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平成 30 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         ７事業 補正額 ▲7,816 千円 

 

 ア 事業費の増額補正 

  ■港湾整備費負担金                        258,828 千円 

                           〔市債 258,000 一般財源 828〕 

   国直轄事業費の増に伴う補正 

 

イ 事業費の減額補正等 

■南本牧ふ頭連絡臨港道路維持管理費               ▲67,000 千円 

                              〔一般財源▲67,000〕 

   委託料の減に伴う補正 

 

   ■土木関係修繕費                       ▲70,200 千円 

                        〔国費▲23,400 一般財源▲46,800〕 

   国庫補助事業の認証減に伴う補正 

 

  ■大黒ふ頭整備事業費                           ▲112,000 千円 

                           〔国費▲32,000 一般財源▲80,000〕 

   国庫補助事業の認証減等に伴う補正 

 

  ■大黒ふ頭自動車専用船岸壁改良事業費                   

                         〔市債▲16,000 一般財源 16,000〕 

   起債充当率の変更に伴う財源更正 

 

  ■ふ頭用地造成費                       ▲27,000 千円 

                                    〔一般財源▲27,000〕 

   工事費の減に伴う補正 
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ウ 人件費補正 

■職員人件費                           9,556 千円 

〔一般財源 9,556〕 

   給与改定に伴う増加額を補正 

 

 

 

２ 繰越明許費 

   ６事業 設定額合計 2,858,000 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                     172,000 千円 

   船体外板の補修範囲及び工法の調整に日時を要したため 

■新港９号客船バース等整備事業                1,313,000 千円 

 関係者との調整等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                321,000 千円 

   先行工事との調整に日時を要したため 

■海岸保全施設整備事業                       20,000 千円 

   関係機関との調整に日時を要したため 

■ＭＩＣＥ施設周辺等整備事業                      201,000 千円 

   工事の入札不調及び資材の入手に日時を要したため 

  ■港湾整備費負担金                         831,000 千円 

   国直轄事業の進捗に対応するため 

 

 

 

 

【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      ４事業 補正額 ▲3,537,407 千円 
  
ア 事業費の減額補正 

■山下ふ頭再開発事業                     ▲2,090,000 千円 

                               〔市債▲2,090,000〕 

   事業進捗に伴う補正 
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■物流施設整備費貸付金                     ▲600,000 千円 

                                 〔市債▲600,000〕 

 貸付対象事業費の減に伴う補正 

■客船施設整備費貸付金                    ▲848,000 千円 

                                〔市債▲848,000〕 

 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                            593 千円 

〔その他 593〕 

   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 1,053,000 千円 
  

■港湾施設整備費貸付金                     1,053,000 千円 

   関係機関との調整等に日時を要したため 

 

 

 

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

30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 31年度から 

平成 33年度まで 
3,000,000千円 

補正後 
平成 31年度から 

平成 34年度まで 
3,000,000千円 

 

 

【埋立事業会計】 

補正額 716 千円 
 

■職員人件費                             716 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

258,000 ― 828
４目　港湾整備費
        負担金 3,067,000 258,828 3,325,828 ―

▲64,000
３目　南本牧ふ頭
　　　 建設費 889,601 ▲27,000 862,601 ― ― ― ▲27,000

― ▲90,172

１目　ふ頭整備費 4,786,956 ▲112,000 4,674,956 ▲32,000 ▲16,000 ―

　２項　港湾整備費 13,363,287 119,828 13,483,115 ▲32,000 242,000

― ▲67,000

５目　施設維持費 889,721 ▲70,200 819,521 ▲23,400 ― ― ▲46,800

４目　ふ頭業務費 3,090,218 ▲67,000 3,023,218 ― ―

― 9,556１目　港湾総務費 2,292,021 9,556 2,301,577 ― ―

― ▲194,416

　１項　港湾管理費 8,371,965 ▲127,644 8,244,321 ▲23,400 ― ― ▲104,244

１３款　港湾費 21,735,252 ▲7,816 21,727,436 ▲55,400 242,000

　　　（単位：千円）

補正前の
額 補　正　額 計
補正の財源

 
 
 

 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 3,962,000 ▲1,448,000 2,514,000 ― ▲1,448,000

― ―
　３項　港湾施設等
          整備費貸付金 3,962,000 ▲1,448,000 2,514,000 ― ▲1,448,000 ― ―

１目　用地造成費 6,128,000 ▲2,090,000 4,038,000 ― ▲2,090,000

593 ―
　２項　山下ふ頭再開
　　　　 発事業費 6,128,000 ▲2,090,000 4,038,000 ― ▲2,090,000 ― ―

１目　総務費 819,271 593 819,864 ― ―

593 ―

　１項　管理費 1,519,271 593 1,519,864 ― ― 593 ―

１款　港湾整備事業費 12,738,609 ▲3,537,407 9,201,202 ― ▲3,538,000

　　　（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 
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