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令和 3年度 12月補正（その 2）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 24,002,625 1,129,673 25,132,298 4.7  

特
別
会
計 

魚市場事業特別会計 174,400 3,400 177,800 1.9  

介護保険事業特別会計 5,795,723 40,144 5,835,867 0.7  

補正されなかった特別会計 6,826,405 － 6,826,405 －  

合 計 12,796,528 43,544 12,840,072 0.3  

 一般・特別会計 計 36,799,153 1,173,217 37,972,370 3.2  

 

 

１．予算編成の考え方 【 補正総額 １，１７３，２１７千円 】 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 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 １５４，５８４千円】 

   ○ 新型コロナウイルスワクチン接種事業、漁船員感染拡大防止対策支援事業、学校教育活動継続

のための感染症対策支援事業、地域経済応援給付金支給事業 の 4事業 

 

◎ 復旧･復興のための予算  【補正額 ８６５，２４４千円】 

   ○ 東日本大震災追悼事業、国庫補助金等返還金費、災害救助費、海岸通地区震災復興市街地再開

発事業、漁港施設災害復旧費 の 5 事業 

 

◎ 原油高騰対策のための予算  【補正額 ２８，０８０千円】 

   ○ 原油高騰対策灯油購入費助成事業、浅海漁業振興支援事業 の 2 事業 

 

◎ 長期総合計画実現のための予算（通常事業分）  【補正額 ７４，７９０千円】 

   ○ コミュニティ助成事業、児童手当事務費、生活保護扶助費、木造住宅震災対策事業、危険ブロ

ック塀等除却事業 の 5事業 

■新型コロナウイルス感染症対策の推進のため、「三つのパッケージ」に基づき関連事業を予 

 算化 

■本市の復旧･復興を完遂するための事業等を予算化 

■原油高騰に対する支援事業費を予算化 

 

・新型コロナウイルスワクチン接種事業 ・漁船員感染拡大防止対策支援事業 

・海岸通地区震災復興市街地再開発事業 ・原油高騰対策灯油購入費助成事業 

・浅海漁業振興支援事業 ・コミュニティ助成事業 

 

 

 

 一般会計                        【1,129,673千円】 

 

重要 
事業 
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◎ 他会計繰出金  【補正額 ６，９７５千円】 

   ○ 魚市場事業特別会計繰出金、介護保険事業特別会計繰出金 

 

 

◎ 債務負担行為の追加 

   ① 複写機印刷機借上料（令和 3～8年度） 限度額 1,762千円 

   ② 新型コロナウイルスワクチン接種事業（令和 4年度） 限度額 56,000 千円 

   ③ 廃棄物適正処理推進費（令和 3～4 年度） 限度額 95,000千円 

   ④ 小学校給食費（令和 3～6年度） 限度額 48,800 千円 

 

 

 

 

   

 

 

◎ 水揚金額の 1,000 分の 2 相当について燃油高騰対策補助金を交付 【補正額 ３，４００千円】 

   ○ 漁船対策費  

 

 

 

   

 

 

◎ 施設利用者数の増加等に伴う給付費等の増額補正 【補正額 ２０６，７３４千円】 

   ○ 施設介護サービス給付費、高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費 等  

◎ 要介護（要支援）認定者の平均要介護度が下降傾向にあることによる給付費等の減額補正 

【補正額 △１６６，５９０千円】 

   ○ 居宅介護サービス等給付費、介護サービス計画給付費、地域密着型介護サービス給付費 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 魚市場事業特別会計                     【3,400千円】 

水揚漁船に対する原油高騰支援事業費の計上 

 介護保険事業特別会計                   【40,144千円】 

給付費等における決算を見据えた整理予算の計上 
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２．主な事業（会計別） 

（単位：千円） 
 

 【 一般会計 】                                     補正額 １，１２９，６７３千円     
 

【 新型コロナウイルス感染症対策事業 】 ・・・ 補正額 154,584 千円 

 

１．今を暮らす人々への生活支援パッケージ ・・・ 補正額 161,187 千円 
 

○新型コロナウイルスワクチン接種事業 （健康推進課） 161,187  ３回目接種に向けての体制を整備 

       ・国の「新型コロナウイルス接種対策費国庫負担金」等を活用し、ワクチンの 3回目接種にかかる費

用について事業費の増額を行うもの。 

 

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 1,600 千円 

 

○学校教育活動継続のための感染症対策支援事業 （教育総務課） 1,600 

補助金の増による事業費の増額 

       ・感染症対策に必要となる保健衛生用品や学びの保障にかかるタブレット端末等の整備について、

財源である「学校保健特別対策事業費補助金」の補助上限額が引き上げられたことから、事業費

を増額するもの。 

 

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△8,203 千円 
 

①漁船員感染拡大防止対策支援事業 （水産振興課） 2,000  漁船乗組員向けに抗原キットを配布 

       ・「宮城県漁船員感染拡大防止支援事業補助金」を活用し、魚市場における水際対策として、水揚

げ漁船乗組員向けに抗原キットを配布するもの。 

 

②地域経済応援給付金支給事業 （商工港湾課） △10,203  申請受付終了に伴う決算整理 

       ・当初支給見込み 1,100件に対し、932件の実績であったことから、決算整理として減額補正するも

の。 

 

 

【 東日本大震災関連事業 】 ・・・ 補正額 865,244 千円 
 

①東日本大震災追悼事業 （総務課） 502  震災に係る追悼のための経費を計上 

       ・塩竈市東日本大震災モニュメント前に献花所を設置するために必要な経費を計上するもの。 

 

②国庫補助金等返還金費 （財政課） 662,544  津波被災住宅再建支援事業等の精算 

       ・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

援事業等の終了に伴い、ふるさとしおがま復興基金に残る交付金の残額について精算するもの。 

 

③災害救助費 （生活福祉課） 20,798  災害義援金の計上 

  ▼東日本大震災 

       ・義援金受付団体分（第 13次）及び宮城県受付分（第 12次）の配分額等 19,576千円（3,874件） 

  ▼令和元年台風第 19号 

       ・第 4次配分額等 1,222千円（127件） 
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④海岸通地区震災復興市街地再開発事業 （都市計画課） 163,400   

再開発事業で生じている収支差額を援助 

       ・事業の確実な完了を図るため、収支差額に対して上限を設けながら援助交付金を交付するも

の。 

 

⑤漁港施設災害復旧費 （水産振興課） 18,000  復旧工事費の増額 

       ・「令和元年度 寒風沢漁港－1m 物揚場復旧工事」について、令和 3年 2月 13 日の福島県沖地

震により物揚場の一部が傾いたことから、設計内容を変更し、物揚場を安定させるための工事を

追加するもの。 

 

 

【 原油高騰対策事業 】 ・・・ 補正額 28,080 千円 
 

①原油高騰対策灯油購入費助成事業 （生活福祉課） 24,300   

低所得世帯へ灯油購入券 5,000円を配布 

       ・原油高騰時における生活支援を目的として、1世帯 5,000円相当の灯油購入券を送付するもの。 

       ・対象者（該当する市町村民税が非課税の世帯） 

(1)75歳以上の高齢者世帯 

(2)18歳以下の子どもがいるひとり親世帯(児童扶養手当、母子･父子家庭医療費受給者) 

(3)重度障がい者(身体障害者手帳 1級又は 2級、療育手帳 A、精神障害者保健福祉手帳 1級) 

 

②浅海漁業振興支援事業 （水産振興課） 3,780  燃油 1 リットル当たり 30円を補助 

       ・船舶の燃料等、原油高騰の影響が著しい浅海漁業者に対する支援として、令和 4 年 1 月から 3

月の間、燃油 1 リットル当たり 30円の購入費補助を行うもの。 

 

 

【 通常事業 】 ・・・ 補正額 74,790 千円 
 

①コミュニティ助成事業 （市民安全課） 1,400  コミュニティ助成事業の採択に伴う予算計上 

       ・一般財団法人自治総合センターが助成する令和 3 年度一般コミュニティ助成事業の追加募集に

おいて、錦町図南会の採択を受けたことから、助成金を計上するもの。 

 

②児童手当事務費 （保険年金課） 3,366  法令改正に伴うシステムの改修の実施 

       ・児童手当の支給において、令和 4年 10月支給分より所得上限額が創設され、上限額を越えた方

は支給対象外となる改正が行われることから、電算システムの改修を行うもの。 

 

③生活保護扶助費 （生活福祉課） 60,000  医療扶助費、介護扶助費の増 

  ▼医療扶助費 46,434 

       ・保護受給者のうち、入院患者数等が当初見込みより増加したことから、増額補正するもの。 

  ▼介護扶助費 13,566 

       ・保護受給者のうち、施設入所者及び介護サービス利用者が当初見込みより増加したことから、増

額補正するもの。 

 

④木造住宅震災対策事業 （定住促進課） 8,624  申請件数の増 

       ・昭和 56年5月前に建築された木造住宅に対する、耐震診断委託や耐震改修工事等の助成につ

いて、申請件数が当初より増見込みとなることから、事業費を増額するもの。 
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⑤危険ブロック塀等除却事業 （定住促進課） 1,400  申請件数の増 

       ・通学路等に面した危険なブロック塀等の除去に要する費用の一部助成について、申請件数が当

初より増見込みとなることから、事業費を増額するもの。 

 

 

【 繰出金 】（財政課） ・・・ 補正額 6,975 千円 
 

①魚市場事業特別会計繰出金 3,400  

       ・漁船への燃油高騰対策補助金に係る繰出金 

 

②介護保険事業特別会計繰出金 3,575 

       ・施設介護サービス給付費等の決算見込みに合わせた予算整理に伴う繰出金 

 

 

【 債務負担行為の追加 】 

 

①複写機印刷機借上料 （子育て支援課･土木課） 限度額：1,762 期間：令和 3～8年度 

 ・令和 4年度以降の借上料について限度額を設定 

②新型コロナウイルスワクチン接種事業 （健康推進課） 限度額：56,000 期間：令和 4年度 

 ・令和 4年度以降の事業について限度額を設定 

③廃棄物適正処理推進費 （環境課） 限度額：95,000 期間：令和 3～4年度 

 ・令和 4年度以降の事業について限度額を設定 

④小学校給食費 （教育総務課） 限度額：48,800 期間：令和 3～6年度 

 ・令和 4年度以降の事業について限度額を設定 
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 【 魚市場事業特別会計 】 （水産振興課）                       補正額 ３，４００千円    
 

【 水揚げ漁船に対する原油高騰支援事業費の計上 】 ・・・ 補正額 3,400 千円 
 

○漁船対策費 3,400 

       ・水揚金額の 1,000分の 2相当について燃油高騰対策補助金を交付するもの。 

 

【 債務負担行為の追加 】 
 

○複写機印刷機借上料 限度額：1,320 期間：令和 3～8年度 

       ・令和 4年度以降の借上料について限度額を設定 

 

 

 【 介護保険事業特別会計 】 （長寿社会課）                     補正額 ４０，１４４千円    
 

【 施設利用者数の増加等に伴う給付費等の増額補正 】 ・・・ 補正額 206,734 千円 
 

①施設介護サービス給付費 142,018 

②審査支払手数料費 359 

   ③高額介護サービス費 21,967 

④高額医療合算介護サービス等費 5,660 

⑤特定入所者介護サービス費 36,613 

⑥高額介護サービス費相当事業費 117 

 

 

【 要介護（要支援）認定者の平均要介護度が下降傾向にあることによる給付費等の減額補正 】 

・・・ 補正額△166,590 千円 
 

①居宅介護サービス等給付費 △139,170 

②介護サービス計画給付費 △8,943 

③地域密着型介護サービス給付費 △12,820 

④介護予防ケアマネジメント事業費 △5,657 

 

 


