
(１) 　補正前予算額 76,480,235 　千円

(２) 　補正第８号予算額 2,084,203 　千円

(３) 　補正第８号後の予算額 78,564,438 　千円

　補正第８号は、弘前駅前地区再開発ビル公共的利活用に係る事業、「ひろさき健康福祉改革プロ
ジェクトチーム」より提案され、２４年度に取り組む事業、東照宮本殿を適切に保存するための土地
購入費を含む経費等を計上したほか、国庫支出金の追加配分への対応や利用者増加等による事業費の
追加、事業費確定による補正などが主な内容であります。

   債務負担行為の補正　追加　４件

（単位 千 ）

２　一般会計予算の規模

１　補正予算案の概要

平成２４年１２月補正予算案の概要
（一般会計補正予算第８号）

３　補正第８号の内容

   地方債の補正　　　　追加　２件　　変更１５件

 　継続費の補正　　　　変更　３件

   繰越明許費の補正　　追加１４件

－ 1 －

担 当 課 事 業 費 (一般財源)

管財課 130,000 (6,500)

市民との協働推進課 9,639 (9,639)

福祉総務課 2,610 (0)

介護保険課 1,156 (1,156)

健康推進課 750 (0)

文化財保護課 58,212 (30,492)

道路維持課 7,375 (1,350)

[8.2.7]

小学校耐震化事業追加[10.2.3] 学務課 585,803 (1,524)

中学校耐震化事業追加[10.3.3] 学務課 146,993 (221)

学務課 316,813 (123)

学務課 391,379 (134)

１　弘前駅前地区再開発ビル公共的利活用関連事業

２　ひろさき健康福祉改革プロジェクト関連事業

３　東照宮本殿保存事業[10.5.2]

[3.1.3]

介護保険特別会計繰出金追加(介護認定調査員２名増員)

（仮称）駅前分庁舎整備事業追加[2.1.3]

駅前市民ホール整備事業［10.5.9］

（単位：千円）

高杉小学校屋内運動場増改築事業[10.2.3]

仲町伝統的建造物群保存地区消流雪溝整備事業追加

文京小学校屋内運動場増改築事業[10.2.3]

補　　正　　内　　容             ［款.項.目］

４  国庫支出金の追加配分に対応する補正

保健衛生委員会活性化支援事業[4.1.6]

生きがい対応型デイサービス事業委託料追加[3.1.3]

－ 1 －



福祉総務課 34,269 (34,269)

子育て支援課

健康推進課

福祉総務課 560,346 (165,646)

福祉総務課 18,800 (9,871)

国保年金課 140,800 (140,800)

国保年金課 3,671 (918)

子育て支援課 △ 126,247 (△8,382)

保育所運営費追加［3.2.2］ 子育て支援課 76,798 (23,684)

生活福祉課 135,759 (33,940)

水道事業会計出資金追加［4.1.3］ 上下水道部 1,641 (△59)

環境政策課 △ 2,140 (△1,227)

農政課 122 (28)

環境保全型農業直接支払交付金追加[6.1.3] 農政課 746 (373)

農村整備課 △ 1,979 (△989)

農村整備課 △ 2,890 (△1,441)

消防 △ 28,173 (△9,373)

消火栓整備事業減額［9.1.3］ 消防 △ 107 (△907)

消防自動車整備事業減額［9.1.3］ 消防 △ 2,425 (△525)

防災安全課 4,200 (0)

学務課 △ 167,017 (△40,313)

学務課 △ 246 260 (△60 202)

後期高齢者医療特別会計繰出金追加［3.1.6］

自主防災組織育成事業費補助金追加［9.1.4］

生活保護扶助費追加［3.3.2］

文京小学校校舎改築事業減額[10 2 3]

林道中森行線開設事業減額[6.2.2]

弘前地区消防事務組合負担金減額［9.1.1］

高杉小学校校舎増改築事業減額[10.2.3]

中山間地域等直接支払制度交付金追加［6.1.3］

林道県単改良事業減額[6.2.2]

後期高齢者医療療養給付費負担金追加［3.1.6］

国県支出金等返還金［2.1.12］

５　事業費の追加・確定に伴う補正

障害者自立支援事業追加［3.1.2］

重度心身障害者医療費支給扶助費追加［3.1.2］

埋立処分場第２次第２区画造成事業減額[4.2.2]

私立保育所整備事業費補助金減額［3.2.1］

－ 2 －

学務課 △ 246,260 (△60,202)

保健体育課 △ 22,039 (△22,039)

情報政策課 17,521 (0)

国保年金課 3,524 (0)

スマートシティ推進室 10,000 (0)

健康推進課 15,309 (5,103)

りんご課 315 (315)

農村整備課 970 (970)

[6.1.6]

市民との協働推進課 7,959 (7,959)

情報政策課 財源調整 (△5,000)

庁舎改修事業［2.1.3］ 管財課 財源調整 (500)

スマートシティ推進室 財源調整 (△5,348)

りんご課 財源調整 (△3,000)

農村整備課 財源調整 (△500)

商工労政課 財源調整 (△10,000)

７　財源調整

東部学校給食センター調理等委託料減額[10.6.4]

文京小学校校舎改築事業減額[10.2.3]

公衆無線ＬＡＮ整備事業[2.1.1]

国民年金システム改修委託料［3.1.5］

りんご樹雪害対策スノーモービル農道圧雪モデル事業費
補助金[6.1.3]

住宅用太陽光発電設備等導入支援事業費補助金[4.1.3]

りんご樹雪害対策農道等除雪モデル事業費補助金

中別所第２地区基盤整備促進事業［6.1.7］

りんご収穫祭実行委員会負担金[6.1.3]

ひろさき卍フェスティバル開催実行委員会負担金[7.1.2]

６ その他事業

地デジ難視地区共聴施設新設対策事業費補助金[2.1.1]

病院群輪番制病院設備整備事業費補助金［4.1.5］

市民会館グランドピアノオーバーホール委託料[10.5.8]

公共施設再生可能エネルギー等導入事業［4.1.3］

－ 2 －



観光物産課 財源調整 (△6,666)

土木課 財源調整 (17,600)

防災安全課 財源調整 (△5,000)

学務課 財源調整 (△2,677)

[10.3.1]

小・中学校耐震補強設計委託料[10.2.3][10.3.3] 学務課 財源調整 (△9,900)

市民との協働推進課 財源調整 (△10,000)

博物館 財源調整 (△200)

合　　計 2,084,203 (289,367)

弘前城薪能実行委員会負担金[10.5.1]

土淵川環境整備連携事業［8.2.3］

博物館整備事業[10.5.5]

小・中学校緊急メールシステム導入事業[10.2.1]

冬を彩る光のまちづくり事業[7.1.3]

防災アセスメント調査事業[9.1.4]

 企画部 総務財政課 財政係(内:２７３)

お問い合わせ先

－ 3 －－ 3 －


