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②



１　予算規模 （単位：千円）

補正前の額 補正予算額 補正後の額

一般会計 318,261,970 1,946,812 320,208,782

特別会計 229,509,800 229,509,800

企業会計 74,993,000 1,047,434 76,040,434

622,764,770 2,994,246 625,759,016

２　補正額一覧表

一般会計 （単位：千円）

補正前の額 補正予算額 補正後の額

総務費 29,978,030 9,800 29,987,830

民生費 104,132,764 7,925 104,140,689

農林水産業費 4,742,628 8,000 4,750,628

商工費 6,353,786 51,092 6,404,878

土木費 42,864,616 1,735,015 44,599,631

消防費 10,642,998 1,980 10,644,978

教育費 50,132,483 0 50,132,483

災害復旧費 892,735 133,000 1,025,735

その他 68,521,930 68,521,930

318,261,970 1,946,812 320,208,782

国庫支出金 52,358,602 1,073,154 53,431,756

県支出金 16,474,038 75,731 16,549,769

繰越金 1,500,000 49,127 1,549,127

市債 39,862,300 748,800 40,611,100

その他 208,067,030 208,067,030

318,261,970 1,946,812 320,208,782

企業会計 （単位：千円）

補正前の額 補正予算額 補正後の額

下水道事業会計 43,712,000 1,047,434 44,759,434

その他 31,281,000 31,281,000

74,993,000 1,047,434 76,040,434

令和元年度６月補正予算（案）の概要
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３　６月補正後予算額の推移（一般会計）

（単位：千円、％）

年   度 補正予算額 ６月補正後予算額
補正後
予算額

対前年度比

1.9

△ 0.1

平成２２年度 99,640 266,799,640 △ 7.9

平成２３年度 419,098 276,619,098 3.7

平成２４年度 407,869 279,007,869 0.9

337,006 266,737,006 △ 4.4平成２５年度

平成２６年度 1,585,248 277,923,560 4.2

0.4

平成２８年度 2,385,064 284,585,064

平成２７年度 2,264,237 284,865,498 2.5

9.9平成２９年度 1,245,036 312,845,036

令和元年度 1,946,812 320,208,782

平成３０年度 1,889,217 314,169,099
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４　事業の概要

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業 （単位：千円）

補正予算
のポイント
の 区 分

 施　策　・　事　業
予    算    額
  (      )内は、
補正前予算額

（A）社会基盤整備

　　①経済活動の活性化

〇 道路新設改良事業 （事業内容）

（道路計画課）

【特定財源】 国庫補助金（5.5/10、1/2）
市債

343,085
263,300

〇 街路整備事業 （事業内容）

（道路計画課）

【特定財源】 国庫補助金（5.5/10、1/2）
市債

138,545
122,500

　　②安心・安全なまちづくり

○ 橋りょう整備事業 （事業内容）

（道路保全課）

【特定財源】 国庫補助金(5.5/10)
市債

70,400
51,900

○ 道路自然災害防除事業 （事業内容）

（道路保全課）

【特定財源】 国庫補助金(5.5/10、1/2)
市債

61,102
51,400

◎ ブロック塀耐震改修モデル事業 （事業内容）

（建築指導課）

【特定財源】 国庫補助金(10/10) 10,000

（１）　一般会計

内　　容　　等

道路新設改良事業の実施
・（国）150号・久能拡幅（清水区蛇塚～駿河区大谷）
  実施内容：拡幅工事（２車線→４車線）300ｍ
・（主）清水富士宮線（清水区庵原～伊佐布）
　実施内容：橋りょう上部工392ｍ延長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など５路線

（A）
①
２

専門家と地域住民の連携によるブロック塀安全確保モデル
事業の実施
・モデル事業　ブロック塀の調査・点検
　　　　　　　　　地元住民に対する説明会開催
　　　　　　　　　訪問による助成制度の説明等
　　　　　　　　　ブロック塀設置状況マップの作成
・モデル地域　市内３区から小学校区18学区程度を抽出

（A）
②
1

橋りょうの補修工事などの実施
・（県）静岡焼津線（駿河区：石部海上橋）など３か所

（A）
②
２

道路の法面対策事業などの実施
・（県）大向福士線（清水区大平）
　工事内容　法面対策工事
・（主）梅ケ島温泉昭和線（葵区：北賤機トンネル）
　工事内容　照明のLED化

（A）
①
１

（A）
②
３

128,000

(2,614,100)

118,004

(989,860)

10,000

(0)

635,770

(6,970,389)

274,660

(1,369,520)

街路整備事業の実施
・（都）日出町高松線（駿河区八幡）
　実施内容：４車線の街路新設に向けた用地買収等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など３路線
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◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業 （単位：千円）

補正予算
のポイント
の 区 分

 施　策　・　事　業
予    算    額
  (      )内は、
補正前予算額

〇 ブロック塀等耐震改修事業費
助成

（事業内容）

（建築指導課）

【特定財源】 国庫補助金(1/2) 44,750

〇 非木造住宅・建築物耐震事業費
助成
特定建築物耐震事業助成

（事業内容）

（建築指導課）

【特定財源】 国庫補助金(1/2) 30,284

（B）地方創生

☆ 地域経済循環創造事業費助成 （事業内容）

（海洋文化都市推進本部）

【特定財源】 国庫補助金（1/2） 20,000

内　　容　　等

（B）
１

三保の地下海水を活用したトラウトサーモン陸上養殖施設
の整備に対する助成
・交付先　 　日建リース工業株式会社
・整備場所　三保地区(東海大学三保文化ランド跡地)
・敷地面積　約4,500㎡
・整備内容　養殖施設(直径7ｍ水槽2基、5.5ｍ水槽8基)
                                                                  ×2棟
・出荷開始　令和２年６月予定
・出荷商品　国内初のアニサキスフリーなトラウトサーモン
・生産量　　 令和６年度に約55ｔ（予定）
　　　　　　　（令和６年度まで段階的に生産量拡大）

※トラウトサーモン
　海水で養殖された「ニジマス」の総称で、種族名ではない
※アニサキスフリー
　海産魚介類は、アニサキス（寄生虫）の幼虫が寄生して
　おり、アニサキスは加熱や冷凍で死滅する。
　地下海水には、アニサキスが存在しないため、活魚での
　流通が可能となる。

（A）
②
５

昭和56年５月末以前に建築された建築物及び特定建築物
の耐震診断経費に対する助成
・助成額　耐震診断経費と基準額を比較して少ない額の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2/3
・基準額
　面積が1,000㎡以下の部分・・・単価(2,060円/㎡)×面積
　面積が1,000㎡超、2,000㎡以下の部分
　　　　　　　　　　　　　　　 　　 ・・・単価(1,540円/㎡)×面積
　面積が2,000㎡超の部分　 ・・・単価(1,030円/㎡)×面積

・助成件数　　　　（当初見込み）　　（現時点見込み）
　建築物　　　　　　　　５件　　　→　　　 15件
　特定建築物　　　　　１件　　　→　　　 18件

※特定建築物
　 災害時に重要な機能を果たす建築物、多数の者に
   危険が及ぶ建築物、原則３階以上かつ1,000㎡以上の
   建築物（ホテル・百貨店・オフィスビル・学校など）

40,000

(0)

60,568

(17,267)

ブロック塀の撤去改善経費に対する助成
・助成額
　撤去　工事費と基準額を比較して少ない額の2/3
　　　　　　基準額：20,000円/m、上限：10万円
　改善　工事費と基準額を比較して少ない額の2/3
　　　　　　基準額：38,400円/m、上限：25万円

・助成件数　　（当初見込み）　　（現時点見込み）
　撤去　　　　　　　260件　　　→　　  1,260件
　改善　　　　　　　　 5件　　　→ 　　　　25件

（A）
②
４

89,500

(23,225)
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◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業 （単位：千円）

補正予算
のポイント
の 区 分

 施　策　・　事　業
予    算    額
  (      )内は、
補正前予算額

〇 日本平公園整備事業 （事業内容）

（公園整備課）

【特定財源】 国庫補助金（1/2）
市債

45,550
40,900

○ 「ＷｅＷｏｒｋ」を活用した
企業誘致推進事業

（事業内容）

（産業振興課）

【特定財源】 国庫補助金（1/2） 2,278

（C）共生社会

◎ 静岡市多文化共生総合相談
センター整備・運営事業

（事業内容）

（男女参画・多文化共生課）

【特定財源】 国庫補助金（10/10、1/2） 5,640

内　　容　　等

（C）
１

在留外国人への情報提供や生活相談等に対応する多文
化共生総合相談センターの設置・運営
・相談窓口　　 ３区役所に設置（駿河区は週１日開設）
・対応言語数　14言語

※対応言語
　 英語、タガログ語（フィリピン）、スペイン語、
　 ポルトガル語、中国語、フランス語、ベトナム語、
   日本語、韓国語、ネパール語、タイ語、インドネシア語、
　 ヒンディー語、ロシア語

※静岡市における外国人人口の推移（各年度末時点）
　 平成27年度：7,958人　→　平成30年度：9,879人

91,100

(319,000)

（B）
２

日本平公園整備の実施
・駐車場整備（令和３年度までの段階整備）
　場　　所　　　 駐車場ゾーン（日本平ホテル前）
　面　　積　　   約6,000㎡
　駐車台数　   180台
　供用開始　   令和２年度：90台分、令和３年度：90台分
・記念植樹エリア整備
　場　　所　     平原ゾーン
　面　　積　　　 約1,800㎡
　植樹可能数　10～20本

（B）
３

コミュニティ型シェアオフィス「ＷｅＷｏｒｋ」を活用した首都圏
企業の誘致等の推進
・「ＷｅＷｏｒｋ」メンバー企業を対象とした地方拠点設置等
　に係るニーズ調査
　　調査対象企業数　1,000社（予定）
　　調査内容　　　　　 地方でのサテライトオフィス等の
　　　　　　　　　　　　 　開設や本市への事業進出等に
　　　　　　　　　　　　 　関する意向
・首都圏での企業誘致セミナーの開催
　　内　　  容　　　　　 市の助成制度や立地環境のPR、
　　　　　　　　　　　 　　市内企業との共同事業の募集など
　　開催回数　　　　　 ２回

※本市は昨年10月から都内の「ＷｅＷｏｒｋ」に入居し、本市
のシティプロモーションや市内企業のビジネスマッチングの
ための情報発信、イベントの開催などを実施

3,272

(2,714)

9,800

(0)
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◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業 （単位：千円）

補正予算
のポイント
の 区 分

 施　策　・　事　業
予    算    額
  (      )内は、
補正前予算額

☆ 女性消防吏員確保対策事業 （事業内容）

（消防総務課）

【特定財源】 国庫委託金(10/10) 1,980

（D）その他

☆ 由比蒲原沿岸漁場環境調査
事業

（事業内容）

（水産漁港課）

☆ 桜えび関連商工事業者
経営改善・経営強化事業

（事業内容）

（産業政策課）

（C）
２

ラッピングバスを活用した女性消防吏員の募集・PR事業の
実施
・掲出場所    静鉄バス　車体外側面　１台
・運行エリア　商業施設や大学付近の５路線
・運行期間 　令和元年８月上旬から令和２年１月末まで

※静岡市消防吏員数（平成31年４月１日現在）
　 女性消防吏員数33人
 （消防吏員総数1,034人）

内　　容　　等

（D）
２

7,820

(0)

桜えび関連商工事業者（食品加工業・飲食サービス業）の
経営改善・経営強化に向けた支援の実施

１　資金調達支援事業
・小規模事業者経営改善資金利子補給事業（拡充）
　小規模事業者を対象とした運転資金等の借入れに
　対する既存の利子補給制度の利子補給期間の延長
　　融資対象          桜えび関連商工事業者のうち
　　　　　　　　　        小規模事業者
　　融資限度額       2,000万円
　　融資利率          1.1％　　うち利子補給率　 1.0％
　　利子補給期間   １年　⇒　２年に拡大

・桜えび不漁対策資金利子補給事業（新規）
　中小企業を対象とした運転資金の借入れに対する利子
　補給及び信用保証料の助成制度の新設
　　融資対象　　　桜えび関連商工事業者のうち中小企業
　　融資利率に対する補助率　　　 1/2
　　信用保証料に対する補助率　　3/4

２　経営強化支援事業
・桜えび関連商工事業者向け経営セミナー
　実施内容　　事業の多角化に向けたセミナー・意見交換
　実施回数　　２回
・経営強化事業費補助金
　補助対象　　桜えび関連商工事業者が実施する
　　　　　　　　　新たな事業計画の策定、新商品開発など
　補助率　　 　2/3
　補助上限　　50万円

（D）
１

8,000

(0)

由比蒲原沿岸の漁場環境調査の実施
・調査内容　 由比蒲原沿岸の海底地形や海底堆積物の
　　　　　 　    調査による操業に適した場所や魚種の分布
　　　　　　　　 の把握
・調査方法   ビデオによる映像調査
　　　　　　　　底質調査
　　　　　　　　（船上・潜水による採泥、分析　10か所）
　　　　　　　　水質調査
　　　　　　　　（船上からの採水、分析　10か所）

1,980

(0)
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◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業 （単位：千円）

補正予算
のポイント
の 区 分

 施　策　・　事　業
予    算    額
  (      )内は、
補正前予算額

障害者福祉施設等整備事業費
助成

（事業内容）

（障害福祉企画課）

【特定財源】 国庫補助金（2/3)
市債

2,000
800

☆ 障害者自立支援サービス費
給付システム等改修事業

（事業内容）

（障害者支援推進課）

【特定財源】 国庫補助金（10/10、1/2） 4,298

子育てのための施設等
利用給付事業
（認可外保育施設等）

（事業内容）

（幼保支援課）

【特定財源】 国庫負担金（1/2）
県負担金（1/4）

83,865
41,932

幼児教育の無償化に伴う認可外
保育施設等利用者負担額助成

（事業内容）

（幼保支援課）

【特定財源】 国庫補助金（1/2）
県補助金（1/4）

△83,865
△41,932

子育てのための施設等
利用給付事業
（私立幼稚園等）

（事業内容）

（幼保支援課）

【特定財源】 国庫負担金（10/10、1/2）
県負担金（1/4）

309,107
152,398

私立幼稚園就園奨励費助成 （事業内容）

（幼保支援課）

【特定財源】 国庫補助金（10/10、1/2、1/3）
県補助金（1/4）

△254,309
△76,667

消費税率引上げに伴う社会保障の充実を目的とした制度
改正に対応するための障害者自立支援サービス費給付シ
ステム等の改修
・改正内容
　①障害者福祉サービス等報酬の改定
　②障害福祉人材の処遇改善加算
　③就学前の障害児の発達支援の無償化

4,925

(0)

重症心身障がい者対応生活介護事業所の建設に要する
経費を助成
・国の補助基準単価見直しに伴う増額
・施設の概要
　　場　　　所：駿河区登呂三丁目610番17
　　開設時期：令和２年４月（予定）
　　利用定員：20人

167,731

(0)

△167,731

(167,731)

613,904

(0)

3,000

(93,740)

△613,904

(895,201)

令和元年10月からの幼児教育の無償化の実施に伴い、私
立幼稚園等を利用する児童の保護者に対し、入園料及び
保育料を給付
・対象施設　私立幼稚園28園、国立幼稚園１園
・対象者　 　全ての３～５歳の子ども

幼児教育の無償化の実施にあたって給付制度が創設され
ることに伴う予算の付け替え

内　　容　　等

幼児教育の無償化の実施にあたって給付制度が創設され
ることに伴う予算の付け替え

令和元年10月からの幼児教育の無償化の実施に伴い、認
可外保育施設等を利用する保育の必要性がある児童の保
護者に対し、利用料を支給
・対象施設　認可外保育施設、ファミリーサポートセンター
　　　　　　　 私立幼稚園の預かり保育等
・対象者　 　全ての３～５歳と０～２歳の住民税非課税
　　　　　　 　世帯の子ども
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◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業 （単位：千円）

補正予算
のポイント
の 区 分

 施　策　・　事　業
予    算    額
  (      )内は、
補正前予算額

〇 恩田原・片山地区土地区画整理
事業費助成

（事業内容）

（新インターチェンジ周辺整備
課）

【特定財源】 国庫補助金（5.5/10）
市債

23,034
16,900

〇 公園施設長寿命化事業 （事業内容）

（公園整備課）

【特定財源】 国庫補助金（1/2）
市債

3,000
2,700

〇 公営住宅ストック総合改善事業 （事業内容）

（住宅政策課）

【特定財源】 国庫補助金（4.5/10）
市債

11,233
30,300

〇 地域居住機能再生推進事業 （事業内容）

（住宅政策課）

【特定財源】 国庫補助金（1/2）
市債

19,650
45,800

〇 道路舗装整備事業 （事業内容）

（道路保全課）

【特定財源】 国庫補助金(1/2)
市債

20,000
18,000

〇 交通安全施設整備事業 （事業内容）

（道路保全課）

【特定財源】 国庫補助金(5.5/10、1/2)
市債

81,538
64,500

国庫補助事業の認証に伴う事業費の増額
・老朽化した安倍口団地の長寿命化及び良質な居住環境
の確保を図る住戸改善工事
　対象　安倍口団地第38号棟　　６戸
　・床壁天井の撤去・新設（バリアフリー化）
  ・ユニットバス、キッチン、便器等設備の更新
　・間取り変更
　　３ＤＫ→２ＬＤＫ（５戸）
　　４ＤＫ→３ＬＤＫ（１戸）

国庫補助事業の認証に伴う事業費の増額
　・（都）恩田原片山線整備に係る移転補償
　　建物補償（家屋１棟）
　　工作物補償（農業用ハウス１棟）

国庫補助事業の認証に伴う事業費の増額
・公園施設長寿命化事業
　　公園施設更新
　　　向田公園（清水区草薙）
　　　　複合遊具１基、スプリング遊具１基

国庫補助事業の認証に伴う事業費の増額
・老朽化した市営住宅の長寿命化及び良質な居住環境の
確保を図る住戸改善工事
　対象　東新田高層団地第１・２号棟　　４戸
　・床壁天井の撤去・新設（バリアフリー化）
  ・ユニットバス、キッチン、便器等設備の更新
　・間取り変更
　　３ＤＫ→２ＬＤＫ（４戸）

国庫補助事業の認証に伴う事業費の増額
・道路舗装の打換え事業
　（主）山脇大谷線（葵区沓谷）

6,000

(126,000)

41,600

(500,037)

40,000

(1,949,000)

内　　容　　等

国庫補助事業の認証に伴う事業費の増額
・歩道のバリアフリー事業（歩道の段差解消）等
　上川原広野線（駿河区上川原外）　など11か所

41,880

(1,038,500)

65,500

(78,000)

152,433

(1,385,550)
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◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業 （単位：千円）

補正予算
のポイント
の 区 分

 施　策　・　事　業
予    算    額
  (      )内は、
補正前予算額

☆ 道路災害復旧事業
（公共災害復旧事業）

（事業内容）

（道路保全課）

【特定財源】 国庫負担金（66.7/100)
市債

88,711
39,800

橋りょう整備事業 （事業内容）

（道路保全課）

【特定財源】 国庫補助金(5.5/10) △ 11,000

国庫補助事業の認証に伴う事業間調整
・跨線橋点検
　ＪＲ草薙駅南北自由通路（清水区草薙）

内　　容　　等

△20,000

(2,614,100)

平成30年９月の台風24号により被災した道路災害復旧工
事の工期変更に伴う、事業費の再計上
・被災箇所の復旧工事等
　（主）梅ケ島温泉昭和線（葵区牛妻）

133,000

(510,000)
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債務負担行為

　変更

補正予算
のポイント
の 区 分

 施　策　・　事　業
区
分

変
更
前

変
更
後

変
更
前

変
更
後

変
更
前

変
更
後

（単位：千円）

　100,000千円

 82,950千円

国道150号静岡バイパス道路
改良事業

（道路計画課）

（A）
①
1

期     間 限　度　額 内　　容　　等

令和２年度 国の認証増による事業の一部前倒しに伴う
債務負担行為限度額の減額（国道150号
静岡バイパス道路改良工事）

（A）
①
1

主要地方道清水富士宮線
仮称伊佐布高架橋上部工
建設事業

（道路計画課）

令和２年度
～

令和３年度

　560,000千円 国の認証増による事業の一部前倒しに伴う
債務負担行為限度額の減額（主要地方道
清水富士宮線仮称伊佐布高架橋上部工
建設工事）

 421,000千円

（A）
②
1

一般県道静岡焼津線
石部海上橋耐震補強・補修
事業

（道路保全課）

令和２年度 　250,000千円 国の認証増による事業の一部前倒しに伴う
債務負担行為限度額の減額（一般県道静
岡焼津線石部海上橋耐震補強・補修工
事）

190,000千円
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幅2幅2 幅13.5 幅11 幅11 幅11 幅2幅2 幅13.5 幅11 幅11 幅11

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業 （単位：千円）

（上下水道局）

補正前予算額 補正額 補正後予算額 補正前予算額 補正額 補正後予算額

1 企業債 11,276,600 521,300 11,797,900 1 建設改良費 11,597,950 1,047,434 12,645,384

2 出資金 726,000 0 726,000 ① 下水道整備費 11,527,229 1,047,434 12,574,663

3 国庫（県）支出金 2,705,257 526,067 3,231,324 ② 受益者負担金徴収費 58,005 0 58,005

4 負担金 154,143 0 154,143 ③ 器具機械費 4,846 0 4,846

④ リース資産購入費 7,870 0 7,870

2 企業債償還金 10,815,000 0 10,815,000

3 受益者負担金返還金 50 0 50

4 その他固定負債返済 92,000 0 92,000

5 予備費 1,000 0 1,000

14,862,000 1,047,367 15,909,367 22,506,000 1,047,434 23,553,434

【収入】

1 企業債 国庫補助事業の認証に伴う企業債の増額 521,300

3 国庫（県）支出金 国庫補助事業の認証に伴う国庫支出金の増額 526,067

【支出】

1 建設改良費 1,047,434

① 下水道整備費 国庫補助事業の認証に伴う事業費の増額

重要な管・施設の地震対策

　・下水道管路施設耐震診断業務 10,000

浸水対策

　・雨水幹線整備（唐瀬１号雨水幹線など３か所） 680,000 （A）②６

　・雨水ポンプ場整備（高橋雨水ポンプ場など２か所） 135,000

管・施設の老朽化対策

　・愛染ポンプ場設備改築工事 222,434

補正予算の
ポイントの
区　　　分

合計 合計

主な事業の内容

下水道事業会計（資本的収支）

収入 支出

科目 科目
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債務負担行為

　新規

補正予算
のポイント
の 区 分

 施　策　・　事　業

全体事業費
令和元年度
令和２年度
令和３年度

1,450,000千円
300,000千円
300,000千円
850,000千円

全体事業費
令和元年度
令和２年度
令和３年度

2,200,000千円
300,000千円
600,000千円

1,300,000千円

（単位：千円）

期     間 限　度　額 内　　容　　等

（A）
②
６

城北二丁目地区浸水対策
事業

（下水道建設課）

令和２年度
～

令和３年度

1,150,000 唐瀬１号雨水幹線築造工事

（A）
②
６

川岸町・渋川地区浸水対策
事業

（下水道建設課）

令和２年度
～

令和３年度

1,900,000 巴川右岸雨水2-1号幹線築造工事
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