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１　市第148号議案　平成28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 　　

（歳入）

千円 千円 千円 千円

１６款　国庫支出金 6,046,202 ▲791,485 5,254,717

２項　国庫補助金 6,046,202 ▲791,485 5,254,717

９目  都市整備費国庫補助金 6,046,202 ▲791,485 5,254,717 ▲491,832

▲176,180

▲123,473

２３款　市債 12,780,000 ▲373,000 12,407,000

１項　市債 12,780,000 ▲373,000 12,407,000

９目  都市整備債 11,971,000 ▲141,000 11,830,000 ▲141,000

１４目  諸支出債 809,000 ▲232,000 577,000 ▲232,000

15,254,354 ▲1,164,485 14,089,869

（１） 市街地開発事業費会計繰出金
　　　充当債

歳　入　合　計

（４） 金沢八景駅東口地区土地区画
       整理事業費補助金

（３） 地域整備費補助金

（５） 二ツ橋北部第１期地区土地区画
       整理事業費補助金

（２） 地域整備費充当債

款　　項　　目　　名 補正前の額 補正額 計

節

金額区分

◆国庫補助事業の認証減等に伴う補正

資料　２

平成28年度２月補正予算案（都市整備局関係)について

平成29年２月20日 

建築・都市整備・道路委員会資料 
都市整備局 

・補正予算のある事業のみ抜粋して掲載しています。 
・款項目及び歳入、歳出の合計は、補正予算のない事業も含めた額です。 
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（歳出）

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 26,614,370 ▲678,292 25,936,078 ▲491,832 ▲141,000 - ▲45,460

１項　都市整備費 26,614,370 ▲678,292 25,936,078 ▲491,832 ▲141,000 - ▲45,460

３目  地域整備費 12,011,843 ▲678,292 11,333,551 ▲491,832 ▲141,000 - ▲45,460

60,300 151,655 211,955 76,101 75,000 - 554

- 127,000 127,000 - - - 127,000

4,188,778 ▲367,124 3,821,654 ▲287,813 ▲79,000 - ▲311

1,179,754 ▲65,460 1,114,294 ▲65,460 - - -

191,779 ▲29,914 161,865 ▲14,957 ▲14,000 - ▲957

617,083 ▲94,057 523,026 ▲80,114 ▲14,000 - 57

531,510 ▲181,766 349,744 ▲98,576 ▲84,000 - 810

821,300 ▲109,474 711,826 ▲25,737 - - ▲83,737

1,289,927 ▲21,652 1,268,275 13,474 ▲25,000 - ▲10,126

71,800 ▲17,500 54,300 ▲8,750 - - ▲8,750

92,000 ▲70,000 22,000 - - - ▲70,000

17款　諸支出金 7,317,707 ▲530,578 6,787,129 ▲299,653 ▲232,000 - 1,075

１項　特別会計繰出金 7,317,707 ▲530,578 6,787,129 ▲299,653 ▲232,000 - 1,075

7,317,707 ▲530,578 6,787,129 ▲299,653 ▲232,000 - 1,075

7,317,707 ▲530,578 6,787,129 ▲299,653 ▲232,000 - 1,075

33,932,077 ▲1,208,870 32,723,207 ▲791,485 ▲373,000 - ▲44,385

・東神奈川一丁目地区市街地再開発事業
 （国庫補助事業の認証増に伴う増額）

・新山下緑地一部法面保全整備事業
 （追加工事の実施に伴う増額）

・横浜駅きた西口鶴屋地区市街地再開発
事業
 （国庫補助事業の認証減に伴う減額）

・東高島駅北地区開発事業
 （事業進捗にあわせた減額）

・新綱島駅周辺地区土地区画整理事業・
 市街地再開発事業
 （国庫補助事業の認証減に伴う減額）

・市街地開発事業費会計繰出金
 （市街地開発事業費における国庫補助事業
の認証減に伴う一般会計繰出金の減額）

・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減額）

・エキサイトよこはま22推進事業
 （国庫補助事業の認証減に伴う減額等）

９目 市街地開発事業費会計繰出金

補正前の額

補 正 額 の財 源

一般財源
款　　項　　目　　名　　等

・関内・関外地区活性化推進事業
 （国庫補助事業の認証減に伴う減額）

・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減に伴う減額）

・瀬谷駅南口第１地区市街地再開発事業
 （国庫補助事業の認証減に伴う減額）

補正額

・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減額）

特　定　財　源計

歳　出　合　計
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第４表　繰越明許費補正

◆関係機関等との調整に不測の日時を要したこと等による繰越

項 設定額

千円

　1 都市整備費 53,000

　1 都市整備費 221,000

　1 都市整備費 175,000

　1 都市整備費 38,000

　1 都市整備費 105,000

　1 都市整備費 217,000

　1 都市整備費 205,000

　1 都市整備費 723,000

　1 都市整備費 38,000

　1 都市整備費 301,000

　1 都市整備費 56,000

　1 都市整備費 170,000

　1 都市整備費 127,000

　1 特別会計繰出金 320,000

　1 特別会計繰出金 270,000

3,019,000

　建物移転における権利者調整等に不測の日時を
要したため。

　土地売買契約における関係機関との協議等に不測
の日時を要したため。

　鶴屋橋架け替え工事における施工方法に関する関
係機関との協議及び横浜駅西口地下中央通路接続
部工事における関係事業者との調整等に不測の日
時を要したため。

　金沢南部地区における狭あい道路拡幅整備工事
において、当初想定していなかった土質に対する施
工方法の検討等に不測の日時を要したため。

　都市計画決定における関係機関との協議等に不測
の日時を要したため。

　横浜ポートサイド人道橋屋根工事において、関係
機関との調整に不測の日時を要したため。

　権利変換における権利者調整に不測の日時を要し
たため。

　既存コンクリート構造物における安全対策工事にお
いて、構造物調査結果に基づく対策工法の変更を踏
まえた追加工事が必要となったため。

繰越理由

　高欄等の仕様における関係機関等との調整に不測
の日時を要したため。

　区分地上権設定における関係者との協議等に不測
の日時を要したため。

　施工対象範囲における関係機関の間での調整に
不測の日時を要したため。

　鶴見駅での可動式ホーム柵設置における先行工事
において、関係者との調整等に不測の日時を要した
ため。

　権利変換申請や解体工事等における関係者等と
の調整に不測の日時を要したため。

金沢八景駅周辺整備事業
※

11 都市整備費
関内・関外地区活性化
推進事業　※

　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。

　関内駅北口整備事業における埋設水道管に関す
る関係機関との近接協議、及びそれに伴う工程調整
による関内駅北口周辺整備事業の工事進捗に不測
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
東神奈川一丁目地区市街地
再開発事業

新山下緑地一部法面保全
整備事業

11 都市整備費
鉄道駅可動式ホーム柵整備
事業

新綱島駅周辺地区土地区画
整理事業・市街地再開発
事業

11 都市整備費

11 都市整備費
ヨコハマポートサイド地区
整備事業

11 都市整備費 東横線跡地整備事業

11 都市整備費 神奈川東部方面線整備事業

11 都市整備費
石川町駅南口バリアフリー
整備事業

17 諸支出金　

金沢八景駅東口地区
土地区画整理事業

11 都市整備費

設　定　額　合　計

二ツ橋北部三ツ境下草柳線
等沿道地区第１期地区土地
区画整理事業　※

17 諸支出金　

大船駅北第二地区市街地
再開発事業　※

11 都市整備費
エキサイトよこはま２２推進
事業　※

11 都市整備費

まちの不燃化推進事業

款 事業名

・※は、12月補正設定額に繰越明許費を追加で設定しています。 
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２　市第153号議案　平成28年度横浜市市街地開発事業費会計補正予算（第２号）

第１表　歳入歳出予算補正 　　

◆国庫補助事業の認証減に伴う補正

（歳入）

千円 千円 千円 千円

２款　繰入金 8,005,496 ▲530,578 7,474,918

１項　一般会計繰入金 7,317,707 ▲530,578 6,787,129

１目  一般会計繰入金 7,317,707 ▲530,578 6,787,129 ▲530,578

8,457,555 ▲530,578 7,926,977

（歳出）

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 8,457,555 ▲530,578 7,926,977 - - - ▲530,578

１項　事業費 5,114,229 ▲530,578 4,583,651 - - - ▲530,578

1,209,980 ▲320,327 889,653 - - - ▲320,327

978,524 ▲210,251 768,273 - - - ▲210,251

8,457,555 ▲530,578 7,926,977 - - - ▲530,578

第２表　繰越明許費補正

◆関係機関との協議等に不測の日時を要したことによる繰越

項 設定額

千円

　1　 事　業　費 320,000

　1　 事　業　費 270,000

590,000

繰越理由

　建物移転における権利者調整等に不測の日時を
要したため。

　土地売買契約における関係機関との協議等に不測
の日時を要したため。

区分

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減額）

補正額

1
市 街 地 開 発
事 業 費

金沢八景駅東口地区
土地区画整理事業

（１） 市街地開発事業費充当繰入

歳　入　合　計

歳　出　合　計

金額
補正額 計

節

款　　項　　目　　名 補正前の額

二ツ橋北部三ツ境下草柳線
等沿道地区第１期地区土地
区画整理事業　※

設　定　額　合　計

款 事業名

市 街 地 開 発
事 業 費

1

２目　　二ツ橋北部第１期地区土地区画整理
　　　　事業費
　　　　（国庫補助事業の認証減に伴う減額）

計

補 正 額 の財 源

特　定　財　源 一般会計
繰入金

款　　項　　目　　名　　等 補正前の額

・補正予算のある事業のみ抜粋して掲載しています。 
・款項目及び歳入、歳出の合計は、補正予算のない事業も含めた額です。 

・※は、12月補正設定額に繰越明許費を追加で設定しています。 


	素案

