
(１) 　補正前の予算額 84,117,570 　千円

(２) 　補正第１４号予算額 △ 466,884 　千円

(３) 　補正後の予算額 83,650,686 　千円

（単位：千円）

担 当 課 事 業 費 (一般財源)

(1)市民活動保険運用事業[2.1.10] 市民協働政策課 3,000 (0)

(2)運動公園整備事業[10.6.2] 文化スポーツ振興課 187,715 (0)

(1)財政調整基金積立金追加[2.1.3] 財務政策課 57,019 (0)

(2)地域の元気臨時基金積立金追加[2.1.3] 財務政策課 2 (0)

(3)人材育成基金積立金減額[2.1.4] 行政経営課 △ 51 (0)

(4)まちづくり振興基金積立金追加[2.1.4] 行政経営課 7 (0)

(5)岩木庁舎整備事業減額[2.1.5] 岩木総合支所総務課 △ 8,850 (△450)

(6)市民参加型まちづくり１％システム支援補助金減額[2.1.10] 市民協働政策課 △ 11,732 (△10,000)

(7)国県支出金等返還金追加[2.1.12] 子育て支援課 28,712 (28,712)

(8)国県支出金等返還金追加[2.1.12] 商工政策課 3,402 (0)

(9)国民健康保険特別会計繰出金追加[3.1.1] 国保年金課 287,563 (193,454)

(10)地域福祉基金積立金追加[3.1.1] 福祉政策課 194 (0)

(11)介護保険特別会計繰出金追加[3.1.3] 介護福祉課 10,021 (10,021)

(12)後期高齢者医療特別会計繰出金追加[3.1.6] 国保年金課 27,132 (6,783)

(13)臨時福祉給付金給付事業減額[3.1.7] 臨時給付金対策室 △ 135,000 (0)

(14)子ども医療扶助費追加[3.2.1] 子育て支援課 16,020 (6,448)

(15)私立保育所整備事業費補助金減額[3.2.1] 子育て支援課 △ 204,707 (△8,232)

(16)子ども未来基金積立金追加[3.2.1] 子育て支援課 564 (0)

(17)保育所運営費追加[3.2.2] 子育て支援課 27,064 (6,670)

(18)児童扶養手当費減額[3.2.2] 子育て支援課 △ 49,003 (△32,669)

１　補正予算案の概要

２　一般会計予算の規模

３　補正予算第１４号の内容

　今回の補正予算は、全ての市民を対象に、公益的な市民活動に伴う傷害・賠償事故を
補償する「市民活動保険運用事業」を４月１日から実施するための経費、がんばる地域
交付金等を活用した「運動公園整備事業」に係る経費を計上したほか、事業費の追加・
確定等に伴う補正、財源調整などが主な内容です。
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平成２７年３月補正予算案の概要
（一般会計補正予算第１４号）

１　新規に追加される事業

２　事業費の追加・確定等に伴う補正

 　継続費の補正　　　　変更　　６件

   繰越明許費の補正　　追加　２０件　　変更　　２件

   地方債の補正　　　　廃止　　１件　　変更　１５件

   債務負担行為の補正　追加　　２件
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担 当 課 事 業 費 (一般財源)

(19)水道事業会計負担金追加[4.1.3] 上下水道部 4,490 (4,490)

(20)水道事業会計補助金減額[4.1.3] 上下水道部 △ 494 (△494)

(21)水道事業会計出資金減額[4.1.3] 上下水道部 △ 793 (7)

(22)病院事業会計補助金減額[4.1.5] 市立病院 △ 85 (△85)

(23)病院事業会計出資金減額[4.1.5] 市立病院 △ 2,461 (△2,461)

(24)機構集積経営転換協力金減額[6.1.3] 農業政策課 △ 6,400 (0)

(25)機構集積耕作者集積協力金減額[6.1.3] 農業政策課 △ 866 (0)

(26)経営体育成支援事業費補助金減額[6.1.3] 農業政策課 △ 29,416 (0)

(27)県営楢木地区農業基盤整備促進事業負担金追加[6.1.6] 農村整備課 3,375 (188)

(28)市有林等造林事業業務委託料減額[6.2.3] 農村整備課 △ 8,299 (△5,113)

(29)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 35,591 (0)

(30)弘前城整備事業減額[7.2.4] 公園緑地課 △ 21,160 (△480)

(31)県営急傾斜地崩壊対策事業負担金減額[8.2.3] 建設政策課 △ 7,000 (△700)

(32)広域環状道路整備事業（蒔苗鳥井野線）減額[8.2.7] 建設政策課 △ 106,670 (△2,068)

(33)立地適正化計画策定事業減額[8.4.2] 都市政策課 △ 3,000 (△1,500)

(34)３・４・６号山道町樋の口町線街路整備事業追加[8.4.5] 都市政策課 20,000 (2,600)

(35)住吉山道町線道路整備事業減額[8.4.5] 都市政策課 △ 12,998 (△499)

(36)地域を支えるバス貸与事業減額[8.4.6] 都市政策課 △ 20,000 (△800)

(37)下水道事業会計負担金減額[8.4.8] 上下水道部 △ 16,493 (△16,493)

(38)下水道事業会計補助金減額[8.4.8] 上下水道部 △ 174 (△174)

(39)青葉団地市営住宅建替事業減額[8.5.2] 財産管理課 △ 408,174 (△92)

(40)消防団員退職報償金追加[9.1.2] 防災安全課 4,257 (0)

(41)教育振興基金積立金追加[10.1.2] 教育政策課 14,001 (0)

(42)小学校耐震化事業減額[10.2.3] 学校企画課 △ 33,846 (△3,946)

(43)裾野小学校建設事業減額[10.2.3] 学校企画課 △ 21,656 (△10,868)

(44)中学校耐震化事業減額[10.3.3] 学校企画課 △ 45,687 (△12,621)

(45)史跡津軽氏城跡堀越城跡整備事業減額[10.5.2] 文化財課 △ 25,006 (△1,008)

(46)長期債元金償還金追加[12.1.1] 財務政策課 10,536 (10,536)

(47)長期債利子減額[12.1.2] 財務政策課 △ 27,528 (△27,528)

(1)庁舎増改築事業[2.1.3] 財産管理課 財源調整 (△23,600)

(2)被災地支援事業[2.1.11] 福祉政策課 財源調整 (△392)

(3)御所温泉管理経費[2.1.5] 相馬総合支所総務課 財源調整 (△8,500)

(4)埋立処分場第２次第２区画造成事業[4.2.2] 環境管理課 財源調整 (△3,298)

(5)白神山地活性化実行委員会負担金[7.1.3] 国際広域観光課 財源調整 (△2,860)

合　　計 △ 466,884 92,978

３　財源調整
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お問い合わせ先：財務部財務政策課

　　　直通：35-1110
　　　代表：35-1111 内線915
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