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１　市第160号議案　平成29年度横浜市一般会計補正予算（第６号）

第１表　歳入歳出予算補正 　　

（歳入）

千円 千円 千円 千円

１８款　国庫支出金 2,547,298 ▲262,992 2,284,306

２項　国庫補助金 2,547,298 ▲262,992 2,284,306

９目  都市整備費国庫補助金 2,547,298 ▲262,992 2,284,306 ▲460,629

197,637

２２款　繰入金 110,000 124,834 234,834

５項　都市整備基金繰入金 110,000 124,834 234,834

１目  都市整備基金繰入金 110,000 124,834 234,834 124,834

２５款　市債 9,861,000 17,000 9,878,000

１項　市債 9,861,000 17,000 9,878,000

９目  都市整備債 9,415,000 ▲145,000 9,270,000 ▲145,000

１４目  諸支出債 446,000 162,000 608,000 162,000

15,274,401 ▲121,158 15,153,243

区分

歳　入　合　計

（３） 地域整備費補助金

（６） 新綱島駅周辺地区土地区画
       整理事業費補助金

◆国庫補助事業の認証増減等に伴う補正

款　　項　　目　　名 補正前の額 計

節

金額

資料２

平成29年度２月補正予算案（都市整備局関係)について

補正額

（１） 都市整備基金繰入金

（２） 地域整備費充当債

（１） 市街地開発事業費会計繰出金
　　　充当債

建築・都市整備・道路委員会資料
平 成 3 0 年 ２ 月 1 9 日
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 21,481,443 ▲751,140 20,730,303 ▲460,629 ▲145,000 124,834 ▲270,345

１項　都市整備費 21,481,443 ▲751,140 20,730,303 ▲460,629 ▲145,000 124,834 ▲270,345

2,455,132 13,902 2,469,034 - - - 13,902

2,280,092 13,902 2,293,994 - - - 13,902

２目  都市交通費 10,964,082 ▲40,100 10,923,982 - - - ▲40,100

134,300 ▲40,100 94,200 - - - ▲40,100

３目  地域整備費 8,062,229 ▲724,942 7,337,287 ▲460,629 ▲145,000 124,834 ▲244,147

1,163,875 27,080 1,190,955 14,894 13,000 - ▲814

7,300 8,000 15,300 4,400 3,000 - 600

232,512 124,834 357,346 - - 124,834 -

1,369,541 ▲359,875 1,009,666 ▲268,219 - - ▲91,656

638,900 ▲88,192 550,708 ▲34,096 - - ▲54,096

701,508 ▲55,616 645,892 ▲28,058 - - ▲27,558

289,500 ▲150,300 139,200 ▲75,150 ▲75,000 - ▲150

293,846 ▲12,073 281,773 - ▲12,000 - ▲73

418,667 ▲218,800 199,867 ▲74,400 ▲74,000 - ▲70,400

17款　諸支出金 6,059,586 359,340 6,418,926 197,637 162,000 - ▲297

１項　特別会計繰出金 6,059,586 359,340 6,418,926 197,637 162,000 - ▲297

6,059,586 359,340 6,418,926 197,637 162,000 - ▲297

6,059,586 359,340 6,418,926 197,637 162,000 - ▲297

27,541,029 ▲391,800 27,149,229 ▲262,992 17,000 124,834 ▲270,642

・東高島駅北地区開発事業
 （国庫補助事業の認証減等に伴う補正）

・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補正）

・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増に伴う補正）

款　　項　　目　　名　　等 補正前の額

補 正 額 の財 源

一般財源
特　定　財　源計

歳　出　合　計

・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減等に伴う補正）

・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補正）

補正額

・鉄道駅可動式ホーム柵整備事業
 （JR京浜東北線東神奈川駅における整備
費補助金の減に伴う補正）

１目　企画費

・職員人件費
〈給与改定に伴う増額を補正〉

・ヨコハマポートサイド地区整備事業
 （Ｃ４街区における土壌汚染対策負担金の
増に伴う補正）

・まちの不燃化推進事業
 （国庫補助事業の認証減等に伴う補正）

・関内・関外地区活性化推進事業
 （国庫補助事業の認証減等に伴う補正）

10目 市街地開発事業費会計繰出金

・市街地開発事業費会計繰出金
 （新綱島駅周辺地区土地区画整理事業に
おける国庫補助事業の認証増に伴う補正）

・綱島駅東口周辺地区整備事業
 （国庫補助事業の認証増に伴う補正）
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第４表　繰越明許費補正

◆関係者との調整等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 46,000

　1 都市整備費 41,000

　1 都市整備費 236,000

　1 都市整備費 298,000

　1 都市整備費 134,000

　1 都市整備費 8,000

　1 都市整備費 241,000

　1 都市整備費 105,000

　1 都市整備費 285,000

　1 都市整備費 64,000

　1 都市整備費 112,000

　1 特別会計繰出金 322,000

　1 特別会計繰出金 19,000

　1 特別会計繰出金 153,000

2,064,000

　用地取得及び建物等移転補償における権利者との
調整に不測の日時を要したため。

設　定　額　合　計

11 都市整備費 東高島駅北地区開発事業

11 都市整備費
関内・関外地区活性化
推進事業

泉ゆめが丘地区土地区画
整理事業

17 諸支出金
新綱島駅周辺地区土地区画
整理事業

鉄道駅可動式ホーム柵
整備事業

　桜木町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。

11 都市整備費
石川町駅南口バリアフリー
整備事業

　工事工程における関係者との調整等に不測の日時
を要したため。

事業名 繰越理由款

　埋立工事に伴う文化財調査等準備工事における関
係者との調整等に不測の日時を要したため。

11 都市整備費

11 都市整備費 桜木町駅新改札設置事業
　協定締結における関係者との調整に不測の日時を
要したため。

11 都市整備費
大船駅北第二地区市街地
再開発事業

　自転車駐車場整備工事における支障物件の撤去
等に不測の日時を要したため。

11 都市整備費
　仮換地指定における関係者との調整に不測の日時
を要したため。

11 都市整備費
綱島駅東口周辺地区整備
事業

　自転車駐車場設計における関係者との調整に不測
の日時を要したため。

11 都市整備費 金沢八景駅周辺整備事業
　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関係者との調整及び
北仲通南地区市街地再開発事業における支障物件
の撤去に不測の日時を要したため。

11 都市整備費
エキサイトよこはま２２推進
事業

　横浜駅西口地下中央通路接続部工事における支
障物件の撤去に不測の日時を要したこと等のため。

11 都市整備費
ヨコハマポートサイド地区
整備事業

　Ｃ４街区における既存建物解体工事において、関
係者との調整に不測の日時を要したため。

17 諸支出金
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

　建物等移転補償における権利者の移転調整等に
不測の日時を要したため。

17 諸支出金
金沢八景駅東口地区土地
区画整理事業

　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。
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２　市第169号議案　平成29年度横浜市市街地開発事業費会計補正予算（第３号）

第１表　歳入歳出予算補正 　　

◆国庫補助事業の認証増に伴う補正

（歳入）

千円 千円 千円 千円

２款　繰入金 9,181,033 359,340 9,540,373

１項　一般会計繰入金 6,059,586 359,340 6,418,926

１目  一般会計繰入金 6,059,586 359,340 6,418,926 359,340

9,327,744 359,340 9,687,084

（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 9,327,744 359,340 9,687,084 - - - 359,340

１項　事業費 3,175,928 359,340 3,535,268 - - - 359,340

290,273 359,340 649,613 - - - 359,340

9,327,744 359,340 9,687,084 - - - 359,340

第２表　繰越明許費

◆権利者との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　 事　業　費 322,000

　1　 事　業　費 19,000

　1　 事　業　費 153,000

494,000

（１） 市街地開発事業費充当繰入

歳　入　合　計

金額
補正額 計

区分

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

款　　項　　目　　名　　等 補正前の額

３目　　新綱島駅周辺地区土地区画整理
　　　　事業費
　　　　（国庫補助事業の認証増に伴う補正）

款　　項　　目　　名 補正前の額

節

金沢八景駅東口地区土地
区画整理事業

　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。

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

　建物等移転補償における権利者の移転調整等に
不測の日時を要したため。

款 事業名 繰越理由

設　定　額　合　計

市 街 地 開 発
事 業 費

1

1
市 街 地 開 発
事 業 費

1
市 街 地 開 発
事 業 費

新綱島駅周辺地区土地区画
整理事業

　用地取得及び建物等移転補償における権利者との
調整に不測の日時を要したため。

・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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