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平成 26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 45,019,853 3,130,761 48,150,614 7.0  

特 

別 

会 

計 

 

交通事業特別会計 232,200 600 232,800 0.3  

国民健康保険事業特別会計 7,271,104 △93,560 7,177,544 △1.3  

魚市場事業特別会計 143,400 11,402 154,802 8.0  

下水道事業特別会計 7,387,200 △230,918 7,156,282 △3.1  

漁業集落排水事業特別会計 95,900 2,884 98,784 3.0  

公共用地先行取得事業特別会計 6,400 △2,700 3,700 △42.2  

介護保険事業特別会計 4,927,624 78,104 5,005,728 1.6  

後期高齢者医療事業特別会計 732,474 △54,290 678,184 △7.4  

北浜地区復興土地区画整理事業 

特別会計 
1,257,162 △648,262 608,900 △51.6  

藤倉地区復興土地区画整理事業 

特別会計 
889,896 △392,896 497,000 △44.2 

 

小 計 22,943,360 △1,329,636 21,613,724 △5.8  

補正されなかった特別会計 - - - -  

合 計 22,943,360 △1,329,636 21,613,724 △5.8  

一般・特別会計 計 67,963,213 1,801,125 69,764,338 2.7  

 

１．2月補正予算の特徴点（一般会計）  【 ３つの柱からなる補正予算 】 

 Ⅰ 平成 26年度国の補正予算を活用した新規事業を計上 【補正額 １７０，０００千円】 

   ○ 地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策を目的とした各種事業 8事業の予算化。 

   ○ 「地域住民生活等緊急支援のための交付金」を活用し、割増商品券事業や子育て世帯応援券事業、み

なと塩竈･ゆめ博開催事業など、市民生活の質の向上を目指した多岐にわたる事業を計上した。 

 

 Ⅱ 東日本大震災復興交付金事業（決算整理）及び関連事業を計上 【補正額 ３，８３０，５７０千円】 

   ○ 決算に向けた各種復興交付金事業を減額補正した。【△2,187,023千円】 

○ 第 11回東日本大震災復興交付金（申請額ベース）のほか、基金利子等の積立金を計上した。 

【6,017,593 千円】 

 

 Ⅲ 災害関連の新規事業のほか、決算に向けた整理予算を計上 【補正額 △８６９，８０９千円】 

   ○ 公共施設のエネルギー利用の効率化を図るスマートグリッド通信インタフェース導入事業や農地災害復

旧費を新規計上した。 

   ○ 国県補助金の精算に伴う返還金や除雪費用の増に伴う除融雪対策費、病院事業会計への貸付金など

を増額したほか、生活保護扶助費や児童扶養手当など社会保障関係費の決算整理に伴う減額や、ふる

さとしおがま復興基金を活用した事業の事業費精査に伴う減額などを計上した。 

   ○ 各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 34 件、6,731,946 千円）、債務負担行為の設定（追加 31 件、変更 3 件）、地方債補

正（廃止 1件、変更 2件）を計上している。 
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２．主な事業（会計別）                             

（単位：千円） 

 【 一般会計 】                                 補正額 ３，１３０，７６１千円                                             
 

【 国の補正予算を活用した新規事業 】 ・・・ 補正額 170,000千円 
 

【地域住民生活等緊急支援のための交付金（地域消費喚起･生活支援型）】 計 3件：102,000千円 

 ①灯油購入費助成事業 （生活福祉課）  23,000  低所得者への灯油購入支援 

②子育て世帯応援券事業 （子育て支援課）  34,000  子育て家庭の負担軽減策 

       ・各種子育てサービスに使える応援券を発行する（商品券としても使用可能） 

③割増商品券事業 （商工港湾課）  45,000  プレミアム（2割増）商品券の発行 
 

【地域住民生活等緊急支援のための交付金（地方創生先行型）】 計 5件：68,000千円 

④まち･ひと･しごと創生総合戦略策定事業 （政策課）  10,000  本市総合戦略の策定事業 

       ・将来人口推計などの「地方人口ビジョン」と 5カ年間の政策目標「地方版総合戦略」の策定 

⑤保育所等遊具整備事業 （子育て支援課） 9,900  市内保育所や児童遊園などの遊具等を整備 

⑥水産加工がんばる塩竈支援事業 （水産振興課）  10,100  水産加工業者への助成事業 

       ・新商品開発や販路拡大のための取組に対する助成事業（補助率 2/3以内、上限 1,000千円） 

⑦みなと塩竈･ゆめ博開催事業 （商工港湾課）  20,000  商工会議所への事業補助金 

       ・市内全域を会場として、既存イベントとサブイベントを同時開催する 

⑧「食のまち塩竈」観光プロモーション事業 （観光交流課）  18,000  観光総合事業の実施 

       ・交流人口の拡大に向けた取組（CM活用による PR戦略、観光キャラバン、食の逸品フェアなど） 

       ・まちなかの回遊性、おもてなしの向上に向けた取組（まちなかの総合案内「まちなかコンシェルジ

ュ」配置、ミュージアムパスポートの発行など） 

 

【 復興交付金事業（決算に向けた事業費整理） 】 ・・・ 補正額△2,187,023千円 
 

 ○一般会計分 計 16事業 （政策課・市民安全課・都市計画課･復興推進課･生涯学習課） △2,187,023 

【浦戸地区関連】 8件：△907,241千円 

担当課 事業名称 補正前予算額 今回補正額 補正後予算額 

政策課 浦戸地区集落再生促進施設整備事業 333,991 △7,341 326,650 

復興推進課 桂島地区漁業集落防災機能強化事業 372,000 △147,800 224,200 

復興推進課 桂島地区防災集団移転促進事業 58,500 △10,000 48,500 

復興推進課 野々島地区漁業集落防災機能強化事業 224,000 △76,300 147,700 

復興推進課 寒風沢地区漁業集落防災機能強化事業 375,000 △317,400 57,600 

復興推進課 寒風沢地区漁港施設機能強化事業 160,000 △103,000 57,000 

復興推進課 寒風沢地区防災集団移転促進事業 203,000 △120,400 82,600 

復興推進課 朴島地区小規模住宅改良事業 163,100 △125,000 38,100 

計 1,889,591 △907,241 982,350 

 

【道路事業関連】 計 3件：△514,291千円 

担当課 事業名称 補正前予算額 今回補正額 補正後予算額 

復興推進課 港町地区復興道路整備事業 361,000 △149,000 212,000 

復興推進課 新浜町杉の下線道路事業 917,271 △364,271 553,000 

都市計画課 都市計画道路八幡築港線関連市道整備

事業 
63,815 △1,020 62,795 

計 1,342,086 △514,291 827,795 
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【その他】 計 5件：△765,491千円 

担当課 事業名称 補正前予算額 今回補正額 補正後予算額 

市民安全課 追加指定避難所等防災備蓄品整備事業 31,432 △4,249 27,183 

復興推進課 海岸通地区震災復興市街地再開発事業 242,042 △242,042 0 

復興推進課 港町地区津波復興拠点整備事業 873,000 △507,000 366,000 

復興推進課 がけ地近接等危険住宅移転事業 14,500 △7,200 7,300 

生涯学習課 埋蔵文化財発掘調査事業 10,000 △5,000 5,000 

計 1,170,974 △765,491 405,483 

 

 

【 第 11回東日本大震災復興交付金（基金積立） 】 ・・・ 補正額 6,017,593千円 
 

   ○第 11回東日本大震災復興交付金の基金積立を予算計上（国費申請ベース） 5,734,912 

   ○基金利子及び H25年度決算不用額相当額の基金への積立金 282,681 

 

【 震災関連事業の新規計上 】 ・・・ 補正額 653,136千円 
     

 ①スマートグリッド通信インタフェース導入事業 （財政課） 652,231  

       ・市内公共施設に電力使用量の可視化システムを導入、太陽光発電、蓄電池、通信機能付き

LED照明等を整備し、エネルギー利用の効率化を図る（総務省補助事業） 

②農地災害復旧費（水産振興課）  905  被災した浦戸諸島（寒風沢）の農地の復旧（県事業負担金） 

    

【 決算に向けた増額補正 】 ・・・ 補正額 290,321千円 
 

 ①復旧・復興・関連事業費 1,599 

       ・被災者健康支援事業 （健康推進課） 1,599 

   ②国庫補助金等精算返還金 53,659 

   ③補助金交付決定等による歳入を伴う増額補正 2,185 

       ・バス運行費補助金助成事業費 （政策課） 2,100 

 ・農業振興対策費 （水産振興課） 50 

       ・学力向上研究指定校事業 （学校教育課） 35 

   ④社会福祉関係費 28,383 

 ・福祉サービス費、補装具給付費、障害児通所給付費 （生活福祉課） 23,019 

       ・私立保育園運営事業費 （子育て支援課） 3,635 

       ・小･中学校教育振興援助事業費 （学校教育課） 1,729 

   ④その他、決算に向けた事業費の増額補正 204,495 

 

【 決算に向けた減額補正 】 ・・・ 補正額△627,634千円 
 

 ①社会保障関係費 △101,475 

       ・生活保護扶助費（生活福祉課） △53,256 

       ・児童扶養手当 （子育て支援課） △15,000 

       ・心身障害者（児）医療助成事業 （保険年金課） △12,265 

       ・その他、決算整理等による減額補正分 △20,954 

   ②歳入減額を伴う減額補正 △121,929 

       ・災害救助費 （生活福祉課） △13,535 

 ・臨時福祉給付金給付事業 （生活福祉課） △53,281 

       ・重点分野雇用創造事業 （担当課 7課分） △30,200 
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       ・その他、決算整理等による減額補正分 △24,913 

   ③ふるさとしおがま復興基金活用事業の減額補正 △279,338 

       ・津波被災住宅再建支援事業（生活福祉課） △276,291 

       ・子ども医療費助成事業費（拡大分）（保険年金課） △3,047 

   ④その他決算整理等による減額補正分 △124,892 

 

【 一般会計繰出金（各会計の決算整理に伴う補正） 】 ・・・ 補正額△1,185,632千円 
 
1) 交通事業特別会計繰出金  600 （総務管理費の決算整理による増） 

2) 国民健康保険事業特別会計繰出金  38,308 （軽減世帯割合の増に伴う一般会計負担分の増） 

3) 魚市場事業特別会計繰出金  △498 （決算整理による減及び施設建設費に係る予算計上） 

4) 下水道事業特別会計繰出金  △195,994 （復興事業の減額補正に伴う交付金等の減） 

5) 漁業集落排水事業特別会計繰出金  2,590 （災害復旧事業の増に伴う一般会計負担分の増） 

6) 公共用地先行取得事業特別会計繰出金  △2,700 （決算整理による公債費の減） 

7) 介護保険事業特別会計繰出金（保険事業勘定）  10,463 （一般管理費の増額補正に伴う増） 

8) 後期高齢者医療事業特別会計繰出金  △14,228 （決算整理による連合納付金の減） 

9) 北浜地区復興土地区画整理事業特別会計繰出金  △648,262 （事業費の決算整理による減） 

10) 藤倉地区復興土地区画整理事業会計繰出金  △392,896 （事業費の決算整理による減） 

11) 水道事業会計繰出金  16,985 （災害復旧事業に係る震災復興特別交付税充当分の増） 

 

【 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や、ふるさと納税の各事業費への充当を予算計上。 

       ・ふるさと納税 9,420千円（1月 13日現在）を既決予算に充当 

 

【 繰越明許費 】 
 
○国の補正予算を活用した新規事業（繰越額 170,000千円）や災害公営住宅整備事業（909,800千円）など、

予算措置時期や支出の性質上の理由等により、年度内完了が困難となった事業について計上 

   計 34件  金額 6,731,946千円 

 

【 債務負担行為 】 
 
①27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 31件 金額 822,905千円 

②各種震災復興事業に係る債務負担行為の変更 計 3件 金額（変更額）1,610,330千円 

 

【 地方債 】 
 
○水道事業会計への繰出金に充当される一般会計出資債の増額変更のほか、決算整理として退職手

当債や災害援護資金貸付金の廃止･減額変更を計上   廃止 1件、変更 2件 

 

 

  【 交通事業特別会計 】 （浦戸振興課）                       補正額 600千円                       
 

【 総務管理費 】 ・・・ 補正額 600千円 
 
○決算整理のための人件費の増額補正  600 

 

【 債務負担行為 】 
 
○27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 6件  金額 8,036千円 



平成 27年 2月 9日 市民総務部財政課 

 5 

 

  【 国民健康保険事業特別会計 】 （保険年金課）             補正額 △９３，５６０千円  

 
【 後期高齢者支援金費 】 ・・・ 補正額△43,886千円 

 
○支援金費の確定による減額補正（決算整理）  △43,886 

 

【 その他決算整理 】 ・・・ 補正額△49,674千円 
 
①介護納付金費の減 △41,552 

②保健事業費の減（特定健康診査等事業費、疾病予防費、医療費適正化対策事業） △12,139 

③その他決算整理分 4,017 

 

【 債務負担行為 】 
 
○27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 5件  金額 15,773千円 

 

 

  【 魚市場事業特別会計 】  （水産振興課）                    補正額 １１，４０２千円   
 

【 施設建設費 】 ・・・ 補正額 11,402千円 

○船舶給水設備工事、船員休憩室等の整備に係る増額補正 11,402 

 

【 債務負担行為 】 
 
○27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 8件 金額 84,633千円 

 

【 地方債 】 
 
○施設建設費の増額補正に伴う地方債の増額変更  計 1件 

 

 

 【 下水道事業特別会計 】  （下水道課）                   補正額 △２３０，９１８千円                                             
 

【 復興交付金事業（決算整理） 】 ・・・ 補正額△227,909千円 
 
○下水道事業特別会計 （下水道課） △227,909 

       ・津波浸水地区下水道整備調査事業 89,930 

       ・港町二丁目地区下水道整備事業 △90,200 

       ・中の島地区下水道整備事業 △1,600 

       ・新浜町一丁目地区下水道整備事業 △1,600 

       ・藤倉二丁目地区下水道整備事業 △1,500 

       ・越の浦地区下水道整備事業（効果促進分を含む） △134,800 

       ・北浜地区区画整理関連下水道事業（効果促進分を含む） △86,715 

       ・藤倉二丁目地区区画整理関連下水道整備事業 △1,424 

 

【 一般管理費 】 ・・・ 補正額 53,285千円 
 
①流域下水道事業維持管理負担金の増額 42,496 

②その他一般管理費の決算整理に伴う増額（人件費の増） 10,789 

 

【 その他決算整理 】 ・・・ 補正額△56,294千円 
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①未普及解消下水道築造費、ポンプ場自家発電機整備事業の減額 △60,530 

②流域下水道建設負担金の増額 2,016 

③公債費の増額 21,720 

④公営企業災害復旧費の減額 △19,500 

 

【 繰越明許費 】 
 
○公共下水道事業等（161,657 千円）や復興交付金事業（1,981,051千円）について、年度内の完了が

困難となったことにより繰越明許費を計上 

計 12件 金額 2,142,708千円    

【 債務負担行為 】 
 
○27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 11件 金額 27,673千円 

 

【 地方債 】 
 
○災害復旧費、復興交付金事業費等の確定に伴う変更   廃止 1件、変更 4件 

 

 

 【 漁業集落排水事業特別会計 】  （水産振興課）            補正額 ２，８８４千円                                           
 

【 一般管理費 】 ・・・ 補正額 1,100千円 
 
○光熱水費等の増額補正（決算整理） 1,100 

 

【 災害復旧費 】 ・・・ 補正額 1,784千円 
 
○寒風沢地区管路調査委託等の増額補正 1,784 

 

【 繰越明許費 】 
 

  ○公営企業災害復旧費について、年度内の完了が困難となったことにより繰越明許費を計上 

計 1件 金額 36,936千円      

 

【 債務負担行為 】 
 
○27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 2件 金額 3,467千円 

 

 

 【 公共用地先行取得事業特別会計 】  （財政課）            補正額 △２，７００千円                                           
 

【 公債費利子 】 ・・・ 補正額△2,700千円 
 
○決算整理及び借換に伴う利子の減額補正 △2,700 

 

 

 【 介護保険事業特別会計 】  （長寿社会課）                補正額 ７８，１０４千円                                           
 

  （保険事業勘定） ・・・補正額 ７８，１０４千円                                  
 

【 諸支出金 】 ・・・ 補正額 67,595千円（長寿社会課） 
 
①第 1号被保険者保険料還付加算金費の増額補正 400 

②国庫支出金等精算返還金の増額補正 67,195 
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【 その他決算整理 】 ・・・ 補正額 10,509千円（長寿社会課） 
 
①制度改正に伴うシステム改修費の増額補正 13,576 

②地域支援事業費等の精査に伴う減額補正 △3,067 

 

【 債務負担行為 】 
 
○27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 7件 金額 6,657千円 

 

 

  （介護サービス事業勘定） ・・・補正額なし                                  
 

【 債務負担行為 】 
 
○27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 2件 金額 751千円 

 

 

 【 後期高齢者医療事業特別会計 】  （保険年金課）          補正額 △５４，２９０千円                                           
 

【 その他決算整理 】 ・・・ 補正額△54,290千円 
 
○後期高齢者医療連合納付金費の減額補正  

 

【 債務負担行為 】 
 
○27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 2件 金額 2,218千円 

 

 

 【 北浜地区復興土地区画整理事業特別会計 】  （復興推進課）   補正額 △６４８，２６２千円                                           
 

【 その他決算整理 】 ・・・ 補正額△648,262千円 
 
○決算整理による北浜地区被災市街地復興土地区画整理事業の減に伴う減額補正 

 

【 繰越明許費 】 
 
○北浜地区被災市街地復興土地区画整理事業について、年度内の完了が困難となったことにより繰越 

明許費を計上   計 1件  金額 260,000千円 

 

 

 【 藤倉地区復興土地区画整理事業特別会計 】  （復興推進課）   補正額 △３９２，８９６千円                                           
 

【 その他決算整理 】 ・・・ 補正額△392,896千円 
 
○決算整理による藤倉二丁目地区被災市街地復興土地区画整理事業の減額補正 △348,998 

○決算整理による新浜町杉の下線道路事業（区画整理関連）の減額補正 △43,898 

 

【 繰越明許費 】 
 
○藤倉二丁目地区被災市街地復興土地区画整理事業等について、年度内の完了が困難となったこと 

により繰越明許費を計上   計 2件  金額 119,000千円 
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３．企業会計の補正状況 

 

 【 市立病院事業会計 】  （事務部業務課）            収益的支出補正額 １３，３９０千円                                               
 

【 医業外費用（その他雑損失） 】 ・・・ 補正額 34,600千円 
 
○建設改良費の増等の影響に伴う支払い消費税の増額補正 

 

【 医業費用（決算整理による減額補正） 】 ・・・ 補正額△21,320千円 
 
○医師の途中退職等による給与費の減、入院患者の減及びジェネリック医薬品の使用促進による材料

費（薬品費）の減など、決算整理による減額補正 

 

【 債務負担行為 】 
 
○27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 14件 金額 186,906  

 

【 企業債 】 
 
○医療機器等整備事業に係る企業債限度額の減額  変更 1件 

 

【 その他（資本的収入） 】※上記収益的収支（支出 13,390）には含まない 
 
○病院事業会計の財源対策として、一般会計からの長期貸付金 39,000千円を計上している 

 

 

 【 水道事業会計 】  （水道部総務課）            収益的支出補正額 △２０７，８００千円                                           
 

【 収益的支出（決算整理等による減額補正） 】 ・・・ 補正額△207,800千円 
 
①受託工事費 国道 45号線共同電線溝工事繰延べによる減額補正 △181,100 

②その他、決算整理に伴う減額補正（委託料、修繕費等） △26,700 


