
平成２２年度

２月補正予算(案)のポイント

平成23年2月7日



白紙 



補正予算の規模は、一般会計が約３５億２千万円、特別会計が約９億９千万円、企業会計が約１３億７千万

円の増額で、総額は約５８億８千万円の増額。

今回の補正予算は、国の経済対策として創設された「地域活性化交付金」を活用する事業や追加認証された

公共事業等に要する経費を計上するとともに、平成２３年度以降の財源対策として財政調整基金などへの

積立てに要する経費を補正する。

特別会計、企業会計では、国民健康保険事業会計において電算システム改修経費、平成２１年度分の精算

に伴う償還金等を増額補正するほか、公債管理事業会計、水道事業会計において補償金免除の公的資金

繰上償還の経費を計上する。

また、病院事業会計において、入院、外来患者数の増加等に伴い、医業収益、医業費用を増額するとともに、

一般会計からの補助金を減額する。

(単位：千円)

平成２２年度
２月補正予算額

平成２１年度
２月補正予算額

増減額 増減率（％）

3,521,177 △ 3,517,394 7,038,571 △ 200.1

988,241 △ 3,600,910 4,589,151 △ 127.4

1,369,133 1,584,626 △ 215,493 △ 13.6

5,878,551 △ 5,533,678 11,412,229 △ 206.2

※平成20年度以前は、合併前の各団体の数値を合算したものである。

特定財源としては、主に、国の経済対策や追加認証に伴う国庫支出金や市債を活用。

一般財源としては、増加が見込まれる法人市民税、国の経済対策により増額された地方交付税、平成２１年度

の決算剰余金(繰越金)、臨時財政対策債などを財源とした。

平成２２年度２月補正予算(案)のポイント
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① 「きめ細かな交付金」事業 368,000
交付限度額294,031千円)

（単位：千円）

金額

1 234,000

2 31,000

3 23,000

4 20,000

5 19,000

6 18,000

7 18,000

8 5,000

東豊田小学校　校舎外壁の状況 長田北小学校　校舎屋上の状況

静岡ヘリポート泡消火設備修繕

事業名 主な概要

生涯学習センター改修事業

静岡科学館防火シャッターへの衝突安全装置取付け

知的障害者通所授産施設「清水うしおワーク」トイレ及
び作業室改修

石田消防署鎌田出張所内装・外壁等改修

「円高、デフレ状況に対する緊急総合経済対策」として創設された「地域活性化交付金(きめ細かな交付
金、住民生活に光をそそぐ交付金)」を活用し、小学校校舎外壁等の改修、図書館空調等の改修などを実
施する。

清水清見潟公園体育館等外壁・内壁タイル改修

小学校校舎補修事業

静岡ヘリポート管理事業

静岡科学館管理運営事業

体育館施設整備事業

小学校校舎外壁及び屋上防水改修
　東豊田小、南部小、麻機小、清水船越小、
　長田北小、西奈小　計６校

千円　　(財源：国補助金10/10

藁科生涯学習センター空調設備改修

障害者福祉施設管理運営事業

生涯学習交流館改修事業
辻生涯学習交流館屋上防水改修
清水区生涯学習交流館（５館）非常用設備改修

消防庁舎保全事業

３ 主要事業のポイント

(Ａ) 国の経済対策への呼応（地域活性化）
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石田消防署 鎌田出張所　建物外観状況 石田消防署 鎌田出張所　車庫の状況

② 「住民生活に光をそそぐ交付金」事業 70,000
交付限度額56,730千円)

（単位：千円）

金額

1 25,000

2 9,000

3 20,000

4 16,000

図書整備充実事業（中央図書館） 環境保健研究所　検査実施状況

自殺対策事業のための積立金
(平成２３,２４年度に実施)

図書整備充実事業

健康福祉基金積立金

市内図書館の図書整備　約５，０００冊

事業名

図書館管理運営事業

主な概要

環境保健研究所機器整備事業 公衆衛生検査機器、環境分析機器の整備

千円　　(財源：国補助金10/10

藁科図書館空調設備改修、
清水中央図書館消防設備改修
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　国直轄道路事業負担金 78,750 千円　　(財源：市債)

国道１号静清バイパス（清水区興津）

児童相談所・一時保護所施設整備事業 8,224 千円　　(財源：県補助金10/10)

○目　的

○事業概要 児童相談所トイレ、一時保護所防球ネット等の施設整備

児童移送用の自動車の増車及び更新

静岡市児童相談所（葵区堤町）

　２４時間対応定期巡回・随時対応サービス事業 5,037 千円　　(財源：国補助金10/10)

○目　的

○事業概要 ・定期巡回訪問サービス事業

・随時の対応サービス事業

・事業内容の検証等に関する事業

居宅要介護者に対し、介護と看護の連携の下で、２４時間対応で短時間の定期巡回訪問
サービスと通報システムによる随時の対応サービスを適宜・適切に組み合わせて提供し、
高齢者が住み慣れた地域の在宅で安心して生活を継続するための効果的なサービス提
供のあり方について検証を行う。

保育サービス等の基盤整備と児童虐待の防止のため、国の経済対策により拡充された
県の「安心子ども基金」を活用し、児童相談所・一時保護所の施設整備を行う。

(Ｃ) 国の経済対策への呼応 (子育て)

(Ｄ) 国の経済対策への呼応 (介護)

(Ｂ) 国の経済対策への呼応 (社会資本整備)
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2,932,398
                    1/2,1/3)

国庫補助の追加認証にあわせ事業費を補正する。

（単位：千円）

No. 区分 補正前予算 補正額 合計

1
市街地再開発事業
補助金(国補1/2)

220,000 428,400 648,400

2
街路整備事業
(国補5.5/10)

285,000 449,000 734,000

3
道路新設改良事業
（国県道）
(国補5.5/10)

0 18,000 18,000

4
道路新設改良事業
（市道）(国補1/2)

609,730 575,998 1,185,728

5
道路舗装整備事業
（国県道）
(国補5.5/10,1/2)

49,000 953,000 1,002,000

6
道路舗装整備事業
（市道）
(国補5.5/10,1/2)

0 431,000 431,000

7
小学校大規模改修
事業(国補1/3)

0 55,000 55,000

8
夜間照明施設設置
事業(国補1/3)

50,000 22,000 72,000

1,213,730 2,932,398 4,146,128

静岡呉服町第一地区市街地再開発事業 国吉田瀬名線　道路改良事業

静岡下島線　道路改良事業 麻機街道線　舗装補修事業

国道150号、県道井川湖御幸線、
県道静岡草薙清水線　外5路線
　排水性舗装工事、舗装補修工事

対象事業

千円　　(財源：国補助金5.5/10,

夜間照明施設設置事業
　服織小　約４，０００㎡

麻機街道線、宝台院下島線、松原町旭町線
外5路線　排水性舗装工事、舗装補修工事

合計

校舎トイレリフレッシュ事業
　東豊田小、清水小河内小、清水中河内小

日の出町押切線、中吉田瀬名線　外2路線
　街路築造工事

静岡呉服町第一地区市街地再開発事業

国道150号清水バイパス
　道路改良工事

国吉田瀬名線、静岡下島線、庵原町58号線
　道路改良工事、用地物件補償

(Ｅ) 公共事業の確保
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