
１　市第164号議案　平成25年度横浜市一般会計補正予算（第4号）

（第１表）　歳入歳出予算補正 　　

◆経済・市民生活対策に伴う事業費の補正

国庫支出金 市債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

17款　諸支出金 6,781,322 1,500,000 8,281,322 825,000 675,000 - -

１項　特別会計繰出金 6,781,322 1,500,000 8,281,322 825,000 675,000 - -

6,781,322 1,500,000 8,281,322 825,000 675,000 - -

6,781,322 1,500,000 8,281,322 825,000 675,000 - -

（第２表）　歳入歳出予算補正 　　

国庫支出金 市債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１１款　都市整備費 2,984,526 258,883 3,243,409 154,378 ▲96,000 - 200,505

１項　都市整備費 2,984,526 258,883 3,243,409 154,378 ▲96,000 - 200,505

2,296,639 ▲78,625 2,218,014 - - - ▲78,625

2,296,639 ▲78,625 2,218,014 - - - ▲78,625

３目  地域整備費 687,887 337,508 1,025,395 154,378 ▲96,000 - 279,130

180,000 50,000 230,000 25,000 25,000 - -

507,887 287,508 795,395 129,378 ▲121,000 - 279,130

17款　諸支出金 6,781,322 9,650 6,790,972 10,650 ▲1,000 - -

１項　特別会計繰出金 6,781,322 9,650 6,790,972 10,650 ▲1,000 - -

6,781,322 9,650 6,790,972 10,650 ▲1,000 - -

6,781,322 9,650 6,790,972 10,650 ▲1,000 - -

9,765,848 268,533 10,034,381 165,028 ▲97,000 - 200,505

◆給与改定、国庫補助事業の認証増等による補正及び地域の元気臨時交付金（地域経済活性化・雇用創出臨時交
付金）

補 正 額 の財 源

補正前の額款　　項　　目　　名　　等

１目　企画費

補正額

資料２

特　定　財　源

平成25年度２月補正予算案（都市整備局関係)について

計

歳　出　合　計

９目 市街地開発事業費会計繰出金

款　　項　　目　　名　　等

・鶴見駅東口周辺整備事業
〈国庫補助事業の認証増に伴う補正〉

・戸塚駅西口第２交通広場等取得事業
〈国庫補助事業の認証増に伴う補正及び元
気交付金の充当に伴う財源更正〉

補正額補正前の額

９目　市街地開発事業費会計繰出金
（戸塚駅前地区中央土地区画整理事業）

・市街地開発事業費会計繰出金
〈国庫補助事業の認証増に伴う補正〉
（金沢八景駅東口地区土地区画整理事業）

・職員人件費
〈給与改定に伴う減少額等を補正〉

歳　出　合　計

計

補 正 額 の財 源

特　定　財　源 一般会計
繰入金

一般財源

平成26年２月17日

建築・都市整備・道路委員会資料
都市整備局
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（第３表）　財源補正 　　

◆市債充当率の変更及び地域の元気臨時交付金（地域経済活性化・雇用創出臨時交付金）充当に伴う財源更正

国庫支出金 市債 その他

千円 千円 千円 千円 千円 千円

11款　都市整備費 15,967,661 - 15,967,661 - 336,000 ▲336,000

１項　都市整備費 15,967,661 - 15,967,661 - 336,000 ▲336,000

２目　都市交通費 4,369,662 - 4,369,662 - 420,000 ▲420,000

680,000 - 680,000 - 420,000 ▲420,000

３目  地域整備費 11,597,999 - 11,597,999 - ▲84,000 84,000

118,514 - 118,514 - ▲17,000 17,000

117,200 - 117,200 - ▲12,000 12,000

440,240 - 440,240 - ▲55,000 55,000

15,967,661 - 15,967,661 - 336,000 ▲336,000

補正額
一般財源

計

・神奈川東部方面線整備事業

補正前の額款　　項　　目　　名　　等

・金沢八景駅周辺整備事業

・日ノ出町駅前Ａ地区市街地再開発事業

歳　出　合　計

・戸塚駅西口関連整備事業

特　定　財　源

補 正 額 の財 源
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（第４表）　繰越明許費補正

◆関係機関との協議・調整に日時を要したこと等による繰越

項 金額

千円

　1 都市整備費 30,000

　1 都市整備費 25,000

　1 都市整備費 420,000

　1 都市整備費 30,000

　1 都市整備費 65,000

　1 都市整備費 98,000

　1 都市整備費 88,000

　1 都市整備費 119,000

　1 都市整備費 37,000

　1 都市整備費 178,000

　1 都市整備費 132,000

　1 都市整備費 384,000

　1 都市整備費 276,000

　1 都市整備費 338,000

　1 都市整備費 2,000

　1 特別会計繰出金 556,000

　1 特別会計繰出金 2,050,000

4,828,000

事業名

11 都市整備費
こどもの国駅駅前トイレ整備
事業

11 都市整備費

関係機関との協議・調整等や用地協議に不測の日
時を要したため。

神奈川東部方面線整備事業

鶴屋橋架け替えに伴う仮桟橋の設置工事に関して、
関係機関との調整に日時を要した事等による。

11 都市整備費 金沢八景駅周辺整備事業

11 都市整備費

17 諸支出金　
戸塚駅前地区中央土地区画
整理事業

関係機関との協議・調整や移転補償交渉等に日時
を要したため。

エキサイトよこはま２２推進事
業

11 都市整備費

地下埋設物による横断歩道橋の構造設計変更や、
関係機関との協議・調整等に、不測の日時を要した
ため。

款

11 都市整備費

二俣川駅南口地区市街地再
開発事業

歴史的景観保全事業

11 都市整備費

11 都市整備費

長津田駅北口地区市街地再
開発事業

東横線跡地整備事業

17 諸支出金　

マリナード地下街バリアフリー化工事において、地下
埋設支障物件の移設に不測の日時を要した事等に
よる。

外周道路用地の取得及び移転補償交渉等に日時を
要したため。

権利者調整により設計変更が生じたため、共同施設
整備費等について、今年度中の執行が困難となった
ため。

11 都市整備費

・地下埋設物による横断歩道橋の構造設計変更や、
関係機関との協議・調整等に、不測の日時を要した
ため。
・経済・市民生活対策による。＜1,500,000千円＞

関内・関外地区活性化推進
事業

関係機関との協議・調整に日時を要し、トイレ整備工
事の着手が遅れたため。

歩道拡幅工事について、地元との協議調整に不測
の日時を要したため。

関係機関及び地権者との調整に日時を要し、権利
変換計画認可が遅れたことにより補償契約の時期が
遅れたため。

関係機関との協議･調整に不測の日数を要し、駅前
広場の工事着手が遅れたため。

補正理由

先行工事における埋設物（H鋼山留、コンクリート杭）
の撤去に不測の日数を要したため。

関係機関との協議に日時を要し、都市計画手続きが
遅れたことにより、調査・設計の着手時期が遅れたた
め。

関係機関との協議・調整に日時を要し、駅前広場の
バス乗降場の工事着手が遅れたため。

鶴見駅東口周辺整備事業

11 都市整備費
戸塚駅周辺整備事業（外周
道路）

大船駅北第二地区市街地再
開発事業

11 都市整備費

金沢八景駅東口地区土地区
画整理事業

11 都市整備費

11 都市整備費 戸塚駅西口関連整備事業

11 都市整備費

日ノ出町駅前Ａ地区市街地
再開発事業

11 都市整備費

桜木町駅等周辺整備事業

設　定　額　合　計

東西自由通路、西側道路整備と、鉄道駅舎改良に
対する補助について、関係機関と地元との協議・調
整に日時を要したため。

保全工事対象物件について、構造上の問題が判明
し、構造計画等の変更に不測の日数を要したため。

3



２　市第174号議案　平成25年度横浜市市街地開発事業費会計補正予算（第1号）

（第１表）　歳入歳出予算補正 　　

◆経済・市民生活対策に伴う事業費の補正

国庫支出金 市債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１款　市街地開発事業費 999,650 1,500,000 2,499,650 - - - 1,500,000

１項　事業費 999,650 1,500,000 2,499,650 - - - 1,500,000

999,650 1,500,000 2,499,650 - - - 1,500,000

999,650 1,500,000 2,499,650 - - - 1,500,000

（第２表）　歳入歳出予算補正 　　

◆国庫補助事業の認証増等による補正

国庫支出金 市債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１款　市街地開発事業費 8,428,410 2,448,519 10,876,929 - - 2,438,869 9,650

１項　事業費 8,428,410 2,448,519 10,876,929 - - 2,438,869 9,650

715,937 9,650 725,587 - - - 9,650

7,712,473 2,438,869 10,151,342 - - 2,438,869 -

8,428,410 2,448,519 10,876,929 - - 2,438,869 9,650

（第3表）　繰越明許費補正

◆関係機関との協議・調整に日時を要したこと等による繰越

項 金額

千円

　1　 事　業　費 556,000

　1　 事　業　費 2,050,000

2,606,000

市 街 地 開 発
事 業 費

・地下埋設物による横断歩道橋の構造設計変更や、
関係機関との協議・調整等に、不測の日時を要した
ため。
・経済・市民生活対策による。＜1,500,000千円＞

特　定　財　源 一般会計
繰入金

補正前の額 計補正額

補 正 額 の財 源

計款　　項　　目　　名　　等

設　定　額　合　計

款 事業名

２目　戸塚駅前地区中央土地区画整理事
　　　業費

市 街 地 開 発
事 業 費

1

1

金沢八景駅東口地区土地区
画整理事業

関係機関との協議・調整や移転補償交渉等に日時
を要したため。

補 正 額 の財 源

一般会計
繰入金

設定理由

特　定　財　源

戸塚駅前地区中央土地区画
整理事業

歳　出　合　計

４目　　都市整備基金費
　　　〈戸塚西口公益施設処分等に伴う都市
　　　　整備基金積立金増による補正〉

歳　出　合　計

１目　　金沢八景駅東口地区土地区画整理
　　　事業費
　　　〈国庫補助事業の認証増に伴う補正〉

補正前の額 補正額

款　　項　　目　　名　　等
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