
１　市第218号議案　平成27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 　　

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 3,918,404 ▲194,744 3,723,660 ▲46,375 ▲653,000 - 504,631

１項　都市整備費 3,918,404 ▲194,744 3,723,660 ▲46,375 ▲653,000 - 504,631

３目  地域整備費 3,918,404 ▲194,744 3,723,660 ▲46,375 ▲653,000 - 504,631

1,159,824 388,180 1,548,004 194,090 - - 194,090

568,362 ▲243,392 324,970 ▲123,571 ▲119,000 - ▲821

507,670 ▲143,800 363,870 ▲79,090 ▲64,000 - ▲710

648,454 ▲88,886 559,568 ▲44,443 ▲45,000 - 557

59,242 ▲25,246 33,996 ▲11,361 ▲14,000 - 115

81,600 ▲81,600 - ▲40,800 ▲40,000 - ▲800

391,900 - 391,900 58,800 ▲58,000 - ▲800

501,352 - 501,352 - ▲313,000 - 313,000

17款　諸支出金 5,634,183 ▲91,300 5,542,883 ▲46,300 ▲46,000 - 1,000

１項　特別会計繰出金 5,634,183 ▲91,300 5,542,883 ▲46,300 ▲46,000 - 1,000

5,634,183 ▲91,300 5,542,883 ▲46,300 ▲46,000 - 1,000

5,634,183 ▲91,300 5,542,883 ▲46,300 ▲46,000 - 1,000

9,552,587 ▲286,044 9,266,543 ▲92,675 ▲699,000 - 505,631

・戸塚駅周辺整備事業
〈国庫補助事業の認証減に伴う補正〉

・市街地開発事業費会計繰出金
〈国庫補助事業の認証減に伴う補正〉

９目 市街地開発事業費会計繰出金

一般財源

・大船駅北第二地区市街地再開発事業
〈国庫補助事業の認証減に伴う補正〉

            資料 ２

特　定　財　源

平成27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

補正額

◆国庫補助事業の認証増減等に伴う事業費補正及び財源更正

補 正 額 の財 源

補正前の額款　　項　　目　　名　　等

・戸塚駅西口関連整備事業
〈国庫補助事業の認証減に伴う補正〉

・二俣川駅南口地区市街地再開発事業
〈国庫補助事業の認証状況にあわせた財源
更正〉

・エキサイトよこはま22推進事業
〈国庫補助事業の認証増に伴う補正〉

・泉ゆめが丘地区土地区画整理事業
〈国庫補助事業の認証減に伴う補正〉

・戸塚駅西口第２交通広場等取得事業
〈市債充当額の変更にあわせた財源更正〉

・東神奈川一丁目地区市街地再開発事業
〈事業進捗にあわせた補正〉

平成24年２月７日 案
都 市 整 備 局

平成28年2月19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）　繰越明許費補正

◆関係機関との協議・調整に不測の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 125,000

　1 都市整備費 223,000

　1 都市整備費 304,000

　1 都市整備費 258,000

　1 都市整備費 32,000

　1 都市整備費 560,000

　1 都市整備費 330,000

　1 都市整備費 843,000

　1 都市整備費 130,000

　1 特別会計繰出金 180,000

2,985,000

戸塚駅周辺整備事業

　用地協議等に不測の日時を要したため。また、その
影響により修正設計等の着手が遅れたため。

神奈川東部方面線整備事業11 都市整備費

事業名 補正理由

　先行工事において、構造物盛土内の埋設物撤去
等に不測の日時を要したため。

金沢八景駅東口地区土地
区画整理事業

17 諸支出金　

　鶴屋橋架け替え工事において、支障物件の撤去に
不測の日時を要したため、及び横浜駅西口地下中
央通路接続部工事において、関係機関との調整に
不測の日時を要したため。

11 都市整備費

11 都市整備費

11 都市整備費

11 都市整備費

設　定　額　合　計

11 都市整備費
関内・関外地区活性化推進
事業

金沢八景駅周辺整備事業

大船駅北第二地区市街地
再開発事業

　道路整備工事において、関係機関との埋設管協議
に不測の日時を要し、年度内の工事完了が困難と
なったため。

　権利変換計画の調整に不測の日時を要し、権利者
の移転補償等が遅れたため。

　関内駅北口整備事業において、支障物件の撤去
等に不測の日時を要したため、及び野毛地区県道
歩道整備事業において、工事入札不調により、年度
内の完了が困難となったため。

　関係機関等との協議・調整や移転補償交渉等に不
測の日時を要したため。

エキサイトよこはま２２推進
事業

11 都市整備費
二俣川駅南口地区市街地
再開発事業

11 都市整備費

　工事の施工方法の検討に不測の日時を要したた
め。

　周辺他事業の遅延とそれに伴う工程調整により、工
事進捗に不測の日時を要したため、及び関係機関と
の協議に不測の日時を要したため。

東横線跡地整備事業

款

　権利者の移転調整や従前建物の解体工事に不測
の日時を要し、再開発ビルの工事工程が遅れたた
め。

新山下緑地一部法面保全
整備事業

11 都市整備費
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２　市第223号議案　平成27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 　　

◆国庫補助事業の認証減による事業費補正

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 1,770,459 ▲91,300 1,679,159 - - - ▲91,300

１項　事業費 1,770,459 ▲91,300 1,679,159 - - - ▲91,300

809,030 ▲48,300 760,730 - - - ▲48,300

961,429 ▲43,000 918,429 - - - ▲43,000

1,770,459 ▲91,300 1,679,159 - - - ▲91,300

（第２表）　繰越明許費補正

◆関係機関との協議・調整等に不測の日時を要したことによる繰越

項 金額

千円

　1　 事　業　費 180,000

180,000

２目　　戸塚駅前地区中央土地区画整理
　　　　事業費
　　　〈国庫補助事業の認証減に伴う補正〉

歳　出　合　計

補正額 計

補 正 額 の財 源

特　定　財　源 一般会計
繰入金

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減に伴う補正〉

款　　項　　目　　名　　等 補正前の額

設定理由

　関係機関等との協議・調整や移転補償交渉等に不
測の日時を要したため。

設　定　額　合　計

款 事業名

市 街 地 開 発
事 業 費

1
金沢八景駅東口地区土地
区画整理事業
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