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平成 24 年度 6 月補正予算の概要 

１．予算編成の考え方（一般会計） 【補正額３，０６５，１６２千円】 

 ◎ 東日本大震災復興交付金（第 2 回配分）の交付決定に伴い、本市交付分を積み立てるための基金積

立金を予算化  【補正額 １，６２４，３２０千円】 
   ○ 計画期間内における復興交付金の財源管理を目的とした「東日本大震災復興交付金基金」への積立金

（本市交付分の総額）を計上した。 【補正額１，６２４，３２０千円（交付金 1,622,968、運用利子 1,352）】 

【参考】 第 2 回復興交付金配分額 1,762,468 千円   
           ○市への交付分 1,622,968 千円（H24 分：176,060、H25 分：1,446,908） 
           ○県への交付分  139,500 千円（県間接補助分 0、県事業分 139,500） 
 
 ◎ 東日本大震災からの復旧を促進するため、災害復旧事業費及び災害関連事業費を予算化 

【補正額 １，２６４，５０３千円】 
   ○ 災害復旧事業費では、被災した寒風沢漁港施設の災害復旧費を計上した。【補正額８４，０００千円】 
   ○ 災害関連事業費では、学校給食等における食材等の安全確保を目的とした放射能測定事業のほか、応

急仮設住宅等に居住する被災者を対象とした被災者健康支援事業、塩竈市魚市場施設の整備にかかる

高度衛生管理型荷さばき所整備事業の増額補正、前年度に引き続き危険建物等の解体や一次･二次仮

置場の管理等にかかる災害廃棄物処理事業などを計上した。【補正額１，１８０，５０３千円】 
 
 ◎ その他補正事業を予算化 【補正額 １０１，８３９千円】 
   ○ コミュニティ助成金の活用による一般コミュニティ助成事業、コミュニティセンター助成事業及び地域防災

組織育成助成事業の新規計上のほか、市営住宅の各種修繕を目的とした市営住宅改修事業、市内通学

路の事故防止を目的とした通学路緊急安全対策事業などを計上した。【補正額１０１，８３９千円】 
 
 ◎ 各会計への繰出金（一般会計繰出金）を予算化 【補正額 ７４，５００千円】 
   ○ 下水道事業特別会計繰出金（64,800）  東日本大震災復興交付金事業予算計上に対する一般会計繰出金 
   ○ 漁業集落排水事業特別会計繰出金（9,700）  排水処理施設災害復旧事業予算計上に対する一般会計繰出金 
 
 ◎ 債務負担行為を追加設定 
   ○ 塩竈市地域防災計画策定事業  期間：H24～25 年度（2 年間）  限度額：19,992 千円 
   ○ 災害公営住宅整備事業（基本設計等業務）  期間：H24～25 年度（2 年間）  限度額：130,000 千円  
 

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 備考 

一般会計 31,942,606 3,065,162 35,007,768 9.6  

特

別

会

計 

下水道事業特別会計 7,254,800 72,900 7,327,700 1.0  

漁業集落排水事業特別会計 24,100 57,000 81,100 236.5  

小 計 7,278,900 129,900 7,408,800 1.8  

補正されなかった特別会計 12,350,302 0 12,350,302 0.0  

合 計 19,629,202 129,900 19,759,102 0.7  

一般・特別会計 計 51,571,808 3,195,062 54,766,870 6.2  
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３．東日本大震災復興交付金事業 内訳（平成 24 年度、第 2 回配分） 

（単位：千円） 

 【 東日本大震災復興交付金 】 （一般会計、下水道事業特別会計） 
 

（１）復興交付金事業費（一般会計） … 今後補正予定 
 

○効果促進事業の一括配分 152,576 千円（基金充当額（=交付金充当額）122,060 千円）…（A） 
  ①市街地復興効果促進事業（担当課未定） 63,852（交付金 51,081） 
  ②漁業集落復興効果促進事業（  〃  ） 88,724（交付金 70,979） 

 ※効果促進事業の一括配分… 市町村の自由な事業実施による被災地の再生を加速するため、効果促

進事業の一定割合を一括配分するもの。対象事業の選定を進め、今後

補正予算にて事業費を計上予定。 
 

（２）復興交付金事業費（下水道会計） … 補正額 72,900 千円 
  ①藤倉二丁目地区下水道事業（下水道課） 72,900（交付金 54,000）…（B） 
    ※交付金 54,000 千円は、一般会計からの繰入金(64,800 千円)に充当されている。 
    ※補正額 72,900 には、事業実施に係る事務費 900 千円が含まれている。 
 

 

 

 

(※)下水道整備事業事務費 900 千円を除く・・・ 224,576 千円 ：国の内示額（事業費ベース）と合致 

 
 

４．主な事業（会計別）                             

（単位：千円） 

 【 一般会計 】                                  補正額 ３，０６５，１６２千円                                            
 

【 東日本大震災復興交付金関連事業 】 ・・・ 補正額 1,624,320 千円 
 

   ○東日本大震災復興交付金基金への積立金 （復興推進課） 1,624,320  市への交付分全額積立 

       ・市交付分を基金に全額積み立て、復興交付金事業の財源として取り崩す 

       ・H24 年度：176,060、H25 年度：1,446,908 ・・・計 1,622,968 千円（第 2 回配分額） 

       ・併せて、基金運用利子 1,352 千円を計上 

 

【 災害復旧事業 】 ・・・ 補正額 84,000 千円 
 

 ○漁港施設災害復旧費 （水産振興課）  84,000  浦戸寒風沢漁港施設の災害復旧工事 

       ・寒風沢漁港浮桟橋の復旧に係る地質調査費の計上 

       ・寒風沢漁港道路の災害復旧工事、旧浮桟橋の解体費の計上 

 

【 災害関連事業 】 ・・・ 補正額 1,180,503 千円 
 
①重点分野雇用創造事業 （税務課）  4,725  被害認定調査業務委託費の計上 

H24 年度東日本大震災復興交付金事業費 

（第 2 回配分ベース） (※) 
２２５，４７６千円 

（A）＋（B） 

復興交付金充当額 １７６，０６０千円 
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②放射能測定事業 （市民安全課、子育て支援課、教育総務課）  3,476  食品等の放射能測定検査 

       ・学校･保育所給食食材、市民持ち込みの食材等の放射能測定のための事業費を計上 

       ・測定機器 2 台を活用し、給食食材については各小中学校が 2 日に 1 回、公･私立保育所が週 1

回、一般市民持ち込み分は 1 日最大 4 品目を検査する予定 

③災害救助費 （生活福祉課）  22,770  義援金及び市災害見舞金の計上 

       ・第 2 次調査（被害認定調査）による区分変更に伴う義援金等の増額分の計上 

④被災者健康支援事業 （健康推進課）  47,533  仮設住宅等の被災者に対する健康支援 

       ・応急仮設住宅等に居住する被災者に対して健康支援を目的とした事業を実施する 

         a. 被災者特別健診事業： 18 歳以上 39 歳以下の住民の特別健診 

         b. 仮設住宅入居者等健康支援事業： 健康支援活動に従事する保健師等の人材確保 

         c. リハビリテーション支援事業： 理学療法士等によるリハビリ相談会を実施 

         d. 食生活支援事業： 栄養士、食生活改善推進員等による栄養相談会を実施 

⑤高度衛生管理型荷さばき所整備事業 （水産振興課） 25,000 魚市場施設の解体･基本･実施設計等 

       ・荷さばき所の解体･設計･調査等経費を計上 

⑥災害廃棄物処理事業 （環境課）  1,076,999  危険建物等解体業務、仮置場管理費等の計上 

       ・危険建物解体業務委託料 946,000 

       ・一次仮置場管理業務委託料 45,080 

       ・二次仮置場管理業務委託料（宮城県委託費） 71,321 

       ・被災家屋等現地測量調査委託料 3,024 

       ・その他事務費等 11,574 

 

【 その他補正事業 】 ・・・ 補正額 101,839 千円 
 
①国委託統計調査事業 （政策課） 1,042 平成 24 年度経済センサス費 

②市民活動推進費 （市民安全課）  6,100  集会所の設備整備助成（一般コミュニティ助成事業） 

       ・新浜地区町内会連絡会、かのえの杜町内会、野田第一町内会への助成 

③集会所関係費 （市民安全課）  23,300  集会施設の建設整備助成（コミュニティセンター助成事業） 

       ・向ヶ丘町内会、南錦町町内会への助成 

④防災対策事業 （市民安全課）  2,900  自主防災組織等への助成（地域防災組織育成助成事業） 

       ・佐浦町第二町内会自主防災会、第一小学校少年消防クラブへの助成 

⑤公衆浴場確保対策事業費 （市民安全課）  1,060  公衆浴場の設備整備補助 

       ・公衆浴場用風呂釜及び重油燃料施設の取替工事に対する補助 

⑥中心市街地商業活性化事業 （商工港湾課）  4,000  シャッターオープン･プラス事業の増額補正 

       ・新規分 2,000 千円×2 件分の計上 

⑦市営住宅改修事業費 （定住促進課）  34,180  市営住宅の各種設備改修工事 

       ・市営貞山通住宅 1 号棟（16 戸）…外壁補修、開口部スチールサッシのアルミサッシ化 

       ・市営桜ヶ丘住宅 1 号棟（30 戸）…外部及び住戸内ガス管敷設工事 

⑧通学路緊急安全対策事業 （土木課）  19,000  通学路の路側帯のカラー舗装化 

       ・市内の指定通学路において危険箇所を選定、路側帯のカラー舗装化を進める 

⑨スクールソーシャルワーカー活用事業 （学校教育課）  2,299  児童生徒支援のための SSW を配置 

⑩復興教育支援事業 （学校教育課）  1,032  防災教育の充実を目的とした国委託事業 

       ・子どもの心のケア支援のための研修会開催 

       ・防災教育推進者養成講習会、防災教育用教材の作成、震災体験文集の発行等 

⑪地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業 （学校教育課）  640  スクールガード･リーダーの配置 

       ・警察 OB による支援員を配置、市内の巡回指導やボランティアの指導育成を図る（増額補正） 

⑫協働教育プラットフォーム事業 （生涯学習課） 3,286 学びを通じた被災地地域コミュニティ再生支援 

       ・本市の申請事業は以下の通り 
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         a. 生涯学習コーディネーター事業： 生涯学習事業の計画立案･実施及び調整役として配置する 

         b. 親子で作って楽しもう「宇宙の学校」at しおがま： 科学実験等を通して親子の絆を深める 

         c. 各小中学校出身スポーツ選手･文化･芸術家の実技･公演活動 

         d. 写真ワークショップ： 本市出身の写真家が小学生が撮影した写真の講評･指導を行う 

⑬体育館維持管理費 （生涯学習課）  3,000  塩釜ガス体育館非常電源設備の改修事業 

       ・誘導灯バッテリー、屋内消火栓設備ホース、非常用電源設備（自家発電装置）の整備 

 

【 一般会計繰出金 】 ・・・ 補正額 74,500 千円（財政課） 
 
○下水道事業特別会計繰出金 （下水道課へ）  64,800  （東日本大震災復興交付金事業） 

○漁業集落排水事業特別会計繰出金 （水産振興課へ）  9,700  （寒風沢施設の災害復旧工事） 

 

【 債務負担行為 】 
 
○塩竈市地域防災計画策定事業 （市民安全課）  限度額 19,992  期間：H24～25 年度 

       ・東日本大震災を踏まえ、宮城県地域防災計画との整合性を図りながら、大規模災害に対応した

本市地域防災計画を策定する（H25 年度に予算措置） 

○災害公営住宅整備事業（基本設計等業務） （定住促進課）  限度額 130,000  期間：H24～25 年度 

       ・復興交付金の第 2 回配分を受けたことにより、石堂地区、浦戸桂島･野々島･寒風沢地区の災害

公営住宅整備のための基本設計等業務を実施する（H25 年度に予算措置） 

 

 

 【 下水道事業特別会計 】                               補正額７２，９００千円                                          
 

【 東日本大震災復興交付金事業 】 ・・・ 補正額 72,900 千円（下水道課） 
 
○藤倉二丁目地区下水道事業 （下水道課）  72,900   

       ・全体事業費 672,000 千円（H23～27 年度）における H24 実施分の計上（調査設計、地盤調査、

実施設計業務） 

       ・事業実施に係る事務費 900 千円の計上 

 

 

 【 漁業集落排水事業特別会計 】                           補正額５７，０００千円                                      
 

【 災害復旧事業 】 ・・・ 補正額 57,000 千円（水産振興課） 
 
○寒風沢漁業集落排水処理施設災害復旧工事 （水産振興課）  57,000   

       ・浦戸寒風沢漁集排施設に係るポンプ施設設備の災害復旧工事 

       ・H24～25 年度において本復旧を進める（H23 年度に電気･機械設備の応急仮復旧を実施済み） 

 

 


