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令和元年度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               

 

（１）国の補正を踏まえた補正                 １事業 補正額 1,116,282 千円 

 

 ア 事業費の増額補正 

  ■港湾整備費負担金（南本牧はま道路復旧分）           1,116,282 千円 

                           〔市債 1,116,000 一般財源 282〕 

   台風第 15号により被災した「南本牧はま道路」の復旧工事に対する本市負担を 

実施 

 

（２）事業の執行見込等にあわせた整理補正     ７事業 補正額 3,942,265 千円 

 

 ア 事業費の増額補正 

  ■港湾施設等復旧事業                      3,700,000 千円 

                              〔国費 1,730,000 市債 1,970,000〕 

   台風第 15 号により被災した金沢区福浦・幸浦地区護岸再整備にかかる復旧工事 
の追加に伴う増額 

  ■本牧ふ頭再整備事業                       140,000 千円 

                             〔国費 70,000 市債 70,000〕 

   国庫補助事業の認証増に伴う増額 

  

  ■大黒ふ頭自動車専用船岸壁改良事業                 251,400 千円 

                         〔国費 83,800 一般財源 167,600〕 

   国庫補助事業の認証増に伴う増額 

 

  ■新港９号客船バース等整備事業                      59,400 千円 

                          〔国費 19,800 一般財源 39,600〕 

   国庫補助事業の認証増に伴う増額 

 

  ■港湾整備費負担金（通常分）                  1,160,003 千円 

                          〔市債 1,159,000 一般財源 1,003〕 

   国直轄事業費の増（南本牧はま道路復旧分除く）に伴う増額 
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イ 事業費の減額補正等 

■大黒ふ頭荷捌き地等整備事業                  ▲1,175,800 千円 

                              〔その他▲1,175,800〕 

   工事費等の減に伴う減額 

 

■新港９号客船バース等整備事業                       ▲223,200 千円 

    

   事業費縮減に伴う減                     ▲223,200 千円 

                    〔国費▲70,000 市債▲70,000 一般財源 ▲83,200〕 

国庫補助事業の認証増に合わせた財源更正               0 千円 

                   〔国費 207,000 市債▲83,000 一般財源 ▲124,000〕 

 

■港湾施設等復旧事業                         0 千円                

                            〔国費▲364,000 市債 364,000〕 

   国庫補助事業の認証減に伴う財源更正 

 

ウ 人件費補正 

■職員人件費                           30,462 千円 

〔一般財源 30,462〕 

   給与改定及び共済費料率等の増に伴う増額 

 

２ 繰越明許費 

       設定額合計 10,368,000 千円 
  

■施設維持費等                                  142,000 千円 

   関係機関との調整等に日時を要したため 

■港湾施設等復旧事業                                 3,700,000 千円 

   港湾施設等の復旧工事について、年度内の完了が見込めないため 

■本牧ふ頭再整備事業等                            506,000 千円 

   関係機関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等                 1,126,000 千円 

   関係機関との調整等に日時を要したため 

■海岸保全施設整備事業                      285,000 千円 

   台風被害を踏まえた設計の見直し等に日時を要したため 

■新港９号客船バース等整備事業等               2,832,000 千円 

 関係機関との調整等に日時を要したため 

■ホテルシップ推進事業                            198,000 千円 

   関係機関との調整等に日時を要したため 

  ■港湾整備費負担金                       1,579,000 千円 

   南本牧はま道路の復旧工事等について、年度内の完了が見込めないため 
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【港湾整備事業費会計】 

 

１ 歳入歳出予算補正               

 

（１）執行見込等にあわせた整理補正      ４事業 補正額 ▲3,816,640 千円 
  
ア 事業費の増額補正 

■新本牧ふ頭整備費負担金（第２期地区）                424,800 千円 

                           〔市債 424,000 その他 800〕 

   国直轄事業費の増に伴う増額 

 

■公債費                                    169,944 千円 

                                〔その他 169,944〕 

 繰上償還に伴う増額 

 

 イ 事業費の減額補正 

■新本牧ふ頭第１期地区整備事業                ▲4,414,461 千円 

                               〔その他▲4,414,461〕 

 台風被害を踏まえた設計の見直し等により次年度執行としたことに伴う減額 

 

ウ 人件費補正 

  ■職員人件費                           3,077 千円 

〔その他 3,077〕 

   給与改定及び共済費料率等の増に伴う増額 

 

２ 繰越明許費 

         設定額 5,125,000 千円 
  

■新本牧ふ頭第１期地区整備事業                 2,227,000 千円 

   事業の一部の年度内完了が見込めないため 

■新本牧ふ頭整備費負担金（第２期地区）                90,000 千円 

   国直轄事業の一部の年度内完了が見込めないため 

■港湾施設整備費貸付金                     2,088,000 千円 

   関係機関との調整等に日時を要したため 

■物流施設整備費貸付金                       720,000 千円 

   貸付対象事業者の事業予定の変更のため 
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【埋立事業会計】 

補正額 3,630 千円 
 

■職員人件費                            3,630 千円 

   給与改定及び共済費料率等の増に伴う増額 

 
 
 
 1 参 考 
 

 

 一般会計歳入歳出予算補正（港湾局関係部分） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 一般会計繰入金

800 ―

１目　元金 1,004,056 165,654 1,169,710 ― ― 165,654 ―

２目　新本牧ふ頭
　　　 整備費負担金 ― 424,800 424,800 ― 424,000

　　　（単位：千円）

補正前の
額 補　正　額 計
補正の財源

１款　港湾整備事業費 25,522,318 ▲3,816,640 21,705,678 ― 424,000 ▲4,240,640 ―

　１項　管理費 1,290,219 3,077 1,293,296 ― ― 3,077 ―

１目　総務費 913,719 3,077 916,796 ― ― 3,077 ―
　４項　新本牧ふ頭
　　　　 整備費 8,480,000 ▲3,989,661 4,490,339 ― 424,000 ▲4,413,661 ―

１目　新本牧ふ頭
　　　 整備費 8,480,000 ▲4,414,461 4,065,539 ― ― ▲4,414,461 ―

　６項　公債費 1,199,599 169,944 1,369,543 ― ― 169,944 ―

4,290 ―２目　利子 144,004 4,290 148,294 ― ―  
 

添付資料 

 
事業位置図 

　

国県支出金 市　債 その他 一般財源

―

2,275,000 ― 1,285

▲83,000 ▲1,175,800
４目　港湾整備費
        負担金 3,326,000 2,276,285 5,602,285 ―

１目　ふ頭整備費 9,080,425 ▲948,200 8,132,225 310,600

― ―

　２項　港湾整備費 13,964,583 1,328,085 15,292,668 310,600 2,192,000 ▲1,175,800 1,285

５目　施設維持費 4,490,022 3,700,000 8,190,022 1,366,000 2,334,000

― 30,462１目　港湾総務費 2,276,746 30,462 2,307,208 ― ―

▲1,175,800 31,747

　１項　港湾管理費 11,577,137 3,730,462 15,307,599 1,366,000 2,334,000 ― 30,462

１３款　港湾費 25,541,720 5,058,547 30,600,267 1,676,600 4,526,000

　　　（単位：千円）

補正前の
額 補　正　額 計
補正の財源
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事 業 位 置 図 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

新港９号客船バース等整備事業 
大黒ふ頭荷捌き地等整備事業 

大黒ふ頭自動車専用船岸壁改良事業 

新本牧ふ頭第１期地区整備事業 

本牧ふ頭再整備事業 

港湾施設等復旧事業 

港湾整備費負担金【南本牧はま道路】 

港湾整備費負担金【本牧ふ頭 BC 岸壁】 

南本牧はま道路 

金
沢
区 

福
浦
・
幸
浦
地
区 

ホテルシップ推進事業 

新本牧ふ頭整備費負担金
（第２期地区） 

港湾施設整備費貸付金 
（MC4 コンテナターミナル） 

物流施設整備費貸付金 
（民間事業者物流倉庫） 

大黒ふ頭 C3 コンテナターミナル 

海岸保全施設整備事業 


