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平成 27年度 6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 46,610,000 1,930,511 48,540,511 4.1  

特
別
会
計 

下水道事業特別会計 8,835,000 1,044,560 9,879,560 11.8  

補正されなかった特別会計 15,949,500 0 15,949,500 0.0  

合計 24,784,500 1,044,560 25,829,060 4.2  

一般・特別会計 計 71,394,500 2,975,071 74,369,571 4.2  

 

１．予算編成の考え方 【 補正総額 ２，９７５，０７１千円 】 

 

 

   

 

 

 

 

 

◎ 本市の復旧・復興を加速させるための予算  【補正額 ７５４，８７４千円】 

   ○ 区画整理事業に伴う住居表示整備費、復興交付金基金積立金の 2 事業 【643,036 千円】 

   ○ 漁港施設災害復旧事業、被災者健康支援事業、重点分野雇用創造事業など 5事業 

     【111,838千円】 

◎ 長期総合計画実現のための予算（通常事業分）  【補正額 １６４，０７７千円】 

   ○ 浦戸地区集落再生促進施設運営事業、コミュニティ助成事業など 10事業 

◎ 特別会計への繰出金（一般会計繰出金）  【補正額 １，０１１，５６０千円】 

   ○ 下水道事業特別会計への一般会計繰出金 

◎ 減免措置の実施による市税の減額補正  【歳入補正】 

   ○ 市民税、固定資産税、都市計画税の減免措置に伴う減額補正（同額を震災復興特別交付税措置） 

◎ 債務負担行為を追加設定 

   ○ 漁港施設災害復旧事業 （H28～H29年度） 限度額 1,860,107千円  

 

 

   

 

 

◎ 本市の復旧・復興を加速させるための予算（復興交付金事業）  【補正額 １，０４４，５６０千円】 

   ○ 藤倉二丁目地区下水道整備事業 200,000千円 

   ○ 越の浦地区下水道整備事業 514,560千円 

   ○ 北浜地区区画関連下水道事業 330,000千円 

◎ 債務負担行為を追加設定 

   ○ 藤倉・北浜地区下水道事業 （H28 年度） 限度額 674,290千円  

   ○ 越の浦地区下水道事業 （H28～H29年度） 限度額 2,239,740千円 

 一般会計                        【1,930,511千円】 

漁港施設災害復旧事業、被災者支援のための各種事業など、災害復旧・復興関連事業の予算化 

震災復興特別交付税などを活用し、市税の減免措置による被災者支援の継続実施 
 

・東日本大震災復興交付金事業 

・重点分野雇用創造事業 

・市税の減額補正（歳入補正） 
 

  

 

重要 
事業 

 

 下水道事業特別会計                  【1,044,560 千円】 

復興交付金事業（第 11回交付分）の予算計上と債務負担行為の設定 
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２．【 参考 】 復興交付金事業 予算計上まとめ（第 11 回交付分、第 12 回申請分ほか） 

 

 

 （単位：千円） 

 事業費 

財源内訳 

復興交付金 

(=基金繰入金) 
地方債 

一般財源 

（震災復興 

特別交付税） 

6 月補正予算計上額 

【 総 額 】 
1,054,313 780,046 33,000 241,267 

内 

訳 

第 11 回配分 1,044,560 772,245 33,000 239,315 

効果促進(一括配分) 9,753 7,801 0 1,952 

 

【第 11 回】東日本大震災復興交付金事業 …事業費 1,044,560 千円（交付金 772,245 千円） 
 

○下水道事業特別会計 1,044,560 千円（基金充当額（=交付金充当額）772,245 千円） 

  ①藤倉二丁目地区下水道整備事業（下水道課） 200,000（交付金 150,000） 

  ②越の浦地区下水道整備事業（  〃  ） 514,560（交付金 374,745） 

  ③北浜地区区画整理関連下水道事業（  〃  ） 330,000（交付金 247,500） 

 

【効果促進分】一括配分による事業 …事業費 9,753 千円（交付金 7,801 千円） 
 

○一般会計 9,753 千円（基金充当額（=交付金充当額）7,801 千円） 

  ○住居表示整備費（定住促進課） 9,753（交付金 7,801） 

 

 

 

 

 

 

【第 12 回】東日本大震災復興交付金（基金積立） …（交付金 633,283 千円） 
 

○第 12 回東日本大震災復興交付金申請額の基金積立を予算計上（国費ベース） （633,283） 

▼申請事業（基幹事業） 851,655 千円（復興交付金 530,187 千円） 

  ①桂島地区漁業集落防災機能強化事業（直接補助分）（復興推進課） 61,100（交付金 45,825） 

  ②海岸通地区震災復興市街地再開発事業（復興推進課） 729,070（交付金 437,441） 

  ③海岸通下馬線道路事業（復興推進課） 32,330（交付金 25,055） 

  ④新浜町一丁目地区下水道事業（下水道課） 29,155（交付金 21,866） 

 

▼効果促進一括配分 128,871 千円（復興交付金 103,096 千円） 

  ※漁業集落復興効果促進事業 12,220（交付金 9,776） 

上記①の事業に係る効果促進事業をとして事業費の 20%を一括配分 

  ※市街地復興効果促進事業 116,651（交付金 93,320） 

上記②の事業に係る効果促進事業をとして事業費の 20%を一括配分 

 

 

復興交付金基金を取り崩して行う事業 

復興交付金基金への積み立て 
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３．主な事業（会計別）                             

（単位：千円） 

 【 一般会計 】                                   補正額 １，９３０，５１１千円                                             
 

【 東日本大震災復興交付金事業 】 ・・・ 補正額 643,036 千円 
 

①住居表示整備費 （定住促進課）  9,753  北浜地区、藤倉地区土地区画整理事業 

       ・被災市街地復興土地区画整理事業として整備される北浜地区、藤倉地区において、新たな住居

表示を設定するための調査設計 

       ・効果促進事業として一括配分を受けた復興交付金を財源として実施 
 

②東日本大震災復興交付金基金費 （復興推進課）  633,283  復興交付金申請額を積み立て 

       ・第 12回東日本大震災復興交付金申請額の基金積立を予算計上（国費ベース） 

 

【 災害関連事業 】 ・・・ 補正額 111,838 千円 
 

①重点分野雇用創造事業 （総務課・商工港湾課・水産振興課）  39,500  震災等対応雇用支援事業 

     ○震災対応等臨時職員 （30,726千円） 

       ・被災された方々の一時的な雇用の場を確保するため、臨時職員（震災対応のための事務補助

等）として雇用する 

     ○水産加工復興支援業務委託 （8,774千円） 

       ・震災により著しく低下している地元水産加工業の販路の回復をはじめ、地元水産加工業の支援

のための委託を行う 
 

②漁港施設災害復旧費 （水産振興課） 66,000  野野島漁港・寒風沢漁港災害復旧事業 

       ・野々島漁港、寒風沢漁港の防潮堤整備のための調査設計委託 
 

③被災者健康支援事業 （健康推進課）  1,838  歯周疾患検診 

       ・東日本大震災による市民の健康面への影響を考慮し、歯周疾患検診を実施 

       ・対象となる 18歳から 29歳までの市民の方全員に受診票を送付 
 

④海岸通地区震災復興市街地再開発事業 （復興推進課）  2,500  海岸通地区再開発組合への補助 

       ・海岸通地区震災復興市街地再開発事業に対し、事務局長の人件費相当額を補助 
 

⑤議会調査事務 （議会事務局）  2,000  百条委員会調査関係費 

       ・地方自治法に基づく調査特別委員会（百条委員会）設置に伴い、調査業務にかかる経費の計上 

 

【 通常事業 】 ・・・ 補正額 164,077 千円 
 

①浦戸地区集落再生促進施設運営事業 （政策課）  5,048  浦戸ステイ・ステーションの管理運営 

       ・旧浦戸第一小学校・浦戸第二小学校を活用し、漁業体験従事者等の宿泊施設や地区住民の交

流施設等として整備を進めている「浦戸ステイ･ステーション」の運営にかかる経費 
 

②市所有地保全事業 （財政課）  34,000  市所有地の保全と適正な管理 

       ・地震、強風、大雨などの影響により、隣接する民家や周辺住民に被害を及ぼす可能性が大きい

公有財産について、擁壁工事やがけ地崩壊対策工事などを行い、適正に管理するもの 
 

③広域火葬場運営負担事業 （市民安全課）  18,356  新斎場建設負担金 

       ・新斎場建設に伴う調査業務等を行うため、塩釜地区消防事務組合に対し構成する 2市 3町で事

業費を負担するもの 

       ・事業費の半分を人口割、残りを均等割で負担する 
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④コミュニティ助成事業 （市民安全課）  20,800  コミュニティ助成事業の採択に伴う予算計上 

     ○一般コミュニティ助成事業（市民活動推進費…2款総務費） （6,500千円） 

       ・採択団体数 3団体（H26年度は 3団体採択） 

       ・みのが丘地区町内会 2,300千円、東塩釜町内会 1,700千円、千賀の台町内会 2,500千円 

     ○コミュニティセンター助成事業（市民活動推進費…2款総務費） （12,200千円） 

       ・野田第一町内会集会施設建設事業（22,476千円）に対し 12,200千円助成 

       ・助成金額は、1件につき対象事業費の 5分の 3以内で、上限は 15,000千円 

     ○地域防災組織育成助成事業（防災対策事業…9款消防費） （2,100千円） 

       ・採択団体数 2団体（H26年度は 2団体採択） 

       ・芦畔町内会自主防災会 1,100千円、杉の入小学校少年消防クラブ 1,000千円 
 

⑤生活保護事務費 （生活福祉課）  2,106  生活保護電算システム改修 

       ・生活保護基準の改定（住宅扶助、生活扶助の冬季加算）にかかる生活保護システムの改修 
 

⑥健康増進事業（がん検診推進事業） （健康推進課）  5,623 がん検診未受診者への受診勧奨 

       ・これまで行ってきた子宮頸がん及び乳がん検診無料クーポン券事業を利用されていない方に対

し、改めてクーポン券を送付し検診の勧奨を行う 

       ・がん検診の受診促進、がんの早期発見、早期治療を図る 
 

⑦市営住宅改修事業費 （定住促進課）  25,000  市営新浜町住宅地盤沈下対策 

       ・地盤沈下が発生している市営新浜町住宅 2号棟、3号棟の沈下対策工事 
 

⑧道路維持補修工事費 （土木課）  972  本塩釜駅前整備 

       ・本塩釜駅前ロータリー内において、倒壊の恐れがある構築物を撤去し、路面への被害を事前に

回避する 
 

⑨埋蔵文化財（朴島）発掘調査事業 （生涯学習課）  49,172  浦戸朴島での埋蔵文化財の発掘調査 

       ・宮城県仙台土木事務所が所管する朴島防潮堤復旧工事の施工箇所について、埋蔵文化財が

存在する可能性があるため、工事に先立ち発掘調査をおこなう 

       ・発掘調査に要する費用は原因者負担となるため、仙台土木事務所が負担 
 

⑩議会運営事務 （議会事務局）  3,000  塩竈市議会中継事業 

       ・塩竈市議会の CATV放映のための委託料（今年度より有償化） 

 

【 一般会計繰出金 】 ・・・ 補正額 1,011,560 千円（財政課） 
 

○下水道事業特別会繰出金 （下水道課へ）  1,011,560  第 11回交付分の復興交付金事業 

       ・東日本大震災復興交付金基金繰入金 772,245千円、震災復興特別交付税 239,315千円 

 

【 市税の減額補正 】 ・・・ 歳入補正（税務課） 
 

○市民税、固定資産税及び都市計画税の減免措置に伴う歳入の減額補正予算を計上 

 

【 債務負担行為 】 
 

○漁港施設災害復旧事業 （水産振興課）  限度額 1,860,107  期間：H28～H29年度 

       ・漁港施設（寒風沢漁港）の防潮堤等の整備 
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 【 下水道事業特別会計 】                          補正額１，０４４，５６０千円                                           
 

【 東日本大震災復興交付金事業 】  
 

①藤倉二丁目地区下水道整備事業 （下水道課）  200,000 

       ・地盤沈下により浸水・冠水被害の続く藤倉地区において、藤倉 2 号雨水幹線を整備し、防災性

の向上を図る 

       ・第 11回交付金により採択された雨水管の敷設工事のうち、今年度執行分を予算計上し、翌年度

執行分は債務負担行為を設定 
 

②越の浦地区下水道整備事業 （下水道課）  514,560 

       ・越の浦地区の津波の浸水（道路冠水）対策として、越の浦ポンプ場、放流渠を整備し、復興に向

けた居住環境の向上を図る 

       ・第 11 回交付金により採択された機械・電気設備等の整備のうち、今年度執行分を予算計上し、

翌年度以降執行分は債務負担行為を設定 
 

③北浜地区区画整理関連下水道事業 （下水道課）  330,000 

       ・被災市街地復興土地区画整理事業の実施に合わせ、雨汚水排水施設整備を行い、都市機能

の向上を図る 

       ・第 11 回交付金により採択された雨水マンホールポンプの電気・機械設備及び汚水の管渠整備

のうち、今年度執行分を予算計上し、翌年度執行分は債務負担行為を設定 

 

【 債務負担行為 】  
 

①藤倉・北浜地区下水道事業 （下水道課）  限度額 674,290  期間：H28年度 

       ・藤倉二丁目地区下水道整備事業、北浜地区区画関連下水道整備事業と合わせ債務負担行為

を設定 
 

②越の浦地区下水道事業 （下水道課）  限度額 2,239,740  期間：H28～H29年度 


