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平成 23 年度 6 月補正予算の概要 

１．予算編成の考え方 

 ◎ 東日本大震災に対応するため、災害復旧事業費や災害対策支援事業費、災害関連事業費を国の補

正予算への対応を含めて予算化。 

   ○ 災害復旧事業費では、防災行政無線のデジタル化を含めた復旧整備費、清掃工場電気集塵機の補修、

藤倉児童館の解体撤去及び建設工事費、第一種漁港、都市計画施設、公営住宅、道路橋りょう、学校施

設、社会教育施設等の災害復旧費を計上した。 
   ○ 災害対策支援事業費では、り災商店再生支援のための設備資金補助、仮店舗設置にかかる設備整備

費、ストリートフラッグの作成費、被災児童生徒就学援助事業費を計上した。 
   ○ 災害関連事業費では、震災にかかる慰霊祭開催費、義援金の配分のための災害救助費、震災対応のた

めの重点分野雇用創造事業、災害廃棄物運搬業務にかかる事業費などを計上した。 
 
 ◎ 第 5 次長期総合計画の実現に向け、重点戦略である「定住」「交流」「連携」にかかる実施計画事業を

予算化。 

   ○ 重点戦略「定住」では、雇用促進住宅取得事業、高齢者に対する肺炎球菌ワクチン接種助成、大腸がん

検診の受診率向上のための健康増進事業費、子育て支援として「赤ちゃんの駅」設置事業などを計上し

た。 
   ○ 重点戦略「交流」では、水産加工業活性化支援事業、塩竈フォトフェスティバル事業、みなと産直イメージ

アップ事業などを計上した。 
   ○ 重点戦略「連携」では、市制施行 70 周年記念事業及び塩竈市教育フェスティバル事業を計上した。 
 
 ◎ その他補正事業を予算化。 

   ○ コミュニティ助成金の活用による集会所整備事業費、学校教育の充実を図るため生徒指導・進路指導総

合推進事業、スクールソーシャルワーカー活用事業、エネルギーに関する教育支援事業を計上した。 
 
 

２．予算規模 

（単位：千円、％） 
区  分 補正前予算額 補正額 補正後予算額 増減率 

一般会計 22,494,450 2,422,057 24,916,507 10.8  

特 

別 

会 

計 

 

交通事業特別会計 212,900 7,000 219,900 3.3 

魚市場事業特別会計 170,930 25,000 195,930 14.6 

下水道事業特別会計 3,916,800 985,100 4,901,900 25.2 

漁業集落排水事業特別会計 28,300 83,000 111,300 293.3 

土地区画整理事業特別会計 141,000 9,400 150,400 6.7 

小 計 4,469,930 1,109,500 5,579,430 24.8 

補正されなかった特別会計 11,532,800 0 11,532,800 0.0 

合 計 16,002,730 1,109,500 17,112,230 6.9 

一般・特別会計 計 38,497,180 3,531,557 42,028,737 9.2 
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３．主な事業（会計別）                             

（単位：千円） 
 

 【 一般会計 】                                  補正額 ２，４２２，０５７千円                                          

 

【 災害復旧事業 】 ・・・ 補正額 1,457,376 千円 
 

 ①防災施設災害復旧費 （市民安全課）   590,100   防災行政無線の復旧・デジタル化工事 

       ・被災分を含む 73 基の同報無線のデジタル化 

②消防団設備復旧事業 （市民安全課）   10,912   被災した消防団の資機材購入 

       ・浦戸消防団、東部分団が対象 

       ・資機材： 消防用ホース、投光器付き発電機、防火衣・長靴・ヘルメット、消防団制服 等 

③集会施設災害復旧費 （市民安全課）   1,860   市内各集会所の詳細調査設計費 

④清掃工場災害復旧費 （環境課）   22,000   電気集塵機等の復旧工事 

⑤民生施設災害復旧費 （子育て支援課）   51,897   藤倉児童館の災害復旧事業 

       ・現施設の解体工事、新施設の実施設計、建設工事 

⑥漁港施設災害復旧費 （水産振興課）   58,142  第 1 種漁港、桂島ポンプ施設の災害復旧工事 

       ・第 1 種漁港（野々島、寒風沢漁港）泊地内がれき撤去、浸水対策嵩上げ工事 

       ・被災した桂島の生活排水ポンプ場の復旧工事 

       ・上記復旧工事にかかる被害状況調査経費等の計上 

⑦都市計画施設災害復旧費 （商工港湾課）   28,220   緑地広場、誘導路等の復旧工事 

       ・緑地広場、誘導路、シオーモの小径の復旧工事費及び被害状況調査経費等の計上 

⑧その他施設災害復旧費 （商工港湾課）   110,000   マリンゲート塩釜などの復旧工事等 

       ・マリンゲート塩釜復旧工事費及び被害状況調査経費等の計上 

       ・海岸通顧客利便施設復旧工事費 

⑨公営住宅施設災害復旧費 （定住促進課）  23,778  市営玉川住宅ほか公営住宅の復旧・修繕 

       ・市営新玉川住宅 2・3 号棟の復旧工事及び他公営住宅の修繕費の計上 

⑩道路橋りょう災害復旧費 （土木課）   273,000   被災した市道の復旧工事及び調査経費等 

⑪公共土木災害復旧費 （土木課）   30,000   市内の崩落の恐れのある法面の復旧工事等 

⑫公立学校施設災害復旧費 （教育総務課）   185,633   市内小中学校の復旧工事等 

⑬社会教育施設災害復旧費 （生涯学習課、市民交流センター）   52,134    

       ・体育施設（塩釜ガス体育館、温水プール、二又・月見ヶ丘スポーツ広場、清水沢公園グラウンド） 

       ・公民館、ふれあいエスプ塩釜、市民図書館、市民交流センター 

⑭特別会計繰出金（災害対応） （浦戸振興課、水産振興課、下水道課、都市計画課）   19,700 

 

【 災害対策支援事業 】 ・・・ 補正額 96,655 千円 
 

 ①り災商店再生支援事業 （商工港湾課）   75,400   り災商店再生支援のための事業 

       ・被災した店舗など事業者が早期に営業を再開することができるよう、30万円を上限に市独自の設

備資金を補助する。 

②災害対策支援事業 （商工港湾課）   6,584   仮店舗設置事業 

       ・中小企業基盤整備機構が整備する仮設施設にかかる追加整備 

         （エアコン、追加の照明、椅子、テーブル、キャビネット等） 

       ・仮設店舗の土地賃借料 

③観光物産振興費 （観光交流課）   1,155   ストリートフラッグの作成事業 

       ・元気回復と復興を目指す姿を PR するため、ストリートフラッグを作成する。 
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④被災児童生徒就学援助事業 （学校教育課）   13,516   被災児童生徒への就学支援事業 

       ・被災により就学困難な児童生徒に対する支援事業 

       ・国の一次補正「被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金」により実施。 

 

【 災害関連事業 】 ・・・ 補正額 712,680 千円 
 

 ①東日本大震災慰霊祭開催費 （総務課）   5,600   犠牲者追悼のための慰霊祭 

②災害救助費 （生活福祉課）   498,750   義援金の配分及び仮設住宅関係経費 

       ・東日本大震災災害義援金（2 回目）の配分 375,500（全壊 35 万円、半壊 18 万円） 

       ・県からの義援金の配分 122,150 

         （死亡・行方不明者 15 万円、全壊 10 万円、大規模半壊 7 万円、半壊 2 万円） 

       ・被災用住宅としての公営住宅修繕ほか 1,100 

③重点分野雇用創造事業 （商工港湾課ほか）   152,130   震災対応のための雇用創出 

④都市再生整備計画事業 （都市計画課）   5,600   工事の損害金計上 

       ・宮町一号線道路改良工事にかかる損害金 

⑤災害廃棄物処理事業費 （土木課）   50,600   市道瓦礫撤去、側溝等清掃 

 

【 実施計画事業 】 ・・・ 補正額 138,344 千円 
 

 ①重点戦略 「定住」   131,509    

       ・雇用促進住宅取得事業 （定住促進課） 81,036 

       ・高齢者肺炎球菌ワクチン接種助成事業 （健康推進課） 3,612 

       ・健康増進事業（がん検診推進事業） （健康推進課） 6,857 

       ・「赤ちゃんの駅」設置事業 （子育て支援課） 1,200            ほか 

②重点戦略 「交流」   5,585    

       ・水産加工業活性化支援事業（見本市） （水産振興課） 3,000 

       ・塩竈フォトフェスティバル事業 （生涯学習課） 1,800 

       ・みなと産直イメージアップ事業 （水産振興課） 500 

       ・佐藤鬼房顕彰全国大会支援事業 （生涯学習課） 285 

③重点戦略 「連携」   1,250    

       ・市制施行 70 周年記念事業 （総務課） 1,000 

       ・塩竈市教育フェスティバル事業 （学校教育課） 250 

 

【 その他補正事業 】 ・・・ 補正額 17,002 千円 
 
①集会所関係費 （市民安全課）   15,000   北浜第一町内会集会所施設建設事業費 

       ・コミュニティ助成金の活用による整備事業 

②生徒指導・進路指導総合推進事業 （学校教育課）   579   進路指導における実証的な研究 

       ・浦戸小中学校が対象。 

       ・研究推進協議会を設置し、発達段階における体系的・一環的な指導プログラムのあり方に関する

調査研究を行う。 

③スクールソーシャルワーカー活用事業 （学校教育課）   430   児童生徒支援のためスクールソー

シャルワーカーを配置する。 

④エネルギーに関する教育支援事業 （学校教育課）  993  自然エネルギー等に関する知識の習得。 
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 【 交通事業特別会計 】                                補正額 ７，０００千円                

 

【 総務管理費・運航費 】 ・・・ 補正額 7,000 千円（浦戸振興課） 
 

 ①総務管理費 （浦戸振興課）   5,800   被災による各種復旧費用 

       ・流出した貨物受付日品、消耗品費、自動券売機の修繕、新規公用車リースなど 

②運航費 （浦戸振興課）   1,200   被災による各種復旧費用 

       ・流出した船舶維持管理用品、備品保管庫など 

 

 

 【 魚市場事業特別会計 】                              補正額 ２５，０００千円                                          

 

【 災害復旧費 】 ・・・ 補正額 25,000 千円（水産振興課） 
 

       ・被害確認調査委託（1 次・2 次 20,000 千円）、雨水側溝復旧工事費（5,000 千円）の計上 

 
 
 【 下水道事業特別会計 】                             補正額 ９８５，１００千円                                          

 

【 災害復旧費 】 ・・・ 補正額 980,400 千円（下水道課） 
 

 ①雨・汚水ポンプ場復旧工事費（応急復旧、本復旧）   867,000    

②各種業務委託費   68,000 

       ・被災雨・汚水ポンプ場排水及び清掃業務 6,000 

       ・管渠 TV カメラ調査業務 （延長 16 ㎞） 36,000 

       ・査定設計資料作成業務 26,000            ほか事務費等を計上 

 
【 総務費 】 ・・・ 補正額 4,700 千円（下水道課） 

 
       ・被災した公用車リースの解約料 4,700 

 
 
 【 漁業集落排水事業特別会計 】                         補正額 ８３，０００千円                                          

 

【 災害復旧費 】 ・・・ 補正額 83,000 千円（水産振興課） 
 

 ①被害確認調査委託   3,000    

②野々島、寒風沢漁集排施設復旧工事費   80,000 

 
 
 【 土地区画整理事業特別会計 】                          補正額 ９，４００千円                                          

 

【 土地区画整理事業費 】 ・・・ 補正額 9,400 千円（都市計画課） 
 
①工事費にかかる損害金   5,520 

       ・対象工事名： 港町海岸通線道路工事、宅地整地工事、稲荷下ポケットパーク整備工事 

②委託費にかかる損害金   3,880 

       ・対象業務名： 塩釜海辺の賑わい地区土地区画整理事業に係る換地設計業務委託 


