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令和 4年度 6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 22,050,060 1,274,856 23,324,916 5.8  

特
別
会
計 

魚市場事業特別会計 176,900 13,620 190,520 7.7  

補正されなかった特別会計 12,514,301 － 12,514,301 －  

合 計 12,691,201 13,620 12,704,821 0.1  

 一般・特別会計 計 34,741,261 1,288,476 36,029,737 3.7  

 

１．予算編成の考え方 【 補正総額１，２８８，４７６千円 】 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 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 ３４８，５９８千円】 

   ○ 新型コロナウイルスワクチン接種事業、燃油価格高騰対策事業、事業者向け太陽光発電設備等設

置支援事業、割増商品券事業、学校給食食材購入支援事業 など 14事業 

 

◎ 復旧･復興のための予算  【補正額 ８４６，３９５千円】 

   ○ 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 4年 3 月地震災害関連事業 【844,695 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、公立学校施設災害 

復旧費 など 17 事業 

 

◎ 長期総合計画実現のための予算（通常事業分）  【補正額 ６６，２４３千円】 

   ○ コミュニティ助成事業、デジタル推進費、廃棄物適正処理推進費、保育所改修事業費 

 など 8 事業 

◎ 特別会計への繰出金  【補正額 １３，６２０千円】 

   ○ 魚市場事業特別会計繰出金 

 

 一般会計                       【1,274,856千円】 

■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 

■令和 4年 3月 16日の地震により被災した施設の復旧事業等を予算化 

■コミュニティ活動や自治体 DX等の推進をはかるための事業を予算化 
   

・新型コロナウイルスワクチン接種事業       ･  ・燃油価格高騰対策事業 

・事業者向け太陽光発電設備等設置支援事業     ・割増商品券事業 

・災害復旧事業                     .  ・コミュニティ助成事業 

・デジタル推進事業 

 

重要 
事業 
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◎ 債務負担行為の追加 

   ○ 小中学校電話機器賃貸借（令和 5～10 年度） 限度額 7,206千円 

 

 

 

 

   

 

 

 

◎ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、水揚げ金額の 1,000 分の 2 相当額を水

揚げ漁船に対して補助 【補正額 １２，６２０千円】 

   ○ 漁船対策費 

 

◎ EU-HACCP 登録船の乗組員支援として、1 人あたり 3,000 円（船 1 隻で上限 50,000 円）の商品券を支

給 

 【補正額 １，０００千円】 

   ○ 漁船対策費（EU-HACCP登録漁船乗組員支援商品券支給事業） 

 

 

 

２．主な事業（会計別） 

（単位：千円） 

 【 一般会計 】                                      補正額 １，２７４，８５６千円    
 

【新型コロナウイルス感染症対策事業】 ・・・ 補正額 348,598 千円 

 

１．今を暮らす人々への生活支援パッケージ ・・・ 補正額 177,646 千円 
 

①新型コロナウイルスワクチン接種事業 （健康づくり課） 162,667  ４回目接種に向けての体制を整備 

       ・国から 4 回目接種のガイドラインが示されたことから、3 回目接種後、5 ヶ月を経過した方が円滑か

つ迅速な接種を行えるよう、接種体制の整備をはかるもの。 

       ・対象者_3回目接種後、5 ヶ月を経過し下記に該当する方。 

          ►60歳以上の方 

          ►18歳～59歳の方で基礎疾患を有するか、重症化リスクが高いと医師が認める方 

 

 

②新型コロナウイルスワクチン接種率向上事業 （健康づくり課） 14,979   

タクシー券の助成やお買物券等の贈呈 

       ▼4 回目接種を行う 65 歳以上の高齢者のうち、障がい者手帳をお持ちの方や要介護認定等を受け

ている方を対象に、タクシー券（片道 2回分：上限 2,000円）を助成するもの。 

       ▼3 回目接種率の向上を目的に、これからワクチンを接種する 10 代から 30 代の方を対象に、抽選

で仲卸市場お買物券やすし券等を贈呈するもの。 

 

 

 魚市場事業特別会計                     【13,620千円】 

国の交付金を活用した水揚げ漁船への燃油高騰対策支援や、EU-HACCP登録船の乗組員への

支援として商品券を支給するための予算を計上 
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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 10,054 千円 
 

①浦戸地区校外学習等支援事業 （浦戸振興課） 2,000   

浦戸諸島への校外学習や遠足等に対し船舶借上料等を一部助成 

       ・子どもたちに浦戸諸島への関心等を持ってもらう機会をつくるため、市内幼稚園や保育所、小中学

校及び高等学校等が行う浦戸諸島での校外学習等の船舶借上料等について一部助成を行うもの。 

 

②デジタル教科書推進事業 （学校教育課） 1,287  デジタル教科書（指導者用）の購入 

       ・国が実施する「学びの保障･充実のための学習者用デジタル教科書実証事業」に参加し、児童生

徒への指導方法･体制の充実やコロナ禍における臨時休業時のオンライン授業での活用等をはか

るため、中学校 5校へ指導者用のデジタル教科書（英語）を配布するもの。 

 

③小学校学校給食食材購入支援事業 （教育総務課） 3,422   

④中学校学校給食食材購入支援事業 （教育総務課） 2,345   

栄養バランスに優れた学校給食を提供するための補助 

       ・コロナ禍において原油価格や物価の高騰に直面している子育て世帯を支援するため、市内小中学

校に対し、栄養バランスに優れた学校給食を提供するための補助を行うもの。 

       ・補助期間_令和 4年 7月分から令和 5年 3月分まで。 

 

⑤社会教育活動費（しおがまっ子夢応援プロジェクト事業） （生涯学習課） 1,000   

しおがまっ子の「夢」の実現をサポート 

       ・子どもたちが抱く微笑ましい夢、頼もしい夢について、市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。 

 

 

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 160,898 千円 
 

①企画費（燃油価格高騰対策事業） （政策課） 9,040  タクシー、トラック事業者への補助金交付 

       ・燃油価格高騰により負担が増大している運送事業者等を対象に、事業継続支援として補助金を交

付するもの。 

       ・タクシー1台あたり 20,000円、トラック 1台あたり 10,000円を交付。 

 

②訪問系介護サービス事業者燃油価格高騰対策事業 （高齢福祉課） 2,744   

訪問系介護サービスの事業者に支援金を給付 

       ・燃油価格高騰の影響を受ける訪問系介護サービス事業者を対象に、利用者の訪問にかかる車両 1

台あたり 10,000円の支援金を給付するもの。 

 

③事業者向け太陽光発電設備等設置支援事業 （環境課） 6,000   

事業者の太陽光発電設備等の導入費用を一部助成 

       ・新型コロナウイルス感染症拡大やエネルギー価格の高騰により負担が増大している事業者を対象

に、事業継続支援と再生可能エネルギーの導入促進をはかることを目的に、太陽光発電設備等の

導入費用を一部助成するもの。 

       ・対象設備 

          ►太陽光発電設備_公称最大出力 1kwあたり 30,000円を乗じた額（上限 30万円） 

          ►定置用蓄電池_蓄電池の容量に 1kwhあたり 30,000円を乗じた額（上限 30万円） 
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④水産業･水産加工業元気アップ支援事業 （水産振興課） 2,500   

売上向上や販路拡大につながる事業等への補助 

       ・市内の水産業･水産加工業の活性化をはかるため、市内事業者等が行う売上向上や販路拡大に

結び付くイベントや地域ブランド化等につながる事業を対象に、補助金（事業費 20万円以上を対象

に上限 50万円）を交付するもの。 

 

⑤浅海漁業振興費 （水産振興課） 11,340  燃油の購入費補助 

       ・新型コロナウイルス感染症の影響や燃油価格の高騰により、経営の悪化している浅海養殖漁業者

を対象に、漁業で使用する燃油に対し、1 リットルあたり 30円以内の購入費補助を行うもの。 

 

⑥割増商品券事業 （商工観光課） 121,624  10割増（+α）商品券（第四弾）の発行 

       ・お盆時期の消費ニーズ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 円分の商品券＋α券（市内の社交飲食業生活衛生同業組合加入店で利用できるクーポン

券）を販売額 5,000円で最大 18,000セット発行。 

       ・令和 4年 8月中旬に販売開始予定。 

 

⑦観光プロモーション事業 （商工観光課） 7,650  「来てみ（観）て塩竈」事業（第３弾）の実施 

       ▼『塩竈に寄ってけさいん』観光プロモーション事業 

・塩竈への誘客促進と市内の観光消費拡大をはかるため、市内及び松島町等に宿泊した観光客  

を対象に、特典付きパンフレットを配布するもの。 

       ▼塩竈の魅力を応援!キャンペーン事業 

・塩竈の地場産品を多くの方に周知し、事業者の販路開拓の機会創出やリピーターづくりにつな 

げるため、市内外で物販イベントを実施していくもの。 

 

 

【 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 5 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 4 年 3 月地震災害関連事業 】 ・・・ 補正額 844,695 千円 
 

①災害救助費 （生活福祉課） 8,950  被災住宅の応急修理費用 

       ・令和 4 年 3 月 16 日に発生した福島県沖地震について災害救助法が適用されたことから、準半壊

以上の罹災判定を受けた住宅の応急修理に対し、費用負担を行うもの。 

       ・事業費内訳 

          ▶罹災判定半壊以上_595千円×10世帯 

          ▶罹災判定準半壊_300千円×10世帯 

 

②道路橋りょう災害復旧費 （土木課） 149,823  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三丁目、北浜四丁目、中の島地区市道等につ

いて復旧を行うもの。 



令和 4 年 6 月 総務部財政課 

 15 

 

③公営住宅災害復旧費 （まちづくり･建築課） 8,179  市営住宅の復旧費 

       ・新浜町住宅ほか 13団地の市営住宅で生じた亀裂等について復旧を行うもの。 

 

④児童福祉施設災害復旧費 （保育課） 2,754  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。 

 

⑤保健衛生施設災害復旧費 （健康づくり課） 1,815  保健センターの復旧費 

       ・正面玄関前や保健所側通用口の階段の破損等について復旧を行うもの。 

 

 

⑥漁港施設災害復旧費 （水産振興課） 450,000  漁港施設の復旧費 

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

 

⑦市場施設災害復旧費 （水産振興課） 97,466  魚市場施設の復旧工事及び調査経費 

       ・桟橋部やトラックバースに生じた段差等について復旧を行うもの。 

 

⑧公民館災害復旧費 （生涯学習課） 3,476  公民館外壁の修繕 

       ・公民館西側上部の外壁破損について復旧を行うもの。 

 

⑨エスプ災害復旧費 （生涯学習課） 16,203  エスプの施設内部の復旧工事及び調査経費 

       ・天井破損、壁ひび割れ･落下、脱落した電気･機械設備等について復旧を行うもの。 

 

⑩体育施設災害復旧費 （文化スポーツ課） 2,145  塩釜ガス体育館、塩竈市温水プールの復旧費 

       ・体育館メインアリーナ 2 階観覧席の天井破損及びプール施設内の軽運動場壁面亀裂等について

復旧を行うもの。 

 

⑪美術館災害復旧費 （文化スポーツ課） 4,570  杉村惇美術館敷地内の石積みの復旧費 

       ・崩落した階段脇の石積みについて復旧を行うもの。 

 

⑫公立学校施設災害復旧費 （教育総務課） 28,049  市内小中学校の復旧費 

       ・第二小学校体育館の外壁欠損や第一中学校武道場の天井材落下等について復旧を行うもの。 

 

⑬防災施設災害復旧費 （危機管理課･土木課） 36,914  津波防災センター、マリンデッキ塩釜の復旧費 

       ・津波防災センター南側入口スロープやマリンデッキ塩釜の損傷部について復旧を行うもの。 

 

⑭旅客ターミナル施設災害復旧費 （商工観光課） 20,900  マリンゲート塩釜の復旧費 

       ・破損した外壁タイル、階段･スロープ、グレーチング側溝等の復旧を行うもの。 

 

⑮本庁舎災害復旧費 （管財契約課） 4,235  市役所本庁舎内の復旧費 

       ・市役所本庁舎内について、亀裂等の生じた壁、天井、柱等の復旧を行うもの。 

 

⑯駅前広場災害復旧費 （土木課） 5,000  本塩釜駅駅前広場の復旧費 

       ・JR仙石線本塩釜駅駅前広場の平板ブロックや側溝の破損等について復旧を行うもの。 
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⑰その他庁舎災害復旧費 （浦戸振興課） 4,216   

浦戸諸島開発総合センター、ステイ・ステーションの復旧費 

       ・浦戸諸島開発総合センターの玄関前インターロッキング等の破損や浦戸ステイ・ステーションに 

おける内外壁の亀裂等について復旧を行うもの。 

 

 

【 通常事業 】 ・・・ 補正額 66,243 千円 
 

①国庫補助金等返還金費 （保険年金課） 5,633  国庫支出金の精算に伴う返還 

       ・令和 3年度子育て世帯等臨時特別支援事業費の精算において、補助金交付額が実績額を上回っ

ていたため、不用分を国へ返還するもの。 

 

②デジタル推進費 （政策課） 2,118  DX推進のためのセミナー等を開催 

       ・住民の視点に立った「地域･住民のための DX 推進」を目指すため、『塩竈市自治体 DX 推進ビジョ

ン（仮称）』の策定を進めていくために、職員の意識醸成を目的としたセミナー等を開催するもの。 

 

③コミュニティ助成事業 （危機管理課･市民課） 3,000  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 

       ・中の島自治会 1,300 

      ▼防災対策事業【地域防災組織育成助成事業】 

       ・千賀の台町内会 1,700 

 

④保育所改修事業費 （保育課） 9,856  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、清水沢保育所の手洗い場及びトイレについて令和 3 年度

実施の 3歳以上児クラスに続き、本年度、3歳未満児クラスを対象に改修するもの。 

 

⑤廃棄物適正処理推進費 （環境課） 7,724   

      ▼じん芥収集事業 694 

       ・令和 4 年 3 月の地震に伴う災害廃棄物のうち、テレビや冷蔵庫等の家電類について、リサイクル料

金を支払い、指定された事業者へ引渡すもの。 

      ▼中倉埋立処分場管理事業 7,030 

       ・中倉埋立処分場で取り扱う有価物（鉄くず等）について、売払単価が高騰していることから、施設管

理及び盗難防止等のため、場内に防犯カメラを設置するもの。 

 

⑥不登校等児童生徒学び支援教室充実事業 （学校教育課） 303  学び支援教室の施設備品を整備 

       ・不登校、不登校傾向等の児童生徒を対象に、学習支援や自立支援を行う「学び支援教室」を、第

三中学校に新設することから、施設用備品を購入するもの。 

 

⑦小学校長寿命化事業 （教育総務課） 25,443  第一小学校長寿命化改良事業の増額 

 ・現在施工中である第一小学校の長寿命化改良工事において、工事の進捗に伴い、不測の改修 

経費等が発生したことから、工事費の増額を行うもの。 

 

⑧中学校長寿命化事業 （教育総務課） 12,166  第二中学校長寿命化改良事業の増額 

 ・現在施工中である第二中学校の長寿命化改良工事において、ネットワーク環境整備工事費等が 

発生したことから、工事費の増額を行うもの。 
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【 繰出金 】 ・・・ 補正額 13,620 千円 （財政課） 
 

○魚市場事業特別会計繰出金 13,620  

       ・燃油高騰対策支援としての漁船対策費等にかかる繰出金 

 

 

【 債務負担行為の設定 】 

 

○小中学校電話機賃貸借 （教育総務課）   限度額：7,206 期間：R5～10年度 

 ・R5年度以降の機器賃貸借について限度額を設定 

 

 

 

 【 魚市場事業特別会計 】 （水産振興課）                        補正額１３，６２０千円    
 

【 水揚げ漁船への燃油高騰対策支援や、EU-HACCP 登録船の乗組員支援 】 

 ・・・ 補正額 13,620 千円 
 

○漁船対策費  12,620  

       ・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、水揚げ金額の 1,000分の 2相当額

を水揚げ漁船に対して補助するもの。 

       ・補助対象者_本市魚市場に水揚げを行う漁船（貨物･陸送搬入魚を除く） 

       ・補助期間_令和 4年 7月から令和 5年 3月まで 

 

○漁船対策費（EU-HACCP登録漁船乗組員支援商品券支給事業）  1,000  

       ・EU 向け輸出水産食品取扱施設（EU-HACCP）として認定を受けた塩竈市魚市場の利用促進に向

けた取組みとして、本市場で水揚げを行う冷凍カツオ･マグロ一本釣漁船等 EU-HACCP 登録漁船

乗組員を対象に、塩釜水産物仲卸市場の商品券を支給するもの。 

       ・支給額_乗組員 1人あたり 3,000円（1隻あたり最大 50,000円まで） 
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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 ３００,０００千円            
 

【 資本的収入 】 ・・・ 補正額 300,000 千円 
 

○企業債     133,300 

       ・地方公営企業災害復旧事業債 

〇国庫補助金 166,700 

       ・災害復旧事業国庫補助金 

 

【 資本的支出 】 ・・・ 補正額 300,000 千円 
 

○災害復旧事業費 300,000千円 

       ・令和 4 年 3 月 16 日の福島県沖地震で被災した藤倉三丁目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 

 


