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平成 28 年度２月補正予算案概要（港湾局関係部分） 

  

【一 般 会 計】 

 

１ 歳入歳出予算補正               

 

事業の執行見込等にあわせた整理補正      ６事業 補正額 ▲1,186,140 千円 

ア 事業費の増額補正等 

■土木関係修繕費（港湾施設維持費）                 157,860 千円 

〔国費 52,620 一般財源 105,240〕 

国庫補助事業の認証増に伴う補正 

 
■本牧ふ頭再整備事業                        311,000 千円 

〔国費 110,500 市債 319,000 一般財源 ▲118,500〕 

国庫補助事業の認証増に伴う補正及び起債充当率の変更に伴う財源更正 
  
イ 事業費の減額補正 

  ■ロジスティクスパーク基盤整備事業              ▲250,000 千円 

                        〔国費 ▲125,000 市債 ▲125,000〕 

   国庫補助事業の認証減に伴う補正 
   

■南本牧ふ頭連絡臨港道路整備事業               ▲530,000 千円 

〔国費 ▲163,000 市債 ▲163,000 一般財源 ▲204,000〕 

工事費の減に伴う補正 
   

■新港９号客船バース等整備事業                ▲370,000 千円 

                                〔市債 ▲370,000〕 

   工事費の減に伴う補正 
   

■港湾整備費負担金                      ▲505,000 千円 

                               〔市債 ▲505,000〕 

   国直轄事業費の減に伴う補正 
  
  

その他                     

  ■土地売払収入                         55,529 千円 

   売払い見込額の増に伴う補正 
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２ 繰越明許費                    ５事業 設定額計 2,137,000 千円 

   
※ 繰越明許費は繰越予定額を百万円未満切り上げのうえ設定 

 

■土木関係修繕事業（港湾施設維持費）                  158,000 千円 

 国庫補助事業の認証増に伴う岸壁の電気防食改良工事を実施するため。 
 

■新港９号客船バース等整備事業                     319,000 千円 

関係機関等との調整に日時を要したため。 
   

■本牧ふ頭再整備事業                      311,000 千円 
国庫補助事業の認証増に伴う本牧Ａ岸壁補修工事を実施するため。 

  
 ■南本牧第５ブロック処分場整備事業               355,000 千円 

   工事の入札不調及び隣接工事との調整に日時を要したため。 
   

■港湾整備費負担金                       994,000 千円 

   施工計画の見直し及び関係者との調整に日時を要したため。 

 

【港湾整備事業費会計】 

１ 歳入歳出予算補正                 ３事業 補正額  ▲6,652,000 千円 

 

事業の執行見込等にあわせた整理補正 
   
  ■山下ふ頭再開発事業（用地造成費）             ▲4,540,000 千円 

                            〔市債 ▲4,540,000〕 

事業進捗に伴う補正 
   

■物流施設整備費貸付金                   ▲2,070,000 千円 
                              〔市債 ▲2,070,000〕 

貸付対象事業費の減に伴う補正 
   

■客船施設整備費貸付金                    ▲42,000 千円 

                                〔市債 ▲42,000〕 

貸付対象事業費の減に伴う補正 

 

２ 繰越明許費                    ３事業 設定額計  5,758,000 千円 
   
  ■山下ふ頭再開発事業（用地造成費）               4,390,000 千円 

関係者との調整及び工事の入札不調等のため。 
  

■港湾施設整備費貸付金                     558,000 千円 

   利用者調整等に日時を要したため。 
  

■物流施設整備費貸付金                      810,000 千円 

   貸付対象事業者等との調整に日時を要したため。 
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３ 債務負担行為補正 

  

 ■山下ふ頭再開発事業（用地造成費） 

  関係者との調整による期間の変更 

 

事項  期間 限度額 

山下ふ頭再開発事業に伴う建物移転補

償契約の締結に係る予算外義務負担 

補

正

前 

平成 29年度から 

平成 30年度まで 
4,700,000 千円 

補

正

後 

平成 29年度から 

平成 31年度まで 
4,700,000 千円 

 

 

参 考 
 

 

 一般会計歳入歳出予算補正（港湾局関連部分） 
　

国県支出金 市　債 その他 一般財源

5,252,000▲505,0005,757,000 ――

補正前の�額

157,860886,790

▲322,500―▲339,000▲177,500

▲322,500

10,676,519

―▲177,50023,147,508

計補　正　額

30,635,932▲1,186,14031,822,072

52,6207,488,424157,8607,330,564

105,240―

▲505,000―

11,515,519

―

▲1,344,00024,491,508

52,6201,044,650

▲839,000

▲844,000

５目　施設維持費

　２項　港湾整備費

４目　港湾整備費
　　　 負担金

　１項　港湾管理費

１目　ふ頭整備費

１３款　港湾費

　　　（単位：千円）

▲217,260

105,240――

―▲844,000

補正の財源

▲124,880

 
 
港湾整備事業費会計歳入歳出予算補正（港湾局関連部分） 

　

国県支出金 市　債 その他 一般財源

▲2,112,000 ― ―
１目　港湾施設等
　　　 整備費貸付金 4,500,000 ▲2,112,000 2,388,000 ―

― ―
　４項　港湾施設等
　　　　 整備費貸付金 4,500,000 ▲2,112,000 2,388,000 ― ▲2,112,000 ― ―

１目　用地造成費 13,296,000 ▲4,540,000 8,756,000 ― ▲4,540,000

― ―
　３項　山下ふ頭
　　　　 再開発事業費 13,431,200 ▲4,540,000 8,891,200 ― ▲4,540,000 ― ―

１款　港湾整備事業費 20,094,445 ▲6,652,000 13,442,445 ― ▲6,652,000

　　　（単位：千円）

補正前の�額 補　正　額 計
補正の財源

 
 
 
添付資料 

 
事業位置図 



事 業 位 置 図 

 

土木関係修繕事業 

新港９号客船バース等整備事業 

山下ふ頭再開発事業 

本牧ふ頭再整備事業       

ロジスティクスパーク基盤整備事業 

南本牧ふ頭第５ブロック処分場整備事業 

南本牧ふ頭連絡臨港道路整備事業 

本牧ふ頭Ｄ１ターミナル 


