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平成 27年度 9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 48,540,511 1,094,042 49,634,553 2.3  

特
別
会
計 

国民健康保険事業特別会計 7,824,700 124,198 7,948,898 1.6  

下水道事業特別会計 9,879,560 179,255 10,058,815 1.8  

漁業集落排水事業特別会計 130,500 660 131,160 0.5  

介護保険事業特別会計 4,943,100 14,094 4,957,194 0.3  

後期高齢者医療事業特別会計 731,300 7,841 739,141 1.1  

小 計 23,509,160 326,048 23,835,208 1.4  

補正されなかった特別会計 2,319,900 0 2,319,900 0.0  

合 計 25,829,060 326,048 26,155,108 1.3  

一般・特別会計 計 74,369,571 1,420,090 75,789,661 1.9  

 

１．予算編成の考え方 【 補正総額 １，４２０，０９０千円 】 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

◎ 本市の復旧・復興を加速させるための予算  【補正額 ９５７，０１６千円】 

   ○ 港町地区津波復興拠点整備事業、錦町東地区災害公営住宅整備に伴う下水道施設整備事業など 

7 事業 【901,456 千円】 

   ○ 災害救助費 【55,560千円】 

◎ 長期総合計画実現のための予算（通常事業分）  【補正額 １０５，２１１千円】 

   ○ 浦戸地区集落再生促進施設運営事業、子育て世帯応援券事業など 9事業 

◎ 特別会計への繰出金（一般会計繰出金）  【補正額 ３１，８１５千円】 

   ○ 下水道事業特別会計への一般会計繰出金 【31,155 千円】 

   ○ 漁業集落排水事業特別会計への一般会計繰出金 【660 千円】 

◎ 普通交付税等の交付額確定に伴う補正  【歳入補正】 

   ○ 普通交付税の交付額及び臨時財政対策債の発行可能額確定に伴う補正 

◎ 債務負担行為を追加設定 

   ○ 港町地区津波復興拠点整備事業（防災拠点施設） （H28年度） 限度額 427,800千円 

 

 

 一般会計                        【1,094,042千円】 

 

人命の安全確保のために整備する津波復興拠点整備事業の予算化、債務負担行為の設定 

「地域おこし協力隊」を活用した漁業従事者等の招致・育成事業の予算化 

塩竈市の魅力の発信と、子育て支援など市民サービスの向上を図る 

 ・港町地区津波復興拠点整備事業 ・塩竈ブランドＰＲ事業 

 ・浦戸地区集落再生促進施設運営事業 ・子育て支援センター運営事業費（「ここるん」日曜開館） 

 

重要 
事業 
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◎ 国庫補助金等精算返還金の予算  【補正額 １２４，１９８千円】 

   ○ 一般・退職被保険者償還金費の補正 

 

 

   

 

 

◎ 本市の復旧・復興を加速させるための予算  【補正額 １７９，２５５千円】 

   ○ 新浜一丁目地区下水道整備事業 29,155千円 

   ○ 公営企業災害復旧費（北浜地区下水道施設復旧） 150,100千円 

 

 

   

 

 

◎ 寒風沢処理場・野々島処理場の機器等の修繕  【補正額 ６６０千円】 

   ○ 寒風沢処理場 190千円 

   ○ 野々島処理場 470千円 

 

 

   

 

 

◎ 平成 26 年度介護給付費等に係る国庫支出金等返還金  【補正額 １４，０９４千円】 

   ○ 国庫支出金等返還金の増額補正 

 

 

   

 

 

◎ 後期高齢者医療広域連合繰越分  【補正額 ７，８４１千円】 

   ○ 後期高齢者医療広域連合納付金費（前年度医療保険料繰越分） 7,149 千円 

   ○ 後期高齢者保険料（前年度保険料未還付分） 692千円 

 

 後期高齢者医療事業特別会計                 【7,841千円】 

広域連合納付金（繰越分）の予算計上など 

 国民健康保険事業特別会計                 【124,198千円】 

国庫補助金等精算返還金の予算計上 

 下水道事業特別会計                    【179,255千円】 

復興交付金事業（第１２回交付分）と災害復旧事業の予算計上 

 漁業集落排水事業特別会計                   【660千円】 

漁業集落排水施設設備の修繕 

 介護保険事業特別会計（保険事業勘定）            【14,094千円】 

国庫支出金等精算返還金の予算計上 
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２．主な事業（会計別）                             

（単位：千円） 

 【 一般会計 】                                     補正額 １，０９４，０４２千円    
 

【 東日本大震災復興交付金事業 】 ・・・ 補正額 901,456 千円 
 

①錦町地区・錦町東地区災害公営住宅周辺歩行環境調査事業 （政策課）  4,000  歩行環境調査 

       ・錦町地区・錦町東地区災害公営住宅の入居者が、安全かつ円滑な移動を図るため、歩行環境

整備（バリアフリー化）の実施に向けた、当該住宅周辺の歩行環境調査を実施 
 

②北浜地区区画整理関連道路整備事業 （土木課）  300,000  雨水排水対策 

       ・震災による地盤沈下や津波で生じた排水障害を解消するため、北浜地区土地区画整理事業と

一体的に、道路・側溝のかさ上げ整備を行い、市道北浜沢乙線の円滑な雨水排水対策を実施 
 

③藤倉地区区画整理区域南側道路整備事業 （土木課）  198,720  道路・側溝のかさ上げ 

       ・藤倉地区復興土地区画整理事業区域周辺部において、区画整理事業と一体的に道路・側溝の

かさ上げ整備を行い、藤倉地区の円滑な雨水排水対策を実施 
 

④藤倉地区区画整理区域北側排水施設整備事業 （復興推進課）  83,808  雨水排水対策 

       ・藤倉地区復興土地区画整理事業区域周辺部において、区画整理事業と一体的に側溝整備等

の雨水排水対策を行い、地域防災性の向上を図り、良好な住環境を整備 
 

⑤災害公営住宅整備事業 （復興推進課）  48,480  汚水管、下水道管理通路整備 

       ・錦町東地区災害公営住宅整備にあたり、住棟建設に係るインフラ整備として、事業区域外に位

置する公共下水道への接続及び管理用通路を整備 
 

⑥港町地区津波復興拠点整備事業 （復興推進課）  120,000  津波防災拠点施設の整備 

       ・マリンゲート塩釜周辺の港町地区において、有事の際に一次避難所・防災備蓄倉庫となる「津波

防災拠点施設」の整備と、同施設周辺のかさ上げ整備 

       ・第 11回東日本大震災復興交付金事業にて採択された事業費（547,800千円）のうち今年度執行

分を計上し、残りの事業費（427,800千円）は債務負担行為を設定し翌年度実施 
 

⑦港町地区津波復興拠点関連施設整備事業 （復興推進課）  146,448  上記施設の周辺環境整備 

       ・津波避難デッキの整備完了を見据え、底地となる市道しおかぜ通り線の路面排水等を改善し、一

体的な施設整備を実施 

 

※東日本大震災復興交付金事業（一般会計） （単位：千円） 

 事業費 

財源内訳 

復興交付金 

（=基金繰入金） 

一般財源 

（震災復興特別交付税） 

9 月補正予算計上額 901,456 715,164 186,292 

内 

訳 

基幹事業（第 11 回配分） 

⑥ 
120,000 90,000 30,000 

効果促進（一括配分） 

①②③④⑤⑦ 
781,456 625,164 156,292 
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【 災害関連事業 】 ・・・ 補正額 55,560 千円 
 

○災害救助費 （生活福祉課）  55,560  災害義援金の計上 

       ・義援金受付団体（第 7次）及び宮城県受付分（第 6次）の配分額を計上 

       ・配分基準 

死亡・行方不明者 15千円、災害障害見舞金支給対象者 15千円、 

津波浸水区域以外 全壊 20千円、大規模半壊 15千円 

津波浸水区域 全壊 30千円、大規模半壊 25千円、半壊 10千円 

 

【 通常事業 】 ・・・ 補正額 105,211 千円 
 

①浦戸地区定住促進環境可能性調査事業 （政策課）  5,500  浦戸架橋可能性調査 

       ・浦戸諸島の活性化、島民の日常生活の利便性向上を図るための定住促進環境を形成していく

にあたり、その一つの方策である浦戸諸島における架橋の設置について可能性調査を実施 
 

②浦戸地区集落再生促進施設運営事業 （政策課）  16,136  漁業従事者の招致・育成 

       ・浦戸ステイ・ステーションにおいて、総務省が実施する「地域おこし協力隊」を活用し、浦戸地区

における新たな漁業従事者や島づくりの担い手などを招致・育成 
 

③個人番号カード交付事務事業費 （市民安全課）  21,166  マイナンバー制度の通知カード等の交付 

       ・平成 28年 1月から運用開始となる社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）に伴い、全市民へ

通知カードの交付及び希望者に対し個人番号カードを交付 
 

④障がい福祉施設整備費補助事業 （生活福祉課）  16,250  障がい者福祉施設整備への支援 

       ・本年度内に障がい者福祉施設を整備する事業者に対し、宮城県と同額を補助し、市内における

障害者福祉施設の整備を支援 
 

⑤子育て支援センター運営事業費 （子育て支援課）  170  「ここるん」毎週日曜開館 

       ・しおがま子育て支援センター「ここるん」の土曜日利用者の増加を受け、平成 28年 1月から毎週

日曜日も開館し、中心市街地における子育て世代の交流拠点としての機能を拡充 
 

⑥子育て世帯応援券事業 （子育て支援課）  700  対象者拡大による増額計上 

       ・中学生以下の子どもがいる世帯に交付している「塩竈ニコニコ子育て応援券」について、交付対

象となる世帯の基準日を 6月 1日から 11月 30日までと延長したため、対象者世帯が増加したこ

とに伴う増額補正 
 

⑦塩竈ブランド PR事業 （商工港湾課）  25,289  新商品の開発、テストマーケティングの実施 

       ・塩竈の魅力を兼ね備えた商品を地域外に発信するため、新商品の開発や、名古屋市でのテスト

マーケティングを実施 

       ・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）の上乗せ交付分を活用 
 

⑧道路維持費 （土木課）  5,000  路面補修等委託 

       ・歩道や路面の段差の解消、側溝の入替等、市内各所の修繕業務委託 
 

⑨道路維持補修工事費 （土木課）  15,000  排水側溝整備 

       ・道路災害復旧事業に合わせ、震災により排水不良が生じている中の島地区及び尾島町地区の

側溝を整備 
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【 一般会計繰出金 】 ・・・ 補正額 31,815 千円（財政課） 
 

①下水道事業特別会計繰出金 （下水道課へ）  31,155  第 12回交付分の復興交付金事業など 

       ・東日本大震災復興交付金繰入金 21,866、震災復興特別交付税 9,289 
 

②漁業集落排水事業特別会計繰出金 （水産振興課へ）  660  漁業集落排水事業施設設備修繕 

       ・寒風沢処理場、野々島処理場の施設設備の修繕 

 

【 普通交付税等の補正 】 ・・・ 歳入補正（財政課） 
 

○普通交付税の交付額及び臨時財政対策債の発行可能額確定に伴う歳入の補正予算を計上 

 

【 債務負担行為 】 
 

○港町地区津波復興拠点整備事業（防災拠点施設） （復興推進課）  限度額 427,800 期間：H28年度 

       ・防災拠点施設の整備 

 

 

 【 国民健康保険事業会計 】                                補正額１２４，１９８千円   
 

【 諸支出金（過年度精算関係） 】 ・・・ 補正額 124,198 千円（保険年金課） 
 

①一般被保険者償還金費 （保険年金課）  36,348 

       ・前年度療養給付費負担金等の精算返還金を国保財政調整基金繰入金で精算返還 
 

②退職被保険者等償還金費 （保険年金課）  87,850 

       ・前年度退職者医療療養給付費交付金の精算返還金を国保財政調整基金繰入金で精算返還 

 

 

 【 下水道事業特別会計 】                                 補正額１７９，２５５千円    
 

【 東日本大震災復興交付金事業 】 ・・・ 補正額 29,155 千円（下水道課） 
 

○新浜一丁目地区下水道整備事業 （下水道課）  29,155 

       ・藤倉雨水ポンプ場増設工事において、物価上昇による事業費の増額分を計上 

       ・第 12回交付金対象事業 

 

※東日本大震災復興交付金事業（下水道事業特別会計） （単位：千円） 

 事業費 

財源内訳 

復興交付金 

（=基金繰入金） 

一般財源 

（震災復興特別交付税） 

9 月補正予算計上額 

基幹事業（第 12 回配分） 
29,155 21,866 7,289 

 

 

【 災害関連事業 】 ・・・ 補正額 150,100 千円（下水道課） 
 

○公営企業災害復旧費 （下水道課）  150,100 

       ・被災した北浜地区下水道施設について、内水排除機能の復旧を図るため雨水管を整備 
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 【 漁業集落排水事業特別会計 】                                 補正額６６０千円       
 

【 通常事業 】 ・・・ 補正額 660 千円（水産振興課） 
 

○一般管理費 （水産振興課）  660 

       ・寒風沢処理場、野々島処理場の施設設備の修繕 

 

 

 【 介護保険事業特別会計（保険事業勘定） 】                       補正額１４，０９４千円    
 

【 諸支出金（過年度精算関係） 】 ・・・ 補正額 14,094 千円（長寿社会課） 
 

○国庫支出金等返還金 （長寿社会課）  14,094 

       ・前年度介護給付費交付金及び地域支援事業交付金の精算返還金を介護財政調整基金繰入金

で精算返還 

 

 

 【 後期高齢者医療事業特別会計 】                              補正額７，８４１千円    
 

【 前年度保険料繰越分等 】 ・・・ 補正額 7,841 千円（保険年金課） 
 

①後期高齢者医療広域連合納付金費 （保険年金課）  7,149 

       ・前年度医療保険料繰越分の計上 
 

②保険料還付金費 （保険年金課）  692 

       ・前年度保険料未還付分（特別・普通徴収、督促手数料未還付分） 

 

 

 

３．【 参考 】 企業会計の補正状況 

（単位：千円） 

 【 水道事業会計 】                                           （補正額なし）     
 

【 債務負担行為 】  
 

○水道料金調定収納システムの更新 （水道部）  限度額 43,400  期間：H28～H32年度 

       ・上下水道料金等の調定・収納等の水道料金徴収等関連業務のための、水道料金調定収納シス

テム及び機器等の更新 


