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平成２６年度の一般会計予算は、４月に市長選挙の実施が予定され

ていたことから、経常的経費等を中心とした「骨格予算」として編成

しましたが、今回の補正予算第１号をいわゆる「肉付け予算」として

編成し、補正後の予算を葛西市政二期目の初年度となる平成２６年度

の本格予算とするものです。 

今回の補正予算は、「弘前市経営計画」に掲げる人口減少対策など

の様々な政策を推進するための事業が中心となっています。 

「弘前市経営計画」については、２０年後の将来都市像の実現に向

けた４つの観点（ひとづくり・くらしづくり・まちづくり・なりわい

づくり）に基づき網羅的・総合的に取り組む事業とともに、行政・市

民等の連携体制等を強化し、効率的・効果的な地域経営を実現するた

めの仕組みづくりとして構築・展開する「戦略推進システム」に位置

づける事業を計上しています。      

地方交付税の削減や社会保障関係経費の増加など厳しい財政状況

の中、「弘前市経営計画」に基づいた事業を展開し、人口減少の抑制

を図りながら、活力あるまちづくりを進めるための補正予算としてい

ます。 

 

 

Ⅰ 平成２６年度補正予算案第１号の編成について 
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１．肉付け予算反映後の一般会計予算の規模 

当 初 ７７,５１０,０００千円（骨格予算） 

補 正  １,９７３,１７９千円（肉付け予算） 

補正後 ７９,４８３,１７９千円（対前年度当初予算 ２,７５３,１７９千円 ３．６％増） 

 

２．補正予算第１号（肉付け予算）の内訳 

経営計画に基づいた「計画事業」の補正   約１３億２千万円（１７７事業） 

その他の事業の補正             約６億５千万円（ ８１事業） 

 

３．経営計画に基づいた計画事業の内訳 

  （分野別政策）８７４，０４８千円（１５１事業） 

ひとづくり                    １８３,８４３千円（３５事業） 

くらしづくり                   １１３,５６３千円（２１事業） 

まちづくり                      ２８９,６０３千円（３０事業） 

なりわいづくり                   ２８７,０３９千円（６５事業） 

（戦略推進システム）４４７，３１０千円（２６事業） 

ビックデータ･オープンデータを活用した地域経営      ３,１１９千円（ ５事業） 

オール弘前体制の構築                ４０,１０６千円（ ９事業） 

強い行政の構築                 ４０４,０８５千円（１２事業） 

 

※再掲 笑顔ひろさき重点プロジェクト（人口減少対策） ２１６,３１８千円（４３事業）       

 

４．地域の元気臨時交付金の活用 

防犯カメラ等設置、藤田記念庭園夜間照明設備設置、道路散水等融雪設備導入など 

対象事業費 約２億５千万円（８事業） 

（参考）補正後事業費 約２０億４千万円（２１事業） 

平成２６年度補正予算案第１号のポイント 
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≪一般会計・特別会計・企業会計予算総括表≫
（単位：千円）

平成25年度
予算額

当初①
(骨格予算)

補正第１号②
(肉付け予算)

補正後
①+② ③

当初④

77,510,000 1,973,179 79,483,179 76,730,000 2,753,179 3.6%

22,498,248 0 22,498,248 23,162,023 △ 663,775 △ 2.9%

1,811,575 0 1,811,575 1,627,828 183,747 11.3%

18,008,769 430 18,009,199 17,480,370 528,829 3.0%

215,341 0 215,341 214,654 687 0.3%

収入 4,409,272 0 4,409,272 4,449,135 △ 39,863 △0.9%

支出 5,727,785 0 5,727,785 4,599,326 1,128,459 24.5%

収入 264,482 0 264,482 135,396 129,086 95.3%

支出 318,142 0 318,142 189,056 129,086 68.3%

収入 4,332,472 0 4,332,472 4,289,917 42,555 1.0%

支出 4,092,978 0 4,092,978 3,979,099 113,879 2.9%

収入 1,334,613 144,000 1,478,613 1,444,001 34,612 2.4%

支出 2,689,174 144,000 2,833,174 2,777,220 55,954 2.0%

収入 6,360,663 0 6,360,663 4,993,124 1,367,539 27.4%

支出 6,449,687 0 6,449,687 4,809,661 1,640,026 34.1%

収入 2,057,089 0 2,057,089 1,920,546 136,543 7.1%

支出 4,507,680 5,000 4,512,680 4,115,581 397,099 9.6%

下
水
道
事
業
会
計

資
本

収
益

一般会計

水
道
事
業
会
計 資

本

収
益

増減
③-④

会 計 別

病
院
事
業
会
計

収
益

資
本

国民健康保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

介護保険特別会計

岩木観光施設事業特別会計

平成26年度
予算額

Ⅱ 平成２６年度予算の規模
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≪一般会計歳入予算の概要≫
（単位：千円）

自主財源

依存財源

68,040

100,000

2,943,632

1,182,746 50,927,969

0

0

0

0

578,000

37,000

36,000

4,000

増減
③-④

790,433 28,555,210

0

0

0

0

0

722,393

20,168,703

1,074,178

1,155,659

189,348

1,650

2,922,040

1,867,998 7.0%

335,494 1.7%

1.7%

財 源 別 当初①
（骨格予算）

補正第１号②
（肉付け予算）

補正後
①+② ③

構成比 当初④ 構成比

市税 20,168,703 25.4% 19,833,209

平成26年度予算額 平成25年度予算額

27,764,777 35.9% 26,687,212 34.7%

25.8%

繰入金 2,199,647 3.7% 1,328,638 1.7%

分担金及び負担金 1,074,178 1.3% 1,037,690 1.4% 36,488 3.5%

1,650 0.0% 1,610 0.0%

189,348 0.2% 76,665 0.1% 112,683 147.0%

19,468

1,593,402 119.9%

財産収入

寄附金

使用料及び手数料 1,155,659 1.5% 1,136,191 1.5%

40 2.5%

△ 229,577 △7.2%諸収入 2,875,592 3.7% 3,173,209 4.1%

0.7% △ 261,945 △48.8%

386,251 0.5% 386,511 0.5% △ 260 △0.1%

1 0.3% 536,761

0.5% 1,855,607 457.8%

繰越金 100,000 0.1% 100,000 0.1% 0 ―

1,813,395 2.8% 405,366その他基金

市債管理基金

財政調整基金 274,815

0

447,578

274,816

386,251

2,260,973

0

1.8%

地方譲与税 578,000 0.7% 587,000 0.8% △ 9,000 △1.5%

国庫支出金 14,110,375 18.0% 12,801,087 16.7% 1,485,364 11.6%

49,745,223 64.1% 50,042,788 65.3% 885,181

2,000 100.0%株式等譲渡所得割交付金

合　　　　計 77,510,000 100.0% 76,730,000 100.0% 2,753,179 3.6%

365,417 7.4%

市債 7,784,500 10.4% 9,676,000 12.6% △ 1,428,600 △14.8%

県支出金 5,040,048 6.7% 4,918,401 6.4%

1,973,179 79,483,179

4,000 0.0% 2,000 0.0%

利子割交付金 37,000 0.0% 37,000 0.1%

176,076

243,770

462,900

2,285,000

6,000

71,000

300

58,000

20,000,000

35,000

14,286,451

5,283,818

8,247,400

0 ―

配当割交付金 36,000 0.0% 19,000 0.0% 17,000 89.5%

457,000 25.0%

ゴルフ場利用税交付金 6,000 0.0% 6,000 0.0% 0 ―

地方消費税交付金 2,285,000 2.9% 1,828,000 2.4%0

0

△ 91,000 △56.2%

国有提供施設等所在市町村助成交付金 300 0.0% 300 0.0% 0 ―

自動車取得税交付金 71,000 0.1% 162,000 0.2%0

0

△ 2,000 △3.3%

交通安全対策特別交付金 35,000 0.0% 36,000 0.0% △ 1,000 △2.8%

地方特例交付金 58,000 0.1% 60,000 0.1%

90,000 0.5%地方交付税 19,700,000 25.2% 19,910,000 26.0%

0

300,000

0

平成26年度歳入予算財源別グラフ

自主財源

28,555,210

（35.9%）依存財源

50,927,969

（64.1%）

市税

20,168,703

繰入金

2,922,040
使用料及び手数料

1,155,659

分担金及び負担金

1,074,178

その他自主財源

3,234,630

地方交付税

20,000,000

国庫支出金

14,286,451

市債

8,247,400

県支出金

5,283,818

その他依存財源

3,110,300
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≪一般会計歳出予算（款別）の概要≫

（単位：千円）

50,000

79,483,179

元金償還金 7,574,852

―

合　　　　計 77,510,000 100.0% 76,730,000 100.0% 2,753,179 3.6%

予備費 50,000 0.1% 50,000 0.1% 00

1,973,179

9.5% 7,500,468 9.7% 74,384 1.0%

利子

公債費 8,619,563 10.8% 8,634,284 11.2% △ 14,7210

0

01,044,711 1.3% 1,133,816 1.5% △ 89,105 △7.9%

△0.2%8,619,563

7,574,852

1,044,711

△17.6%

災害復旧費 311,793 0.4% 2,000 0.0% 309,793 15,489.7%

教育費 8,450,244 10.9% 10,482,950 13.7% △ 1,840,425192,281

0

8,642,525

311,793

6.1%

消防費 2,841,759 3.6% 3,061,487 4.0% △ 196,684 △6.4%

土木費 8,363,448 11.0% 8,264,441 10.8% 506,578407,571

23,044

8,771,019

2,864,803

50.2%

商工費 3,848,636 5.2% 3,844,236 5.0% 295,402 7.7%

農林水産業費 1,702,441 2.6% 1,351,657 1.7% 678,167327,383

291,002

2,029,824

4,139,638

2.8%

労働費 53,105 0.1% 261,502 0.3% △ 184,492 △ 70.6%

衛生費 6,833,613 8.7% 6,743,051 8.8% 188,32397,761

23,905

6,931,374

77,010

28.5%

民生費 30,136,907 38.0% 28,546,074 37.2% 1,630,267 5.7%

総務費 5,818,977 8.0% 4,974,296 6.5% 1,415,479570,798

39,434

6,389,775

30,176,341

議会費 479,514 0.6% 514,022 0.7% △ 34,508 △ 6.7%

款 別

平成26年度予算額 平成25年度予算額
増減
③-④

0

当初①
（骨格予算）

補正第１号②
（肉付け予算）

補正後
①+② ③

構成比 当初④ 構成比

479,514

議会費

479,514

総務費

6,389,775

民生費

30,176,341

衛生費

6,931,374

労働費

77,010

農林水産業費

2,029,824

商工費

4,139,638

土木費

8,771,019

消防費

2,864,803

災害復旧費

311,793

教育費

8,642,525

公債費

8,619,563

予備費

50,000

平成26年度歳出予算款別グラフ
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≪一般会計歳出予算（性質別）の概要≫

（単位：千円）

△1.5%

増減
③-④

76,730,000

維持補修費 968,911 1.2% 767,010 202,551 26.4%

積立金 155,694 0.2% 41,830 113,864 272.2%

48.0%38,152,652

平成26年度予算額

14.2%10,135,425

14.6%10,447,218

予備費

当初①
（骨格予算）

補正後
①+② ③

構成比
補正第１号②

（肉付け予算）

繰出金

出資金

補助費等

物件費

その他の経費

災害復旧事業費

投資的経費

単独事業費

補助事業費

普通建設事業費

公債費

扶助費

人件費

義務的経費

貸付金 1,474,122 1.9%

17,225

777,549

473,075

0

11,739,209 15.1%

12.0%

37.4%28,910,130

9,049,017

0 0.4%311,793

100.0%77,510,000

10.9%8,650,080

37,513,483

28,956,944

2,000

5,836,082

4,421,491

10,257,573

10,259,573

8,634,284

19,744,685

0.1%50,000

5.8%4,610,714

1.1%862,463

4,364,842

650

303,739

0

0

1,496,854

1,366,050

△ 14,721

1,139,064

△ 467,949

309,793

754,822

301,435

1,056,257

822,567

11,978,375

9,159,574

△ 22,732

20,883,009

9,134,51416,485

740

0

1,178,405

1,178,405

358,084

820,321 8.3%

5.9%

5,770,583

26.3%

10.8%8,619,563

656,394

3.6%

―

△0.6%

4.9%

0.5%

4.0%

2.5%

15,489.7%

12.9%

6.8%

10.3%

13.3%

△0.2%

5.8%

△5.1%

1.8%

2,753,179

0

△ 29,935

39,896

64,573

362,518

730,735

合　　　　計

性 質 別

100.0%

0.1%

6.0%

2.0%

1.1%

0.1%

15.6%

1.0%

11.9%

37.8%

0.0%

7.6%

5.8%

13.4%

13.4%

11.2%

25.7%

11.9%

48.8%

平成25年度予算額

50,000

当初④ 構成比

85

0

1,973,179

38,169,877

8,666,565

20,883,749

8,619,563

11,625,623

11,313,830

4,722,926

6,590,904

311,793

29,687,679

9,522,092

969,561

12,042,948

155,694

862,463

1,474,122

4,610,799

50,000

79,483,179

4,640,734

人件費

8,666,565

扶助費

20,883,749

公債費

8,619,563
普通建設事業費

11,313,830

災害復旧事業費

311,793

物件費

9,522,092

補助費等

12,042,948

出資金

862,463

繰出金

4,610,799

その他

2,649,377

義務的経費

38,169,877

（48.0%）

投資的経費

11,625,623

（14.6%）

その他の経費

29,687,679

（37.4%）

平成26年度歳出予算性質別グラフ
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（単位：千円）

当初①
（骨格予算）

補正予算
第１号②

(肉付け予算)

補正後
①+② ③

2,894,927 2,963,700 1,688,107 5,095 1 274,815 274,816 1,418,386

1,850,015 1,851,331 1,466,209 1,385 386,251 0 386,251 1,081,343

5,122,298 5,301,690 6,894,652 149,214 1,813,395 447,578 2,260,973 4,782,893

人 材 育 成 基 金 400,704 401,004 312,348 300 84,716 25,402 110,118 202,530

ま ち づ く り
振 興 基 金

3,098,175 3,117,478 3,120,268 16,657 1,000 25,071 26,071 3,110,854

地 域 福 祉 基 金 38,533 375,866 698,526 110,979 82,806 53,635 136,441 673,064

地 域 経 済
活 性 化 基 金

1,339,104 1,179,944 927,296 8,469 110,919 130,297 241,216 694,549

温 泉 事 業 基 金 7,302 7,308 7,314 6 0 0 0 7,320

弘前公園お城と
さ く ら 基 金

11,414 24,442 10,695 0 0 0 35,137

奨 学 基 金 18,143 19,336 20,241 756 3,204 0 3,204 17,793

教 育 振 興 基 金 220,337 189,340 41,615 31 0 0 0 41,646

地 域 の 元 気
臨 時 基 金

1,742,602 1,321 1,530,750 213,173 1,743,923 0

9,867,240 10,116,721 10,048,968 155,694 2,199,647 722,393 2,922,040 7,282,622

※平成25・26年度の見込額については、現時点での予算計上額で見込んだものです。

（単位：千円）

当初①
（骨格予算）

補正予算
第１号②

(肉付け予算)

補正後
①+② ③

78,891,608 78,716,337 83,168,014 9,403,600 462,900 9,866,500 7,574,852 85,459,662

254,505 169,670 162,106 0 0 0 84,835 77,271

1,966,986 1,816,674 1,704,218 24,600 0 24,600 133,138 1,595,680

18,022,505 17,553,997 17,363,648 1,213,700 144,000 1,357,700 1,243,314 17,478,034

53,359,622 51,340,264 49,181,160 1,470,500 0 1,470,500 3,742,119 46,909,541

152,495,226 149,596,942 151,579,146 12,112,400 606,900 12,719,300 12,778,258 151,520,188

※当初①（骨格予算）の借入額には、平成25年度からの繰越分が含まれています。

※平成26年度の見込額については、現時点での予算計上額で見込んだものです。

会　計　別

合　　　　計

一 般 会 計

≪基金の現在高≫　※特別会計・企業会計を除く

≪地方債の現在高≫

病 院 事 業 会 計

水 道 事 業 会 計

下水道事業会計

介 護 保 険
特 別 会 計

財 政 調 整 基 金

市 債 管 理 基 金

そ の 他 特 定
目 的 基 金

合　　　　計

基 金 別
平成23年度末

現在高
平成24年度末

現在高
平成25年度末
現在高見込 積立額

（予算）

平成26年度末
現在高見込

平成23年度末
現在高

平成24年度末
現在高

平成25年度末
現在高見込

平成26年度末
現在高見込償還額

（予算）

借入額（予算）

平成26年度中

平成26年度中

取崩額（予算）

※
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≪２款　総務費≫ （単位：千円）

3,375

国際化の更なる充実を図るため、弘前大学への留学経験を有する外国人を非常勤
職員として採用

補正前の額 0

補正後の額 3,375

補　正　額

共済費　　464
報酬　　2,911

市民ニーズを把握しながら地域のパイプ役となり、地域づくりについての助言や
協力等を行うためのエリア担当職員を26地区に配置

職員手当　720（時間外勤務手当）
役務費　　 24

補正後の額

ヒロロスクエア情報発信事業[2.1.1　政策推進課]

4,000

補　正　額 6,415

補　正　額 100

旅費や給与を始めとした庶務業務について、電子システム化による業務の効率化
を進めるため、システム構築に向け各種検討を実施

補正前の額 0

補正後の額 100

旅費　100

ヒロロスクエアの活性化を図るため、テレビＣＭやホームページ等での情報発信
を実施

補正前の額 0

補正後の額 6,415

旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,115
弘前感交劇場ポータルサイト情報発信システム構築業務委託料　　1,080
ヒロロスクエアテレビＣＭ企画制作運営業務委託料　　　　　　　3,680
備品購入費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　540

補　正　額 4,000

マンパワー不足を解消し時間外勤務の削減を図るため、業務の効率化やアウト
ソーシング（外部委託）の活用を検討

補正前の額 0

【新規】

《計画》総合庶務システム導入検討事業（行革）[2.1.1　行政経営課] 【新規】

《計画》窓口業務のアウトソーシング検討事業（行革）[2.1.1　行政経営課] 【新規】

職員国際化推進事業[2.1.1　人材育成課] 【新規】

《計画》エリア担当制度[2.1.1　人材育成課]

窓口業務アウトソーシング検討業務委託料　4,000

補正前の額 250

補正後の額 994

補　正　額 744

Ⅲ－１　一般会計主要事業

Ⅲ 主要事業の概要

【表記説明】
《計画》・・・弘前市経営計画掲載事業
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≪２款　総務費≫ （単位：千円）

補正後の額

0

《計画》職員提案政策研究事業[2.1.1　人材育成課] 補　正　額 3,373

圏域職員合同研修事業[2.1.1　人材育成課] 補　正　額 400

弘前圏域定住自立圏連携施策（圏域マネジメント能力の強化）に係る関係市町村
との協定締結により、研修を実施

報償費　　　　　　　　　　　　　　 42(講師謝礼)
旅費　　　　　　　　　　　　　　1,331(先進地視察旅費等)
職員提案政策研究事業業務委託料　2,000

補正後の額

地域発信力向上研修業務委託料　400

職員が自主的に提案した政策研修テーマについて、グループで研究活動を実施 補正前の額

補正前の額

15,668

旅費　1,975(国内、海外研修旅費)

補　正　額

補正後の額

市職員用及び教職員用グループウェア統合更新事業[2.1.1　情報システム課]

43,834

夜間の犯罪抑止に配慮した生活環境を整備するため、防犯灯を設置 補正前の額

補　正　額

補　正　額

需用費　　　　　　　　　  87（防犯カメラ等電気料）
防犯カメラ等整備工事　20,583（屋外用防犯カメラ20台、防犯カメラ用防犯灯50灯、
　　　　　　　　　　　　　　　告知看板設置20か所）

0

補正後の額 43,834

需用費　 　　　　　　　　350（防犯灯電気料470灯　6か月分）
ＬＥＤ防犯灯整備工事　43,484（ＬＥＤ防犯灯670灯、防犯灯専用柱50本、デザイン灯柱撤去100本）

【新規】

国際化に対応した人材の育成と個人のスキルアップを図るため、公益財団法人全
国市町村国際文化研修所が実施する海外派遣研修に、市町村職員研修受講費助成
金を活用して職員を3名派遣 1,975

補正前の額 0

補正後の額 15,668

利便性の向上、維持管理費の削減を図るため、市職員用グループウェアと教職員
用グループウェアを統合

【新規】

《計画》ＬＥＤ防犯灯設置事業[2.1.1　市民協働政策課]

20,670

グループウェア更新業務委託料　　15,668

0

3,373

0補正前の額

《計画》防犯カメラ等設置事業[2.1.1　市民協働政策課]

弘前警察署との間で締結した「弘前市安全・安心まちづくり推進に関する協定」
に基づき、犯罪の発生を抑止するため、防犯カメラ及び防犯灯を設置【地域の元
気臨時基金対象事業】

400

市職員海外派遣事業[2.1.1　人材育成課] 補　正　額 1,975

補正前の額

補正後の額 20,670

0
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≪２款　総務費≫ （単位：千円）

9,500

補正前の額

弘前市ホームページコンテンツマネジメントシステム導入業務委託料　9,500

940

補　正　額【新規】《計画》弘前市ホームページコンテンツマネジメントシステム導入事業[2.1.2　広聴広報課]

報償費　　500（動画制作謝礼）
需用費　　516
役務費　　324

報償費　　　　 　  56（シティプロモーション市民ワークショップ講師謝礼）
旅費　　           99
需用費　 　　　 　  7
使用料及び賃借料  　6

シティプロモーション用ＰＲ素材等の制作・活用

補正後の額 2,942

補正後の額

補正前の額 1,602

補　正　額 1,340

弘前市をＰＲするため、弘前市全般を紹介したパンフレットやチラシのほか、シ
ティプロモーションのロゴマークや工芸品であるこぎん等をデザインした贈呈袋
やクリアファイルを制作し、計画的に配布

補　正　額

補正後の額

広報ひろさきにＡＲ（拡張現実）の手法を取り入れ、動画などによるリアルでわ
かりやすい情報を提供

補正前の額トップアスリート等を目指している青少年が夢の実現に向かって、自己のスキル
アップを図ることを目的に講座や研修会等に参加するための経費に対し補助
【拡充】スポーツ分野に加え、文化芸術分野等も補助対象に追加

0

補正後の額 2,000

《計画》広報ひろさきＡＲ掲載事業[2.1.2　広聴広報課]

「いいかも！！弘前」シティプロモーション推進事業[2.1.2　広聴広報課] 【拡充】補　正　額

補助限度額　国内　 30
            国外　100

0

サイト内検索機能の強化、スマートフォン向けサイト及び高齢者・障がい者にも
利用しやすいサイトの構築

【拡充】補　正　額 168

3,323

当市の魅力度を向上させるために、地域資源・観光資源を様々な手段で、戦略的
かつ積極的に情報を発信

補正前の額 2,473

補正後の額 5,796

戦略的な情報発信体制の構築　　　　　　　　　　　　　　　168
シティプロモーション用ＰＲ素材等の制作・活用　　　　　1,340
県外・海外開催イベントと連携したプロモーション事業　　1,815

《計画》戦略的な情報発信体制の構築

772戦略的な情報発信を行うために、必要な助言を受けることができるアドバイザー
を招へいするほか、弘前に対する誇りや愛着を向上させる目的で市民や各種団
体、ＰＲ応援サポーターを対象としたワークショップを開催

補正前の額

【拡充】《計画》青少年夢実現チャレンジ支援事業費補助金[2.1.1　文化スポーツ振興課]

1,080

1,080

0

補　正　額 2,000

補正後の額 9,500

広報ひろさきＡＲ掲載業務委託料　1,080

【新規】

補正前の額
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≪２款　総務費≫ （単位：千円）

【新規】《計画》市有施設ＬＥＤ化等推進事業[2.1.3　財産管理課]

補正後の額

【新規】

0補正前の額

補正後の額

3,000

旅費　　1,241
需用費　　108
役務費　　466

補　正　額 150

地域課題研究業務委託料　3,000
　
対象者：弘前大学の教員、複数の教員で構成するグループ、ゼミ（学生のみは不可）
委託料：3,000（1研究につき上限1,000)

庁舎増築棟建設事業
　事業期間：平成26～27年度【継続費設定】
　事業概要：鉄筋コンクリート造（免震構造）、地上4階地下1階

補正前の額 609,984

補正後の額

補　正　額

補正後の額 461

報償費　　　　　　　　　　　 　32
旅費　　      　         　    15
役務費         　         　 　 3
ロープ塔監視小屋等解体工事　　411

《計画》大学・研究機関との地域課題研究事業[2.1.4　行政経営課]

3,000

大学からのまちづくりや地域活性化に対応するための研究を募集するほか、市か
ら具体的研究のテーマを大学に提示する方法を新たに加えて実施

補正前の額情報力発信の強化を図り、弘前産りんごＰＲキャラバン、首都圏で開催されるイ
ベント・物産展及び海外で開催される日本展・旅行博との連携プロモーション事
業を実施

弥生いこいの広場隣接地利活用事業[2.1.4　行政経営課]

設計等業務委託料　　　　2,973
庁舎増築棟建設工事　　354,584

市有施設における照明のＬＥＤ化等の省エネ改修をＥＳＣＯ事業により行うため
の導入準備

補正前の額

99

1,914

0弥生いこいの広場隣接地で自然観察会のほか、当該地のガイドを養成するヤヨイ
サイトレンジャー養成塾を開催するとともに、倒壊の危険性のあるロープ塔監視
小屋等の解体を実施

967,541

ＥＳＣＯ事業事前調査業務委託料　 150

補　正　額 461

補　正　額 357,557

補正後の額

補正前の額 0

150

《計画》庁舎増改築事業[2.1.3　財産管理課]

《計画》県外・海外開催イベントと連携したプロモーション事業 1,815【拡充】補　正　額

《計画》公共施設等総合管理計画策定及び進行管理業務[2.1.3　財産管理課] 補　正　額 13,724

アドバイザリー会議、ファシリティマネジメント市民会議、ファシリティマネジ
メント実施計画策定等を実施

補正前の額 914

補正後の額 14,638

報償費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 274
旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　280
その他　                           　　　　　　　　　170（需用費50、使用料及び賃借料120）
ファシリティマネジメント実施計画策定等業務委託料　13,000
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≪２款　総務費≫ （単位：千円）

補正後の額 1,000

補　正　額 2,000

学園都市ひろさき高等教育機関コンソーシアム活性化支援補助金　1,000
「学都弘前」学生地域活動支援事業費補助金　　　　　　　　　　1,000

学園都市ひろさき高等教育機関コンソーシアム活性化支援補助金 補　正　額 1,000

補正前の額 0

補正前の額 0

334

《計画》いいかも！！弘前応援事業（ふるさと納税寄附金推進事業)[2.1.4　行政経営課] 【拡充】

1,000

交 付 先：サポートする教員が参加する学生団体
交付対象：学生が企画・立案する、弘前の”まち”で行う事業
補 助 率：100%

学生による地域づくり活動を推進するため、市内６大学による自主事業及び学生
団体の地域活動を支援

補正後の額 2,000

《計画》高等教育機関コンソーシアム・学都弘前支援事業[2.1.4　行政経営課]

交付対象：コンソーシアム自らが企画・立案する次のいずれかに貢献する事業
　　　　　①「学都ひろさき」の特性を活かしたまちづくり
　　　　　②「学生力」を発揮できる仕組みづくり
補 助 率：100%

「学都弘前」学生地域活動支援事業費補助金

高度な知や学生力により街の賑いを創出するため、市内６大学による自主事業を
支援

1,387

補正後の額

補正前の額

1,768

334

報償費 　200（リードマン謝礼）
旅費　　  65
需用費    20
その他 　 49（役務費19、使用料及び賃借料30）

弘前の魅力を発信し、市外・市内・法人を問わず積極的に寄附を募るため、「い
いかも！！弘前応援寄附金」を創設し、寄附者には、地元特産品等のＰＲ及び消
費拡大も兼ねて、特産品を贈呈

熱意を持って地域づくりに取り組んでいる実践者を「弘前リードマン」と認定
し、地域や学校などに派遣

補正前の額 0

補　正　額 1,000

学生力による魅力あるまちづくりを推進するため、学生団体の地域活動を支援 補正前の額 0

補正後の額

補　正　額 1,768

《計画》弘前リードマン認定・派遣事業[2.1.4　行政経営課] 補　正　額

サポーターの仲介により結婚を望む独身者に出会いの場を提供 補正前の額 0

0

補正後の額

報償費　　　　　　　　　　　　500(寄附者贈呈品)
需用費　　　　　　　　　　　　776(チラシ印刷代等)
役務費　　　　　　　　　　　　192
パンフレット等作製業務委託料　300

補正後の額 1,387

旅費　　346
需用費　456
役務費　255
その他　330（パンフレット等作製業務委託料98、使用料及び賃借料216、会議等出席負担金16）

《計画》弘前めぐりあいサポーター出愛（であい）創出事業[2.1.4　行政経営課] 【新規】補　正　額

12



≪２款　総務費≫ （単位：千円）

補正後の額 703

1,757

（仮称）ひろさき出会い促進実行委員会負担金　1,757

《計画》ひろさき男子お弘芽（おひろめ）会事業[2.1.4　行政経営課]

市と県が連携し、弘前男子と首都圏の婚活中である女性との交流イベントを開催

補　正　額

補正後の額

703《計画》恋人の聖地プロジェクト推進事業[2.1.4　行政経営課] 【新規】

【新規】

補　正　額《計画》弘前発信・発見・体験事業[2.1.4　行政経営課] 【新規】

0

旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　103
需用費　　　　　　　　　　　　　　　　253
パンフレット等作製業務委託料　　 　　　98
恋人の聖地プロジェクト参画負担金　　　249

0

補　正　額

【新規】

1,611

0補正前の額

弘前を代表し公共性を有する観光施設・地域を中心に、プロポーズにふさわしい
ロマンティックなスポットを聖地として選定してもらい、シンボルとしてプロ
モーション活動や継続的な事業を展開

補正前の額

補正後の額 421

報償費　　　　　　100
旅費　　　　　　　206
使用料及び賃借料 　97
その他　 　　　　　18（需用費13、役務費5）

補　正　額 421

【新規】

《計画》若者魅力アップセミナー事業[2.1.4　行政経営課]

0

旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　361
需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100
（仮称）ひろさき移住促進実行委員会負担金　1,000
その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　150（報償費20、役務費35、使用料及び賃借料95）

移住に興味がある者に対し、弘前の情報発信を行うとともに、移住先としての認
知度向上を図るための移住セミナー等を実施

補正前の額

補正後の額 1,611

0

補正後の額

報償費　　　　100
旅費　　　　　613

《計画》住みたいまちひろさき推進事業[2.1.4　行政経営課] 補　正　額 713

庁内で研究会を発足し、移住・定住政策について情報共有を行うとともに、施策
に関する個別の協議を行い、効果的な事業を構築

補正前の額 0

補正後の額 713

10,000

「住みたいねＨＩＲＯＳＡＫＩ」イメージアップ戦略業務委託料 　10,000

弘前市への魅力として「住みたい街」「住み続けたい街」というイメージの向上
を図るため、弘前市の新たなイメージアップ戦略を構築

補正前の額

《計画》「住みたいねＨＩＲＯＳＡＫＩ」イメージアップ戦略事業[2.1.4　行政経営課] 【新規】補　正　額 10,000

独身者のコミュニケーション能力や身だしなみ、異性との接し方等について学ぶ
ためのセミナーを開催。また、セミナーにはサポーターも参加してもらい、意欲
ある独身者の把握に努める

補正前の額

1,757
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≪２款　総務費≫ （単位：千円）

補正前の額

補正後の額

890

《計画》ひろさきビッグデータ・オープンデータ研究会[2.1.4　行政経営課] 【新規】補　正　額 1,233

《計画》自治体内シンクタンク調査事業[2.1.4　行政経営課] 【新規】

300

補正前の額 0

《計画》ビッグデータ・オープンデータフォーラム[2.1.4　行政経営課]【新規】補　正　額 210

0

補正後の額 1,233

補　正　額

学生と市民、企業人が一体となり地域課題を共有しながら海外留学・海外研修を
体験させることで、解決力・起業家マインド等を豊かにし地域貢献する弘前大学
の事業に対し寄附金を支出

補正後の額

補正後の額

報償費  　42
旅費　　 799
需用費　　23
その他  　26（役務費4、使用料及び賃借料22）

《計画》学都ひろさき未来基金[2.1.4　行政経営課]

890

0

地域課題、政策課題等に対応するための戦略的なデータ収集と、分析を実施する
研究機関である自治体内シンクタンクの設置に向けた調査を実施

補正前の額 0

0

210

《計画》政策効果モニター事業[2.1.4　行政経営課] 【新規】補　正　額 300

報償費　　　　　　396
旅費　　　　　　　674
使用料及び賃借料　113
その他　　　　　　 50（需用費30、役務費20）

報償費　　　　　　 36
旅費　　　　　　 　32
使用料及び賃借料　 95
その他　　　　 　　47（需用費40、役務費7）

5,000

補正前の額

ビックデータ・オープンデータについて、市内金融、経済、ＩＴ関係者をはじ
め、広く市民向けに周知することで市民レベルの活用を促進

学都ひろさき未来基金寄附金　5,000

補正後の額

旅費　　　　　　   25
需用費　　　 　　  43
役務費　　　　  　185
使用料及び賃借料 　47

補正前の額

【新規】補　正　額 5,000

旅費　1,000

これからの時代の潮流となるビックデータ・オープンデータについて、地域経営
における活用手法などの調査研究を産官学金で実施し、当市における活用の方向
性を模索

地域課題の状況や取り組みによる変化等を定性的に把握するため政策効果モニ
ター制度を導入し、施策の企画・改善に活用

《計画》政策調査研究事業[2.1.4　行政経営課] 補　正　額 1,000

弘前市経営計画の推進を図るため、先進地における実情及び専門的、技術的な事
項について調査・視察を実施

補正前の額 0

補正後の額 1,000
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≪２款　総務費≫ （単位：千円）

市民参加型まちづくり１％システム支援補助金　20,000（補助率9/10　補助限度額500）
報酬　　1,217（委員15人）
旅費　　　953
その他　　215（需用費36、役務費111、使用料及び賃借料68）

33,509

補　正　額 532

532

安全・安心地域推進事業[2.1.8　都市政策課] 補　正　額 180

補正後の額

町会運営の盛んな町会・自治体等の先進地視察を行うとともに、大学生など若者
の地域コミュニティ活動への参画を促す仕組みや地域コミュニティの活性化に効
果的な事業を調査・検討

補正前の額 0

補正後の額

旅費　532（札幌市・豊川市　職員2名、町会関係者2名）

《計画》市民参加型まちづくり１％システム支援事業[2.1.10　市民協働政策課]

《計画》ヒロロスクエアコミュニケーションゾーン運営協議会負担金[2.1.10　政策推進課] 補　正　額 4,500

需用費　180

《計画》自転車事故防止啓発事業[2.1.8　都市政策課] 補　正　額 1,177

スタントマンによる自転車事故の再現を、これまでの中学校に限定せず、地域の
住民等も対象とし、広く自転車事故防止啓発活動を実施

補正前の額 0

補正後の額 1,177

模擬交通事故スタント業務委託料　1,177

児童の登下校時における見守り隊等のボランティア活動を支援するため、交通安
全フラッグ等を購入

補正前の額 0

22,385

0

補正後の額

補正前の額

補正前の額 11,124

経営計画推進事業[2.1.4　行政経営課] 補　正　額 3,636

経営計画の進捗状況等について評価・分析し、効率的・効果的な地域経営を図る
ため進捗状況等の進行管理を実施

補正前の額 0

補正後の額 3,636

報酬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,011
旅費　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　49
経営計画マネジメントシステム運用支援業務委託料　2,527
その他　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　49（役務費24、使用料及び賃借料25）

【新規】《計画》地域コミュニティ強化促進事業[2.1.10　市民協働政策課]

ヒロロスクエアコミュニケーションゾーン運営協議会負担金　4,500

ヒロロスクエアの賑わいを高めるための事業を実施する市とＮＰＯ等の市民団体
で組織されたヒロロスクエアコミュニケーションゾーン運営協議会に対する負担
金 補正後の額 4,500

補　正　額

市民自らが「弘前市まちづくり１％システム審査委員会」の審査を経て実施す
る、まちづくり、地域づくり活動に要する経費に対し補助

180
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≪２款　総務費≫ （単位：千円）

市民活動保険制度導入事業[2.1.10　市民協働政策課] 【新規】 補　正　額 226

補正後の額 226

補正後の額

(一財)自治総合センターによるコミュニティ助成事業を活用し、町会集会所及び
集会施設の備品等を整備

補正前の額

補　正　額 17,000コミュニティ助成事業費補助金[2.1.10　市民協働政策課]

○一般コミュニティ助成事業費補助金
　東地区町会連合会　2,100（集会施設備品　テーブル他）
○コミュニティセンター助成事業費補助金（町会集会所設置事業等補助金）
　浜の町町会　　　 14,900（集会所の新築）

0

17,000

市民活動やボランティア活動に伴う傷害・賠償事故を補償する市民活動保険制度
の導入を検討するため、既に導入している自治体を訪問し、制度の運用や体制等
を調査

補正前の額 0

将来推計人口算定システム作成業務委託料　486

《計画》人口動態統計分析事業[2.5.1　行政経営課] 【新規】 補　正　額 486

人口変動要因である出生、死亡、人口移動について要因を分析し、将来推計人口
を独自に算定することにより、施策の企画立案・改善等に活用

補正前の額 0

補正後の額 486

旅費　226（岡山市・茨木市）
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≪３款　民生費≫ （単位：千円）

高齢者が地域貢献のため、弘前駅前から弘前公園までの街灯に花を飾る取り組み
に対し補助

補正前の額

0

補　正　額 649《計画》ワーク・ライフ・バランス啓発事業[3.2.1　子育て支援課]

《計画》障がい者就労支援研究事業[3.1.2　福祉政策課] 【新規】 補　正　額 300

就労支援事業所・障がい者団体・企業・行政機関等により、障がい者雇用事例や
制度の理解、困難事例への専門的対応等を研究し、その課題解決により障がい者
の雇用を促進

補正前の額 0

補正後の額 300

旅費　　　　　　 216
使用料及び賃借料　84（就労支援施設の産業まつり等出店料）

軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業[3.1.2　福祉政策課] 【新規】 補　正　額 740

身体障害者手帳の交付対象とならない聴力レベルが軽度または中等度難聴児の保
護者に対して、補聴器購入費の一部を助成

補正前の額 0

補正後の額 740

軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成扶助費　740

まちなか花いっぱい事業費補助金　2,780
交付先：弘前市老人クラブ連合会

補正後の額 649

弘前市社会福祉協議会が運営する「すぱーく弘前」の排水及びし尿処理を、浄化
槽処理から下水道処理へ切り替える下水道接続工事実施に対して補助【地域の元
気臨時基金対象事業】

補正前の額 0

補正後の額 2,312

ひろさき健康福祉改革プロジェクト進行管理経費[3.1.1　福祉政策課] 補　正　額 61

ひろさき健康福祉改革プロジェクト推進に係る各提案事業の進行管理等のため、
ひろさき健幸いきいきプロジェクトチームを設置し、前年度実施事業の実績検
証、当年度事業の進行管理、及び、翌年度事業の提案を実施

補正前の額 0

補正後の額 61

交付先：弘前市社会福祉協議会
補助率：1/2

旅費　　　　　　　16
役務費　　　　　　10
使用料及び賃借料　35

すぱーく弘前下水道切替事業費補助金[3.1.1　福祉政策課] 【新規】 補　正　額 2,312

《計画》まちなか花いっぱい事業[3.1.3　介護福祉課] 【新規】 補　正　額 2,780

報償費　263
旅費　　131
需用費　100
その他　155（賃金20、役務費50、使用料及び賃借料85）

仕事と子育ての両立支援の観点から、市民・事業者を対象としたワーク・ライ
フ・バランスに関するフォーラムを開催

0

補正後の額 2,780

補正前の額
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≪３款　民生費≫ （単位：千円）

2,000

子どもの豊かな育ちの支援と、木育を普及・啓発することを目的に、市内の子ど
もが集う場所（児童館・児童センター等）に、木製玩具のキャラバン隊を派遣
し、木製玩具に触れる機会を提供

補正前の額 0

補正後の額

子育てに適した住環境の創出と定住促進を図るため、市内施工業者を活用して、
住宅の新築や中古住宅等の購入又は住宅の増改築等のリフォーム工事を行った者
に対し、補助金を交付

補正前の額

《計画》木育普及啓発事業[3.2.1　子育て支援課]

《計画》子育てスマイル（住まいる）アップ補助事業[3.2.1　子育て支援課]

補正後の額 245

補　正　額 245

【新規】

【新規】保育等研修事業[3.2.1　子育て支援課]

2,000

《計画》産み育てたいまち「ひろさき」ＰＲ事業[3.2.1　子育て支援課] 【新規】補　正　額

補　正　額

ウッド・トイ・キャラバン事業業務委託料　  500
備品購入費　　　　　　　　　　　　　　　1,500

認可外保育施設夜間保育事業費補助金　3,224
対象施設：夜間（20時以降）の保育を行う認可外保育施設

弘前市の独自の施策を含む「結婚、妊娠、出産、育児に係る施策」をわかりやす
くまとめ、子どもを産み育てることに対して明るく肯定的なイメージを抱くこと
ができるようなパンフレットを作成し広く情報を発信

補正前の額 0

補正後の額 1,000

1,000

需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　600
産み育てたいまち「ひろさき」ＰＲ事業パンフレットデータ作成業務委託料　　400

補　正　額 15,108

需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　59
役務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　49
子育てスマイル（住まいる）アップ補助金　15,000

就労形態の多様化により夜間の保育需要が増加している中、入所児童の処遇向上
と安全性の確保を図るため、夜間の保育を行う認可外保育施設に対して人件費を
補助

補正前の額 0

補正後の額 3,224

3,224【新規】《計画》認可外保育施設夜間保育補助事業[3.2.1　子育て支援課]

補　正　額

報償費　　 　　 　140
需用費　　　　　　　5
使用料及び賃借料　100

発達障がいをはじめとする多様な状況を持つ子どもへの適切な対応のため、保育
士等に対する研修を実施

補正前の額 0

0

補正後の額 15,108

需用費　　　　1,200

《計画》ウッド・スタート事業[3.2.1　子育て支援課] 【新規】 補　正　額 1,200

子どもの豊かな育ちの支援と、木育を普及・啓発することを目的に、弘前市で生
まれた子どもに木製製品をプレゼントして、赤ちゃんからの生涯木育を推進

補正前の額 0

補正後の額 1,200
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≪３款　民生費≫ （単位：千円）

57,882

補正後の額 62,336

報償費　　　　197（育児講座等講師謝礼）
需用費　　　　 48
役務費　　　　111
備品購入費　4,644（木製玩具・遊具等）

補　正　額 5,000【拡充】

需用費　276

市の子育ての拠点施設として、子育て中の親子の交流の場の提供、育児相談・援
助、子育て関連情報の提供、子育てに関する講習、一時預かり事業等を実施

補正前の額 23,427

補正後の額 28,427

子育てや家庭教育に不安を感じる子育て世帯の一助となるようなしつけに関する
内容や、子育て支援窓口情報を掲載した「子育て応援ＢＯＯＫにこにこひろさ
き」を配布

補正前の額 0

補正後の額 276

子育て応援ＢＯＯＫにこにこひろさき作成事業[3.2.5　子育て支援課] 補　正　額 276

報酬　　4,332（1人×14か所×800円×376h、運営委員会報酬）
旅費　　　106
需用費　　 10
役務費　　　6

補　正　額 4,454

市で実施している「なかよし会」について、保護者の就労時間に対応するため、
開設時間の延長を実施
【拡充】朝の開会時間を１時間早め、閉会時間を１時間延長

補正前の額

【拡充】《計画》放課後児童健全育成事業[3.2.5　子育て支援課]

《計画》駅前こどもの広場運営事業[3.2.3　子育て支援課]
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≪４款　衛生費≫ （単位：千円）

《計画》がん検診受診率向上強化対策事業[4.1.7　健康づくり推進課]

《計画》特定不妊治療費助成事業[4.1.6　健康づくり推進課] 【新規】補　正　額 8,529

特定不妊治療を行っている夫婦の経済的な負担の軽減を図るため、青森県特定不
妊治療費助成事業の対象者に上乗せ助成（県助成額の2分の1）

補正前の額 0

補正後の額 8,529

36,202

賃金　　　　　　　　　　　　　 　　　　　401
需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　98
水ぼうそう予防接種業務委託料　　　　　35,703

《計画》水ぼうそう任意予防接種助成事業[4.1.2　健康づくり推進課] 【新規】

補　正　額 17,890

小児インフルエンザ予防接種業務委託料　17,748
需用費　　　　　　　　　　　　　　　　 　142

乳幼児の健やかな成長を図るため、生後6ヶ月から6歳までの未就学児を対象にイ
ンフルエンザ接種費用の１回分を助成

補正前の額 0

補正後の額 17,890

補　正　額 36,202

《計画》小児インフルエンザ予防接種費用助成事業[4.1.2　健康づくり推進課]

保護者の負担軽減、未就学児の集団感染の防止のため、1歳から就学前までの幼
児に対し、任意の予防接種「水ぼうそう」１回分を助成

補正前の額 0

補正後の額

需用費　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　94
役務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　121
弘前市町会連合会保健衛生委員会活性化支援補助金　750
その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　114（賃金40、報償費40、使用料及び賃借料34）

弘前市町会連合会保健衛生委員会が実施する、各地区の特性を活かした継続性及
び実効性のある健康づくりの推進事業を支援するほか、保健衛生委員を対象とす
る健康教室等を開催

補正前の額 0

補正後の額 1,079

補　正　額 925

報償費　　　　　　　100
需用費　　　　　　　470
役務費　　　　　　　205
使用料及び賃借料　　150

死亡原因第1位のがんの死亡率を減少させるため、がん検診の受診勧奨に向けた
啓発活動を強化

補正前の額 0

補正後の額

特定不妊治療費助成金　8,529

《計画》30歳節目歯科健診[4.1.7　健康づくり推進課]

補正後の額 1,338

需用費　　　　　　　　　　　　 56
役務費　　　　　　　　　　　　127
30歳節目歯科健診業務委託料　1,155

1,338

40歳で歯周病を有する者の割合が増加しているため、健康増進法により実施して
いる40・50・60・70歳を対象とした節目健診に30歳の節目健診を追加

補正前の額 0

【新規】

925

《計画》保健衛生委員会活性化支援事業[4.1.6　健康づくり推進課] 補　正　額 1,079

補　正　額
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≪４款　衛生費≫ （単位：千円）

補正前の額 0

補正後の額

《計画》ひろさき健康増進プロジェクト推進事業[4.1.7　健康づくり推進課] 補　正　額

《計画》ひろさき健やか企業認定制度推進事業[4.1.7　健康づくり推進課] 【新規】補　正　額 330

補正前の額 9,295

補正後の額 12,869

需用費　　　　　　　 　  　　　837
役務費　 　　　　　　  　　　1,119
胃がんリスク検診業務委託料　13,643

【新規】《計画》胃がんリスク検診事業[4.1.7　健康づくり推進課] 補　正　額

ひろさき健康増進プロジェクト推進事業調査研究業務委託料　4,000

報酬　　1,470（非常勤１名増員）
報償費    720
需用費    500
その他　  884（共済費273、賃金378、備品購入費233）

ヒロロスクエア健康ひろば運営事業[4.1.7　健康づくり推進課] 【拡充】補　正　額 3,574

15,599

健康に関する意識が高く、健康づくりに関し積極的にマネジメントしている企
業・団体等を「ひろさき健やか企業」として認定し、その取り組みをホームペー
ジ等で周知

補正前の額 0

補正後の額 330

需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　20
ひろさき健やか企業認定事業所用ポスター等作製業務委託料　310

4,000

40・45・50・55歳の市民を対象として、受診券を送付しピロリ菌感染の有無及び
胃の委縮度について血液検査を実施

補正前の額 0

補正後の額 15,599

4,000

健康ひろばの利便性を高めるため、嘱託保健師を１名増員し、これまでより１時
間早く開館するほか、幅広い世代を対象とした健康教室の開催やフリースペース
に運動器具を配置し、気軽に運動できる環境を提供

《計画》生ごみ減量化モニター事業[4.2.2　環境管理課] 補　正　額

補正前の額 0

需用費　　　　　　450
役務費　　　　　　 48
使用料及び賃借料　　2

500

モニター200名に水切り器を配布し、生ごみの水切りを実施してもらい、器具の
使い勝手や減量効果について調査

補正後の額 500

《計画》相馬地区まるごと健康塾[4.1.7　相馬総合支所民生課] 補　正　額 295

相馬地区において、高齢者教室、食育教室、運動教室を開催 補正前の額 0

補正後の額 295

賃金　 　　36
報償費  　138
旅費　　  　5
需用費　  116

弘前大学との連携により、これまで岩木・相馬地区で実施してきた健康増進プロ
ジェクト事業のノウハウを生かして、ヒロロを拠点に市街地における実践的パイ
ロットモデルを組み込んだプロジェクト検診及び運動教室を開催
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≪４款　衛生費≫ （単位：千円）

ごみ集積ボックス設置事業費補助金　7,500
補助率：1/2（上限100）

補　正　額 7,500

カラスなどのごみ集積所での食い荒らしへの対策として、防鳥効果の高いごみ集
積ボックスの設置を促進するため、設置事業者である町内会等へ設置費用の一部
を補助

補正前の額 2,500

補正後の額 10,000

《計画》ごみ集積ボックス設置費補助事業[4.2.2　環境管理課]
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≪５款　労働費≫ （単位：千円）

《計画》正規雇用等転換奨励金[5.1.1　商工政策課] 【新規】補　正　額 3,000

労働者の処遇改善と安定した就労を確保するため、国の「キャリアアップ助成
金」の支給が終了した者を引き続き雇用する場合に、その事業者に対し奨励金を
支給

補正前の額 0

補正後の額 3,000

民間事業者が営業経験等を有する求職者を雇用し、高齢者に見合う仕事の開拓や
提案、ニーズ調査等を行いながら、高齢者の就業機会の拡大を図る事業を実施

補正前の額 0

補正後の額 1,992

受給資格対象者：非正規雇用労働者の正規雇用等への転換を行った事業主のうち国の「キャリアアップ
　　　　　　　　助成金」の支給が満了した者を引き続き雇用した事業主
支給対象期間：国の「キャリアアップ助成金」の支給期間が満了した日の属する月の翌月から12か月間
奨励金支給額：月額30,000円／名

高齢者の就業機会拡大事業[5.1.5　福祉政策課] 【新規】補　正　額 1,992

建設事業主が若年者を期間雇用し、働きながら建設機械運転等就業に必要な技
能・資格を取得させ、若年者の継続雇用に結び付ける事業を実施

補正前の額 0

補正後の額 12,255

高齢者就業機会拡大事業業務委託料　　1,992

《計画》建設業若年者入職促進・人材育成事業[5.1.5　商工政策課] 【新規】補　正　額 12,255

若年者と女性のための資格取得支援事業業務委託料　6,658
対象資格：介護職員初任者研修、パソコン（初級）、パソコン（中級）、日商簿記、医療事務
講座定員：各10名

建設業若年者入職促進・人材育成事業業務委託料　12,255
雇用人数：5人

《計画》若年者と女性のための資格取得支援事業[5.1.5　商工政策課] 【新規】補　正　額 6,658

求職中の若年者（40歳未満）及び女性に対し、就業に必要な資格取得を支援し、
早期就職を促進

補正前の額 0

補正後の額 6,658
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≪６款　農林水産業費≫ （単位：千円）

《計画》地産地消促進調査事業[6.1.3　農業政策課]

地場産品販売推進事業費補助金[6.1.3　農業政策課]

農業後継者りんご整枝せん定講習会兼競技会事業[6.1.1　農業委員会] 補　正　額 90

りんご農家の後継者の技術向上を図るため、せん定講習会及びせん定実技とりん
ご栽培に関する筆記試験による競技会を実施

補正前の額 0

補正後の額 90

報償費　66
旅費　　 5
役務費  14
その他　 5（需用費3、使用料及び賃借料2）

弘前市青年交流会実行委員会事業費補助金[6.1.1　農業委員会] 補　正　額 500

独身農業者に出会いの場を提供するため、弘前市青年交流会実行委員会が行う交
流会開催事業に要する経費に対する補助

補正前の額 0

補正後の額 500

交付先：弘前市青年交流会実行委員会

《計画》独身農業者縁結び事業[6.1.1　農業委員会] 補　正　額 1,180

農業後継者の配偶者探しの支援として、お見合い希望者を募集・登録し、会員同
士のお見合い等を行うとともに、男女の仲介活動等を行う「婚活サポーター」を
設置

補正前の額 0

補正後の額 1,180

報償費　200
旅費　　311
需用費　401
その他　268（役務費176、使用料及び賃借料84、会議等出席負担金8）

法人化等支援事業[6.1.1　農業委員会] 補　正　額 69

集落営農組織の法人化に向けて、専門的知識を有する講師の派遣等の支援を実施 補正前の額 0

補正後の額 69

報償費　         60
旅費　　          5
役務費 　　　　 　2
使用料及び賃借料　2

【新規】 補　正　額 52

地産地消の新たな取り組みを構築するため、他県における取組事例を調査 補正前の額 0

補正後の額 52

旅費　52

【新規】 補　正　額 4,500

地産地消を推進するため、中心市街地で地元農産物を販売する常設店舗の運営に
要する経費に対し補助

補正前の額 0

補正後の額 4,500

交付先：常設店舗運営団体
補助率：2/3（上限4,500）
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≪６款　農林水産業費≫ （単位：千円）

《計画》地域おこし協力隊受入事業[6.1.3　農業政策課]

《計画》学校給食地元産品導入促進事業[6.1.3　農業政策課] 補　正　額 1,800

月２回学校給食に弘前産農産物を使用したメニューを提供するため、地元農産物
を使用したメニューを納品する経費に対し補助

補正前の額 0

補正後の額 1,800

学校給食地元産品導入促進事業費補助金　　1,800
交 付 先：県内に本店を置く農業協同組合や民間事業者
補助対象：メニュー1食当たりの通常価格と減額して販売する価格の差額
補 助 金：補助対象経費の実支出額又は発注食数に10円を乗じた額のいずれか少ない額

【新規】 補　正　額 1,103

地域の活性化、定住・移住の促進を図るため、相馬地区に「地域おこし協力隊」
を受け入れるための検討会を開催するとともに、全国合同募集イベントに参加し
募集を開始

補正前の額 0

補正後の額 1,103

旅費           　　　　　　　　　　　　　　　  532
需用費           　　　　　　　　　　　　　　　300
地域おこし協力隊全国合同募集イベント参加負担金　87
その他　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　184（報償費60、役務費106、使用料及び賃借料18）

《計画》ひろさき農業インターンシップ制度導入調査研究事業[6.1.3　農業政策課] 【新規】 補　正　額 160

農村地域における担い手の育成・確保のため、農業インターンシップ制度の導入
に向けた調査・研究を実施

補正前の額 0

補正後の額 160

旅費　160

《計画》担い手育成事業[6.1.3　農業政策課] 補　正　額 680

農業者団体等が行う農業経営の安定・活性化に資する研修活動等に要する経費に
対する補助

補正前の額 0

補正後の額 680

担い手育成事業費補助金　600
　交付先：農業者5人以上で組織する農業者団体
　補助率：1/2（上限100）
その他　80（需用費20、役務費10、使用料及び賃借料50）

《計画》新規契約栽培支援事業[6.1.3　農業政策課] 【新規】補　正　額 4,040

国産農産物の導入強化を図る企業の需要を調査し、契約栽培する農家等と結びつ
けるとともに、契約栽培する農家等を支援するため、栽培作業に要する経費に対
し補助

補正前の額 0

補正後の額 4,040

新規契約栽培支援事業費補助金　3,000
　補助単価：1ha当たり600

旅費　1,040（企業訪問等）

《計画》地域ブランド野菜生産拡大調査事業[6.1.3　農業政策課] 【新規】補　正　額 100

嶽きみ、嶽わさび、一町田せりの生産量拡大と地域ブランド確立に向けた可能性
を調査

補正前の額 0

補正後の額 100

旅費　100
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≪６款　農林水産業費≫ （単位：千円）

《計画》弘前地域ブランド推進事業[6.1.3　農業政策課] 補　正　額 600

弘前産農産物のブランド化を推進するため、講演会やブランド戦略セミナー等を
開催するとともに加工品の試作やブランド化を進めるためのＰＲに要する経費等
に対し補助

補正前の額 0

補正後の額 600

地域ブランド推進事業費補助金　300（補助率1/2　上限300）
報償費　 　　　　　　　　　　　92
需用費　　　　　　　　　　　　146
その他　 　　　　　　　　　　　62（旅費42、役務費10、使用料及び賃借料10）

《計画》６次産業化支援事業[6.1.3　農業政策課] 【新規】補　正　額 6,799

６次産業化による付加価値の高い商品づくりを進めるため、外部専門家の派遣や
商品開発に係る助成を行うとともに、大都市圏での催事出展による直接販売を支
援

補正前の額 0

補正後の額 6,799

地元農産物加工支援事業費補助金　6,000
　補助対象：地元農産物加工品の開発・販路開拓に要する費用
　補 助 率：1/2（上限1,000）
催事出店費用　799（旅費611、需用費44、役務費144）

《計画》減農薬農産物消費拡大調査事業[6.1.3　農業政策課] 【新規】補　正　額 100

農業生産法人が生産する減農薬栽培の転作大豆を、地元加工施設での一次加工に
より付加価値を高め、安全・安心な食材として地元の学校給食、病院等に流通す
る仕組みの構築について可能性を調査

補正前の額 0

補正後の額 100

旅費　100

《計画》ハウス加温エネルギー調査事業[6.1.3　農業政策課] 【新規】補　正　額 50

稲わらなどの有機物や廃タイヤの資源化など、低コストな加温エネルギーの活用
について可能性を調査

補正前の額 0

補正後の額 50

旅費　　　　　　　8
需用費　　　　　 28
役務費            8
使用料及び賃借料　6

《計画》米消費拡大調査事業[6.1.3　農業政策課] 【新規】補　正　額 100

弘前産米の少量パック化販売による消費拡大の可能性を調査 補正前の額 0

補正後の額 100

旅費　100

農地中間管理事業[6.1.3　農業政策課] 【新規】補　正　額 3,225

農地中間管理機構からの委託事業により、地域の農業者等から農地の情報収集を
行い、農地の活用を促進

補正前の額 0

補正後の額 3,225

報酬　　 1,141
職員手当   900（時間外勤務手当）
役務費     492
その他     692（共済費182、旅費108、需用費228、使用料及び賃借料174）
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≪６款　農林水産業費≫ （単位：千円）

《計画》ひろさき農政会議運営事業[6.1.3　農業政策課] 補　正　額 74

市の農業について各分野の多角的な視点から検討を行うため、市内の生産・加
工・流通・販売関係者による会議を開催

補正前の額 0

補正後の額 74

旅費　　　　　　　24
役務費　　　　　　10
使用料及び賃借料　40

青空座談会運営事業[6.1.3　農業政策課] 補　正　額 69

農業者の声を農業政策に反映させるため、農業者と市長が膝を交えて対話する
「青空座談会」を開催

補正前の額 0

補正後の額 69

報償費　　　　　　30
需用費　　　　　　18
使用料及び賃借料　21

《計画》耕作放棄地対策事業[6.1.3　農業政策課] 補　正　額 6,150

農業従事者の高齢化や担い手不足等により増加している耕作放棄地の発生防止、
解消に向けた取り組みを実施

補正前の額 6,810

補正後の額 12,960

農作業受託支援事業費補助金　　　2,400
耕作放棄地再生促進事業費補助金　3,750
【当初予算】農の雇用継続支援事業費助成金　　　6,000
　　　　　　耕作放棄地防止対策検討委員会運営費　810

農作業受託支援事業費補助金 【新規】補　正　額 2,400

病気や高齢化等により基幹的な農作業が困難になったりんご園地の放任を防止す
するため、地域の農作業受託者に対し助成

補正前の額 0

補正後の額 2,400

作業内容：せん定、防除、草刈り
補助単価：10a当たり500円

耕作放棄地再生促進事業費補助金 【新規】補　正　額 3,750

耕作放棄地の再生利用の取り組みを促進するため、新たに耕作放棄地の所有権移
転や使用収益権の設定を受けた者が行う再生作業等に要する経費に対し補助

補正前の額 0

補正後の額 3,750

補助単価
　再生作業　10a当たり25,000円
　土壌改良　10a当たり12,500円
　営農定着　10a当たり12,500円

《計画》集落営農組織等法人化支援事業[6.1.3　農業政策課] 補　正　額 350

農業経営管理能力の向上や経営継承の円滑化のほか、新規就農の受け皿となる集
落営農組織等の法人化を支援

補正前の額 0

補正後の額 350

集落営農組織等法人化支援事業費補助金　　　　　　100
集落営農組織等法人化フォローアップ事業費補助金　250
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≪６款　農林水産業費≫ （単位：千円）

集落営農組織等法人化支援事業費補助金 補　正　額 100

個別経営体及び集落営農組織等が農業生産法人の設立に向けた研修会や相談会等
を開催する経費に対する補助

補正前の額 0

補正後の額 100

交付先：個別経営体、集落営農組織等
補助率：1/2（上限100）

集落営農組織等法人化フォローアップ事業費補助金 補　正　額 250

法人化した組織が行う経営や組織管理等に携わる者の人材育成に要する経費に対
する補助

補正前の額 0

補正後の額 250

交付先：法人化後3年以内の農業生産法人等
補助率：1/2（上限250）

《計画》稲わら資源化促進事業[6.1.3　農業政策課] 【拡充】補　正　額 2,700

稲わらのすき込みや収集作業に要する経費に対し補助
【拡充】資源化を更に進めるため、腐熟促進剤の購入に要する経費に対し補助

補正前の額 0

補正後の額 2,700

稲わら資源化促進事業費補助金　　2,700
交付先：農業者3人以上の営農組合、農業協同組合
　【収集・すき込み】　補助率2/3　10a当たり補助単価　収集：3,000円　すき込み：2,000円
　【腐熟促進剤】　　　補助率1/3　10a当たり補助単価　1,800円

農作物猿害防止対策事業[6.1.3　農業政策課] 【拡充】補　正　額 1,355

西目屋村と連携し、捕獲した猿にＧＰＳ付携帯電話を取り付けて放し、位置情報
から群れの行動を把握し、効率よく捕獲・追い払いを実施

補正前の額 0

補正後の額 1,355

報酬　      648（巡視員3人）
旅費        216
備品購入費　278（ＧＰＳ付携帯電話、タブレット端末、軽量捕獲檻等）
その他      213（共済費2、需用費89、役務費11、使用料及び賃借料111）

有害鳥獣駆除活動事業費補助金[6.1.3　農業政策課] 【拡充】補　正　額 2,100

有害鳥獣を速やかに駆除し、農作物等に対する被害防止を図る各団体の活動に要
する経費に対し補助
【拡充】中弘猟友会が実施するカラス駆除に対する補助単価の引き上げ

補正前の額 0

補正後の額 2,100

交付先及び交付見込額
　中弘猟友会　　　　　　　　　1,500（駆除活動に係る補助単価一羽1,000円　25年度まで800円）
　東目屋地区農作物被害協議会　　400
　一野渡地区鳥獣被害対策協議会　200

鳥獣害防止対策活動事業費補助金[6.1.3　農業政策課] 補　正　額 1,478

農家の経営安定と安全に農作業ができる環境の確保を図るため、弘前市鳥獣被害
防止対策協議会が実施する鳥獣害防止活動に要する経費に対し補助

補正前の額 0

補正後の額 1,478

【推進事業】狩猟免許取得経費助成　　 【整備事業】サル・クマ侵入防止用電気柵の整備
　・事業費：178（35,600円×5名）　　 　・事業費：4,300
　・補助率：100％ 　　　　　　　　　 　・補助率：国70％、市30％
　・交付額：178　　　　　　　　　　　  ・交付額：1,300（4,300×30％）
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≪６款　農林水産業費≫ （単位：千円）

《計画》弘前市近未来型農業研究事業[6.1.3　りんご課] 【新規】補　正　額 800

関係機関との研究会を発足し、先端技術を取り入れる等農作業における効率化や
省力化を研究するとともに、生産体制についても研究することを目的として先進
事例を調査

補正前の額 0

補正後の額 800

報償費　 20
旅費　　780

《計画》りんご等販売宣伝活動支援事業[6.1.3　りんご課] 【新規】補　正　額 2,000

りんご等生果及びその加工品の消費拡大に向けた新たな販売展開のため、民間事
業者が生産者とタイアップして行う販売宣伝活動に対し補助

補正前の額 0

補正後の額 2,000

りんご等販売宣伝活動支援事業費補助金　　2,000
補助率：1/2（上限1,000）

補　正　額 212,000

りんごの商品力を高め、高価格安定取引による生産者の所得向上のため、国庫補
助金を財源に集出荷貯蔵施設等の整備に要する経費に対し補助

補正前の額 0

補正後の額 212,000

【新規】生産振興総合対策事業費補助金[6.1.3　りんご課]

交 付 先：㈱青研
補 助 率：1/2
整備内容：集出荷貯蔵施設、ＣＡ冷蔵庫、普通冷蔵庫、選果機

《計画》りんご輸出促進強化事業[6.1.3　りんご課] 補　正　額 3,245

りんごの輸出促進を図るため、輸出先に応じた課題・解決策を見出すための情報
収集・調査を実施するとともに、輸出にあたって輸出業者等の取り組みを支援

補正前の額 0

補正後の額 3,245

輸出対策調査事業　　　　　　　　950
海外輸出促進事業        　　　1,000
輸出業者育成研修事業     　　　 195
招へいバイヤー意見交換会事業　1,100

輸出対策調査事業 補　正　額 950

県や青森県農林水産物輸出促進協議会等と連携を図りながら、輸出先での展示
会・見本市・商談会等へ参加し、りんごの販路拡大・輸出促進のための情報収集
や調査などを実施

補正前の額 0

補正後の額 950

旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　800(アジア地域市場調査旅費)
青森県農林水産物輸出促進協議会負担金　150

海外輸出促進事業 補　正　額 1,000

輸出事業者のりんご輸出促進を図るため、輸出候補国等で開催される展示会等へ
の参加や商談に係る渡航に要する経費に補助するとともに、市も輸出促進に向け
た情報収集を実施

補正前の額 0

補正後の額 1,000

りんご海外輸出促進事業費補助金　600（補助率：1/2　補助対象経費：旅費、運送費等）
旅費　　　　　　　　　　　　　　400
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≪６款　農林水産業費≫ （単位：千円）

輸出業者育成研修事業 補　正　額 195

輸出に取り組む事業者の育成を図るためのセミナーを開催 補正前の額 0

補正後の額 195

報償費　 　        15
旅費　　 　 　　　 50
使用料及び賃借料　130

招へいバイヤー意見交換会事業 補　正　額 1,100

弘前りんごの安心・安全、生産技術の認知等を目的に海外バイヤーを招へいし、
海外バイヤーとの意見交換会を開催

補正前の額 0

補正後の額 1,100

報償費            300（意見交換会通訳等謝礼）
旅費  　　        500
需用費    　　　　 50
使用料及び賃借料　250

《計画》弘前市・台南市果物交流事業[6.1.3　りんご課] 補　正　額 8,563

台南市内の百貨店において、弘前りんごＰＲキャンペーンを開催 補正前の額 2,627

補正後の額 11,190

旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,000
役務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,713（りんご娘ステージイベント費用）
弘前産りんご台南キャンペーン事業業務委託料　　5,850

《計画》弘前シードル普及推進事業[6.1.3　りんご課] 補　正　額 3,960

シードルの普及推進を図るため、フランスからの技術者招へいやシードル研究会
による取り組みにより、シードル生産者の拡大を目指すとともに、りんご収穫祭
での地シードルＰＲイベントを開催

補正前の額 0

補正後の額 3,960

りんご公園まつり事業負担金　1,000
弘前シードル研究会負担金　　1,540
シードル製造研修費補助金　　1,000
その他　　　　　　　　　　　　420（報償費250、旅費170）

りんご新品種開発事業[6.1.3　りんご課] 補　正　額 500

りんご新品種開発について、講習会を開催するとともに、新品種開発に必要な先
進地視察、栽培管理などに要する経費に対し補助

補正前の額 0

補正後の額 500

需用費        　　　　　　　     60
使用料及び賃借料 　　　　　　　 115
りんご新品種開発事業費補助金　　300（補助率1/2　上限300）
その他　　　　　　　　　　　　　 25（報償費20、旅費5）

《計画》弘前産りんご消費拡大戦略事業[6.1.3　りんご課] 補　正　額 27,000

弘前産りんごの消費拡大を図るため、四大まつりや県内外で開催されるイベント
で消費宣伝活動を実施するとともに、「パワーアップる！弘前産りんごＰＲキャ
ラバン」を10都市で開催

補正前の額 3,000

補正後の額 30,000

交付先　弘前りんごの会
　①弘前産りんご消費拡大宣伝事業負担金　 7,000
　②弘前産りんご消費宣伝強化事業負担金　20,000
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≪６款　農林水産業費≫ （単位：千円）

りんご樹雪害対策スノーモビル農道圧雪事業費補助金[6.1.3　りんご課] 補　正　額 900

降雪によるりんご樹の枝折れや幹割れなどの被害を防ぐため、農家がりんご樹の
雪下ろしなどを行えるようにすることを目的として、冬期間りんご園に行けない
区域を対象としたスノーモビルによる農道圧雪作業に要する経費に対し補助

補正前の額 0

補正後の額 900

交 付 先：農業者等で組織する団体及び町会
補助単価：184円/km

りんご公園整備事業[6.1.3　りんご課] 補　正　額 26,400

事業期間：平成26～30年度
事業概要：りんご園地拡張、りんごの家改修、駐車場整備等

補正前の額 0

補正後の額 26,400

測量等業務委託料　　26,400

ひろさきりんごスライサー普及促進事業[6.1.3　りんご課] 【新規】補　正　額 200

市が有する唯一の特許権「リンゴ用並列一括スライサー」の実用化を目指し、製
作会社等と連携して、業務用・給食用の試作品開発に向けた検討を実施

補正前の額 0

補正後の額 200

補 助 率：1/2
除雪単価・回数  【除雪】　　12,300円（上限10回）
　　　　　　　　【拡幅除雪】36,400円（上限 1回）

旅費　　　　100
役務費　　　100

りんご樹雪害対策農道等除雪事業費補助金[6.1.6　農村整備課] 補　正　額 2,391

農業協同組合や町会等がりんご園地への通行を確保するため除雪を行う場合に、
その除雪に要する経費に対し補助

補正前の額 0

補正後の額 2,391
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≪７款　商工費≫ （単位：千円）

《計画》物産の販路拡大・販売促進事業[7.1.2　商工政策課] 補　正　額 13,405

地元生産品の国内外の販路開拓・拡大に総合的に取り組み、地元産業の振興と活
性化を促進

補正前の額 11,441

補正後の額 24,846

ＢＵＹひろさき運動              　　       　 900
物産振興対策事業                 　　　     1,074
ひろさき工芸品販路開拓・拡大支援事業　　　  7,931
ひろさきブランド販路開拓支援補助金　　　  　3,500

ＢＵＹひろさき運動 補　正　額 900

地元生産品の愛用による地場産業の育成と地元購買を促進するため、ＢＵＹひろ
さき運動を実施

補正前の額 0

補正後の額 900

ＢＵＹひろさき推進本部負担金　900　交付先：ＢＵＹひろさき推進本部
実施事業
　①地元生産品応援フェアなど地元生産品の普及・啓発及び消費拡大の取り組み
　②クラフトコーディネーターや食産業アドバイザーが開発した商品をホームページ上で紹介

物産振興対策事業 補　正　額 1,074

これまでの物産振興対策に加え、北海道新幹線開業を見据えた函館市との連携事
業を行うほか、首都圏で物産展を実施

補正前の額 5,376

補正後の額 6,450

報償費 　　　　　　　　40（ミス桜派遣謝礼）
旅費　　　　　　　　　534（商社物産展・函館市連携物産展・商談会同行　等）
弘前市物産協会補助金　500

ひろさき工芸品販路開拓・拡大支援事業 補　正　額 7,931

クラフトコーディネーターによる工芸品の新たな魅力開発や国内外における見本
市等への積極的な出展のほか、伝統工芸品等の活用を促進するため、飲食店等が
伝統工芸品等を購入する場合に購入費の一部を補助

補正前の額 2,049

補正後の額 9,980

報償費　2,150（クラフトコーディネーター3人、アドバイザー分）
旅費　　2,310（クラフトコーディネーター旅費、海外展示会出展旅費　等）
伝統工芸品等活用促進事業費補助金　700（補助率1/2　上限100）
その他　2,771（需用費300、役務費550、使用料及び賃借料1,621、備品購入費300）

ひろさきブランド販路開拓支援補助金 補　正　額 3,500

中小事業者等が持つ独自の技術・製品及び工芸品の販路拡大、新規需要開拓の促
進を図るため、見本市等への出展事業及び国内のＰＲ活動に対し補助

補正前の額 0

補正後の額 3,500

補　助　率：1/2
補助対象事業　①国内の見本市、展示会又は商談会へ出展する場合
　　　　　　　②国内でＰＲ活動をする場合（イベント等限定）
　　　　　　　③海外の見本市、展示会又は商談会へ出展する場合

《計画》空き店舗活用支援事業[7.1.2　商工政策課] 補　正　額 15,000

中心市街地の空き店舗に新たに出店する際の店舗改装費用に対し補助 補正前の額 0

補正後の額 15,000

空き店舗活用支援事業費補助金　 15,000
対 象 者：中心市街地の空き店舗を活用し新たに出店しようとする小売・サービス業の事業者等
対象経費：既存空き店舗の内装・外装の改修費
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≪７款　商工費≫ （単位：千円）

　

《計画》アートスペース創出事業[7.1.2　商工政策課] 補　正　額 1,500

中心市街地への来街機会の増大と賑わいの創出を図るため、中心市街地の公共空
間等を活用して、美術関連作品の展示・販売スペースを創出する事業を実施

補正前の額 0

補正後の額 1,500

アートスペース創出事業負担金　1,500
交 付 先：（仮称）アートスペース創出事業実行委員会
予定事業：ナイトアートマルシェ、表現の灯り、ギャラリーワゴンプロジェクト等

《計画》弘前市商店街魅力アップ支援事業[7.1.2　商工政策課] 補　正　額 7,550

商店街の自発的な取り組みを促進し、魅力ある商業地域の形成を図るため、これ
までの個別の補助制度を統合し、各商店街の実情に応じて弾力的に活用できる補
助制度を創設

補正前の額 0

補正後の額 7,550

弘前市商店街魅力アップ支援事業費補助金　7,550
交 付 先：商店街及び商店街等で組織する実行委員会
対象事業：夏まつり、賑わい創出イベントなど商店街の魅力向上、活性化に資する事業
上 限 額：（商店街）650（商店街等で組織する実行委員会）1,500

弘前マイスター制度[7.1.2　商工政策課] 補　正　額 367

優れた技能・技術を有し、商工業・農業など産業全般に携わる現役の技術者等を
弘前マイスターに認定するとともに、認定したマイスターによる出前授業を実施

補正前の額 0

補正後の額 367

報償費　316（認定審査委員謝礼、出前授業謝礼等）
旅費　　 13
需用費　 15
役務費　 23

《計画》まちなかクラフト村づくり推進事業[7.1.2　商工政策課] 【新規】補　正　額 500

中心商店街の空き店舗で工芸関係団体等が工芸品の販売や制作をする、まちなか
クラフト村運営の制度を設計

補正前の額 0

補正後の額 500

報償費  250（アドバイザー報酬）
旅費　  247
需用費　  3

《計画》青空市場開催支援事業[7.1.2　商工政策課] 【新規】補　正　額 2,000

中心市街地の活性化のため、公共空間等を活用して、地元生産物を始めとした食
料品、工芸品、雑貨などを幅広く販売する「市」を定期的に開催する青空市場の
開催に対する補助

補正前の額 0

補正後の額 2,000

青空市場開催支援事業費補助金　2,000

《計画》中小企業事業拡大総合支援事業[7.1.2　商工政策課] 【新規】補　正　額 1,600

経営コンサルタントを派遣し、市内中小企業者の多角化や市場開拓などによる事
業拡大を支援

補正前の額 0

補正後の額 1,600

報償費　1,600
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≪７款　商工費≫ （単位：千円）

消費購買動向調査業務委託料[7.1.2　商工政策課] 【新規】補　正　額 900

消費動向、来街者ニーズ等を把握し、施策を戦略的に展開するために、市民及び
来街者を対象にアンケート調査を実施

補正前の額 0

補正後の額 900

消費購買動向調査業務委託料  900

《計画》店舗シェアリング支援事業[7.1.2　商工政策課] 【拡充】補　正　額 7,300

出店しやすい環境を整え、新たな業種・業態の出店促進と空き店舗解消を図るた
め、店舗スペースを細分化し、低家賃で貸し出す事業者に対し、賃借料等を補助

補正前の額 0

補正後の額 7,300

店舗シェアリング支援事業費補助金　7,300
対象店舗：ルネスアベニュー「チャレンジショップ楽市楽座」
補 助 率　①家賃　　　　1/2（補助限度額：4,800）　③広告宣伝費　1/2（補助限度額：1,000）
　　　　　②改修費　　　1/2（補助限度額：1,500）

《計画》中心市街地雇用促進支援事業[7.1.2　商工政策課] 補　正　額 24,000

中心市街地の魅力向上と雇用機会創出のため、中心市街地に立地する店舗・オ
フィス等の進出企業が新規雇用する従業員の人件費に対し補助

補正前の額 0

補正後の額 24,000

中心市街地雇用促進支援事業費補助金  24,000
補助限度額：一人当たり年額600

《計画》産業競争力推進事業[7.1.2　産業育成課] 【新規】補　正　額 6,000

地域資源を活用した食産業、成長分野である精密・医療産業、一定の集積がある
アパレル産業といった重点３分野の産業別強化方針を策定

補正前の額 0

補正後の額 6,000

報償費　　　　　　　　　　2,000
事業可能性調査業務委託料　4,000

《計画》企業立地推進事業[7.1.2　産業育成課] 補　正　額 1,833

新たな企業を誘致するとともに、雇用の創出を図るため市内企業の事業拡大を促
進

補正前の額 17,428

補正後の額 19,261

企業誘致活動　　　　　　　1,166
ひろさき仕事おこし応援隊　　667

企業誘致活動 補　正　額 1,166

食産業、精密・医療産業、アパレル産業など、地域産業の強化を図る分野を中心
に企業訪問

補正前の額 305

補正後の額 1,471

旅費　1,166（企業動向等情報収集、企業訪問など）
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ひろさき仕事おこし応援隊 【拡充】補　正　額 667

首都圏在住の「ひろさき仕事おこし応援隊」との情報交換会を首都圏で開催する
ほか、応援隊に来弘いただき地元経済界との意見交換会を開催

補正前の額 0

補正後の額 667

旅費　　　　　　　250
需用費　　　　　　217
使用料及び賃借料　200

《計画》工場等立地動向調査事業[7.1.2　産業育成課] 【新規】補　正　額 100

地元企業の生産力強化に向けたニーズを探るため、工場等の新増設、移転に関す
る動向調査を実施

補正前の額 0

補正後の額 100

旅費　100

《計画》新分野チャレンジ支援事業[7.1.2　産業育成課] 補　正　額 8,000

地域における新たなビジネスの創出による地域産業の活性化及び雇用創出を図る
ため、新分野にチャレンジする事業者に支援

補正前の額 0

補正後の額 8,000

仕事おこし雇用づくり補助金　　　　　　3,500
新分野チャレンジ支援事業費補助金　　　4,500

仕事おこし雇用づくり補助金 補　正　額 3,500

市場拡大が見込まれる新分野進出や地域資源の活用による新事業展開等に取り組
む事業者に対し補助

補正前の額 0

補正後の額 3,500

補 助 率：7/10（上限3,500）
交 付 先：㈱ラビプレ
雇用者数：2人

新分野チャレンジ支援事業費補助金 【新規】補　正　額 4,500

新たなビジネスの創出、次世代を担う経営人材の育成を図るため、ビジネスプラ
ンコンテストにおいて、選考・ブラッシュアップされたビジネスプランに取り組
む事業者に対し補助

補正前の額 0

補正後の額 4,500

補 助 率：1/2（上限1,500）
補助期間：1年間【債務負担行為設定】

《計画》学生発ベンチャー創出支援事業[7.1.2　産業育成課] 【新規】補　正　額 500

起業意欲ある学生がビジネスプランコンテストに応募する際の調査旅費等を補助 補正前の額 0

補正後の額 500

学生ベンチャー創出支援事業費補助金　500
補助限度額：上限 500
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《計画》ひろさきＵＪＩターン起業支援事業[7.1.2　産業育成課] 【新規】補　正　額 1,200

ＵＪＩターンで市内創業する起業者に対し、借上げする事務所等の賃料・共益費
を補助

補正前の額 0

補正後の額 1,200

ひろさきＵＪＩターン起業支援事業費補助金  1,200
補助金：300×4件
補助率：1/2（上限　25,000円/月）

《計画》起業家支援育成事業費補助金[7.1.2　産業育成課] 補　正　額 654

創業準備施設（夢クリエイト工房）の認定を受けた創業者を対象に、事業所の賃
料の一部を補助

補正前の額 0

補正後の額 654

交付先：アロマティカス、さくら保育園
補助率：1/2（上限　月額50,000円）

《計画》食産業育成事業[7.1.2　産業育成課] 補　正　額 5,957

加工・業務用をはじめ需要サイドを意識した食産業の振興を図るため、食産業ア
ドバイザーを配置するとともに、展示商談会へ出展

補正前の額 0

補正後の額 5,957

報償費　　　　　　1,350　　　　津軽美人関連産業育成事業費補助金　2,000（補助率1/2　上限1,000）
旅費　　　　　　　　611　　　　※プロテオグリカン関連商品試作品製作費補助
使用料及び賃借料　1,908
その他　　　　　　　 88（需用費44、役務費44）

《計画》白神酵母・さくら酵母等ブランド化推進事業[7.1.2　産業育成課] 【新規】補　正　額 1,000

白神山地から分離・選抜された白神酵母、弘前公園から選抜されたさくら酵母の
ブランド化を推進するため、商品開発や販売促進に要する経費に対し補助

補正前の額 0

補正後の額 1,000

白神酵母・さくら酵母等ブランド化推進事業費補助金　1,000
対象事業：酵母を使った商品開発・販売促進に係る事業
補 助 率：1/2（上限500）

《計画》精密・医療産業育成事業[7.1.2　産業育成課] 補　正　額 4,966

医療機器関連産業への参入に向けて、コーディネーターの活用、展示商談会への
出展をとおして、精密・医療産業の育成・強化の取り組みを実施

補正前の額 1,394

補正後の額 6,360

専門家派遣事業　　　　　　　　　2,708
展示会出展事業　　　　　　　　　1,258
企業技術者研修派遣事業費補助金　1,000

専門家派遣事業 【拡充】補　正　額 2,708

新商品開発に係る技術開発及び販路開拓を進めるためのものづくりコーディネー
ターに加え、医療分野に精通した医療産業コーディネーターを新たに配置し、中
小企業へのアドバイスを実施

補正前の額 364

補正後の額 3,072

報償費　1,900（ものづくりコーディネーター・医療産業コーディネーター謝礼）
旅費　　　808
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展示会出展事業 補　正　額 1,258

これまで研究開発してきた製品を積極的に展示会に出展し、情報発信（年２回出
展）

補正前の額 0

補正後の額 1,258

旅費　　　　　　　358
需用費　　　　　　150
役務費　　　　　　100
使用料及び賃借料　650

企業技術者研修派遣事業費補助金 補　正　額 1,000

大学・公設試験研究機関等と連携し、共同研究又は研修派遣事業を行う企業に対
し、共同研究料又は研修費、研修に必要な原材料費などに要する経費を補助

補正前の額 0

補正後の額 1,000

補 助 率：1/2（上限200）
対象事業：大学・公設試験研究機関と事業化に向けた共同研究を行うもの

《計画》精密加工技術高度化事業[7.1.2　産業育成課] 【新規】補　正　額 6,000

精密・医療産業の育成に向けたものづくり産業基盤の強化を図るため、微細・精
密加工技術を活かした新製品の開発及び新技術革新等に要する経費に対し補助

補正前の額 0

補正後の額 6,000

精密加工技術高度化事業費補助金　6,000
対象事業：「中小ものづくり高度化法」11分野の技術を活用した事業
　　　　　付加価値の高い製品開発及び技術の高度化へ繋がる事業
補 助 率：1/2（上限2,000）

《計画》アパレル産業育成事業[7.1.2　産業育成課] 補　正　額 800

アパレル産業の振興を図るため、縫製企業団体が行う技術向上、人材育成、先進
企業の視察など、業界の活性化に資する事業に要する経費に対し補助

補正前の額 0

補正後の額 800

アパレル産業振興費補助金　800
補助率：1/2（上限400）

魅力ある着地型観光促進事業費補助金[7.1.3　観光政策課] 補　正　額 3,500

魅力ある着地型観光を促進するため、受け入れ態勢の整備や誘客促進事業に取り
組む経費に対し補助

補正前の額 0

補正後の額 3,500

交 付 先：弘前観光コンベンション協会
対象事業：観光施設・交通機関等連携利用促進事業等

《計画》ひろさき宿泊者増大パワフル事業[7.1.3　観光政策課] 【新規】補　正　額 500

市内ホテルフロント女性スタッフによる観光パンフレット等の作製や着地型旅行
商品等のＰＲに要する経費に対し補助

補正前の額 0

補正後の額 500

宿泊促進事業費補助金　500
交付先：弘前市旅館ホテル組合
補助率：1/2（上限500）
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《計画》灯りで楽しむ弘前の街事業[7.1.3　観光政策課] 補　正　額 8,000

宿泊を伴う滞在型観光を推進するため、イルミネーションや光のオブジェによる
光のまちづくりを実施

補正前の額 0

補正後の額 8,000

冬を彩る光のまちづくり運営委員会負担金　8,000
交付先：冬を彩る光のまちづくり運営委員会

《計画》大都市観光ＰＲキャンペーン事業[7.1.3　観光政策課] 【拡充】補　正　額 9,835

平成２６年１１月には「浅草ねぷた」、１月には東京ドームで行われる「ふるさ
と祭り」など大都市で物産販売を含めた観光キャンペーンを開催

補正前の額 0

補正後の額 9,835

弘前市首都圏キャンペーン実行委員会負担金　8,000
観光キャンペーン経費　　　　　　1,522（報償費170、旅費882、需用費365、使用料及び賃借料105）
青森人の祭典【新規】　　　　　　　313（報償費20、旅費188、使用料及び賃借料105）

《計画》おいでよひろさき・もっと魅力発信事業[7.1.3　観光政策課] 補　正　額 6,450

映画・ドラマ等の撮影を誘致し、各種メディアへの露出度増による知名度アッ
プ・誘客拡大につなげるため、フィルムコミッション実行委員会で誘致・ＰＲ活
動、撮影支援等を行うほか、旅行雑誌や全国紙等に広告を掲載し、ＰＲを実施

補正前の額 5,476

補正後の額 11,926

弘前フィルムコミッション実行委員会負担金　5,750（誘客促進、撮影支援）
役務費（宣伝広告費）　　　　　　　　　　　　700（旅行雑誌、全国紙等）

《計画》観光プラットフォーム事業[7.1.3　観光政策課] 【新規】補　正　額 8,835

観光入込客数の増加や観光消費による地域経済の活性化を図るため、観光客の観
光ニーズの把握とそれに合わせた当市の観光資源を活用した旅行商品の企画・販
売などを一括して行う「観光プラットフォーム」を構築

補正前の額 0

補正後の額 8,835

観光プラットフォーム事業業務委託料　8,835
　

《計画》プロジェクションマッピング事業[7.1.3　観光政策課] 【新規】補　正　額 15,716

夜の観光の魅力向上のため、まちあるき観光の主要なコンテンツである洋風建築
物等にプロジェクションマッピングを投影

補正前の額 0

補正後の額 15,716

備品購入費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11,716（2台分）
プロジェクションマッピングプロジェクター・音響設備設置等業務委託料　3,500
プロジェクションマッピング映像制作業務委託料　　　　　　　　　　　　　500（2か所分）

《計画》弘前感交劇場推進事業[7.1.3　観光政策課] 補　正　額 272

産学官が連携して、当市の観光施策を総合的に推進するため、観光関連団体の
長、実務者がそれぞれ協議する場を設けるとともに、広く市民が当市の観光につ
いて検討する場を設置

補正前の額 0

補正後の額 272

報償費　　　　　　100
旅費　　　　　　　148
使用料及び賃借料　 24
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《計画》四大まつり開催事業[7.1.3　観光政策課] 補　正　額 6,600

四大まつりの歴史と伝統を保持しながら、新たな取り組みを導入した特別誘客事
業の実施

補正前の額 127,879

補正後の額 134,479

なぬかびおくり運営業務委託料　　　　　　2,500
弘前城菊と紅葉まつり運営委員会負担金　　2,500（特別誘客事業）
弘前城雪燈籠まつり運営委員会負担金　　　1,600（津軽錦絵大回廊）

次代につなぐ四大まつり検討事業[7.1.3　観光政策課] 【新規】補　正　額 115

四大まつりの魅力を高めながら、次代へつないでいくため、民間と連携して先進
地などの調査研究を実施

補正前の額 0

補正後の額 115

報償費　50
旅費　　50
その他　15（需用費5、役務費5、使用料及び賃借料5）

《計画》ＣＳＶ事業[7.1.3　観光政策課] 【新規】補　正　額 7,000

ＣＳＶ（共有価値の創造）の理解と意識啓発のため、セミナーを開催するほか、
市内企業・都市企業、市内及び都市の学生が、意見や知識を出し合い、地域の活
性化やビジネス創出につなげるための場として、「ＣＳＶ大学ｉｎ弘前」を開催

補正前の額 0

補正後の額 7,000

ＣＳＶ大学ｉｎ弘前開催事業業務委託料　6,306
旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　492
使用料及び賃借料　　　　　　　　　　　　100
その他　　　　　　　　　　　　　　　　　102（需用費82、役務費20）

観光客経済波及効果分析事業[7.1.3　観光政策課] 【新規】補　正　額 680

平成２５年度に実施した観光客動向調査の結果を基に、経済波及効果を分析し、
観光施策の今後の取り組み、展開等に活用

補正前の額 0

補正後の額 680

観光客経済波及効果分析業務委託料　680

《計画》旅行エージェント情報発信強化事業[7.1.3　観光政策課] 補　正　額 1,042

首都圏等の旅行エージェントを訪問し、市が直接旅行商品等を売り込み、当市の
観光ＰＲを行うとともに、実績のある旅行エージェント及びマスコミ関係者を対
象としたモニターツアーを実施

補正前の額 0

補正後の額 1,042

旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　310
旅行エージェント等招へい事業業務委託料　732

岩木地区温泉（ＳＰＡ）活性化懇談会事業[7.1.3　観光政策課] 【新規】補　正　額 111

「温泉」という大きな可能性を秘めた観光コンテンツの磨き上げ、組み合わせ、
情報発信について、有識者を招へいし、温泉旅館の経営者が学び、検討する懇談
会を開催

補正前の額 0

補正後の額 111

報償費　50
旅費　　50
その他　11（需用費5、役務費3、使用料及び賃借料3）
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≪７款　商工費≫ （単位：千円）

《計画》岩木・相馬アクティビティ観光魅力掘り起し事業[7.1.3　観光政策課] 【新規】補　正　額 500

岩木地区と相馬地区の自然環境を活かした観光コンテンツを活用し、観光客の誘
客を図るため、魅力ある観光資源の掘り起しや、体験プログラムの企画などにつ
いて調査・検討

補正前の額 0

補正後の額 500

報償費　100
旅費　　350（講師費用弁償100、先進地視察旅費250）
その他　 50（需用費10、役務費20、使用料及び賃借料20）

《計画》北東北三県広域連携事業[7.1.3　国際広域観光課] 補　正　額 279

津軽地域の近隣市町村や北東北三県の有力な観光エリア（十和田湖、平泉、秋田
内陸線沿線等）と連携したＰＲ、旅行商品造成、二次交通支援等を実施

補正前の額 7,621

補正後の額 7,900

旅費　279（北東北三県打合せ等）

《計画》北海道新幹線新函館開業対策事業[7.1.3　国際広域観光課] 補　正　額 4,466

平成28年に予定されている北海道新幹線新函館開業の効果を 大限に活用するた
め、函館との連携を促進

補正前の額 5,804

補正後の額 10,270

実施内容：はこだてクリスマスファンタジーひろさきナイト、はこだてグルメサーカス、
　　　　　函館・みなみ北海道グルメパークin大宮等

報償費710、旅費1,460、需用費500、役務費1,384、使用料及び賃借料412

インバウンド対策事業[7.1.3　国際広域観光課] 補　正　額 11,900

外国人観光客の誘客大幅拡大のため、県や関係事業者等と連携し、中国・韓国・
台湾等の東アジアを中心に、東南アジア等も見据え、プロモーションなど誘客活
動を実施

補正前の額 10,284

補正後の額 22,184

日本政府観光局負担金　　　　　　 　　　　　　　 300　  観光コーディネーター活用事業  3,140
外国語パンフレット作製事業　　　　　　　　　　2,060　  ＰＲ映像発信事業              3,000
インバウンドプロモーション・キャンペーン事業  2,400
観光ツール表示強化事業　　　 　　　　         1,000

日本政府観光局負担金 【新規】補　正　額 300

海外における観光宣伝、その他外国人観光客誘致の推進に必要な業務を行うこと
により、国際観光の振興を図ることを目的とした日本政府観光局（ＪＮＴＯ）に
加盟

補正前の額 0

補正後の額 300

事業効果
　①当市の情報発信力の強化（海外見本市やＪＮＴＯ海外事務所へのパンフレット設置等）
　②現地マーケットの動向など情報収集力の強化（ＪＮＴＯ海外事務所からの 新情報やフォーラム
　　への参加等）

外国語パンフレット作製事業 補　正　額 2,060

主要ターゲットエリアでの誘客プロモーションを実施するため、外国語パンフ
レットを作製

補正前の額 0

補正後の額 2,060

需用費　2,060（中国語簡体字・中国語繁体字・韓国語・英語）
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≪７款　商工費≫ （単位：千円）

インバウンドプロモーション・キャンペーン事業 補　正　額 2,400

中国・韓国・台湾等の東アジアを中心に、トップセールス等を実施 補正前の額 1,000

補正後の額 3,400

旅費　　2,000
需用費　　200
役務費　　200

《計画》観光ツール表示強化事業 補　正　額 1,000

外国人観光客の受入環境を進めていくため、観光施設及び宿泊施設等が実施する
パンフレット、ホームページ等の観光ツールの多言語表記に要する経費に対し補
助

補正前の額 0

補正後の額 1,000

外国人観光客受入環境整備事業費補助金　1,000
補助率：2/3（上限250）

《計画》観光コーディネーター活用事業 補　正　額 3,140

東アジア圏のインバウンド対策強化のため、ターゲットエリアのうち、中国・台
湾に観光コーディネーターを設置し、情報収集・情報発信を実施

補正前の額 180

補正後の額 3,320

報償費　3,140（中国・台湾　各1名）

《計画》ＰＲ映像発信事業 補　正　額 3,000

当市の知名度向上のため、主要ターゲットエリアである台湾の有力サイトである
「聯合新聞網」へ市のＰＲ動画を掲載

補正前の額 0

補正後の額 3,000

役務費　3,000

《計画》星と森のロマントピア新源泉探索整備事業[7.1.6　観光政策課] 【新規】補　正　額 7,000

相馬地区の観光拠点である「星と森のロマントピア」の浴場に使用する源泉の水
位が低下してきていることから、新たな源泉の確保のため、探索調査を実施

補正前の額 0

補正後の額 7,000

星と森のロマントピア新源泉探索調査業務委託料　7,000

星と森のロマントピア送迎バス更新事業[7.1.6　観光政策課] 【新規】補　正　額 8,800

星と森のロマントピアの宿泊客に対し、 寄駅等とホテル間の快適かつ安全な送
迎を提供するため、老朽化した送迎用バスを更新

補正前の額 0

補正後の額 8,800

備品購入費　　8,800（送迎用バス　29人乗り）
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≪７款　商工費≫ （単位：千円）

弘前城等指定管理料　1,616

防犯カメラ整備工事　1,500

藤田記念庭園洋館冬期開館事業[7.2.3　公園緑地課] 補　正　額 1,616

冬期の閉館期間について、観光客の誘客を図るため一部開館
冬期開館日：土曜日・日曜日・祝祭日、年末年始、ＪＲ大人の休日倶楽部、
　　　　　　雪燈籠まつり期間

補正前の額 0

補正後の額 1,616

施設管理等業務委託料　2,000
大仏公園整備工事　　　2,000

駅前公園・蓬莱広場防犯カメラ設置事業[7.2.3　公園緑地課] 【新規】補　正　額 1,500

公園施設への落書きや夜間の騒音等を防止するため、駅前公園と蓬莱広場に防犯
カメラを設置【地域の元気臨時基金対象事業】

補正前の額 0

補正後の額 1,500

賃金　　1,080
需用費　　100
役務費　　420

《計画》大仏公園整備事業[7.2.3　公園緑地課] 【新規】補　正　額 4,000

弘南鉄道大鰐線の活性化にも活用するため、桜やあじさいの名勝ポイントとして
アピールできるように整備

補正前の額 0

補正後の額 4,000

需用費　　　　　1,000
圃場等整備工事  2,000
備品購入費　　　　500
その他　　　　　　500（旅費300、原材料費100、会議等出席負担金100）

弘前公園さくら鳥害対策事業[7.2.2　公園緑地課] 補　正　額 1,600

弘前公園のさくらをウソから守るため、ロケット花火や鷹による追い払いを実施 補正前の額 0

補正後の額 1,600

旅費　200

《計画》弘前公園さくら研究・育成事業[7.2.2　公園緑地課] 【新規】 補　正　額 4,000

ソメイヨシノの延命を図りながら、将来の備えを万全とし、弘前公園の桜の充実
を図るため、バックヤード（研究圃場）において、苗木の育成やソメイヨシノの
各種病害や管理方法、延命策の研究等を実施

補正前の額 0

補正後の額 4,000

《計画》物販と食をメインにした観光館整備事業[7.1.6　観光政策課] 補　正　額 200

開館から20年以上を経過している観光館について、当市の観光案内の要となる施
設として、物販と食の提供に重点を置いた整備を実施するための調査研究旅費を
計上

補正前の額 0

補正後の額 200
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≪７款　商工費≫ （単位：千円）

藤田記念庭園整備事業[7.2.3　公園緑地課] 【新規】補　正　額 10,000

国の登録有形文化財に登録されている洋館及び考古館の改修 補正前の額 0

補正後の額 10,000

藤田記念庭園整備工事　10,000

藤田記念庭園夜間照明設備設置事業[7.2.3　公園緑地課] 【新規】補　正　額 30,000

藤田記念庭園全体の照明設備を整備【地域の元気臨時基金対象事業】 補正前の額 0

補正後の額 30,000

設計等業務委託料　 　　　　　　5,000
藤田記念庭園夜間照明整備工事　25,000

弘前城整備活用推進室設置事業[7.2.4　公園緑地課] 【新規】補　正　額 21,353

弘前城本丸石垣整備事業に係る発掘調査の出土品等を整理する発掘調査用整理室
を設置【地域の元気臨時基金対象事業】

補正前の額 0

補正後の額 21,353

施設管理等業務委託料　 　　　140
発掘調査用整理室新築工事　20,000
備品購入費　　　　　　　　　 500
その他　　　　　　　　　　 　713（需用費538、役務費55、使用料及び賃借料120）

弘前城二の丸利活用施設整備事業[7.2.4　公園緑地課] 補　正　額 3,000

弘前城二の丸に利活用施設を建設するにあたり、武徳殿も二の丸利活用施設と一
体となった利用方法を検討するため、武徳殿の機能整備のための基本設計を実施

補正前の額 0

補正後の額 3,000

弘前城天守映像化業務委託料　1,000

設計等業務委託料　3,000

《計画》弘前城天守映像化事業[7.2.4　公園緑地課] 【新規】補　正　額 1,000

弘前城本丸石垣修理に伴い弘前城天守を曳屋することから、現位置における弘前
城天守の映像化について調査研究を実施

補正前の額 0

補正後の額 1,000
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≪８款　土木費≫ （単位：千円）

間口除雪支援事業[8.2.2　道路維持課] 補　正　額 1,000

高齢者単身世帯等の除雪困難者を対象とした間口除雪を実施する町会に対し、
１世帯・１シーズンあたり3,000円を支出

補正前の額 0

補正後の額 1,000

報償費　1,000

《計画》間口除雪軽減事業[8.2.2　道路維持課] 【新規】補　正　額 4,000

除雪機械にサイドシャッター装置を導入する経費の一部を補助 補正前の額 0

補正後の額 4,000

サイドシャッター装置導入事業費補助金　4,000
補助率：1/2

補　正　額 2,200

一般除雪によって幅員が狭くなった生活道路の拡幅や排雪を行う町会に対し、
従事者等の保険料と燃料費を支出

補正前の額 0

補正後の額 2,200

《計画》地域除雪活動支援事業[8.2.2　道路維持課]

報償費　2,000
役務費　　200

消流雪溝管理用遠方監視制御システム更新事業[8.2.2　道路維持課] 【新規】補　正　額 95,000

消流雪溝導水路の監視体制の充実を図り、溢水による住宅地等への被害を未然に
防ぐため、消流雪溝管理用遠方監視制御システムを更新

補正前の額 0

補正後の額 95,000

消流雪溝管理用遠方監視制御システム更新工事　95,000

《計画》小型除雪機更新・購入事業[8.2.2　道路維持課] 補　正　額 25,100

老朽化した除雪機の更新（13台）及び新規購入（7台）
新規購入分は新たに希望する町会へ貸出予定【地域の元気臨時基金対象事業】

補正前の額 0

補正後の額 25,100

備品購入費　　25,100

《計画》街路灯補修事業[8.2.2　道路維持課] 【新規】補　正　額 5,000

街路灯の点検を実施し、早急に対応が必要な箇所の補修を実施 補正前の額 0

補正後の額 5,000

街路灯補修工事　5,000
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≪８款　土木費≫ （単位：千円）

観光のみちづくり事業[8.2.3　建設政策課] 【新規】補　正　額 900

訪日外国人観光客の受入環境を整備するため、道路案内標識における英語表記の
統一を実施

補正前の額 0

補正後の額 900

道路案内標識改修工事　900

《計画》道路施設（資産）保全整備事業[8.2.3　建設政策課] 【新規】補　正　額 15,000

老朽化した道路ストックが急増し、重大な損傷発生の危険性が懸念されるため、
道路施設補修計画の策定に向けた道路ストックの総点検を実施

補正前の額 0

補正後の額 15,000

道路ストック総点検業務委託料　15,000

《計画》市街地浸水対策事業[8.2.6　建設政策課] 【新規】補　正　額 3,000

道路冠水等が常習化している三岳川及び釜萢堰沿線の市街地における浸水対策を
実施

補正前の額 0

補正後の額 3,000

設計等業務委託料　　2,500
原材料費　　　　　　　500

《計画》歩道改修事業[8.2.8　建設政策課] 補　正　額 26,000

「安全・安心な日常」を実感できるやさしい街づくりとして、誰もが円滑に移動
でき、利用しやすいように歩道を改修

補正前の額 0

補正後の額 26,000

設計等業務委託料　　 　1,500
交通安全施設整備工事　24,000
支障物件移転補償費　　　 500

《計画》ひろさきビューマップ作製事業[8.4.2　都市政策課] 【新規】補　正　額 300

大切にすべき景観を地元住民が認識し、保全していくきっかけとするため、
ワークショップを開催

補正前の額 0

補正後の額 300

ひろさきビューマップ作製業務委託料　300

《計画》景観形成事業[8.4.2　都市政策課] 補　正　額 2,858

市民・事業者・行政が一体となって良好な景観形成に取り組むために、景観
フォーラムを開催するほか、景観計画関係の周知物を作成

補正前の額 325

補正後の額 3,183

需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　782
景観フォーラム企画運営支援業務委託料　　　735
会議等出席負担金　　　　　　　　　　　　　　3
その他　　1,338（報酬367、報償費113、旅費462、役務費33、使用料及び賃借料60、備品購入費303）
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≪８款　土木費≫ （単位：千円）

《計画》景観重要建造物保存・改修費助成事業[8.4.2　都市政策課] 【拡充】補　正　額 6,000

価値ある建造物を後世に残していくため、景観重要建造物に指定した建物の改修
費を補助

補正前の額 0

補正後の額 6,000

景観重要建造物改修等事業費補助金　6,000
補助率：2/3

（仮称）やさしい街づくりのススメパンフレット作製事業[8.4.2　都市政策課] 補　正　額 900

やさしい街づくりを市民及び事業者にわかりやすく周知するため、具体的な取り
組みを示したパンフレットを作製

補正前の額 0

補正後の額 900

（仮称）やさしい街づくりのススメパンフレット作製業務委託料　900

《計画》地域まち育て活動推進事業[8.4.2　都市政策課] 【新規】補　正　額 1,200

まちづくりを実践するきっかけとするため、地域別懇談会を開催 補正前の額 0

補正後の額 1,200

地域まち育て活動調査業務委託料　1,200

《計画》弘前駅前北地区スマートパーク整備事業[8.4.4　区画整理課] 補　正　額 4,000

弘前駅前北地区における防災機能と融雪システムを兼ね備えた公園の整備
事業期間：平成25～28年度
公園面積：3,350㎡

補正前の額 0

補正後の額 4,000

設計等業務委託料　4,000

《計画》駅前広場利活用計画策定事業[8.4.5　都市政策課] 補　正　額 10,160

まちづくりと連携した交通結節点の機能強化と、中心市街地の活性化を図るた
め、中央弘前駅を核とした基本計画を策定

補正前の額 6,950

補正後の額 17,110

設計等業務委託料　10,160

《計画》自転車利用環境研究事業[8.4.6　都市政策課] 補　正　額 3,067

市民や観光客の自転車走行時における回遊性、安全性、利便性の向上に資する自
転車マップを作製

補正前の額 0

補正後の額 3,067

旅費　　　　　　　　　　　　　 67
自転車マップ作製業務委託料　3,000
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≪８款　土木費≫ （単位：千円）

地域公共交通利用促進事業[8.4.6　都市政策課] 補　正　額 2,800

ひろさき公共交通マップを作製するほか、弘南鉄道大鰐線の利用促進を図るた
め、各種イベントを実施

補正前の額 82

補正後の額 2,882

需用費　　　　　　　　　　　　　　　　400
弘南鉄道大鰐線活性化推進事業負担金　2,400

弘前圏域定住自立圏地域公共交通連携事業[8.4.6　都市政策課] 補　正　額 1,500

弘南鉄道大鰐線存続に向けた取り組み等を紹介するリーフレットを作製し、弘前
圏域定住自立圏域内において配布するとともに、公共交通活性化に関する意見を
住民の方から募集

補正前の額 0

補正後の額 1,500

弘前圏域定住自立圏地域公共交通連携事業業務委託料　1,500

《計画》地域公共交通再生モデル事業[8.4.6　都市政策課] 補　正　額 2,000

本格運行に向けた運行計画を検討するため、相馬地区予約型乗合タクシーや路線
バスの利用状況の分析を実施

補正前の額 7,400

補正後の額 9,400

弘前市地域公共交通会議負担金　2,000

《計画》地域を支えるバス貸与事業[8.4.6　都市政策課] 【新規】補　正　額 20,000

中心市街地を循環する土手町循環バスの利便性と快適性の向上のため、バスを１
台購入し、民間バス会社に貸与

補正前の額 0

補正後の額 20,000

備品購入費　20,000

《計画》奥羽本線高速化・機能強化等要望活動事業[8.4.6　都市政策課] 補　正　額 138

青森県鉄道整備促進期成会等でＪＲ東日本及びＪＲ北海道への要望活動を実施 補正前の額 0

補正後の額 138

旅費　138

《計画》交通結節点ネットワーク環境向上事業[8.4.6　都市政策課] 【新規】補　正　額 3,718

弘前ねぷたまつり期間中と弘前城菊と紅葉まつり期間中に、弘前駅・中央弘前
駅・弘前公園を結ぶ循環バスの実証運行を実施

補正前の額 0

補正後の額 3,718

弘南鉄道大鰐線存続戦略協議会負担金　3,718
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≪８款　土木費≫ （単位：千円）

《計画》スマートシティ構想推進事業[8.4.7　スマートシティ推進室] 補　正　額 3,207

弘前型スマートシティ構想を推進するため、専門家からの意見聴取、民間との連
携、次世代の人材育成を実施

補正前の額 0

補正後の額 3,207

弘前型スマートシティ懇談会　　　2,387
弘前型スマートシティ推進協議会　  469
弘前型スマートシティアカデミー　　351

弘前型スマートシティ懇談会 補　正　額 2,387

弘前型スマートシティ構想を推進するにあたり、スマートシティに関する学識経
験者等から意見を聴取

補正前の額 0

補正後の額 2,387

報償費　　 　　72
旅費    　　2,245
その他　       70（需用費15、役務費5、使用料及び賃借料50）

弘前型スマートシティ推進協議会 補　正　額 469

弘前型スマートシティ構想に賛同する民間事業者との情報共有、連携して取り組
んでいくための検討、協議を実施

補正前の額 0

補正後の額 469

報償費　       70
旅費　　      259
その他　　 　 140（役務費5、使用料及び賃借料135）

弘前型スマートシティアカデミー 補　正　額 351

次世代育成のため、学識経験者等からの講話などにより、スマートシティに関心
を持ってもらうアカデミーを開催

補正前の額 0

補正後の額 351

報償費　  　 　56
旅費　 　　 　182
その他  　  　113（需用費15、使用料及び賃借料98）

《計画》スマートシティ共同研究事業[8.4.7　スマートシティ推進室] 補　正　額 4,000

燃料電池の燃料となる水素を、安価な夜間電力を活用した水の電気分解により製
造する具体的な事業化の可能性について、民間と共同で実証研究を実施

補正前の額 0

補正後の額 4,000

スマートシティ共同研究業務委託料　4,000

《計画》宅地等融雪対策共同研究事業[8.4.7　スマートシティ推進室] 【新規】補　正　額 5,000

再生可能エネルギーや未利用エネルギー等を活用した新たな融雪システム等につ
いて、技術やノウハウをもった民間事業者と共同研究を実施

補正前の額 0

補正後の額 5,000

宅地等融雪対策共同研究業務委託料　5,000（2件分）
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≪８款　土木費≫ （単位：千円）

《計画》道路等融雪対策推進事業[8.4.7　スマートシティ推進室] 補　正　額 10,643

次年度以降の新たな融雪システム導入のため、建物の換気排熱を利用した敷地内
融雪技術や既存の地下水散水融雪道路延長拡大のための節水制御技術の実証研究
を実施

補正前の額 24,969

補正後の額 35,612

旅費　　　　　　　　　　　　　　　 563
役務費　　　　　　　　　　　　　　　10
雪対策実証研究業務委託料　　　　10,000（2件分）
使用料及び賃借料　　　　　　　　　　70

《計画》道路散水等融雪設備導入事業[8.4.7　スマートシティ推進室] 【新規】補　正　額 114,040

道路等において地下水や温泉排水等を活用した散水融雪設備を整備【地域の元気
臨時基金対象事業】

補正前の額 0

補正後の額 114,040

役務費　　　　　　　　　　　　　　　10
設計等業務委託料　　　　　　　　20,000
使用料及び賃借料　　　　　　　　　　30
道路散水等融雪設備整備工事　　　94,000（融雪施設5か所、観測井戸2か所）

地熱開発理解促進関連事業[8.4.7　スマートシティ推進室] 補　正　額 13,217

地熱資源開発に対する地元住民の理解促進を図るため、弘前大学北日本新エネル
ギー研究所と連携しながら理解促進事業を実施

補正前の額 0

補正後の額 13,217

旅費　　　　　　　　　　　　　　　　3,505
地熱開発理解促進関連事業業務委託料　9,712

《計画》市営住宅等長寿命化事業[8.5.1　財産管理課] 【拡充】補　正　額 3,932

市営住宅の長寿命化、適正配置をするため、既存の長寿命化計画の見直しを実施 補正前の額 71,904

補正後の額 75,836

指定道路データ作成業務委託料　17,691

市営住宅等長寿命化計画見直し業務委託料　3,932

指定道路台帳整備事業[8.5.3　建築指導課] 【新規】補　正　額 17,691

統合型ＧＩＳのサブシステムである指定道路情報システムへの道路台帳等のデー
タ入力及び指定道路調書の作成を実施

補正前の額 0

補正後の額 17,691
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≪９款　消防費≫ （単位：千円）

防災マイスター育成講座 補　正　額

使用料及び賃借料  20

報償費　         100
旅費             100
役務費            20
使用料及び賃借料  35

防災に強い人材を育成するため、次世代を担う子ども達を対象とした防災教育を
推進

報償費　　　　　　144
需用費　　　　　　150
会議等出席負担金  400（防災士受験料・登録料）
その他　　　　　　102（旅費16、役務費30、使用料及び賃借料56）

船外機付き救助艇更新[9.1.4　防災安全課] 【新規】 補　正　額 2,086

備品購入費　2,086（8人乗り）

補正前の額 0

補正後の額

地域や事業所における防災リーダーとなる人材の育成講座を実施し、修了者を防
災マイスターとして認定するとともに、「防災士」の受験資格を付与

補正前の額 0

補正後の額 796

796

1,071

補　正　額 1,071

防災啓発研修 補　正　額

《計画》自主防災組織育成支援事業[9.1.4　防災安全課] 補　正　額

市民や自主防災組織を対象に、災害への備えや自助・共助、気象情報等に関する
講演、研修会を開催

補正前の額 0

補正後の額 255

255

補正前の額 0

補正後の額 20

防災教育

防災マイスター育成講座　796
防災啓発研修            255
防災教育                 20

地域防災力の向上を図っていくため、「自助・共助」の重要性について意識啓発
する講座・研修等を実施

2,086

補　正　額 20

自主防災組織啓発研修　　　　　　　 　200（需用費50、役務費50、使用料及び賃借料100）
自主防災組織育成支援事業費補助金　11,400
　新設団体　上限600
　既設団体　上限150

11,600

自主防災組織の結成促進、既存組織の共助力向上を図るため、研修会等を開催す
るほか、資機材整備や訓練等に要する経費に対し補助

補正前の額 3,750

補正後の額 15,350

水害時に人命救助や安否確認などに使用する船外機付き救助艇を更新 補正前の額

《計画》防災まちづくり推進事業[9.1.4　防災安全課]

0

補正後の額

50



≪９款　消防費≫ （単位：千円）

報償費　150
旅費　　 17
その他   40（需用費20、役務費10、使用料及び賃借料10）

《計画》自主防災組織等防災力向上事業[9.1.4　防災安全課] 【新規】 補　正　額 207

自主防災組織や防災マイスターを対象に、災害対応に関する講話や災害時の活動
体験訓練を実施するほか、活動事例の紹介や意見交換の場を設け、更なる防災意
識啓発の機会を提供

補正前の額 0

補正後の額 207

需用費　　　　     50
使用料及び賃借料   50
備品購入費　　　  300（メガホン、消火器等）

《計画》消防団・町会共同防災訓練[9.1.4　防災安全課] 【新規】 補　正　額 400

自主防災組織の組織率と有事における防災力の向上を図るため、消防団と町会が
共同して、地域の防災マニュアルの作成や防災訓練を実施

補正前の額 0

補正後の額 400

災害協定締結推進事業[9.1.4　防災安全課]

備蓄計画に基づき計画的に食糧備蓄を整備 補正前の額 0

補正後の額 6,000

補　正　額 1,470市役所職員災害対応力向上事業[9.1.4　防災安全課] 【新規】

旅費　　　　　　　99
需用費　　　　　　20
役務費　　　　　　11
使用料及び賃借料　30

需用費　6,000

補　正　額 160

民間企業等との災害時における物資や資機材確保・供給などについての協定を締
結

補正前の額 0

補正後の額 160

需用費　50

《計画》消防団加入促進事業[9.1.4　防災安全課] 【新規】

災害時の職員対応力の強化・向上を図るため、職員を対象に災害想定（地震又は
風水害等）に基づいた図上訓練を実施

補正前の額 0

補正後の額 1,470

図上訓練支援業務委託料　1,470

補　正　額 50

消防団の加入促進を図るため、消防団加入促進のＰＲチラシを作成 補正前の額 0

補正後の額 50

《計画》備蓄体制整備事業[9.1.4　防災安全課] 補　正　額 6,000
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≪１０款　教育費≫ （単位：千円）

小中連携教育推進事業　　　　1,100
史跡等公開活用事業　　　　　4,540
大森勝山遺跡公開活用事業　　3,110
はるかソフトボール夢事業　　　850

《計画》中学生国際交流学習事業[10.1.3　学校指導課] 補　正　額 5,710

旅費　　　　　　　　　　　　　　　1,350
需用費　　　　　　　　　　　　　　　250
役務費　　　　　　　　　　　　　　　 10
中学生国際交流学習事業業務委託料　4,100

中学生を海外に派遣し、現地の生徒との交流会やホームステイを内容とした国際
交流学習を実施（派遣人数：10人）

補正前の額 0

補正後の額 5,710

夢実現ひろさき教育創生事業 補　正　額 9,600

当市の地域社会の歴史的・文化的伝統等の「くくり」の基盤となっている中学校
区を単位に、小学校、中学校、地域それぞれが「連携・協働」し、社会全体で教
育に取り組めるような環境づくりを進めるため各種事業を実施

補正前の額 2,244

補正後の額 11,844

《計画》小中連携教育推進事業[10.1.3　学校指導課] 補　正　額 1,100

全ての中学校区が実施する小中連携教育を推進する取り組みに対し、各中学校区
内の学校数に応じて、その経費を補助

補正前の額 0

補正後の額 1,100

小中連携教育推進事業費補助金　　1,100

《計画》はるかソフトボール夢事業[10.6.1　文化スポーツ振興課] 補　正　額 850

体力向上、スポーツ活動の活性化を目的に小・中学校において、齋藤春香主幹に
よるソフトボール指導や講話を実施するとともに、トップアスリート育成を目指
し、市内小中学校を対象としたチームを立ち上げ、選手を育成

補正前の額 0

補正後の額 850

旅費　             50
需用費　          300
使用料及び賃借料　200
備品購入費      　300

《計画》大森勝山遺跡公開活用事業[10.5.2　文化財課] 補　正　額 3,110

大森勝山遺跡世界遺産登録に向けて、地域の盛り上がりを高めるため、ちびっ子
縄文講座、遺跡保存活用イベント等を開催

補正前の額 0

補正後の額 3,110

使用料及び賃借料　　　　　　　　　　　　　 48
大森勝山遺跡環境整備工事　　　　　　　　1,330
史跡大森勝山遺跡保存活用推進会議負担金　1,000
その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　732（賃金24、報償費40、需用費663、役務費5）

《計画》史跡等公開活用事業[10.5.2　文化財課] 補　正　額 4,540

小・中学校及び市民を対象に遺跡見学会、石垣シンポジウムなどを実施するほ
か、出前授業用として土偶のレプリカを作製

補正前の額 0

補正後の額 4,540

土偶レプリカ作製業務委託料　1,000
使用料及び賃借料　　　　　　1,200
遺跡説明板設置工事　　　　　　800
その他　　　　　　　　　　　1,540（共済費1、賃金160、報償費86、旅費928、需用費329、役務費36）
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≪１０款　教育費≫ （単位：千円）

【拡充】《計画》インクルーシブ教育システム構築事業[10.1.4　学校教育改革室]

学校や家庭での性教育のあり方について、講義や授業研究を通して研修を実施 補正前の額 0

補正後の額 151

報償費　　78
旅費　　　68
需用費　　 5

《計画》『性教育の手引き』作成事業 補　正　額 448

弘前市性教育調査研究委員会の研究資料や性教育講座の記録を指導資料冊子とし
てまとめ、市内小中学校全教員に配布

補正前の額 0

補正後の額 448

《計画》ＩＣＴ活用教育の推進に関する調査研究事業[10.1.4　学校教育改革室] 【新規】 補　正　額 426

障がいのある子どももない子どももできるだけ一緒に学習することができる教育
環境の整備を推進するため、学びの協力員を配置するとともに、ＩＣＴ機器の活
用により合理的配慮の実践的研究を実施

0

18,687

【新規】

先進地を視察し、校内無線ＬＡＮ環境やタブレット端末の整備導入、また授業で
の活用方法など当市におけるＩＣＴ活用教育の方向性を検討

補正後の額

賃金　　 　　　630
報償費　 　　4,604
備品購入費　11,045（タブレット端末、プロジェクター等）
その他　　　 2,408（共済費92、旅費1,165、需用費779、役務費12、使用料及び賃借料360）

補正前の額

合宿による不登校・問題行動等改善プログラム事業[10.1.4　教育センター]

426

多様化する教育問題や子どもが抱える様々な問題に対応するための取組を実施

性教育研修講座　　　　　　　　 151
『性教育の手引き』作成事業　   448
こども悩み相談事業　　　　 　　178

命の尊さ教育事業[10.1.4　教育センター]

《計画》性教育研修講座 補　正　額 151

報償費　　　　　　 50
旅費　　　　　　　130
使用料及び賃借料　289
その他　　　　　　142（需用費130、役務費12）

0

補正後の額

18,687補　正　額

21

補正後の額 798

補　正　額 611

フレンドシップルーム通学生等が、岩木青少年スポーツセンターに合宿しなが
ら、旧弥生小学校で学校活動を行い、規則的な生活を送るプログラムを実施

補正前の額 0

補正後の額 611

補正前の額

補　正　額 777

需用費　　448

旅費　426

補正前の額
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≪１０款　教育費≫ （単位：千円）

【新規】

補　正　額 21,000

補正後の額 2,090

相馬小学校スクールバス更新事業[10.2.1　学務健康課] 【新規】

21,000

自得小学校屋内運動場改築事業[10.2.3　学校企画課]

補正後の額

耐震化対策として校舎の一部を改築
事業期間：平成26～27年度
事業概要：校舎（一部）　鉄筋コンクリート造　平屋建　209㎡

備品購入費　　20,941（中型、50人乗り）
役務費　　　　　　18
自動車重量税　　　41

補　正　額

補　正　額 17,925

耐震化対策として屋内運動場を改築
事業期間：平成26～27年度
事業概要：屋内運動場　鉄骨造　平屋建　576㎡

補正前の額 0

役務費　　　　　　　　 160
設計等業務委託料　　17,765

10,160

《計画》小・中学校防犯対策事業[10.2.3　10.3.3　学校企画課]

理科観察実験支援事業[10.1.4　教育センター] 補　正　額 2,090

小中学校における理科の観察・実験活動の充実を図るため、設備の準備、調整等
を行う補助員（観察実験アシスタント）を派遣

補正前の額 0

補正前の額 0

補正後の額 178

補　正　額 178

いじめや不登校で悩む児童生徒やその保護者に対して開設している電話等での相
談窓口の周知を図るため、電話相談カードやリーフレット等を作製

需用費　　178

こども悩み相談事業

老朽化が著しい相馬小学校のスクールバスを更新 補正前の額 0

補正後の額

17,925

10,160

役務費　　　　　　　  160
設計等業務委託料　 10,000

【新規】三和小学校校舎改築事業[10.2.3　学校企画課]

補正前の額 0

補正後の額

報酬　  1,500
旅費　　  500
需用費 　  60
役務費　   30

【新規】

0

補正後の額 35,700

補　正　額 35,700

学校における安全対策の徹底を図るため、市立小中学校に防犯カメラを設置し、
不審者の学校敷地内への侵入を防止【地域の元気臨時基金対象事業】

補正前の額

防犯カメラ整備工事　35,700
　小学校　25,200（36校）
　中学校　10,500（15校）
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≪１０款　教育費≫ （単位：千円）

施設管理等業務委託料　　100
使用料及び賃借料　　　　 54

交付額　400（定額）

補正後の額 721

《計画》世界遺産登録推進事業[10.5.2　文化財課]

809

報償費　　　　　　200
旅費　　　　　　　291
使用料及び賃借料　140
その他　　　　　　178（需用費54、役務費60、原材料費50、会議等出席負担金14）

補　正　額

【新規】

ＮＨＫ全国放送公開番組開催事業[10.5.1　文化スポーツ振興課]

弘前市文化団体協議会事業費補助金[10.5.1　文化スポーツ振興課] 【新規】補　正　額 400

芸術文化団体相互の交流を通じて、市の文化・芸術の振興と発展を図るため、弘
前市文化団体協議会が行う小品展、講演会等に要する経費に対し補助

補正前の額

補　正　額 154

番組名：ＮＨＫのど自慢
開催日：平成27年3月8日
会　場：市民会館

補正前の額

報償費　　　150
備品購入費　571（イベント実施用備品）

補　正　額 721

0

補正後の額 50

旅費　535

《計画》文化財施設公開事業[10.5.2　文化財課] 【拡充】

報償費　50

公開武家住宅におけるイベントを実施 補正前の額 0

535

大石武学流庭園調査・活用事業[10.5.2　文化財課]

0

補正後の額 154

大森勝山遺跡の世界遺産登録に向けて、世界遺産登録推進会議等の各種委員会に
出席

補正前の額 517

0

補正後の額 1,052

補　正　額 809

市内に点在する大石武学流庭園の調査を実施し、平川市「盛美園」、黒石市「金
平成園」など広域での観光資源として活用を検討

補正前の額 0

補正後の額

市内の中学生（演劇部員等）が「児童劇観劇教室」（市内小学校対象事業）を鑑
賞するとともに、公演に出演している劇団員等による演技に関する指導、照明・
音響等の舞台づくりに関する指導などをワークショップ形式で実施

《計画》演劇ワークショップ事業[10.5.1　生涯学習課] 補　正　額 50

補正後の額 400

補正前の額
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≪１０款　教育費≫ （単位：千円）

《計画》ブックスタート事業[10.5.4　弘前図書館]

補正後の額 1,969

補正後の額

補　正　額

スポーツ合宿誘致事業[10.6.1　文化スポーツ振興課] 補　正　額 1,178

弘前市スポーツ少年団活性化事業費補助金[10.6.1　文化スポーツ振興課] 補　正　額

1,863

乳幼児期から読書に親しめる環境をつくるため、ヒロロスクエア「こども絵本の
森」で、0歳児の保護者に絵本を配布するとともに、保護者等のための読み聞か
せ講習会を実施

1,178

将来のトップアスリート輩出につなげるため、一流のプレイを間近で見ることの
できるトップアスリートによる合宿を誘致

0

【新規】

補正前の額

補正後の額

200

補助率：給与月額の2/3
補助限度額：月額200,000円
補助期間：3年間【債務負担行為設定】

補正前の額

スポーツ人材雇用奨励金[10.6.1　文化スポーツ振興課] 補　正　額 2,400

市内の企業やスポーツ団体等が、スポーツの一流選手、指導者等をスポーツの関
連業務に置いて雇用した場合に、その賃金に対し補助

補正前の額 9,600

補正後の額 12,000

冬期間の健康増進のため、弘前公園を会場に1回当たり30名を上限にスノー
シュー装着によるウォーキング教室を開催

補正前の額 0

200

補正前の額

補正後の額 1,863

報償費　　 10
旅費　　　  2
需用費　1,851

補　正　額 49,468

平成26年5月1日に開館50周年を迎えたことによる記念事業として、ＮＨＫ交響楽
団演奏会を開催するとともに、当市出身の洋画家「佐野ぬい」氏制作原画による
ステンドグラスを設置

0

補正後の額

《計画》Ｅｎｊｏｙスノーウォーキング事業[10.6.1　文化スポーツ振興課]

49,468

需用費　  　　　　　　　　　　　 　　　　　800（ポスター、プログラム印刷）
役務費　　　　　　　　　　　 　　　　　　1,040（チケット販売手数料）
ＮＨＫ交響楽団演奏会出演業務委託料　　　18,880
ステンドグラス制作設置業務委託料　　　　28,748

スポーツ少年団に登録する団員保護者の負担軽減と指導者等の資質向上を図るた
め、スポーツ認定員講習会受講料及び日本スポーツ少年団等への登録に要する経
費に対し補助

スポーツ認定員講習会受講料の補助　3,000円／人
日本スポーツ少年団登録料の補助　　　300円／人
県スポーツ少年団登録料の補助　　　　400円／人

1,969

【新規】

0

市民会館開館50周年記念事業[10.5.8　文化スポーツ振興課]

【新規】

0

報償費      100（講師謝礼）
旅費         50
需用費       50

スポーツ合宿誘致事業費補助金　1,000（補助限度額1団体　1,000）
旅費                            128（誘致交渉旅費）
需用費                           50

補正前の額

補　正　額
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補正後の額 7,500

補正前の額 0

108

平成25年度に実施した食育アンケートの結果を踏まえ、中学生を対象とした食育
講演会を実施

800

交付先：岩木山一周サイクリング実行委員会
開催日：平成26年8月24日（日）

補正後の額 140

《計画》食育サポート事業[10.6.4　学務健康課]

《計画》トップアスリート招致支援事業費補助金[10.6.1　文化スポーツ振興課] 補　正　額 6,000

報償費　　　　　　　　　　　100
需用費　　　　　　　　　　　100
給食献立研究開発業務委託料　600

脳を活性化させやる気や集中力を高めるために、効果的な栄養素を含む食材を活
用した給食献立の研究開発を委託

補正前の額

補　正　額 2,000

クロスカントリースキーの振興と雪に親しむことを目的とした大会・イベントを
開催

補正前の額

市内のスポーツ団体等がトップアスリートを招き、企画、実施する教室・講演
会・招致試合等に要する経費に対し補助

補正前の額

補助限度額　750

108

補　正　額 140

1,500

【新規】《計画》岩木山一周サイクリング大会運営事業費負担金[10.6.1　文化スポーツ振興課]

800

補正後の額 800

0

補　正　額

補正後の額

交 付 先：岩木山スキーフェスティバル実行委員会
事業内容：クロスカントリースキースプリントレース、雪に関するレクリエーション等

0

岩木山スキーフェスティバル運営事業費負担金[10.6.1　文化スポーツ振興課]

食に関する教育調査研究事業[10.6.4　学務健康課] 【新規】補　正　額

需用費　108（指導用教材）

補正後の額

食育サポート事業業務委託料　140

栄養教諭及び栄養士が、献立作成時に野菜の調理方法を工夫するとともに、指導
教材などを用いて児童生徒が野菜について学ぶ食の指導を実施

2,000

800

観光的な要素を取り入れつつ、市民の健康増進につながるスポーツイベントとし
て、岩木山一周サイクリング大会を開催

補正前の額 0

補正後の額

《計画》学校給食野菜摂取率アップ運動[10.6.4　学務健康課] 補　正　額

補正前の額 0
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≪介護保険特別会計≫ （単位：千円）

使用料及び賃借料　30

《計画》ケアマネジャー研修会実施事業（意見交換会）[3.1.2　介護福祉課]

介護保険制度に対する理解不足の解消や、過剰サービスの提供に気づき自ら意識
改革できるよう、ケアマネジャー同士の意見交換会を実施

補正前の額 0

Ⅲ－２　特別会計主要事業

旅費　　　　　　 300（150,000円×2人）
需用費　　　　　　30
役務費　　　　　　24
使用料及び賃借料　46

【新規】 補　正　額 400

介護保険制度及び当市の抱える課題について、事業者との共通理解と、介護保険
事業の円滑な運営推進のために研究・懇談を行うとともに、先進地視察を実施

補正前の額 0

《計画》ひろさき介護保険制度運営研究事業[3.1.2　介護福祉課]

補正後の額 30

補正後の額 400

【新規】 補　正　額 30
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≪水道事業会計≫ （単位：千円）

≪下水道事業会計≫ （単位：千円）

老朽化が著しく耐震性が不足している樋の口浄水場を建設
事業期間：平成26～30年度

補正前の額 0

補正後の額 144,000

弥生地区農業集落排水事業計画策定業務委託料　5,000

Ⅲ－３　企業会計主要事業

《計画》弥生地区農業集落排水事業（下水道事業会計）　[1.1.3　工務課] 【新規】 補　正　額 5,000

生活環境の改善及び水質保全を図るため、弥生地区の下水道を農業集落排水事業
により整備
事業期間：平成26～30年度

補正前の額 0

補正後の額 5,000

詳細設計業務委託料　140,000
地質調査業務委託料　　4,000

《計画》浄水場建設事業（水道事業会計）[1.1.4　上水道施設課] 【新規】補　正　額 144,000
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