
(1) 補正前の予算額 81,713,574 　千円

(2) 補正第６号予算額 2,854,430 　千円

(3) 補正後の予算額 84,568,004 　千円

３　補正予算第６号の内容

（単位：千円）

担 当 課 事業費 （一般財源）

１　国の補正予算（第２号）に係る補正

(1) 臨時福祉給付金（経済対策分）給付事業[3.1.7] 臨時給付金対策室 684,859 (0)

(2) 私立保育所等整備事業費補助金[3.2.1] 子育て支援課 203,689 (477)

(3) 埋立処分場第２次第２区画造成事業[4.2.2] 環境管理課 98,760 (40)

(4) 担い手確保・経営強化支援事業[6.1.3] 農業政策課 3,764 (0)

(5) りんご公園整備事業[6.1.3] りんご課 149,100 (△ 7,840)

(6) 林業専用道開設事業[6.2.2] 農村整備課 18,100 (0)

(7) おためしサテライトオフィス事業[7.1.2] 産業育成課 24,900 (0)

(8) 弘前城整備事業[7.2.4] 公園緑地課 28,028 (14)

(9) 弘前城本丸石垣整備事業[7.2.4] 公園緑地課 16,708 (3,554)

(10) 弘前城石垣発掘調査事業[7.2.4] 公園緑地課 1,764 (882)

(11) 鷹揚公園整備事業[7.2.4] 公園緑地課 300,000 (0)

(12) 道路補修事業[8.2.2]　※財源調整 道路維持課 0 (△ 5,600)

(13) 街路灯補修事業[8.2.2]　※財源調整 道路維持課 0 (△ 800)

(14) 橋梁アセットマネジメント事業[8.2.4] 建設政策課 1,600 (△ 1,880)

(15) 道路融雪施設整備事業[8.2.7]　※財源調整 道路維持課 0 (△ 500)

(16) 消流雪溝整備事業[8.2.7]　※財源調整 道路維持課 0 (△ 2,800)

(17) 清野袋岩賀線交通安全施設整備事業[8.2.8] 建設政策課 40,000 (0)

(18) 駅前広場整備事業[8.4.5] 都市政策課 89,810 (△ 8,761)

(19) 小学校トイレ改修事業[10.2.3] 学校づくり推進課 209,065 (△ 7,723)

(20) やさしい学習環境づくり事業[10.2.3、10.3.3]　※財源調整 学校づくり推進課 0 (△ 13,974)

小　計 1,870,147 (△ 44,911)

   債務負担行為の補正　　追加　６件

   地方債の補正　　　　　追加　２件、変更１１件

補　　正　　内　　容             ［款.項.目］

平成２８年１２月補正予算案の概要
（一般会計補正予算第６号）

１　補正予算案の概要

　今回の補正予算は、国の補正予算（第２号）に伴う経済対策として、臨時福祉給付金（経済対
策分）給付事業やおためしサテライトオフィス事業、りんごの家改築のためのりんご公園整備事
業、弘前城二の丸利活用施設建設のための鷹揚公園整備事業などを計上するとともに、ひろさき
ライフ・イノベーション推進事業や保育所運営費など事業費の追加に伴う補正をするものです。
　また、埋立処分場第２次第２区画造成事業に係る継続費の年割額変更、国の補正予算（第２
号）に伴う事業などに係る繰越明許費の追加、年度初めにおける工事の早期発注を行うための債
務負担行為の追加など、所要の予算措置を行うものです。

２　一般会計予算の規模

   継続費の補正　　　　　変更　１件

   繰越明許費の補正　　　追加１３件
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（単位：千円）

担 当 課 事業費 （一般財源）補　　正　　内　　容             ［款.項.目］

２　事業費の追加等に係る補正

(1) いいかも!!弘前応援事業（ふるさと納税寄附金推進事業）追加[2.1.4] 広聴広報課 8,178 (8,178)

(2) ひろさきライフ・イノベーション推進事業追加[2.1.13] 未来戦略研究センター 13,000 (6,500)

(3) 障害者総合支援法等関係事業追加[3.1.2] 福祉政策課 330,285 (82,573)

(4) 重度心身障害者医療費支給扶助費追加[3.1.2] 福祉政策課 1,862 (12,185)

(5) 老人保護措置費追加[3.1.3] 介護福祉課 9,863 (4,991)

(6) 介護保険特別会計繰出金追加[3.1.3] 介護福祉課 4,360 (4,360)

(7) 後期高齢者医療療養給付費負担金追加[3.1.6] 国保年金課 26,323 (26,323)

(8) 一時預かり事業費補助金追加[3.2.1] 子育て支援課 4,613 (1,539)

(9) 延長保育事業費補助金追加[3.2.1] 子育て支援課 6,911 (2,303)

(10) 障がい児保育事業費補助金追加[3.2.1] 子育て支援課 3,730 (0)

(11) 私立保育所等整備事業費補助金追加[3.2.1] 子育て支援課 88,167 (2,183)

(12) 子ども未来基金積立金追加[3.2.1] 子育て支援課 12,375 (0)

(13) 保育所運営費追加[3.2.2] 子育て支援課 122,647 (△ 20,451)

(14) 認定こども園等給付費追加[3.2.2] 子育て支援課 155,903 (7,669)

(15) 特定不妊治療費助成事業追加[4.1.6] 健康づくり推進課 5,625 (0)

(16) 中山間地域等直接支払制度交付金追加[6.1.3] 農業政策課 234 (△ 197)

(17) 青年就農給付金追加[6.1.3] 農業政策課 7,662 (0)

(18) 環境保全型農業直接支払交付金追加[6.1.3] 農業政策課 1,296 (324)

(19) 弘前公園お城とさくら基金積立金追加[7.2.1] 公園緑地課 9,200 (0)

(20) 藤田記念庭園利活用事業追加[7.2.3]
広聴広報課
公園緑地課

28,380 (790)

(21) 藤田記念庭園考古館展示資料搬出等業務委託料[10.4.2] 文化財課 2,207 (2,207)

(22) 藤田記念庭園考古館重要文化財移転関連事業[10.4.5] 博物館 1,130 (1,130)

小　計 843,951 (142,607)

３　国県支出金等返還に係る補正

(1) 障害者自立支援給付費負担金等返還金 福祉政策課 24,742 (24,742)

(2) 生活困窮者自立相談支援事業費負担金等返還金 生活福祉課 2,074 (2,074)

(3) 生活保護費負担金返還金 生活福祉課 101,680 (101,680)

(4) 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金等返還金 臨時給付金対策室 7,340 (7,340)

(5) 子ども・子育て支援交付金返還金 子育て支援課 3,386 (3,386)

(6) がん検診推進事業費補助金返還金 健康づくり推進課 1,110 (1,110)

小　計 140,332 (140,332)

合　　計 2,854,430 (238,028)
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