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　補正予算の規模は、一般会計が約６４億５千万円の増額、特別会計が約３０億２千万円の減額、

企業会計が約６億４千万円の増額で、総額は約４０億８千万円の増額。

　今回の補正予算は、国の緊急経済対策に呼応した事業の経費として約７２億５千万円を計上。

（一般会計分約６６億７千万円、下水道事業会計分約５億８千万円）

　このほか、一般会計では、国の経済対策(予備費使用)に呼応した事業の経費として３億８千万円

を増額、扶助費の不足分などを９億９千万円増額、平成２５年度以降の財政需要に対応するため、

財政調整基金などの積み立てに要する経費を３１億円を増額。そのほか、認証減となった公共事業、

人件費などを決算見込みにより約４６億９千万円減額。

　特別会計では、主に介護保険事業会計において決算見込みにより保険給付費等を約１４億９千万

円減額したほか、国民健康保険事業会計において決算見込みにより保険給付費等を約９億円減額。

　企業会計では下水道事業の緊急経済対策のほか、病院事業会計において医業収益の増に伴う

材料費等、退職者の増加に伴う退職給与金等を約１８億８千万円増額。また、水道事業会計におい

て決算見込みにより建設改良費等を約１２億４千万円の減額。

(単位：千円)

平成２４年度
２月補正予算額

平成２３年度
２月補正予算額

増減額

6,454,996 △ 565,895 7,020,891

△ 3,022,464 236,181 △ 3,258,645

642,999 1,529,518 △ 886,519

4,075,531 1,199,804 2,875,727

※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、主に国の緊急経済対策などに伴う国庫支出金や市債を活用。

　一般財源としては、増収が見込まれる市税（固定資産税等）、国の緊急経済対策で増額される地方

交付税、平成２３年度の決算剰余金（繰越金）などを財源とした。

平成２４年度２月補正予算(案)のポイント
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7,248,897

（単位：千円）

金額

1 135,800

2 46,000

3 30,117

4 114,939

5 19,167

6 66,004

7 292,500

　　　　　　　　津波避難施設（イメージ図）

　　　　　　　夜間照明施設の設置例

主な概要

国直轄及び県事業の増による負担金の増額
・新興津第２バース防波堤工事ほか

老朽化した学校グラウンドの夜間照明施設の改修
・清水袖師小学校、清水江尻小学校

千円

　「復興・防災対策」「成長による富の創出」「暮らしの安心・地域活性化」の３分野に重点化した国
の「日本経済再生に向けた緊急経済対策」に対応して、災害に強いまちづくりを推進する事業等を
増額。

事業名

保育所増築事業
（国補：1/2、市債）

保育園増築工事
・中村町保育園

県営土地改良事業負担金
（市債）

県事業の増による負担金の増額
・小島茂畑地区、蒲原地区

清水港整備事業負担金
（市債）

津波避難施設整備事業
（国補：１/2、市債）

津波避難施設整備　１基　新設
・清水区三保

夜間照明施設等設置事業
（国補：1/3、市債）

県営土地改良事業費助成 県営畑地帯総合整備事業の増による補助金の増額
・茂畑地区等８地区

海岸保全施設整備事業
（国負：1/2、市債）

用宗沖離岸堤の築造

３ 主要事業のポイント

(Ａ) 国の緊急経済対策への呼応

一般会計 6,670,897千円
下水道事業会計578,000千円
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（単位：千円）

金額

8 25,600

9 1,212,000

10 659,000

11 124,000

12 1,005,243

13 30,000

14 1,151,150

15 105,500

　　　　　　　 静岡環状線水落交差点                        静岡呉服町第一地区市街地再開発事業（上空より）

　　　　　　　　　　 　あさはた線 　　　　　　大沢荘団地（清水区蒲原神沢）

公営住宅ストック総合改善事業
（国補：1/2、市債）

主な概要

老朽化した公営住宅等のストック改善のための外壁
改修工事
・大沢荘団地A棟等５棟

公園整備事業に係る用地取得、工事等
・秋葉山公園等10公園

市街地再開発事業費助成
（国補：1/2）

市街地再開発事業費補助金の増額
・静岡呉服町第一地区

街路整備事業
（国補：5.5/10、市債）

東静岡駅周辺土地区画整理事業
・中央幹線歩道整備工事ほか

都市計画道路整備事業
・あさはた線等４路線

東静岡駅周辺土地区画整理事業
（国補：5.5/10、市債）

大谷土地区画整理事業
（国補：1/2、市債）

関連事業として行う法面対策に係る用地取得

都市計画推進事業
（国補：5.5/10、市債）

交差点改良事業に係る詳細設計
・静岡環状線水落交差点

事業名

草薙駅周辺整備事業
（国補：5.5/10、市債）

草薙駅周辺整備事業に係る事業用地取得等
・（都）草薙駅北口通線

公園整備事業
（国補：1/3、1/2、市債）
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（単位：千円）

金額

16 500,000

17 25,000

18 53,000

19 600,000

20 232,000

21 30,720

22 88,530

23 18,125

24 65,000

25 578,000

26 41,502

　（県）静岡環状線

　　　　　津波避難階段の設置イメージ

津波避難階段の設置
・清水駒越小学校

事業名 主な概要

教材教具等購入事業
（国補：1/2）

理科教材（顕微鏡、電子天秤等）の購入
・小学校　86校
・中学校　43校
・高等学校　2校　　　計131校

国直轄道路事業の増に伴う負担金の増額
・（国）１号、静清バイパス、（国）52号

橋りょう整備事業
（国補：5.5/10、市債）

橋りょうの補修及び耐震補強
・（県）富士由比線（蒲原橋）

道路施設維持管理事業
（国補：1/2、5.5/10）

横断歩道橋の点検等

救急歯科センター設計委託等

非常備消防庁舎施設整備事業
（国補：1/2、市債）

法面対策、トンネル点検等
・（主）南アルプス公園線ほか

小学校校舎等補修事業
（国補：1/2、市債）

防火用貯水槽等整備事業
（国補：1/2、市債）

道路自然災害防除事業
（国補：1/2、5.5/10、市債）

耐震性貯水槽　新設
・葵区牧ケ谷等11基

消防団施設の改築に係る用地取得、設計等
・清水第16分団支部（清水区谷津町）等４施設

下水道整備事業
（国補：1/2、5.5/10、企業債）

下水道管路に係る調査、改築更新工事等

その他

国直轄道路事業負担金
（市債）

道路舗装整備事業
（国補：1/2、5.5/10、市債）

老朽舗装の修繕
・（国）150号、（県）静岡環状線ほか
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381,845

　国の経済対策である予備費使用に対応し、認証に合わせ事業費を補正。

（単位：千円）

金額

1 82,605

2 42,000

3 172,000

4 85,240

　　　　　　　　県営畑地帯総合整備事業（茂畑地区）

　　　　　用宗沖離岸堤

民間障害福祉サービス事業所の建設に対する助成
・生活介護（清水区庵原町）
・就労継続支援B型（清水区辻）

県営土地改良事業費助成

小中学校大規模改修事業
（国補：1/3、市債）

小中学校トイレリフレッシュ事業
・清水高部小学校等３校

海岸保全施設整備事業
（国負：1/2、市債）

用宗沖離岸堤の築造

千円

事業名

民間障害者施設整備費助成
（国補：2/3、市債）

主な概要

県営畑地帯総合整備事業の増による補助金の増額
・茂畑地区等３地区

(Ｂ) 国の経済対策（予備費使用）への呼応
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