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平成 22 年度 2 月補正予算案の概要 

 
平成 23 年 2 月 
塩  竈  市 

 

１．予算編成の考え方 

○ 2 月補正予算は、一般会計では昨年のチリ地震津波被害に係る緊急支援措置を、特別会

計では国民健康保険事業、介護保険事業で給付推移をふまえた増額補正を、それぞれ行う

ほか、その他の既決予算については、主に決算整理に向けた減額補正を基本に編成。 
 

２．予算規模 
 ◇一般・特別会計 
 （単位：千円） 

区  分 補正前予算額 2月補正額 補正後予算額 

一般会計 21,413,620 △173,356 21,240,264 

特
別
会
計 

交通事業特別会計 219,200 △567 218,633 
国民健康保険事業特別会計 6,510,524 41,364 6,551,888 
魚市場事業特別会計 294,200 △29,070 265,130 
下水道事業特別会計 3,887,200 △15,900 3,871,300 
公共駐車場事業特別会計 13,200 △530 12,670 
老人保健医療事業特別会計 3,387 △1,453 1,934 
漁業集落排水事業特別会計 28,900 △900 28,000 
公共用地先行取得事業特別会計 573,200 △2,500 570,700 
介護保険事業特別会計 4,093,041 107,309 4,200,350 
土地区画整理事業特別会計 281,900 △35,600 246,300 
後期高齢者医療事業特別会計 628,604 △33,928 594,676 

小 計 16,533,356 28,225 16,561,581 
一般・特別会計 計 37,946,976 △145,131 34,801,845 

 
 ◇市立病院事業会計                                       （単位：千円） 

区  分 補正前予算額 2月補正額 補正後予算額 

収益的支出 2,811,360 1,968 2,813,328 
 
 ◇水道事業会計    （単位：千円） 

区  分 補正前予算額 2月補正額 補正後予算額 

収益的支出 1,659,293 △83,413 1,575,880 
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【一般会計補正予算の主な状況】 
○歳入 

 ・市税は、景気低迷等により、個人市民税△151 百万円、法人市民税△48 百万円、固定資産税△

8 百万円、都市計画税△7 百万など、総額で△211 百万円。 
 ・地方交付税は国の補正予算成立に伴い、普通交付税 52 百万円増。 
 ・国庫支出金は、事業費の確定見込みなどにより、△118 百万円。    
 ・繰入金は、財政調整基金で 62 百万円増など、総額 70 百万円増。 
 ・地方債は、建設事業の確定等△9 百万円。 

○歳出（性質別） 
 ・人件費は、人勧実施に伴う期末手当の減等△27 百万円。 
 ・扶助費は子ども手当費△75 百万円など、総額△158 百万円。 
 ・公債費は長期債元利で△60 百万円。 
 ・普通建設事業費は、建設事業の確定等△31 百万円。 
 ・積立金は、主に市債管理基金積立で 84 百万円の増。 
  
３．主な事業等（会計別）                         

 
 （単位：千円） 

 一般会計                                               計 △１７３，３５６ 

 

   新規事業   3,000 

・養殖施設強化緊急対策事業   3,000   （産業部水産課） 

チリ地震津波に係る激甚災害の対象とならなかった漁業者への緊急支援措置 

 
増額補正   42,559 

         ・国庫補助金精算返還金（社会福祉、児童福祉等）   9,291 

       ・社会保障関係費（知的障害者、児童手当等）       3,705 

      ・健診・予防接種費                      4,295 

       ・損失補償等補填費                    5,326 

       ・小中学校、教育施設管理費              8,516 

       ・その他                          11,426 

 

減額補正   △329,303 

       ・社会保障関係費                   △159,140 

       ・災害特別融資預託金                 △10,003 

       ・施設整備関係                     △31,066 

       ・公債費元利償還金                  △59,648 

       ・人件費                          △24,186 

       ・その他                          △45,260  

 

他会計繰出金   26,169 

・国民健康保険事業特別会計              40,256 

・下水道事業特別会計                 △13,316 

・介護保険事業特別会計（保険事業）          9,987 

       ・土地区画整理事業特別会計             △5,600 

         ・その他                           △5,158 

 

   基金積立金   84,219 

       ・市債管理基金等   84,219 
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交通事業特別会計                                            計 △５６７ 
（市民生活部浦戸交通課） 

       ・総務管理費（人件費）  △567 

       （主な歳入補正：離島定期航路収入△567） 

  

 

国民健康保険事業特別会計                                     計 ４１，３６４ 
（健康福祉部保険年金課） 

       ・退職被保険者等療養給付費   59,000 

       ・一般被保険者等高額療養費   20,000 

       ・一般被保険者療養給付費   △50,000 

       ・その他   12,364 

       （主な歳入補正：国民健康保険税△100,643、療養給付費国庫負担金△48,466、療養給付費

交付金 89,789、保険財政安定化事業交付金 39,637、財政調整基金繰入金 41,586、他） 

 

 

魚市場事業特別会計                                        計 △２９，０７０ 
（産業部水産課） 

       ・総務管理費       △4,120 

       ・施設補修等工事   △24,950 

       （主な歳入補正：魚市場上屋再構築事業交付金△50,000、県公共補償金 39,550、他） 

 

 

下水道事業特別会計                                        計 △１５，９００ 
（建設部下水道事業所） 

       ・仙塩流域下水道維持管理負担金      13,188 

       ・公債費元金利子                △8,769 

       ・その他（職員人件費、工事請負費、他） △20,319 

       （主な歳入補正：下水道使用料 19,026、市債△14,000、公共下水道事業費補助金△10,000

他） 

 

  

公共駐車場事業特別会計                                        計 △５３０  
                                                    （産業部商工観光課） 

       ・駐車場管理費                 △4,953    

       ・その他(一般会計繰出金、他)         4,423     
     （主な歳入補正：駐車場使用料△600、諸収入 70） 

 

  

老人保健医療事業特別会計                                    計 △１，４５３ 
（健康福祉部保険年金課） 

       ・一般管理費（委託料）   △1,000 

       ・その他             △453 

       （主な歳入補正：一般会計繰入金△1,046、他） 

  

 

漁業集落排水事業特別会計                                      計 △９００ 
（産業部水産課） 

       ・一般管理費（委託料）    △900 

       （主な歳入補正：一般会計繰入金△900） 
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公共用地先行取得事業特別会計                                 計 △２，５００ 
（総務部財政課） 

       ・公債費利子   △2,500 

       （主な歳入補正：一般会計繰入金△2,400 市債△100） 

  

 

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）                            計 １０９，１０４ 
（健康福祉部介護福祉課） 

       ・居宅介護サービス等給付費   70,648 

       ・施設介護サービス給付費    15,252 

       ・高額介護サービス費        5,776 

       ・国庫補助金等精算返還金    17,539 

       ・その他                    △111 

       （主な歳入補正：介護給付費国庫負担金 15,496、介護給付費県負担金 16,340、介護給付費支

払基金交付金 24,098、財政調整基金繰入金 34,223、他） 

 

 

介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定）                       計 △１，７９５ 
（健康福祉部介護福祉課） 

       ・一般管理費   △1,929 

       ・その他   134 

       （主な歳入補正：一般会計繰入金△2,140、他） 

 

 

土地区画整理事業特別会計                                   計 △３５，６００ 
（建設部都市計画課） 

       ・土地区画整理事業費（人件費、工事請負費、他）△32,600 

 ・公債費利子   △3,000 

       （主な歳入補正：国庫支出金△16,500、市債△13,500、他） 

 

 

後期高齢者医療事業特別会計                                 計 △３３，９２８ 
（建設部都市計画課） 

       ・後期高齢者医療広域連合納付金費 △33,928 

       （主な歳入補正：後期高齢保険料△36,267、一般会計繰入金 2,339） 

  

 
 

病院事業会計                                               計 １，９６８ 
（市立病院事務部業務課） 

[収益的支出] 
     ・給与費、材料費、減価償却費   計 1,968 

        （収入：医業収益   △24,900） 

 

  

水道事業会計                                            計 △８３，４１３ 
（水道部総務課） 

 [収益的支出] 
 ・配水及び給水費△16,665、減価償却費 △10,000、支払利息△30,000、他   計△83,413 


