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平成 29 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       ９事業 補正額 1,621,074 千円 

 

 ア 事業費の増額補正等 

  ■帆船日本丸大規模改修事業                    86,000 千円 

                   〔国費 43,000 その他 21,500 一般財源 21,500〕 

   国の補正予算への対応に伴う補正 

■施設維持費                           75,300 千円 

                                〔一般財源 75,300〕 

   30 年度予算の一部前倒しによる工事費の増に伴う補正（施工時期平準化のための端

境期対策） 

■土木関係修繕費                          82,000 千円 

                           〔国費 61,000 一般財源 21,000〕 

   国の補正予算（侵入初期特定外来生物（ヒアリ）定着防止対策事業）への対応、国

庫補助事業の認証増及び財源更正に伴う補正 

■本牧ふ頭再整備事業                       120,000 千円 

                            〔国費 60,000 市債 60,000〕 

   国庫補助事業の認証増に伴う補正 
 

■新港９号客船バース等整備事業                 2,022,000 千円 

                 〔国費 1,011,000 市債 1,007,000 一般財源 4,000〕 

   国の補正予算への対応に伴う補正 

 

イ 事業費の減額補正 

■港湾情報システム運用管理費                  ▲97,243 千円 

                              〔一般財源▲97,243〕 

   システム開発委託料の減に伴う補正 
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■南本牧ふ頭第５ブロック処分場整備事業            ▲508,034 千円 

                〔国費▲91,608 市債▲255,000 一般財源▲161,426〕 

 工事費等の減に伴う補正 

■港湾整備費負担金                       ▲172,100 千円 

                                 〔市債▲172,000 一般財源▲100〕 

   国直轄事業費の減に伴う補正 

 

ウ 人件費補正 

■職員人件費                          13,151 千円 

〔一般財源 13,151〕 

   給与改定に伴う増加額を補正 

 

 

 

 

２ 繰越明許費 

   ７事業 設定額合計 4,338,000 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 
  

■帆船日本丸大規模改修事業                      86,000 千円 

   国の補正予算に対応するため 

■臨港道路等港湾施設管理修繕事業                102,000 千円 

 港湾施設の維持管理・修繕を継続的に執行するため（施工時期平準化のための端境

期対策） 

■土木関係修繕費                         178,000 千円 

   国の補正予算及び国庫補助事業の認証増に対応するため 

■本牧ふ頭再整備事業                       120,000 千円 

   国庫補助事業の認証増に対応するため 

■新港９号客船バース等整備事業                  2,363,000 千円 

   国の補正予算に対応するため及び関係機関等との調整に日時を要したため 

  ■大黒ふ頭自動車専用船岸壁改良事業                457,000 千円 

   年度内に新設された国庫補助事業（国際クルーズ旅客受入機能高度化事業）への対

応のため 

■港湾整備費負担金                       1,032,000 千円 

   国直轄事業の進捗に対応するため 
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【港湾整備事業費会計】 

 

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      ５事業 補正額 ▲9,457,505 千円 
  
ア 事業費の減額補正 

■山下ふ頭再開発事業                     ▲5,252,000 千円 

                               〔市債▲5,252,000〕 

   事業進捗に伴う補正 

■港湾施設整備費貸付金                   ▲1,680,300 千円 

                               〔市債▲1,680,300〕 

 貸付対象事業費の減に伴う補正 

■物流施設整備費貸付金                   ▲2,100,000 千円 

                               〔市債▲2,100,000〕 

 貸付対象事業費の減に伴う補正 

■客船施設整備費貸付金                    ▲426,000 千円 

                                〔市債▲426,000〕 

 貸付対象事業費の減に伴う補正 

 

イ 人件費補正 

  ■職員人件費                            795 千円 

〔その他 795〕 

   給与改定に伴う増加額を補正 

 

 

 

 

２ 繰越明許費 

     １事業 設定額 6,365,000 千円 
 
 

■山下ふ頭再開発事業                      6,365,000 千円 

   関係者との調整等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 

  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

29 年度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 30 年度から 

平成 31 年度まで 
2,500,000 千円 

補正後 
平成 30 年度から 

平成 33 年度まで 
2,500,000 千円 

 

 

 

【埋立事業会計】 

 

補正額 1,006 千円 
 

■職員人件費                           1,006 千円 

   給与改定に伴う増加額を補正 
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 1 参 考 
 

 一般会計歳入歳出予算補正（港湾局関係部分） 
　

国県支出金 市　債 その他 一般財源

― 4,000

２目　港湾運営費 3,790,534 ▲97,243 3,693,291 ― ― ― ▲97,243

▲255,000 ― ▲161,426

１目　ふ頭整備費 2,908,390 2,142,000 5,050,390 1,071,000 1,067,000
２目　南本牧ふ頭
　　　 建設費 2,252,508 ▲508,034 1,744,474 ▲91,608

21,500 21,500

１目　港湾総務費 2,227,513 13,151 2,240,664 ― ― ― 13,151

４目　ふ頭業務費 2,615,498 86,000 2,701,498 43,000 ―

▲100

― ▲157,526

３目　港湾整備費
        負担金 3,066,800 ▲172,100 2,894,700 ― ▲172,000

― 96,300

　１項　港湾管理費

―

　２項　港湾整備費 8,227,698 1,461,866 9,689,564 979,392 640,000

５目　施設維持費 864,238 157,300 1,021,538 61,000 ―

10,344,083 104,000 ―

 補正前の額 補　正　額 計
補正の財源

33,708

１３款　港湾費 18,412,573 1,621,074 20,033,647 1,083,392

　　　（単位：千円）

640,000 21,500 ▲123,818

21,50010,184,875 159,208

 
 
 

 港湾整備事業費会計歳入歳出予算補正 

 

　

国県支出金 市　債 その他 一般財源

―
１目　港湾施設等
       整備費貸付金 7,052,100 ▲4,206,300 2,845,800 ― ▲4,206,300 ― ―

▲9,458,300 795 ―

　４項　港湾施設等
          整備費貸付金 7,052,100 ▲4,206,300 2,845,800 ― ▲4,206,300 ―

 補正前の額 補　正　額 計
補正の財源

１款　港湾整備事業費 23,969,120 ▲9,457,505 14,511,615 ―

　　　（単位：千円）

― ―

１目　用地造成費

　３項　山下ふ頭再開
　　　　 発事業費 13,281,000 ▲5,252,000 8,029,000 ― ▲5,252,000

13,281,000 ▲5,252,000 8,029,000 ― ▲5,252,000 ― ―

　１項　管理費 1,302,252 795 1,303,047 ― ― 795 ―

１目　総務費 ―827,075 795 827,870 ― ― 795

     
 

添付資料 

 
事業位置図 
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大黒ふ頭自動車専用船岸壁改良事業 

 

南本牧第５ブロック処分場整備事業 

本牧ふ頭再整備事業 

帆船日本丸大規模改修事業 

新港９号客船バース等整備事業 

山下ふ頭再開発事業 
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