
平成２１年度６月補正追加予算案の概要 （財政局財政部財政課）

１ 予算規模
（単位  千円）

区  　　　　   分 補正前の額 補正予算額 追加補正予算額 補正予算額計 補正後の額

一般会計 282,138,464 1,029,648 6,632,463 7,662,111 289,800,575

特別会計 189,199,700 8,640 8,640 189,208,340

企業会計 100,460,000 142,067 229,100 371,167 100,831,167

合   　　　  計 571,798,164 1,180,355 6,861,563 8,041,918 579,840,082

２ 補正額一覧表

一般会計 （単位  千円）

区     分 補正前の額 補正予算(第２号) 補正予算(第３号) 補正予算額計 補正後の額

総務費 35,914,608 901,158 318,050 1,219,208 37,133,816

民生費 63,920,165 120,366 757,466 877,832 64,797,997

衛生費 30,347,609 0 360,879 360,879 30,708,488

労働費 680,561 3,500 3,500 684,061

農林水産業費 5,191,758 171,653 171,653 5,363,411

商工費 4,981,666 475,000 475,000 5,456,666

土木費 63,864,984 2,725,800 2,725,800 66,590,784

消防費 8,650,401 76,438 76,438 8,726,839

教育費 25,269,875 8,124 1,743,677 1,751,801 27,021,676

その他 43,316,837 43,316,837

歳　出　合　計 282,138,464 1,029,648 6,632,463 7,662,111 289,800,575

国庫支出金 31,754,029 277,190 6,088,646 6,365,836 38,119,865

県支出金 10,295,602 1,158 366,714 367,872 10,663,474

繰入金 8,266,544 △ 59,000 △ 59,000 8,207,544

繰越金 3,000,000 900,000 900,000 3,900,000

諸収入 5,797,797 3 3 5,797,800

市債 53,577,200 △ 89,700 177,100 87,400 53,664,600

その他 169,447,292 169,447,292

歳　入　合　計　 282,138,464 1,029,648 6,632,463 7,662,111 289,800,575

同

上

財

源



特別会計
（単位  千円）

区     分 補正前の額 補正予算額 追加補正予算額 補正予算額計 補正後の額

国民健康保険事業会計 69,576,900 8,640 8,640 69,585,540

その他 119,622,800 119,622,800

合   　　　　　  計 189,199,700 8,640 － 8,640 189,208,340

企業会計
（単位  千円）

区     分 補正前の額 補正予算額 追加補正予算額 補正予算額計 補正後の額

病院事業会計 29,868,000 6,000 6,000 29,874,000

水道事業会計 17,898,000 142,067 23,100 165,167 18,063,167

下水道事業会計 52,694,000 200,000 200,000 52,894,000

合   　　　　　  計 100,460,000 142,067 229,100 371,167 100,831,167



３　６月補正後予算額の推移（一般会計）
　　　　　　　単位：千円

年   度 ６月補正後予算額
補正後予算額
対前年度比

補正予算（第２号） 1,029,648

補正予算（第３号） 6,632,463 289,800,575

合　　　　計　 7,662,111

※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。

平成２１年度 1.7

平成１０年度 6,707,687 251,763,456 -

平成１２年度 1,191,442 249,902,068 △ 1.0

平成１３年度 2,398,149 256,667,210 2.7

平成１１年度 1,912,719 252,330,379 0.2

256,384,360 0.0

平成１４年度 6,922,038 238,543,650 △ 7.1

平成１５年度 564,272 261,009,240 9.4

平成１８年度 859,587 260,573,939 1.6

平成１６年度 1,179,487 256,370,938 △ 1.8

平成１７年度 2,194,601

補   正   予　 算   額

平成１９年度 6,647,635 277,924,635 6.7

平成２０年度 2,232,442 284,933,442 2.5



４　主な事業

一般会計

【雇用対策】 41,580 千円

　○ 緊急雇用創出事業

　 　 ・ 市有財産詳細調査事業（財政局） 750 千円

　  　・ 地場産業実態調査事業（経済局） 26,000 千円

　  　・ 住宅用火災警報器設置状況調査事業（消防防災局） 8,138 千円

　  　・ 登呂博物館資料分類データ化事業（教育委員会） 3,192 千円

【低炭素革命】 1,641,397 千円

　○ 太陽光発電施設整備事業（教育委員会） 311,200 千円

　○ 市立学校ICT環境整備事業（教育委員会）

　　  ・ 小中学校ICT環境整備事業 1,050,057 千円

　　  ・ 市立高等学校ＩＣＴ環境整備事業 14,850 千円

　  　・ 校務用パソコン整備事業 95,590 千円

　○ 公用車の環境対応車への更新事業（財政局） 25,700 千円

　○ 自転車等駐車場管理システム導入事業（都市局） 80,000 千円

　○ 清水西里温泉浴場ＣＯ２削減対策事業（経済局） 14,000 千円

【健康長寿・子育て】 1,067,700 千円

　○ 子育て応援特別手当（保健福祉子ども局） 673,700 千円

　○ 特定不妊治療費助成（保健福祉子ども局） 35,000 千円

　○ 女性特有のがん検診支援事業（保健福祉子ども局） 212,510 千円

　○ 山間地診療所施設整備事業（保健福祉子ども局） 18,400 千円

　○ 配偶者からの暴力の被害者給付金（保健福祉子ども局） 3,900 千円

　○ 児童クラブ整備事業（保健福祉子ども局） 30,000 千円

　○ 児童館・児童クラブ遊具等整備事業（保健福祉子ども局） 10,000 千円

　○ 市立保育園遊具整備事業（保健福祉子ども局） 18,600 千円

　○ 新型インフルエンザ対策事業（保健福祉子ども局） 59,000 千円

◎ 経済危機対策        6,422,463千円

   (歳　　出）



【底力発揮・21世紀型インフラ整備】 730,741 千円

　○ 地域茶業拠点施設整備費助成（経済局） 137,453 千円

　○ 静岡市ブランド認証事業（経済局） 5,000 千円

　○ シティセールス推進事業（経済局） 5,000 千円

　○ 産業支援センター基盤整備費助成（経済局） 260,000 千円

　○ 農林産物被害対策事業費助成（経済局） 15,000 千円

　○ 静岡市定額給付金スピードくじキャンペーン事業（経済局） 15,000 千円

　○ 畑薙ロッジ跡地活用事業（経済局） 16,000 千円

　○ スポーツ施設等整備事業（生活文化局）

　　  ・ ふれあい健康増進館快適環境整備事業 8,000 千円

　　  ・ スポーツ施設等体育振興推進整備事業 45,100 千円

　　  ・ 体育館等バリアフリー・安全対策事業 26,000 千円

　　  ・ 総合運動場バリアフリー・予防保全事業 46,000 千円

【安全・安心確保等】 2,941,045 千円

　○ 自殺対策事業（保健福祉子ども局） 3,214 千円

　○ 公共事業（街路、河川、道路）

　  　・ 街路整備事業（都市局） 289,800 千円

　　  ・ 二級河川浜川改修事業（建設局） 28,500 千円

　  　・ 道路新設改良事業（国道）（建設局） 636,000 千円

　  　・ 国直轄道路事業負担金（建設局） 918,000 千円

　  　・ 沿道環境改善事業（国県道）（建設局） 184,000 千円

　  　・ 沿道環境改善事業（市道）（建設局） 66,000 千円

　 　 ・ 道路自然災害防除事業（国県道）(建設局） 48,000 千円

　　  ・ 橋りょう整備事業（国県道）（建設局） 270,000 千円

　○ 単独事業（河川、道路）（建設局）

       ・ 観音沢川改修事業 8,500 千円

　  　・ 道路新設改良事業（市道） 20,000 千円

　  　・ 道路情報板更新事業 23,000 千円

　　  ・ 排水ポンプ設置等事業 14,000 千円

　　  ・ 橋りょう点検事業 10,000 千円



  ○ 小型焼却炉撤去事業（環境局） 24,000 千円

　○ 高規格救急自動車更新事業（消防防災局） 30,600 千円

　○ 防災必需品備蓄事業（消防防災局） 20,000 千円

   (歳　　入）

　○ 地域活性化・公共投資臨時交付金（財政局） 1,866,000 千円

　○ 地域活性化・経済危機対策臨時交付金（経営企画局） 1,752,038 千円

　○ 国庫支出金 2,470,608 千円

　○ 県支出金 156,714 千円

　○ 市債 177,100 千円

◎ その他                210,000千円

　○ 参議院議員補欠選挙経費（選挙管理委員会） 210,000 千円

   (歳　　入）

　○ 県支出金 210,000 千円

企業会計

【健康長寿・子育て】 6,000 千円

   ○ 病院事業会計（資本的支出）　新型インフルエンザ対策事業 6,000 千円

【安全・安心確保等】 223,100 千円

　 ○ 水道事業会計（資本的支出）　配水管布設替事業 23,100 千円

   ○ 下水道事業会計（資本的支出）下水道整備事業 200,000 千円

◎ 経済危機対策          229,100千円

　　　     ※ 市債は、1,971,100千円を新たに計上するものの、地域活性化
                 ・公共投資臨時交付金を活用することにより、177,100千円の
　　　　　　   補正額となっている。

   (歳　　出）


