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Ⅴ 特別会計 

 

 

特別会計公営競技事業（財政課）                                ▲1,351 千円 

  （当初予算とあわせ  9,421,699 千円） 

（H24 当初 9,149,131 千円） 

 

○人件費                          ▲1,351千円（当初予算とあわせ  26,331千円） 

（H24当初  27,682千円） 

国からの給与減額要請に応じ、本年７月から給与を平均７．８％減額します。 

 

 

 

特別会計小規模企業者等設備導入資金（経営支援課）                  443,000 千円 

（当初予算とあわせ  3,251,845 千円） 

（H24 当初 1,223,521 千円） 

 

○被災中小企業施設・設備整備支援事業                           443,000千円 

中小企業等グループ施設等復旧整備補助金の交付を受けた中小企業者への貸付に伴う貸倒 

引当金を積み立てます。 

      ・貸付金（基金積立金）：443,000千円 

 

 

 

特別会計営林事業（森林課）                                 ▲2,435 千円 

（当初予算とあわせ  341,475 千円） 

（H24 当初 389,924 千円）  

 

○人件費                          ▲2,435千円（当初予算とあわせ  48,646千円） 

（H24当初 63,843千円） 

国からの給与減額要請に応じ、本年７月から給与を平均７．８％減額します。 
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 特別会計流域下水道事業（下水道課）                5,541,823千円 

（当初予算とあわせ  32,839,118千円） 

（債務負担行為 14,238,000千円） 

（H24当初 28,208,000千円） 

    

公共用水域の水質保全や生活環境の改善を図るため、市町村の実施する公共下水道事業との

整合を図りながら、流域下水道の整備を推進します。なお、６月補正予算では、骨格予算に 

計上していない新規着手分の予算を計上しています。 

 また、国において、特定被災地方公共団体における復旧・復興を支援するため、平成２５年度

限りの措置として、高金利の地方債の補償金免除繰上償還が認められたことから、必要な経費の

補正を行います。 

 

・印旛沼流域下水道事業                299,016千円（当初予算とあわせ 8,447,987千円） 

                                （H24当初 7,944,866千円） 

  ［主な事業］ 

      ・水処理第４系列実施設計業務委託【新規】15,000千円 

 

・終末処理場施設長寿命化対策事業    207,700千円 

   ・ポンプ場施設長寿命化対策事業      69,000千円 

    

 

・手賀沼流域下水道事業                410,558千円（当初予算とあわせ  4,474,012千円） 

                               （H24当初 5,604,456千円）  

 ［主な事業］ 

   ・終末処理場施設長寿命化対策事業        63,000千円 

   ・終末処理場脱臭設備設置工事         315,000千円 

   

 

 ・江戸川左岸流域下水道事業      2,906,516千円（当初予算とあわせ 12,524,013千円） 

                                                             （H24当初  9,192,650千円）  

  ［主な事業］ 

   ・江戸川第一終末処理場建設事業      2,442,925千円 

   ・松戸幹線整備事業               104,470千円 

   ・市川幹線整備事業             203,000千円 

 

 

・公債費               1,925,733千円（当初予算とあわせ  7,393,106千円） 

   （H24当初  5,466,028千円） 

   ・元金                1,967,734千円 

   ・利子                 ▲42,001千円 
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特別会計港湾整備事業（港湾課）  227,596千円（当初予算とあわせ  1,327,100千円）  

（H24当初 1,642,000千円）  

 

 港湾利用者の利便性向上及び貨物等の取扱量増加を図るため、港湾施設の整備を行います。 

 なお、６月補正予算では、骨格予算に計上していない新規着手分の予算を計上しています。 

 

［主な事業］  

・上屋改修事業           84,000千円 

・埠頭用地造成事業        87,000千円 
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特別会計土地区画整理事業（市街地整備課）                      5,056,311千円 

（当初予算とあわせ  11,943,861千円） 

（H24当初 12,068,354千円） 

 

金田西地区及びつくばエクスプレス沿線３地区において、土地区画整理事業を進めます。 

なお、６月補正予算では、骨格予算に計上していない新規着手分の予算を計上しています。 

 

・金 田 西 地 区           820,717千円（当初予算とあわせ  1,586,928千円） 

（H24当初  1,082,586千円） 

  大型街区の早期売却に向けた造成工事や、金田岩根線・金田１号線の整備を行います。 

［主な事業］ 

・バスターミナル及び大型街区整備他  500,000千円 

・移転先造成工事等          114,000千円 

・光ケーブル移設及び下水道負担金等   213,000千円 

 

     ・運動公園周辺地区                   1,172,009千円（当初予算とあわせ 2,693,382千円） 

（H24当初  3,050,541千円） 

   流山セントラルパーク駅前の商業施設開業を踏まえ、アクセス向上を図るため関連工事を 

進めるとともに、市野谷地区の小中併設校の開校にあわせ通学路等の整備を進めます。 

  ［主な事業］ 

・宅地等造成・道路築造等       635,000千円 

・移転等補償費             461,000千円 

・柏北部中央地区           1,872,355千円（当初予算とあわせ  4,687,739千円） 

（H24当初  4,539,498千円）  

   柏の葉キャンパス駅前のまちづくり促進のため、幹線道路の整備を進めるとともに、  

十余二地区中学校の開校にあわせ、造成工事、通学路の整備を進めます。 

［主な事業］ 

・道路築造工事             884,193千円 

・移転等補償費                   622,500千円 

・木 地 区           1,191,230千円（当初予算とあわせ  2,975,812千円） 

（H24当初  3,395,729千円）  

   地区外との骨格道路となる流山上貝塚線の整備を進め、概成化を図るとともに、西部地区

の街区の保留地の処分に向け整備を進めます。 

［主な事業］ 

・道路築造工事             139,900千円 

 ・移転等補償費                   596,950千円 
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特別会計工業団地整備事業【新規】（企業立地課）［再掲］               1,149,529千円 

 

 

東京湾アクアラインの料金引下げ及び圏央道木更津・東金間の開通を契機として企業誘致に

よる経済活性化を図るため、新たに特別会計を設置し、茂原にいはる工業団地及び袖ケ浦  

椎の森工業団地の整備に着手します。 

  ・茂原にいはる工業団地整備事業  439,944千円 

      ・用地取得費 306,819 42.6ha 

 ・設計業務費  89,832 測量・地質調査、基本設計等 

     ・関係調査費  19,919 環境影響調査 

   

  ・袖ケ浦椎の森工業団地整備事業  709,585千円 

      ・用地取得費 425,894 50.4ha 

 ・設計業務費  82,762 測量・地質調査、基本設計等 

     ・関係調査費 177,477 環境影響調査、埋蔵文化財調査 

 

  ［スケジュール（２団地共通）］ 

     ・25年度      特別会計設置 

     ・25年度～26年度 調査・設計 

      ・27年度～29年度 造成工事 

     ・29年度～       分譲開始 
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特別会計上水道事業（水道局 財務課） 

［収益的支出］ ▲533,918千円（当初予算とあわせ 66,910,176千円） 

                            （H24 68,563,740千円） 

［資本的支出］  6,033,767千円（当初予算とあわせ 55,838,739千円） 

                            （H24 48,254,832千円） 

国において、特定被災地地方公共団体における復旧・復興を支援するため、平成２５年度限りの

措置として、高金利の地方債の補償金免除繰上償還が認められたことなどから、必要な経費の補正

を行います。 

・収益的支出    

   支払利息及び企業債取扱諸費 

▲273,264千円（当初予算とあわせ  3,851,493千円） 

   人件費      ▲260,654千円（当初予算とあわせ  6,868,270千円） 

・資本的支出 

企業債償還金   10,720,483千円（当初予算とあわせ 22,660,584千円） 

年賦償還金      377,765千円（当初予算とあわせ  1,315,055千円） 

投資      ▲5,000,000千円（当初予算とあわせ          0千円） 

   建設利息      ▲11,267千円（当初予算とあわせ    504,340千円） 

   建設改良事務費   ▲50,250千円（当初予算とあわせ  1,256,169千円） 

拡張事務費     ▲ 2,964 千円（当初予算とあわせ    84,072 千円） 
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がんセンターの増改築を行うために必要な基本設計や地盤調査等を実施するとともに、救急 

医療センターと精神科医療センターの一体的整備検討に向けた基本調査を行います。 

また、国からの給与減額要請に応じ、本年７月から給与を平均７．８％減額します。 

  

・収益的支出 

   がんセンター施設整備事業 58,410千円 

（債務負担行為116,200千円） 

   救急医療センター・精神科医療センター施設整備事業 10,000千円 

   給与費 ▲743,436千円 

  

 

 

 

 

特別会計造成土地整理事業（企業庁 財務課） 

[収益的支出]  14,326,747千円（当初予算とあわせ 28,670,400千円） 

 

（債務負担 

袖ケ浦椎の森地区において事業中止していた、袖ケ浦椎の森工業団地（Ⅱ期・Ⅲ期）用地を譲渡

することなどから、必要な経費の補正を行います。 

  ・収益的支出 

     土地分譲原価  14,389,849千円（当初予算とあわせ 19,775,867千円） 

     人件費      ▲63,102千円（当初予算とあわせ  1,867,434千円） 

 

特別会計病院事業（経営管理課） 

［収益的支出］ ▲675,026千円（当初予算とあわせ 44,112,439千円） 

（H24当初 44,293,361千円） 
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 特別会計土地造成整備事業（企業庁 財務課） 

[収益的支出] ▲20,047千円（当初予算とあわせ 4,956,156千円） 

（H24当初 23,789,793千円） 

[資本的支出]  ▲4,619千円（当初予算とあわせ12,368,509千円） 

（H24当初 24,038,988千円） 

 

 国からの給与減額要請に応じ、本年７月から給与を平均７．８％減額します。 

・収益的支出 

     人件費     ▲20,047千円（当初予算とあわせ  565,555千円） 

・資本的支出 

     人件費      ▲4,619千円（当初予算とあわせ   94,459千円） 

 

 

特別会計工業用水道事業（企業庁 財務課） 

[収益的支出] ▲63,170千円（当初予算とあわせ  12,503,602千円） 

（H24当初 12,641,870千円） 

[資本的支出]  672,435千円（当初予算とあわせ  11,930,168千円） 

（H24当初 13,210,770千円） 

 

国において、特定被災地方公共団体における復旧・復興を支援するため、平成２５年度限りの

措置として、高金利の地方債の補償金免除繰上償還が認められたことなどから、必要な経費の 

補正を行います。 

・収益的支出 

    人件費      ▲48,808千円（当初予算とあわせ 1,328,674千円） 

   支払利息及び企業債取扱諸費 

            ▲14,362千円（当初予算とあわせ   645,431千円） 

・資本的支出 

      建設利息     ▲ 2,133千円（当初予算とあわせ   225,103千円） 

企業債償還金     674,568千円（当初予算とあわせ 4,834,444千円） 

 

 
 

 

  

 

 


