等への助成 

       ・コロナ禍により売上等が大きく落ち込んでいる水産業･水産加工業に対して、販路回復や消費拡大

を図るため、どっと祭りやフード見本市等の開催について一部助成するもの。 

 

②「みやぎの台所･しおがま」推進事業【外国人技能実習生等応援パック贈呈事業】 （水産振興課） 1,070   

応援パック（第二弾）の配布 

       ・感染症拡大の影響により、日々生活に不安を抱えている外国人技能実習生等への支援のため、生

活必需品を中心とした物資を配布するもの。 

       ・令和 3年 7月以降に配布予定。 

 

③割増商品券事業 （商工港湾課） 112,000  10割増商品券（第三弾）の発行 

       ・ワクチン接種の進捗により、消費喚起フェーズへと変化していくことをふまえ、年末年始の需要に向

けた割増商品券を発行することにより、地域経済の活性化を図るもの。 

       ・10,000円の商品券（販売額 5,000円、割増分 5,000円）を 20,000セット発行。 

       ・令和 3年 12月から販売開始予定。 

 

④しおがま時短要請外支援金支給事業 （商工港湾課） 126,200   

拡大防止協力金対象外事業者への支援金支給 

       ・塩竈市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の対象外で、著しく売上が減少した市内事業者

に対し、「しおがま時短要請外支援金」を支給するもの。令和 3年 10月から受付開始予定。 

       ▼令和 3年 4月又は 5月の売上が、前年又は前々年同月と比較して、 

15％以上 20％未満減少 1事業者あたり 5万円支給 

20％以上減少        1事業者あたり 10万円支給 

 

⑤観光物産振興費【郷土愛を育むプロジェクト支援事業】 （観光交流課） 2,000  

「塩竈みなと祭」をテーマとしたイベント等を支援 

       ・感染症拡大の影響により「塩竈みなと祭」が 2年連続で開催中止となったことから、市民の郷土愛の

醸成を図るため、市民団体等が行う、塩竈みなと祭をテーマとしたイベントについて補助するもの。 

 

⑥観光物産振興費【しおがま元気ＵＰプロジェクト事業】 （観光交流課） 8,000  

地域経済の活性化イベント等を支援 

       ・感染症拡大の影響により厳しい状況が続いている地域経済において、市民、事業者等の活力、元

気を取り戻すことを目的として、市民団体等が企画･実施する地域経済活性化につながるイベントや

地元産品の販売促進キャンペーン等に対し補助を行うもの。 

 

⑦観光物産振興費【来てみ（観）て塩竈事業】 （観光交流課） 16,900 観光キャンペーン第二弾 

       ・塩竈の観光を楽しんでもらい、観光消費を喚起することを目的に、誘客促進事業や日帰り観光客を

対象とするＰＲ事業等を展開するもの。 

 

 



令和 3 年 6 月 市民総務部財政課 

 5 

 

⑧学校給食ふるさと食材支援事業 （教育総務課） 3,200  水産練り製品を活用した食育の推進 

   ▼小学校分 2,080 

   ▼中学校分 1,120 

       ・水産練り製品等の需要喚起と児童生徒の地域食材に対する理解促進のため、小中学校の学校給

食に、それらを活用したメニューを提供するもの。 

 

 

【市制施行 80 周年記念事業】 ・・・ 補正額 6,737 千円 
 

①広報事業【塩竈市シティプロモーションロゴマーク作成事業】 （秘書広報課） 1,000   

プロモーションロゴマークの募集･作成 

       ・塩竈市が持つ様々な魅力を市内外にアピールすることを目的として、幅広くプロモーション等に活

用できるロゴマークを募集、作成するもの。 

       ・令和 3年 8月から募集。11月に結果の発表･表彰。令和 4年 1月からロゴマークの活用開始予定。 

 

②ライフイベント記念事業 （市民安全課） 227  本市オリジナルデザインの出生届等の作成 

       ・新たに市民となるお子様の誕生をお祝いするため、オリジナルデザインの出生届や、フォトスタジオ

の記念写真撮影用背景スクリーンを作成するもの。 

 

③地域のおしごと体験事業 （子育て支援課） 1,510  市内店舗で職場･買い物体験イベントを実施 

       ・未来を担う子どもたちの市に対する誇りや愛着を持つきっかけづくりとして、小学生が市内店舗で実

際に職場体験や買い物体験等ができる「地域のおしごと体験イベント」を開催するもの。 

       ・令和 3年 8月から参加協力店募集、9月から参加児童を募集し、11月にイベント開催予定。 

 

④浦戸農業･コミュニティ振興事業 （水産振興課） 500  寒風沢農園を活用し地域活性化 

       ・島民をはじめ地域内外のコミュニティ形成と地域活性化を目的として、「東北復興宇宙ミッション

2021」により宇宙から帰還した白菜の苗の定植に向け、農園看板やノボリ等の設置や開園セレモニ

ーを行うもの。 

       ・令和 3年 11月に開園セレモニーを予定。 

 

⑤塩竈市観光振興ビジョン推進事業【市民おすすめ！門前町 80分の旅事業】 （観光交流課） 1,500   

市民による地元の魅力発信 

       ・門前町である塩竈市のブランディングや魅力発信の強化を目的として、市民おすすめのお店等を

募集し、鹽竈神社と門前町をめぐる基本コース（80 分）と組み合わせるグルメガイド等を作成するも

の。 

       ・令和 3年 7月から募集。10月にグルメガイド等を完成、使用開始予定。 

 

⑥壁画アートプロジェクト事業 （教育総務課） 1,000  第二小学校で壁画アートを作成 

       ・未来の芸術･文化を支える人材育成と、芸術への親しみ、楽しみのきっかけづくりとして、第二小学

校において、児童と美術関係者が協同で壁画アートを作成するもの。 

       ・令和 3年 10月から描画作業。11月に完成を予定。 

 

⑦社会教育活動費【あなたの夢応援プロジェクト事業】 （生涯学習課） 1,000  「夢」の実現をサポート 

       ・未就学児から 20 歳未満の市民が抱く「だれかのため」や「まわりを笑顔にする」夢について、市のプ
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ロジェクトチーム等で実現をサポートし、その過程を動画で記録配信するもの。 

 

【 東日本大震災関連事業 】 ・・・ 補正額 1,700 千円 
 

○災害救助費 （生活福祉課） 1,700  災害援護資金貸付事業 

       ・東日本大震災により被害を受けた世帯に対し、生活再建に必要な資金として災害援護資金の貸付

を行うもの。 

       ・国が申請期限を令和 4 年 3 月 31 日まで 1 年間延長したことによるもので、住居半壊による貸付限

度額 1,700千円（1件分）を計上するもの。 

 

【 令和 3 年 2･3 月地震災害関連事業 】 ・・・ 補正額 665,723 千円 
 

①道路橋りょう災害復旧費 （土木課） 209,300  被災した市道の復旧工事及び調査経費 

       ・路面のひび割れ等、特に損傷の大きかった新浜町二丁目及び三丁目地区市道について復旧を行

うもの。 

 

②公営住宅災害復旧費 （定住促進課） 5,070  清水沢東住宅ほか公営住宅の復旧費 

       ・清水沢東住宅ほか 7団地の公営住宅で生じた亀裂等について復旧を行うもの。 

 

③児童福祉施設災害復旧費 （子育て支援課） 5,490  公立保育所等の復旧費 

       ・うみまち保育所及び子育て支援センター、藤倉保育所で生じた亀裂等の損傷について、復旧を行

うもの。 

 

④漁港施設災害復旧費 （水産振興課） 200,000  漁港施設の復旧工事及び調査経費 

       ・野々島及び寒風沢漁港において被災した物揚場、護岸、漁港道路について復旧を行うもの。 

 

⑤市場施設災害復旧費 （水産振興課） 130,203  魚市場施設の復旧工事及び調査経費 

       ・岸壁に生じた段差や外壁亀裂等について復旧を行うもの。 

 

⑥市民交流センター災害復旧費 （市民交流センター） 40,000  冷房空調設備の復旧工事 

⑦壱番館庁舎災害復旧費 （財政課） 16,000   

       ・壱番館庁舎及び市民交流センターの冷房空調設備として、屋上に設置されている冷却塔や空冷チ

ラーについて、復旧を行うもの。 

 

⑧体育施設災害復旧費 （生涯学習課） 880  塩釜ガス体育館の復旧費 

       ・塩釜ガス体育館のメインアリーナ 2階観覧席の天井材の破損について復旧、落下防止を行うもの。 

 

⑨防災施設災害復旧費 （土木課） 35,000  マリンデッキ塩釜の復旧工事 

       ・マリンデッキ塩釜について、橋の接続部の損傷や変形等の復旧を行うもの。 

 

⑩旅客ターミナル施設災害復旧費 （商工港湾課） 8,500  マリンゲート塩釜の復旧工事 

       ・マリンゲート塩釜について、外壁タイルの破損や階段･スロープ等の復旧を行うもの。 

 

⑪本庁舎災害復旧費 （財政課） 1,300  市役所本庁舎内の復旧費 

       ・市役所本庁舎内の壁、天井の亀裂等について復旧を行うもの。 
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⑫中央公共駐車場災害復旧費 （商工港湾課） 980  中央公共駐車場に係る修繕負担金 

       ・海岸通 1番地団地共用部分に係る修繕負担金等を支出するもの。 

 

⑬駅前広場災害復旧費 （都市計画課） 13,000  本塩釜駅駅前広場の復旧工事及び調査経費 

       ・ＪＲ仙石線本塩釜駅駅前広場（神社参道口）の歩道ブロック破損、剥離等について復旧を行うもの。 

 

 

【 通常事業 】 ・・・ 補正額 22,525 千円 
 

①コミュニティ助成事業 （市民安全課） 5,900  コミュニティ助成事業の採択に伴う予算計上 

      ▼市民活動推進費 

       ・大日向住宅 3,4,5号棟自治会 1,900、塩竈市母子沢町内会 1,200、錦花立町内会 1,400 

      ▼消防団運営事業 

       ・浦戸消防団 900 

      ▼防災対策事業【地域防災組織育成助成事業】 

       ・芦畔町自主防災会 500 

 

②保育所管理運営事業費 （子育て支援課） 20,000  公立保育所の手洗い場及びトイレ改修 

       ・施設の老朽化が著しい香津町保育所、清水沢保育所について、利用児童の安心･安全な保育環

境を確保するため、手洗い場及びトイレの改修を行うもの。 

 

③健康増進事業費 （健康推進課） 1,177  健康管理システムの改修 

       ・マイナポータルを活用した予防接種の履歴確認や、転居に伴う市町村間の情報引き継ぎの電子化

等、データ連携等を図るため、既存の健康管理システムを改修するもの。 

 

④廃棄物適正処理推進費 （環境課） 21,680  施設の耐震補強設計及び整備可能性調査 

       ・清掃工場の安全性を確保するため、工場棟について耐震補強設計等を行うもの。 

       ・施設についての整備可能性調査として、事務所棟及び伊保石リサイクルセンターの今後のあり方の

検討や、新清掃工場の整備を想定した場合の基礎調査等を行うもの。 

 

⑤観光物産振興費 （観光交流課） 1,126  浦戸地区における観光客受け入れのための環境整備 

 ・宮城県の市町村海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金を活用し、浦戸地区の海岸等への漂 

着物の回収･処理活動や、桂島海水浴場においてボランティア清掃によるゴミの発生抑制啓発活動 

を行うもの。 

 

⑥橋りょう整備事業費 （土木課） 10,000  庚塚陸橋整備に向けた設計費 

       ・経年劣化等により各部材の損傷が発生している庚塚陸橋の事業化について、国への要望が承認さ

れたことから、工事に向けた詳細設計にとりかかるもの。 

       ・令和 3年 12月まで設計完了。令和 4年度に工事着手予定。 

 

⑦市民交流センター管理運営費 （市民交流センター） △40,000  災害復旧費として予算付替え 

       ・市民交流センター空調設備について、令和 3年 2月 13日の福島県沖地震により破損したことから、

災害復旧費として計上するため、当初予算に計上していた更新工事費を減額するもの。 



令和 3 年 6 月 市民総務部財政課 

 8 

 

 

⑧ふれあいエスプ運営費 （生涯学習課） 2,642  エスプホール天井の修繕 

       ・令和 3 年 4 月 29 日の暴風雨等の影響により、エスプホール等天井材の一部が落下･浸水したこと

から、利用者の安全を確保し、被害箇所の拡大を防止するため、天井部の修繕や屋上の防水工等

を行うもの。 

 

 

【 繰出金 】 ・・・ 補正額 3,559 千円 （財政課） 
 

○介護保険事業特別会計繰出金 3,559  

       ・令和 3年度介護保険制度改正に伴うシステム改修に係る繰出金 

 

 

 【 国民健康保険事業特別会計 】 （保険年金課）                     補正額３，７００千円    
 

【 傷病手当金の支給 】 ・・・ 補正額 3,700 千円 
 

○傷病手当金費  3,700  

       ・国民健康保険の被保険者で、給与等の支払いを受けている被用者のうち、新型コロナウイルス感

染症に感染した者（感染が疑われる者も含む。）、または専門外来を受診しないまま体調が改善した

者等で、勤務先から給与等の全部又は一部の支給を受けなかった場合に、国が定めた基準に基

づき傷病手当金の支給を行うもの。 

 

 【 介護保険事業特別会計（保険事業勘定） 】 （長寿社会課）               補正額３，５５９千円    
 

【 制度改正に伴うシステム改修 】 ・・・ 補正額 3,559 千円 
 

○一般管理費 3,559 

       ・令和 3年度介護保険制度改正に対応するためシステム改修を行うもの。 
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【参考】公営企業の補正状況 

（単位：千円） 
 

【 下水道事業会計 】 （下水道課）                            補正額 １８４,５７５千円            
 

【 資本的収入 】 ・・・ 補正額 184,550 千円 
 

○企業債     67,500   

       ・地方公営企業災害復旧事業債の増額 

○国庫補助金 117,050   

       ・災害復旧事業国庫補助金の増額 

 

【 資本的支出 】 ・・・ 補正額 184,575 千円 
 

○災害復旧事業費 184,575 

       ・令和 3年 2月 13日の福島県沖地震で被災した新浜町二丁目地内及び新富町地内の下水道施設

について、災害復旧のため工事費等の計上 

 

 


