
(1) 補正前の予算額 86,436,313 　千円

(2) 補正第１１号予算額 △ 468,877 　千円

(3) 補正後の予算額 85,967,436 　千円

３　補正予算第１１号の内容

継続費の補正　　　　　変更　７件

繰越明許費の補正　　　追加１６件、変更　３件

債務負担行為の補正　　廃止　１件

地方債の補正　　　　　追加　１件、廃止　１件、変更１３件

（単位：千円）

担 当 課 事業費 （一般財源）

１　新規事業

(1) 弘前市畜産クラスター協議会負担金[6.1.3] 農業政策課 11,650 (0)

小　計 11,650 (0)

２　事業費の確定等に伴う追加

(1) シティプロモーションパワーアップ戦略推進事業追加[2.1.2] 広聴広報課 1,000 (0)

(2) 弘前めぐりあいサポーター出愛（であい）創出事業追加[2.1.4] ひろさき未来戦略
研究センター 5,162 (1,291)

(3) 財政調整基金積立金追加[2.1.3] 財務政策課 41,725 (0)

(4) 国県支出金等返還金追加[2.1.12] 子育て支援課 1,228 (1,228)

(5) 国民健康保険特別会計繰出金追加[3.1.1] 国保年金課 322,392 (324,737)

(6) 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 10,927 (10,927)

(7) 子ども未来基金積立金追加[3.2.1] 子育て支援課 9,575 (0)

(8) 生活保護扶助費追加[3.3.2] 生活福祉課 25,867 (6,467)

(9) 水道事業会計負担金追加[4.1.3] 上下水道部総務課 2,648 (2,648)

(10) 水道事業会計補助金追加[4.1.3] 上下水道部総務課 54,580 (54,580)

(11) 水道事業会計出資金追加[4.1.3] 上下水道部総務課 2,184 (2,184)

(12) 県営大和沢地区農村地域防災減災事業負担金追加[6.1.6] 農村整備課 4,800 (400)

(13) 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 10,512 (0)

(14) 教育振興基金積立金追加[10.1.2] 教育政策課 1,698 (0)

(15) 奨学基金積立金追加[10.1.2] 教育政策課 701 (0)

(16) 小学校トイレ改修事業追加[10.2.3] 学校づくり推進課 171,596 (214)

(17) 長期債元金追加[12.1.1] 財務政策課 10,500 (10,500)

小　計 677,095 (415,176)

３　事業費の確定等に伴う減額

(1) 市民参加型まちづくり１％システム支援事業減額[2.1.10] 市民協働政策課 △ 10,557 (0)

(2) 介護保険特別会計繰出金減額[3.1.3] 介護福祉課 △ 103,759 (△ 103,759)

平成２９年３月補正予算案の概要
（一般会計補正予算第１１号）

１　補正予算案の概要

　今回の補正予算は、国の畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業を活用して畜産農家の収益力
向上を図るための弘前市畜産クラスター協議会負担金を新たに計上するとともに、国の追加内示に
伴う小学校トイレ改修事業の追加、事業費の確定等に伴う補正、及び財源調整を行うものです。

２　一般会計予算の規模

補　　正　　内　　容             ［款.項.目］
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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］

(3) 後期高齢者医療特別会計繰出金減額[3.1.6] 国保年金課 △ 16,811 (△ 6,151)

(4) 私立保育所等整備事業費補助金減額[3.2.1] 子育て支援課 △ 111,788 (△ 466)

(5) 農地集積支援事業減額[6.1.1] 農業委員会事務局 △ 20,736 (0)

(6) 人・農地問題解決加速化支援事業減額[6.1.3] 農業政策課 △ 20,373 (△ 1,427)

(7) 経営体育成支援事業減額[6.1.3] 農業政策課 △ 49,500 (0)

(8) 多面的機能支払交付金減額[6.1.6] 農村整備課 △ 19,414 (△ 4,854)

(9) 県営一本木沢地区農村地域防災減災事業減額[6.1.6] 農村整備課 △ 5,000 (△ 5,000)

(10) 県営相馬ダム地区防災ダム事業負担金減額[6.1.6] 農村整備課 △ 228 (△ 28)

(11) 県営庄司川上堰幹線用水路地区水利施設整備事業負担金減額[6.1.6] 農村整備課 △ 159 (41)

(12) 県営平川第一地区農業水利施設保全合理化事業負担金減額[6.1.6] 農村整備課 △ 1,236 (△ 136)

(13) 県営二階堰地区農業水利施設保全合理化事業負担金減額[6.1.6] 農村整備課 △ 8,694 (△ 894)

(14) 県営高杉・貝沢地区農地整備事業負担金減額[6.1.6] 農村整備課 △ 5,355 (7,245)

(15) 県営新放し堰地区基盤整備促進事業負担金減額[6.1.6] 農村整備課 △ 170 (30)

(16) 県営手代森地区農村地域防災減災事業負担金減額[6.1.8] 農村整備課 △ 2,635 (△ 335)

(17) 管理施設等維持補修事業減額[8.2.1] 建設政策課 △ 5,400 (△ 600)

(18) 建設機械整備事業減額[8.2.2] 道路維持課 △ 7,537 (△ 513)

(19) 十面沢轡線交差点改良事業減額[8.2.3] 建設政策課 △ 10,000 (△ 1,000)

(20) 市街地浸水対策事業減額[8.2.6] 建設政策課 △ 15,000 (△ 750)

(21) アップルロード整備事業減額[8.2.7] 建設政策課 △ 123,024 (8,754)

(22) 通学路対策事業減額[8.2.8] 建設政策課 △ 57,860 (△ 2,512)

(23) 弘前駅前北地区土地区画整理事業減額[8.4.4] 区画整理課 △ 188,266 (△ 4,106)

(24) 県営街路事業負担金減額[8.4.5] 都市政策課 △ 27,000 (△ 2,700)

(25) 市民中央広場拡張整備事業減額[8.4.6] 都市政策課 △ 12,498 (△ 4,318)

(26) 青葉団地市営住宅建替事業減額[8.5.2] 財産管理課 △ 170,912 (△ 16)

(27) 史跡津軽氏城跡堀越城跡整備事業減額[10.4.2] 文化財課 △ 17,301 (△ 451)

(28) 津軽歴史文化資料展示施設等整備事業減額[10.4.2] 文化財課 △ 490 (△ 90)

(29) 運動公園防災拠点化事業減額[10.5.2] 文化スポーツ振興課 △ 70,000 (△ 2,100)

(30) 東部学校給食センター調理等業務委託料減額[10.5.4] 学務健康課 △ 12,442 (△ 12,442)

(31) 長期債利子減額[12.1.2] 財務政策課 △ 63,477 (△ 63,477)

小　計 △ 1,157,622 (△ 202,055)

４　財源調整

(1) ひろさきライフ・イノベーション推進事業[2.1.4] ひろさき未来戦略
研究センター 0 (△ 8,128)

(2) 藤田記念庭園利活用事業[7.2.3] 公園緑地課 0 (△ 200)

(3) 公園施設長寿命化対策支援事業[7.2.3] 公園緑地課 0 (△ 1,680)

(4) 除排雪経費[8.2.2] 道路維持課 0 (13,333)

(5) 弘前スポレク祭運営事業費負担金[10.5.1] 文化スポーツ振興課 0 (△ 350)

小　計 0 (2,975)

合　　計 △ 468,877 (216,096)
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