
(１) 補正前予算額 75,421,395 千円

(２) 今回補正額（第１４号） △ 32,006 千円

(３) 補正後予算額 75,389,389 千円

担当課 事 業 費 (一般財源)

道路補修事業[8.2.2] 道路維持課 70,000 (△ 36,500)

土木課 19,000 (8,550)

市営住宅長寿命化事業[8.5.1](新) 建築住宅課 59,080 (40)

福村小学校校舎増築事業[10.2.3] 学務課 103,714 (7,726)

市町村共済組合負担金［2.1.1］ 人事課 59,370 (59,370)

総務財政課ほか 74,975 (0)

バス運行対策費補助金[2.1.4] 企画課 3,022 (3,022)

企画課 △ 3,267 (△ 3,267)

相馬総合支所 △ 11,204 (796)

市民生活課 △ 52,598 (△ 42,598)

資産税課 △ 39,923 (△ 29,923)

子育て支援課 2,500 (625)

国保年金課 △ 75,508 (△ 17,677)

介護保険課 71,775 (71,775)

国保年金課 233 (233)

子ども手当費［3.2.2］ 子育て支援課 △ 151,851 (△ 9,631)

上下水道部 198 (198)

市立病院 218,769 (218,769)

緊急雇用創出事業［5.1.5］ 商工労政課ほか △ 7,367 (0)

重点分野雇用創造事業［5.1.5］ 商工労政課ほか △ 3,330 (0)

　今回の補正予算は、国庫支出金の追加配分に対応する補正、事業費の確定による補正及び財
源の調整が主な内容であります。
　なお、国庫支出金の追加等による事業は、翌年度に繰越しして、平成２４年度予算と一体的
に執行するものであります。

（単位：千円）

◎ 国庫支出金の追加配分に対応する補正

平成２４年３月補正予算案の概要について
（平成２３年度一般会計補正予算第１４号)

２　一般会計予算の規模

　　継続費の補正　　　　廃止　１件　変更　２件
　　繰越明許費の補正　　追加２０件　変更　１件
　　債務負担行為の補正　追加　１件　変更　１件
　　地方債の補正　　　　追加　２件　廃止　５件　変更１４件

防災行政無線整備事業［2.1.4］

市民参加型まちづくり１％システム事業［2.1.10］

国民健康保険特別会計繰出金［3.1.1］

水道事業会計負担金・補助金・出資金［4.1.3］

病院事業会計補助金［4.1.5］

介護保険特別会計繰出金［3.1.3］

３　補正第１４号の内容

１　補正予算案の概要

補　　正　　内　　容           ［款.項.目］

橋梁アセットマネジメント事業［8.2.4］

(仮称)相馬地区住民ふれあいセンター建設事業［2.1.5］

固定資産管理システム構築事業［2.2.1］

災害弔慰金［3.1.1］

後期高齢者医療特別会計繰出金［3.1.7］

◎ 事業費の確定等による補正

財政調整基金ほか積立金[2.1.3][2.1.4][7.1.2]
[7.1.8][10.1.2]
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担当課 事 業 費 (一般財源)補　　正　　内　　容           ［款.項.目］

りんご課 △ 1,765 (△ 62)

りんご課 △ 5,500 (75,800)

りんご課 △ 27,238 (△ 27,238)

農村整備課 △ 2,000 (△ 1,000)

農村整備課 426 (△ 70)

農村整備課 △ 2,300 (△ 2,140)

農村整備課 △ 359 (△ 33)

農村整備課 66 (△ 64)

農村整備課 △ 536 (17)

農村整備課 △ 652 (△ 326)

農村整備課 △ 2,498 (51)

市民生活課 △ 2,000 (0)

りんご課 △ 1,366 (△ 1,366)

都市計画課 △ 30,000 (△ 1,700)

土木課 △ 1,904 (96)

土木課 △ 1,484 (16)

土木課 △ 554 (6,446)

土木課 △ 31,733 (△ 679)

土木課 △ 5,780 (△ 101)

土木課 △ 7,680 (△ 5,280)

土木課 △ 2,105 (53)

土木課 △ 10,182 (△ 36,881)

土木課 △ 7,196 (△ 5,938)

都市計画課 △ 55,678 (△ 2,778)

都市計画課 △ 13,998 (△ 1,398)

都市計画課 △ 42,140 (△ 34,263)

上下水道部 15,924 (15,924)

消防本部 2,185 (0)

消防本部 △ 1,986 (14)

消防本部 △ 2,370 (△ 4,670)

教育総務課 19,246 (19,246)

学務課 △ 7,917 (△ 7,917)

学務課 △ 26,988 (2,526)

学務課 △ 2,361 (15,739)

学務課 △ 7,181 (1,919)

学務課 △ 6,306 (△ 4,606)

学務課 △ 758 (1,942)

学務課 △ 4,603 (△ 903)

学務課 △ 10,652 (10,852)

文化財保護課 △ 1,000 (0)

文化財保護課 △ 5,146 (△ 5,146)

文化財保護課 △ 18,736 (△ 190)

図書館 △ 4,536 (2,164)

博物館 △ 8,224 (△ 424)

市民生活課 △ 4,725 (△ 225)

急傾斜地崩壊対策県営事業負担金［8.2.3］

高品質りんご出荷体制強化事業［6.1.3］

果樹共済加入促進対策事業費補助金［6.1.3］

県営新法師地区ため池等整備事業負担金［6.1.9］

清水沢線普通林道開設事業［6.2.2］

消費者行政推進事業［7.1.4］

市営中別所第２地区基盤整備促進事業調査計画委託料
［6.1.8］

県営街路事業負担金［8.4.5］

アップルロード整備事業［8.2.6］

史跡津軽氏城跡堀越城跡整備事業［10.5.2］

林道開設事業［6.2.2］

林道改良事業［6.2.2］

住吉山道町線道路整備事業［8.4.5］

国際リンゴ・フォーラム イン弘前負担金［7.1.8］

相馬地区遺跡等説明板整備事業［10.5.2］

重要文化財修理事業費補助金［10.5.2］

清野袋岩賀線交通安全施設整備事業［8.2.7］

市民会館整備事業［10.5.8］

博物館整備事業［10.5.5］

おいしい果物産地振興事業［6.1.3］

市道野沢東線道路改良事業［8.2.3］

仲町地区電線共同溝整備事業［8.2.6］

中学校屋内運動場暖房設備設置事業［10.3.3］

追手門広場整備事業［10.5.4］

県営後山地区ため池等整備事業負担金［6.1.9］

土淵川環境整備連携事業［8.2.3］

小・中学校応急補強事業［10.2.3][10.3.3］

山越夏川線道路改築事業［8.2.6］

富田樹木線交通安全施設整備事業［8.2.7］

船沢小学校屋外環境整備事業［10.2.3］

石川小学校屋内運動場増改築事業［10.2.3］

国吉館後線道路改築事業［8.2.6］

鷹揚公園整備事業［7.2.4］

吉川堰地区取水工基礎調査委託料［6.1.7］

県営津刈１期地区河川工作物応急対策事業負担金［6.1.7］

３・４・５号上白銀町新寺町線街路整備事業［8.4.5］

下水道事業会計補助金・出資金［8.4.7］

消防団員退職報償金［9.1.2］

相馬第３分団消防屯所整備事業［9.1.3］

退職手当［10.1.2］

文京小学校校舎・屋内運動場増改築事業［10.2.3］

消防ポンプ車購入事業［9.1.3］

小・中学校耐震化事業［10.2.3][10.3.3］

和徳小学校屋外環境整備事業［10.2.3］

高杉小学校校舎・屋内運動場増改築事業［10.2.3］
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担当課 事 業 費 (一般財源)補　　正　　内　　容           ［款.項.目］

保健体育課 △ 26,709 (△ 26,709)

保健体育課 △ 5,680 (0)

保健体育課 △ 8,983 (4,517)

総務財政課 4,068 (4,068)

大学等連携事業［2.1.4］ 企画課 財源調整 (△ 500)

被災地支援対策事業［3.4.1］ 被災地支援対策室 財源調整 (△ 18,903)

子育て支援課 財源調整 (4,000)

子育て支援課 財源調整 (5,883)

観光物産課 財源調整 (△ 5,000)

観光物産課 財源調整 (△ 3,000)

400年祭推進室ほか 財源調整 (△ 54,236)

道路維持課 財源調整 (3,332)

道路維持課 財源調整 (7,100)

土木課 財源調整 (△ 36,700)

土木課 財源調整 (3,300)

道路維持課 財源調整 (9,300)

区画整理課 財源調整 (△ 7,700)

学務課 財源調整 (△ 1,370)

学務課 財源調整 (△ 2,400)

文化財保護課 財源調整 (5,700)

総務財政課 財源調整 (△ 92,700)

農村整備課 財源調整 (△ 40,453)

合　　計 △ 32,006 △ 3,556

お問い合わせ先

 企画部 総務財政課 財政係(内:２７３)

立木売払収入充当による財源調整[6.2.1][6.2.2]
[6.2.3][6.2.4]

弥生保育所等指定管理料及び常盤野保育所指定管理料
［3.2.4］

全国高等学校総合体育大会費［10.6.1］

泉野多目的広場整備事業［10.6.2］

◎ その他（財源調整）

弘前市首都圏キャンペーン実行委員会負担金［7.1.3］

放課後児童対策事業［3.2.5］

宣伝広告事業（通年観光推進ＰＲ冊子制作）［7.1.3］

史跡津軽氏城跡弘前城跡新寺構保存整備事業［10.5.2］

浜の町地区雪置場整備事業［8.2.2］

豪雪対策事業（山堰導水路）［8.2.6］

弘前駅前北地区土地区画整理事業［8.4.4］

小学校アスベスト対策事業［10.2.3］

弘前城築城４００年祭推進事業費［7.1.8］

排水路改良事業［8.2.5］

長期債元金［12.1.1］

長期債利子［12.1.2］

福村小学校校舎増築事業［10.2.3］

岩木山総合公園テニスコート整備事業［10.6.2］

浜の町地区雪置場周辺整備事業［8.2.2］

道路新設改良事業［8.2.3］
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