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平成 23 年度 9 月補正予算の概要 

 

１．予算編成の考え方（一般会計） 【補正額６，２４６，２３１千円】 

 ◎ 東日本大震災に対応するため、災害復旧事業費や災害関連事業費、災害対策支援事業費を予算化 
【補正額 ６，０３３，６８７千円】 

   ○ 災害復旧事業費では、被災した市内集会所、浦戸地区消防団器具置き場、保健センター、体育館第 2 競

技場の災害復旧費のほか、第一種漁港（野々島、寒風沢）の復旧に向けた調査費、水産業共同利用施設

の環境整備工事費を計上した。【補正額１５８，５９０千円】 
   ○ 災害関連事業費では、他自治体からの災害派遣職員関係費、被災者等の雇用促進を図るための重点

分野雇用創造事業、仮設住宅集会所を活用し総合相談を行う地域支え合い体制づくり事業、義援金の配

分のための災害救助費、災害廃棄物処理・運搬業務にかかる事業費などを計上した。 
【補正額５，８５５，３４７千円】 

   ○ 災害対策支援事業費では、仮設住宅の被災者支援を目的とした「NEW しおナビ 100 円バス」増便のた

めの事業費や仮設住宅と市内主要施設を結ぶ「乗合型タクシー」の運行事業費、重点分野雇用創造事業

を活用した臨時災害放送局に係る経費、浅海漁業復興のための水産業災害対策資金への利子補給費を

計上した。【補正額１９，７５０千円】 
 
 ◎ その他補正事業を予算化 【補正額 ２４，３４４千円】 

   ○ みやぎ環境交付金を活用した市内及び浦戸地区の LED 防犯灯整備費、市内中学校における LED 蛍光

灯整備事業費のほか、市内介護福祉施設へのスプリンクラー・火災報知器設置補助金費、遊ホール自主

企画の拡充を目的とした補助金費等を計上した。 
 
 ◎ 各会計への繰出金（一般会計繰出金）を予算化 【補正額 １８８，２００千円】 

   ○ 各特別会計、企業会計の災害復旧事業予算計上に対する一般会計繰出金を計上した。 
・下水道事業特別会計繰出金（139,300） 
・公共駐車場事業特別会計繰出金（4,500） 
・漁業集落排水事業特別会計繰出金（12,100） 
・水道事業会計繰出金（32,300） 

 
 ◎ 債務負担行為を追加設定 

   ○ 市税収納業務委託  期間：H24～28 年度（5 年間）  限度額：10,000 千円 
   ○ 水産業災害対策資金融資利子補給  期間：H24～36 年度（13 年間）  限度額：26,268 千円 
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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 26,577,707 6,246,231 32,823,938 23.5 

特 

別 

会 

計 

 

国民健康保険事業特別会計 6,593,200 104,923 6,698,123 1.6 

下水道事業特別会計 4,901,900 871,000 5,772,900 17.8 

公共駐車場事業特別会計 16,000 4,500 20,500 28.1 

漁業集落排水事業特別会計 111,300 26,600 137,900 23.9 

介護保険事業特別会計 4,298,600 166,624 4,465,224 3.9 

後期高齢者医療事業特別会計 613,700 2,202 615,902 0.4 

小 計 16,534,700 1,175,849 17,710,549 7.1 

補正されなかった特別会計 577,530 0 577,530 0.0 

合 計 17,112,230 1,175,849 18,288,079 6.9 

一般・特別会計 計 43,689,937 7,422,080 51,112,017 17.0 

 
 

３．主な事業（会計別）                             

（単位：千円） 
 

 【 一般会計 】                                  補正額 ６，２４６，２３１千円                                          

 

【 災害復旧事業 】 ・・・ 補正額 158,590 千円 
 

 ①集会施設災害復旧費 （市民安全課）   11,500   被災した市内集会所 14 カ所の復旧工事 

②消防団設備災害復旧費 （市民安全課）   70,300   被災した消防団の器具置場復旧等 

       ・浦戸地区の消防団器具置場… 石浜、野々島、寒風沢の各器具置場復旧修繕工事 

③保健衛生施設災害復旧費 （健康推進課）   14,200   保健センターの災害復旧工事 

④漁港施設災害復旧費 （水産振興課）   40,000   野々島、寒風沢にかかる災害調査費等 

       ・漁港災害査定調査設計書作成費、漁業集落環境整備事業基本計画策定費等 

⑤水産業共同利用施設復旧支援事業 （水産振興課）   6,300   共同利用施設の施設整備工事 

       ・加工団地内仮設工場の除害施設整備（4 工場分）、桂島仮設工場における水道管敷設 

⑥体育施設災害復旧費 （生涯学習課）   16,290  体育館第 2 競技場の復旧工事 

 

【 災害関連事業 】 ・・・ 補正額 5,855,347 千円 
 

 ①災害派遣職員関係費 （総務課）   24,660   他自治体からの派遣職員関係経費の計上 

       ・地方自治法第 252 条の 17 による派遣職員にかかる諸費、負担金 

②重点分野雇用創造事業 （総務課、税務課、観光交流課）   28,594    

       ・（総務課）震災対応の臨時・非常勤職員の雇用（3,078） 

       ・（税務課）被災家屋及び宅地等の被害認定調査の委託（22,300） 

       ・（観光交流課）本塩釜駅前での観光案内所業務の委託（3,216） 

③市税過年度還付金費 （税務課）   33,000   減免により今後見込まれる還付金の計上 

       ・H22 年度個人市民税 3 月特別徴収額の減免措置による還付金 
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④市税賦課事業 （税務課）   5,970   災害による各種事務関係経費 

       ・納期限変更及び減免等によるシステム改修ほか事務関係経費の増加 

⑤災害救助費 （生活福祉課）   11,232   仮設住宅運営に関する経費 

       ・共有部分における光熱水費、公営住宅修理費、施設管理委託、合併浄化槽保守点検委託費等 

⑥災害救助費（扶助費） （生活福祉課）   672,890   弔慰金、義援金の配分、市見舞金の交付 

       ・災害弔慰金 10 名分の増額補正（50,000） 

       ・東日本大震災災害義援金（受付団体、県災対本部）の配分（568,650） 

       ・塩竈市見舞金の交付（54,240） 9 月 5 日現在のり災証明書申請件数をベースとした増額補正 

⑦仮設住宅地域支え合い体制づくり事業 （生活福祉課）   17,507   生活支援相談等の実施 

       ・仮設住宅集会所において保健師、看護師等による総合相談、日常生活における健康管理相談

を実施する 

⑧港湾管理費（市営 2 号上屋解体事業） （商工港湾課）   12,500   被災した市営 2 号上屋の解体 

⑨まちづくり交流施設災害復旧事業 （観光交流課）   9,345   亀井邸の災害復旧工事 

⑩災害廃棄物処理事業費 （環境課）   4,669,571   災害廃棄物処理、運搬業務委託等 

       ・危険建物等解体業務委託…半壊以上の建物及び倒壊の恐れのあるコンクリートブロック塀等の

工作物の解体（1,178,200） 

       ・施設管理等業務委託…市内 3 カ所の一次仮置場（中倉、越ノ浦、新浜）の維持管理（253,000） 

       ・被災家屋等解体測量業務委託…解体申請物件の現地測量調査（23,016） 

       ・災害廃棄物運搬業務委託…分別した瓦礫等の災害廃棄物を各仮置場へ運搬（174,000） 

       ・災害廃棄物処理業務委託…新浜、中倉仮置場での分別作業業務（232,000） 

       ・災害廃棄物処理業務県委託…宮城東部ブロック仮置場造成業務やがれきの二次処理業務等、

災害廃棄物処理業務の県への委託（2,779,355） 

       ・浦戸仮置場整備工事…浦戸仮置場（寒風沢、野々島）への仮設道路工事（30,000） 

⑪浦戸諸島開発総合センター管理費 （浦戸振興課）   1,500   被災によるセンター床タイル張替等 

⑫災害救助費 （定住促進課）   364,000   被災住宅の応急修理費の増額 

⑬   〃    （学校教育課）   240   被災により教科書を無くした児童生徒へ教科書を再給与する 

⑭被災児童生徒就学援助事業 （学校教育課）   4,338   被災児童生徒への就学援助費 

 

【 災害対策支援事業 】 ・・・ 補正額 19,750 千円 
 

 ①総合交通体系整備事業 （政策課）   1,300   100 円バス運行の増便 

       ・仮設住宅入居者の利便性向上のため、「NEW しおナビ 100 円バス」1 日 3 便から 4 便へ増便 

②仮設住宅交通支援事業 （政策課）   9,143   乗合型タクシーの運行事業費 

       ・仮設住宅と市内主要施設を結ぶタクシーを運行し、交通の利便性向上を図る 

③重点分野雇用創造事業 （政策課）   8,550   臨時災害放送局（コミュニティ FM）に係る経費 

④浅海漁業復興事業 （水産振興課）   757   水産業災害対策資金の貸付融資機関への利子補給 

       ・被災した漁業者の運営資金に対して 2.0％（うち県 1.5％）の利子補給を実施 

 

【 その他補正事業 】 ・・・ 補正額 24,344 千円 
 
①市民活動推進費 （市民安全課）   7,000   コミュニティ助成金の交付 

       ・花立町内会、新富町東部町内会、泉沢町内会へのコミュニティ助成金の交付 

②防犯灯整備事業 （市民安全課）   4,000   市内、浦戸地区への LED 防犯灯の設置 

       ・夜間の安全確保のための防犯灯設置 

       ・浦戸地区への設置については県交付金（みやぎ環境交付金）を活用 

③高齢社会対策費 （長寿社会課）   7,150   介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費補助金 

       ・県基金事業を活用し、清水沢あさひ園、オリーブへスプリンクラー設置及び自動火災通報装置等
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の設置補助金を交付する 

④中学校施設 LED 設置事業 （教育総務課）   4,391   市内中学校（職員室等）の蛍光灯を LED 化 

⑤小・中学校管理費 （教育総務課）   1,203   熱中症対策のための備品購入 

⑥塩竈市遊ホール協会事業補助金（市民交流ｾﾝﾀｰ）  600  被災者のための自主企画の拡充への補助 

 

【 一般会計繰出金 】 ・・・ 補正額 188,200 千円（財政課） 
 
①下水道事業特別会計繰出金 （下水道課へ）   139,300 

②公共駐車場事業特別会計繰出金 （商工港湾課へ）   4,500 

③漁業集落排水事業特別会計繰出金 （水産振興課へ）   12,100 

④水道事業会計繰出金 （水道部へ）   32,300 

 

【 債務負担行為 】 
 
①市税収納業務委託 （税務課）   限度額 10,000   期間 H24～H28（5 年間） 

②水産業災害対策資金融資利子補給 （水産振興課）   限度額 26,268   期間 H24～H36（13 年間） 

 

 

 

 【 国民健康保険事業特別会計 】                         補正額 １０４，９２３千円                              

 

【 賦課徴収費、一般管理費等 】 ・・・ 補正額 104,923 千円（税務課、保険年金課） 
 

 ①賦課徴収費 （税務課）   1,500   国保税の震災減免に係るシステム改修費用 

②一般管理費 （保険年金課）   77   震災による一部負担金免除証明発行業務にかかる事務経費 

③一般被保険者療養給付費 （保険年金課）   58,615   療養給付費の増額補正 

       ・被災者（減免対象者）の療養給付に係る窓口負担金を免除 

④一般被保険者償還金費 （保険年金課）   44,731   前年度補助金の精算返還金 

 

【 債務負担行為 】 
 
①国民健康保険税収納業務委託 （税務課）   限度額 5,000   期間 H24～H28（5 年間） 

 
 
 
 【 下水道事業特別会計 】                             補正額 ８７１，０００千円                                          

 

【 災害復旧費 】 ・・・ 補正額 871,000 千円（下水道課） 
 

 ①新町 1 号幹線及び被災した雨水・汚水管渠復旧工事   871,000    

 
 
 
 【 公共駐車場事業特別会計 】                            補正額 ４，５００千円                                          

 

【 災害復旧費 】 ・・・ 補正額 4,500 千円（商工港湾課） 
 

 ①災害査定にむけた被害確認調査委託   4,500    
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 【 漁業集落排水事業特別会計 】                         補正額 ２６，６００千円                               

 

【 災害復旧費 】 ・・・ 補正額 26,600 千円（水産振興課） 
 

 ①野々島、寒風沢漁集排施設復旧設計委託   26,600   災害復旧のための設計業務委託 

 
 
 
 【 介護保険事業特別会計 】                           補正額 １６６，６２４千円                                          

 

【 各給付費の免除等 】 ・・・ 補正額 166,624 千円（長寿社会課） 
 
①居宅介護サービス等給付費等   88,121   被災者の各給付費の利用者負担額の免除 

       ・居宅介護サービス、施設介護サービス、地域密着型介護サービス利用者負担額の免除 

②国庫支出金等返還金   2,548   H22 年度地域支援事業支援交付金の精算返還金 

③介護保険災害臨時特例補助事業費   75,955   被災者への施設入所等の食事・居住費の減免 

 

 

 

 【 後期高齢者医療事業特別会計 】                         補正額 ２，２０２千円                                  

 

【 前年度保険料繰越分等 】 ・・・ 補正額 2,202 千円（保険年金課） 
 
①後期高齢者医療広域連合納付金費   1,756   前年度医療保険料繰越分の計上 

②保険料還付金費   446   H22 保険料未還付分（特別徴収、普通徴収、督促手数料分）の計上 


