
－ 1 －

(１) 　補正前の予算額 79,487,701 　千円

(２) 　補正第１２号予算額 2,733,177 　千円

(３) 　補正後の予算額 82,220,878 　千円

担 当 課 事 業 費 (一般財源)

人材育成課 511,160 (507,880)

２　地域の元気臨時交付金に係る補正

財務政策課 1,222,321 (0)

財産管理課 4,500 (450)

文化スポーツ振興課 21,000 (2,100)

情報システム課 187,800 (187,800)

法務契約課 693 (693)

福祉政策課 117,122 (113,041)

子育て支援課

健康づくり推進課

生活福祉課

商工政策課

   地方債の補正　　　　追加　　３件　　廃止　２件　　変更　６件

議員報酬等の減額及び職員手当等の追加

４　事業費の追加・確定等に伴う補正

例規データ更新等委託料追加[2.1.1]

国県支出金等返還金追加［2.1.12］

運動公園リニューアル事業[10.6.2]

泉野多目的広場コミュニティ施設整備事業[2.1.9]

１　人件費の補正

地域の元気臨時基金積立金追加[2.1.3]

共同クラウド既存データ移行事業[2.1.1]

２　一般会計予算の規模

   債務負担行為の補正　追加　４９件

（単位：千円）

３　共同クラウド導入事業

補　　正　　内　　容             ［款.項.目］

平成２５年１２月補正予算案の概要
（一般会計補正予算第１２号）

３　補正予算第１２号の内容

 　継続費の補正　　　　追加　　２件　　変更　２件

   繰越明許費の補正　　追加　　８件

１　補正予算案の概要

　今回の補正予算は、人件費の補正として、弘前市特別職報酬等審議会答申及び特例条例による議員
報酬の減額、職員の退職手当及び時間外勤務手当の追加などを計上しています。
　また、国から追加配分された地域の元気臨時交付金を地域の元気臨時基金に積み立てるとともに、
当該基金を活用して実施する泉野多目的広場コミュニティ施設整備事業及び運動公園リニューアル事
業を計上したほか、事業費の追加・確定等に伴う補正、共同クラウドへのデータ移行及び子ども・子
育て支援新制度電子システム導入に係る経費の計上などが主な内容です。



－ 2 －

担 当 課 事 業 費 (一般財源)補　　正　　内　　容             ［款.項.目］

選挙管理委員会事務局 △ 15,316 (0)

福祉政策課 296,064 (74,019)

福祉政策課 31,500 (11,382)

介護福祉課 6,543 (6,543)

国保年金課 29,239 (29,239)

国保年金課 10,036 (2,509)

子育て支援課 1,340 (△650)

子育て支援課 4,437 (△1,516)

子育て支援課 1,684 (561)

子育て支援課 13,239 (4,413)

子育て支援課 680 (680)

保育所運営費追加［3.2.2］ 子育て支援課 70,864 (17,241)

生活福祉課 41,287 (10,322)

病院事業会計出資金追加［4.1.5］ 市立病院事務局 5,185 (5,185)

環境管理課 △ 1,200 (3,045)

農業政策課 36,750 (0)

農業者年金受託事業追加［6.1.4］ 農業委員会 218 (0)

農村整備課 441 (41)

農村整備課 563 (63)

農村整備課 675 (75)

農村整備課 450 (25)

農村整備課 △ 345 (253)

農村整備課 954 (154)

農村整備課 △ 2,249 (△2,249)

農村整備課 △ 6,000 (△6,000)

農村整備課 △ 5,000 (△2,500)

農村整備課 △ 10,000 (△5,000)

区画整理課 107,600 (5,400)

防災安全課 △ 12,199 (△12,199)

学校企画課 13,728 (1,559)

学校企画課 11,609 (1,889)

学校企画課 5,704 (1,504)

学校企画課 2,872 (772)

法務契約課 6,399 (6,399)

国保年金課 1,271 (0)

子育て支援課 18,858 (△2,808)

老人保護措置費追加［3.1.3］

地域子育て支援センター事業委託料追加［3.2.1］

一時預かり事業費補助金追加［3.2.1］

５ その他の補正

国民年金システム改修委託料[3.1.5]

障害者自立支援法関係事業追加［3.1.2］

重度心身障害者医療費支給扶助費追加［3.1.2］

参議院議員選挙費減額［2.4.3］

高杉小学校屋内運動場改築事業追加[10.2.3]

林道開設・改良工事減額［6.2.2］

文京小学校屋内運動場改築事業追加[10.2.3]

子ども・子育て支援新制度電子システム導入事業
[3.2.1]

林道橋点検診断事業減額［6.2.2］

休日保育事業費補助金追加［3.2.1］

県営高杉地区農業水利施設保全合理化事業負担金
［6.1.6］

弘前地区消防事務組合負担金減額［9.1.1］

生活保護扶助費追加［3.3.2］

後期高齢者医療療養給付費負担金追加［3.1.6］

相馬揚水機場整備事業減額［6.1.6］

後期高齢者医療特別会計繰出金（人件費補正分を除く）
追加［3.1.6］

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
追加［6.1.6］

埋立処分場第２次第２区画造成事業減額［4.2.2］

延長保育促進事業費補助金追加［3.2.1］

県営相馬地区農業水利施設保全合理化事業負担金
［6.1.6］

障がい児保育事業費補助金追加［3.2.1］

文京小学校旧校舎解体事業追加[10.2.3]

青年就農給付金追加［6.1.3］

県営船沢地区農業水利施設保全合理化事業負担金
［6.1.6］

県営農業体質強化基盤整備促進事業負担金減額
［6.1.6］

県営杭止堰地区ため池等整備事業負担金［6.1.8］

農道等整備工事減額［6.1.6］

電動書庫移設委託料［2.1.1］

高杉小学校旧校舎解体事業追加[10.2.3]

弘前駅前北地区土地区画整理事業追加［8.4.4］



－ 3 －

担 当 課 事 業 費 (一般財源)補　　正　　内　　容             ［款.項.目］

文化スポーツ振興課 700 (0)

子育て支援課 財源調整 (2,376)

子育て支援課 財源調整 (△452)

子育て支援課 財源調整 (△5,502)

子育て支援課 財源調整 (△3,000)

健康づくり推進課 財源調整 (△241)

商工政策課 財源調整 (△875)

スマートシティ推進室 財源調整 (△2,666)

スマートシティ推進室 財源調整 (△6,667)

防災安全課 財源調整 (△2,400)

防災安全課 財源調整 (△5,000)

高杉小学校屋外環境整備事業[10.2.3] 学校企画課 財源調整 (△1,959)

文京小学校屋外環境整備事業[10.2.3] 学校企画課 財源調整 (△1,710)

学校企画課 財源調整 (△10,800)

能狂言弘前公演実行委員会負担金［10.5.1］ 文化スポーツ振興課 財源調整 (△6,000)

合　　計 2,733,177 (917,419)

雪対策実証研究事業［8.4.7］

トワイライトステイ事業委託料[3.2.1]

スマートシティ共同研究事業[8.4.7]

地域防災計画修正等事業[9.1.4]

子育て支援センター運営事業[3.2.3]

裾野小学校新築事業[10.2.3]

岩木夏まつり事業費補助金[7.1.2]

保育所体験特別事業費補助金[3.2.1]

こんにちは赤ちゃん事業[4.1.6]

こどもの広場運営事業[3.2.3]

青少年夢実現スポーツチャレンジ支援事業費補助金
[10.6.1]

 財務部 財務政策課 財政担当(内:２７３)

お問い合わせ先

６　財源調整

消防屯所整備事業[9.1.3]
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