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令和 3年度 2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 26,299,817 1,564,983 27,864,800 6.0  

特 

別 

会 

計 

 

交通事業特別会計 210,600 292 210,892 0.1  

国民健康保険事業特別会計 5,869,200 △42,209 5,826,991 △0.7  

魚市場事業特別会計 177,800 2,858 180,658 1.6  

介護保険事業特別会計 5,835,867 60,991 5,896,858 1.0  

後期高齢者医療事業特別会計 746,604 △11,783 734,821 △1.6  

北浜地区復興土地区画整理事業特別会計 1 40,550 40,551 皆増  

小 計 12,840,072 50,699 12,890,771 0.4  

補正されなかった特別会計 - - - -  

合 計 12,840,072 50,699 12,890,771 0.4  

一般・特別会計 計 39,139,889 1,615,682 40,755,571 4.1  

 

１． 2月補正予算の特徴点（一般会計）  【 ４つの柱からなる補正予算 】 

 Ⅰ 新型コロナウイルス感染症対策事業 【補正額 △４２６，８８３千円】 

   ○ 子育て世帯への臨時特別給付事業等、新規事業を計上した。 28,415 千円 

   ○ 12 月補正までに計上した事業の決算整理に伴う減額予算を計上した。 △455,298千円 

    

 Ⅱ 国の補正予算を活用した事業 【補正額 ８８４，０６９千円】 

   ○ 第二中学校の長寿命化改良事業等、国の令和 3年度補正予算（第 1 号）を活用した事業を計上した。 

 

 Ⅲ 復旧･復興のための予算を計上 【補正額 ６２３，７０９千円】 

   ○ 復興交付金の返還金や、市営住宅基金への積立金等を計上した。 

 

 Ⅳ 通常事業の決算整理、各特別会計の決算整理に伴う補正等を計上 【補正額 ４８４，０８８千円】 

   ○ 除融雪対策費や各基金積立費、生活保護扶助費等を増額計上した。 

   ○ 施設等利用費等支給事業や児童扶養手当事業費、地域おこし協力隊活用事業等、決算整理に伴う減額 

予算を計上した。 

   ○ 各特別会計の決算整理等に伴う一般会計繰出金を計上した。 

 

  

 

 

※その他、繰越明許費（計 23件、1,909,141千円）、債務負担行為補正（追加 61件、廃止 1 件、変更 1 件）、

地方債補正（追加 4件、変更 12件）を計上している。 

  

説明資料２ 
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２．主な事業（会計別）                             

（単位：千円） 

 【 一般会計 】                                   補正額 １，５６４，９８３千円    

【 新型コロナウイルス感染症対策事業 】 ・・・ 補正額△426,883千円 

   ①今を暮らす人々への生活支援パッケージ  28,092  

・子育て世帯への臨時特別給付事業 （保険年金課）  28,092 

国が行う「子育て世帯への臨時特別給付」において、所得制限により対象外となった世帯へ 

新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金を活用し、10万円を支給するもの。 

 

   ②未来を担う子ども達への学習･生活支援パッケージ  323  

      ・小学校修学旅行等取消料負担事業 （教育総務課）  89 

・中学校修学旅行等取消料負担事業 （教育総務課）  234 

感染症拡大の影響により、修学旅行等が中止･変更となった第一小学校、玉川中学校を 

対象に、発生したキャンセル料等について、全額を市が負担するもの。 

 

 

   ③12月までに計上した事業の決算整理に伴う減額予算  △455,298   

No. 事業名 担当課 
(補正前) 

補正後 
補正額 備考 

1 企画費（学生応援事業） 政策課 
(1,500) 

△531 当初申請見込み 250 人に対し、168人の実績 
969 

2 高齢者おでかけ支援事業 
長寿 

社会課 

(78,760) 
△6,000 事務費節減による不要額の減額 

72,760 

3 
ひとり親世帯臨時給付金

事業 

子育て 

支援課 

(7,810) 
△640 

当初支給見込み 7,680 千円（768件）に対し、

7,040千円（704件）の実績見込み 7,170 

4 
子どもの見守り活動支援

事業 

子育て 

支援課 

(1,000) 
△421 

当初交付見込み 1,000 千円（10団体）に対し、

579千円（申請済 3 団体＋今後申請見込）の実

績見込み 579 

5 水産物等販路回復事業 
水産 

振興課 

(3,500) 
△500 フード見本市中止に伴う減額 

3,000 

6 業態転換応援事業 
商工 

港湾課 

(5,066) 
△3,214 

当初採択見込み 5,000 千円（5件）に対し、

1,786千円（2件）の実績 1,852 

7 

新型コロナウイルス感染

症拡大防止協力金支給

事業 

商工 

港湾課 

(1,118,773) 
△374,756 

当初支給見込み 1,113,200 千円（1,240件）に対

し、738,754千円（1,064件）の実績 744,017 

8 
しおがま時短要請外支援

金支給事業 

商工 

港湾課 

(251,200) 
△68,180 

当初支給見込み 250,000千円（1,500件）に対

し、181,700千円（930 件）の実績 183,020 

9 
防災対策事業（防災ラジ

オ整備事業） 

市民 

安全課 

(4,400) 
△1,056 防災ラジオ購入費の確定に伴う減額 

3,344 

合計 △455,298  
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【 国の補正予算を活用した事業 】 ・・・ 補正額 884,069千円 

   ○国の令和 3年度補正予算（第 1号）を活用した事業予算を計上  

・デジタル推進費 （財政課）  27,143 

自治体の行政手続きのオンライン化を進めるため、システムの改修及びネットワークの設定を 

行うもの。 

 

・個人番号カード交付事務事業費 （市民安全課）  2,314 

マイナポイント第 2弾等、国の普及促進施策により、マイナンバーカードの申請やマイナポイント 

利用登録を行う方の増加が見込まれるため、臨時窓口の開設や受付体制の拡充を行うもの。 

 

      ・保育士･幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業 （子育て支援課）  17,039 

      ・保育士等処遇改善実施円滑化事業 （子育て支援課）  500 

・放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業 （子育て支援課）  4,070 

私立保育園の保育士や幼稚園教諭等の処遇改善のため、令和 4年 2月から収入を 3％程度 

（月額 9,000円）引き上げるための措置を実施するもの。 

 

・橋りょう整備事業 （土木課）  90,000 

橋梁長寿命化修繕計画に基づき、庚塚陸橋の補修工事を行うもの。 

 

      ・小学校防災機能強化事業 （教育総務課）  23,721 

・中学校防災機能強化事業 （教育総務課）  15,354 

設備老朽化による事故を防ぐため、防球ネット等の改修工事を行うもの。 

 

・中学校長寿命化改良事業 （教育総務課）  703,928 

第二中学校の第 1期工事として、管理･教室棟の改修工事等を行うもの。 

【 災害関連事業 】 ・・・ 補正額 623,709千円 

①復興関連交付金の整理予算を計上  633,936 

・国庫補助金等返還金費 （都市計画課）  113,557 

令和 2年度決算により生じた復興交付金の不用見込額について国への返還を行うもの。 

・市営住宅基金費 （定住促進課）  520,379 

災害公営住宅家賃低廉化事業及び東日本大震災特別家賃低減事業の補助金を「塩竈市営 

住宅基金」へ積み立てるもの。 

 

   ②決算整理のための減額補正  △10,227  

・小規模事業者サポート事業 （商工港湾課）  △5,883 

応募実績に合わせ補助金を減額するもの。 

・防災対策事業 （市民安全課）  △3,894 

「令和 3年度塩竈市地域防災計画改訂支援業務委託料」の確定により減額するもの。 

・小中学校交流事業 （学校教育課）  △450 

村山市での宿泊学習の中止により、減額するもの。 
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【 決算に向けた増額補正 】 ・・・ 補正額 709,414千円 

   ①国庫補助金等精算返還金  107,026 

・障害者医療費 （生活福祉課）  21,917 

      ・自立支援医療費 （生活福祉課）  10,959 

      ・被災者支援総合交付金 （生活福祉課）  3,318 

      ・母子家庭等対策総合支援事業費 （子育て支援課）  20,930 

      ・子ども･子育て支援交付金 （子育て支援課）  13,008 

      ・児童扶養手当給付費 （子育て支援課）  4,151 

      ・子どものための教育･保育給付交付金 （子育て支援課）  7,873 

      ・保育対策総合支援事業費 （子育て支援課）  2,916 

      ・その他 21,954 

 

   ②各種扶助費の増額補正  112,811 

・福祉サービス費 （生活福祉課）  39,903 

サービス利用者の増により増額するもの。 

・自立支援医療費 （生活福祉課）  3,105 

更生医療利用者の増により増額するもの。 

・生活保護扶助費 （生活福祉課）  63,723 

被保護世帯数及び高額医療の増加により医療扶助費を増額するもの。 

・施設型給付費等支給事業 （子育て支援課）  6,080 

対象施設を利用した児童数の増加により増額するもの。 

 

   ③その他、決算に向けた事業費の増額補正  489,577 

・財産管理費 （財政課）  3,077 

公用車へのドライブレコーダー設置費及び原油高騰にかかる燃料費を増額するもの。 

・企画費 （政策課･財政課）  29,788 

ふるさと納税の見込額増加に伴い、寄附金額に応じてかかる諸経費を増額するもの。 

・総合交通体系整備事業 （政策課）  698 

・バス運行費補助金助成事業 （政策課）  4,027 

しおナビ 100円バス等の利用者が減となったことにより増額するもの。 

・市債管理基金費 （財政課）  88,472 

後年度の公債費負担に備え、基金積立を行うもの。また、災害援護資金の実績確定に伴い、 

積立額を減額するもの。 

・ミナト塩竈まちづくり基金費 （財政課）  100,000 

まちづくりに資する施設にかかる修繕等の後年度負担に備え、基金積立を行うもの。 

・森林環境整備基金費 （水産振興課）  4,649 

森林環境譲与税の交付増額分について基金へ積み立てるもの。 
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・廃棄物適正処理推進費 （環境課）  170,026 

清掃工場の耐震補強にかかる事業費を計上するもの。 

・水産物供給基盤機能保全事業 （水産振興課）  6,000 

塩釜漁港において、漁港管理者である宮城県が行う岸壁改良工事（沈下対策）に対し、区域内 

地方公共団体として経費を一部負担するもの。 

・除融雪対策費 （土木課）  34,191 

例年と比較し積雪量の増加が見込まれることから、必要となる除融雪経費の増額を行うもの。 

      ・小学校管理費 （教育総務課）  8,740 

・中学校管理費 （教育総務課）  4,068 

原油高騰にかかる燃料費等を増額するもの。 

      ・小学校施設維持管理費 （教育総務課）  16,412 

・中学校施設維持管理費 （教育総務課）  7,480 

普通学級数及び特別支援学級数の増等に伴い、空調設備や wi-fi機器の整備を行うもの。 

・その他  11,949 

 

【 決算に向けた減額補正 】 ・・・ 補正額△243,290千円 

   ①各種扶助費の減額補正  △84,195 

・障害者福祉手当費 （生活福祉課）  △2,799 

利用者の減により減額するもの。 

・補装具給付費 （生活福祉課）  △6,933 

認定者数の減により減額するもの。 

・児童扶養手当事業費 （子育て支援課）  △34,079 

受給者の減により減額するもの。 

・施設等利用費等支給事業 （子育て支援課）  △40,384 

対象施設を利用する児童数の減により減額するもの。 

 

   ②その他、決算整理等による減額補正  △159,095 

・企画費（庁舎整備検討調査事業） （政策課）  △9,801 

「新庁舎建設調査検討業務委託料」の確定により減額するもの。 

・市民活動推進費 （市民安全課）  △1,495 

協働推進室の転居に伴い従前かかっていた賃料等が不用となったため。 

・市民活動推進費（協働まちづくり提案事業） （市民安全課）  △1,426 

採択事業の確定により減額するもの。 

・地域おこし協力隊活用事業 （水産振興課）  △4,594 

感染症拡大の影響で、新規受入人数が減となったことにより減額するもの。 

・交通安全対策事業 （市民安全課）  △1,000 

感染症拡大の影響で、指導隊の活動が減少したことにより減額するもの。 

・監査委員費 （監査事務局）  △1,397 

会計年度任用職員人件費を決算見込みに合わせ減額するもの。 
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・高等職業訓練促進給付金等事業 （子育て支援課）  △1,576 

受給者が当初見込みより少なかったため減額するもの。 

・待機児童ゼロ推進事業費 （子育て支援課）  △3,240 

事業者からの申請が当初見込みより少なかったため減額するもの。 

・藤倉児童館及び放課後児童クラブ指定管理者運営事業 （子育て支援課）  △4,232 

第三小学校のクラブ増設を見送ったことにより減額するもの。 

・廃棄物適正処理推進費（中倉埋立処分場管理事業費） （環境課）  △8,250 

作業車両の入札が不調となったことにより減額するもの。 

・休日救急運営事業費 （健康推進課）  △8,440 

休日急患診療センター運営、医療事務について決算見込みに合わせ減額するもの。 

・塩竈みなと祭協賛会助成事業 （観光交流課）  △2,828 

第 74回塩竈みなと祭の開催中止等により減額するもの。 

・緑と憩い再生事業 （土木課）  △11,502 

伊保石公園見晴らしの丘の設計見送りにより減額するもの。 

・被災児童生徒就学援助事業 （学校教育課）  △2,500 

認定者数が当初の見込みより少なかったため減額するもの。 

      ・小学校教育振興援助事業費 （学校教育課）  △4,300 

・中学校教育振興援助事業費 （学校教育課）  △7,700 

認定者数が当初の見込みより少なかったため減額するもの。 

・地域学校協働活動推進事業費 （生涯学習課）  △644 

感染症拡大の影響で、放課後子供教室等の実施回数が減となったことにより減額するもの。 

・公債費 （財政課）  △63,000 

市債借入額、借入利率等の減により元利償還費を減額するもの。 

・その他  △21,170 

 

 

【 一般会計繰出金（各会計の決算整理に伴う補正） 】 ・・・ 補正額 17,964千円 

1） 国民健康保険事業特別会計繰出金  21,821 

財政安定化支援、保険基盤安定繰入金等の増によるもの。 

2） 介護保険事業特別会計繰出金（保険事業勘定）  △2,473 

事務費繰入金等の減によるもの。 

3） 後期高齢者医療事業特別会計繰出金  △5,727 

保険基盤安定繰入金等の減によるもの。 

4） 病院事業会計繰出金  163 

原油価格高騰にかかる繰出金。 

5） 水道事業会計繰出金  941 

原油価格高騰、児童手当等にかかる繰出金。 

6） 魚市場事業会計繰出金  2,858 

原油価格高騰にかかる繰出金。 
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7） 下水道事業会計繰出金  89 

原油価格高騰にかかる繰出金。 

8） 交通事業会計繰出金  292 

原油価格高騰、総務管理費の予算整理にかかる繰出金。 

 

【 決算整理に伴う財源振替 】 ・・・ 歳出補正なし 

○歳出計上を伴わない財源振替等を予算計上 

 

【 歳入補正予算の計上 】 
 
○主な一般財源等の計上 

      ・市税 （税務課）  105,222  

・普通交付税 （財政課）  291,388 

・一般寄附金 （財政課）  80,000  

・北浜地区復興土地区画整理事業特別会計繰入金 （財政課）  20,279 

・前年度繰越金 （財政課）  482,787  

・臨時財政対策債 （財政課）  △193,700 

 

【 繰越明許費 】 

○国の補正予算措置による繰越事業（880,933 千円）や災害復旧事業（328,887 千円）のほか、新型コロ

ナウイルス感染症対策事業など年度内完了が困難となった事業について繰越明許費を計上 

   計 23件  金額 1,909,141千円 

【 債務負担行為 】 

○令和 4年度以降執行予定の各種事業に係る債務負担行為の追加設定、変更、及び廃止  

追加 計 61件 金額 1,054,061千円、廃止 1件 金額△12,214千円、変更 1件 金額 △17,982千円 

【 地方債 】 

○事業費の決算整理等に伴う追加、変更を計上   追加 計 4件  変更 計 12件 

 

 

 

 

 【 交通事業特別会計 】 （浦戸振興課）                        補正額 ２９２千円    

【 決算整理 】 ・・・ 補正額 292千円 

①総務管理費 △3,808 

公課費（消費税申告額）等を決算見込額に合わせて減額するもの。 

②運航費 4,100 

原油価格高騰に伴う燃料費の増額。 

 

【 債務負担行為 】 



令和 4年 2月 市民総務部財政課 

 16 

○令和 4年度以降執行予定の各種事業に係る債務負担行為の設定  計 7件  金額 10,199千円 

 

 【 国民健康保険事業特別会計 】 （保険年金課）             補正額 △４２，２０９千円    

【 保険給付費 】 ・・・ 補正額△54,427千円 

①療養給付費（一般被保険者） △28,873 

②療養費（一般被保険者） 1,207 

③審査支払手数料費 632 

④高額療養費（一般被保険者） △27,393 

【 その他決算整理 】 ・・・ 補正額 12,218千円 

①一般管理費 315 

②国庫支出金等返還金 11,176 

②その他決算整理分 727 

【 債務負担行為 】 

○令和 4年度以降執行予定の各種事業に係る債務負担行為の設定  計 7件  金額 19,585千円 

 

 【 魚市場事業特別会計 】  （水産振興課）                    補正額 ２，８５８千円    

【 決算整理 】 ・・・ 補正額 2,858千円 

○総務管理費 2,858 

原油価格高騰に伴う光熱水費の増や人件費等の整理予算を行うもの。 

 

【 債務負担行為 】 

○令和 4年度以降執行予定の各種事業に係る債務負担行為の設定  計 5件  金額 41,229千円 

 

 【 介護保険事業特別会計 】  （長寿社会課）                    補正額 ６０，９９１千円     
 

  （保険事業勘定） ・・・補正額 ６０，９９１千円  

【 地域支援事業費 】 ・・・ 補正額△12,183千円 

①訪問型サービス事業費 7,200 

②通所型サービス事業費 △13,800 

③地域介護予防活動支援事業費 △1,200 

④総合相談事業費 △2,813 

⑤包括的･継続的ケアマネジメント支援事業費 2,570 

⑥在宅医療･介護連携推進事業費 △4,140 

 

【 その他決算整理 】 ・・・ 補正額 73,174千円 

①介護認定審査会費 △655 

②国庫支出金等返還金 69,143 

③その他決算整理分 4,686 
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【 債務負担行為 】 

○令和 4年度以降執行予定の各種事業に伴う債務負担行為の追加設定  計 4件 金額 20,930千円 

 

 

  （介護サービス事業勘定） ・・・補正額なし   

【 債務負担行為 】 

○令和 4年度以降執行予定の事業に伴う債務負担行為の追加設定  計 1件 金額 66千円 

 

 【 後期高齢者医療事業特別会計 】  （保険年金課）            補正額 △１１，７８３千円     

【 決算整理 】 ・・・ 補正額△11,783千円 

○後期高齢者医療広域連合納付金費 △11,783 

【 債務負担行為 】 

○令和 4年度以降執行予定の事業に伴う債務負担行為の追加設定  計 2件 金額 2,979千円 

 

 【 北浜地区復興土地区画整理事業特別会計 】  （都市計画課）      補正額 ４０，５５０千円     

【 道路補修等を行うための事業費の計上 】 ・・・ 補正額 20,271千円 

○北浜地区被災市街地復興土地区画整理事業 20,271 

【 その他決算整理 】 ・・・ 補正額 20,279千円 

○一般会計繰出金 20,279 

【 繰越明許費 】 

 ○事業完了に向け継続実施  計 1件 金額 20,271千円 
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３．企業会計の補正状況 

（単位：千円） 

 【 下水道事業会計 】                                                       

【 収益的収入（決算整理に伴う補正） 】 ・・・ 補正額 89千円 

○原油価格高騰に係る繰入金の増額補正 89千円 

【 資本的収入（決算整理に伴う補正） 】 ・・・ 補正額 100,000千円 

①国の補正予算を活用した事業に係る国庫補助金の増額補正 50,000千円 

②国の補正予算を活用した事業に係る企業債の増額補正 50,000千円 

【 資本的支出（決算整理に伴う補正） 】 ・・・ 補正額 100,000千円 

○国の補正予算を活用した建設改良費の増額補正 100,000千円 

【 債務負担行為 】  

○令和 4年度以降執行予定の各種事業に係る債務負担行為の追加設定  計 10件   

【 企業債 】 ・・・ 補正額 50,000千円 

○公共下水道事業に係る企業債の変更 計 1件  

 

 【市立病院事業会計 】                       収益的支出補正額     １６３千円      

【 収益的収入（決算整理に伴う補正） 】 ・・・ 補正額 163千円 

○原油価格高騰に係る一般会計補助金の増額補正 163千円 

【 債務負担行為 】  

○令和 4年度以降執行予定の各種事業に係る債務負担行為の追加設定  計 7件   

 

 

 【水道事業会計 】                            収益的支出補正額 △15,636千円      

【 収益的収入（決算整理に伴う補正） 】 ・・・ 補正額△10,919千円 

①令和 3年 2月に発生した大倉川流域での油流入による水道料金減免分の減額補正 △12,228千円 

②仙台市・塩竈市共同浄水場基本計画策定による国庫補助金の増額補正 493千円 

③児童手当額の確定による他会計補助金の増額補正 360千円 

④原油高騰に伴う不足経費による他会計補助金の増額補正 306千円  

⑤任期付職員の手当額の確定による他会計補助金の増額補正 150千円 

【 収益的支出（決算整理に伴う補正） 】 ・・・ 補正額△15,636千円 

①仙台市・塩竈市共同浄水場単独施設設備調査の業務縮小等による委託料の減額補正 △21,726千円 

②藤田川水管橋補強工事、維持管理及び公道漏水修理等による工事費の増額補正 11,600千円 

③法定福利費等の決算整理による人件費の減額補正 △9,786千円 

④ダム利水者負担金、仙台市・塩竈市共同浄水場基本計画策定による負担金の増額補正 4,826千円 

⑤その他決算整理分 △550千円 
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【 資本的収入（決算整理に伴う補正） 】 ・・・ 補正額 136,257千円 

①繰越災害復旧工事費による国庫補助金の増額補正 111,763千円 

②舗装工事の共同施工による工事負担金の増額補正 20,408千円 

③消火栓設置数の増による他会計負担金の増額補正 2,657千円 

④繰越災害復旧工事費の補助対象額確定による他会計補助金の増額補正 1,429千円 

【 資本的支出（決算整理に伴う補正） 】 ・・・ 補正額 2,674千円 

○国道 45号電線共同溝に伴う配水管移設工事等による増額補正 2,674千円 

【 債務負担行為 】 

○令和 4年度以降執行予定の各種事業に係る債務負担行為の追加設定  計 8件 

 

 

 

 

 


