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≪新規≫オリジナルナンバープレート 60万円
　…合併 10周年を記念して、オリジナルデザインを取
　　り入れた原動機付自転車用のナンバープレートを作
　　成します。

介護保険特別会計繰出金 27億 8,736万 5,000円
　…介護保険特別会計に対し、一般会計から繰出金を支
　　出します。平成 24年度から積み立てしてきた地域
　　福祉基金を財源に、繰出金を増額したことなどによ
　　り、介護保険料を値上げせずに、これまでと同額に
　　据え置いています。

その他の事業 戦略推進システム
 

≪新規≫市民課窓口業務アウト
ソーシング事業 1,106万 4,000円

　…市民課窓口業務について、
　　人事異動などの影響を受け
　　ず、専門的な業務スキルを
　　持つ職員の安定的な確保の
　　ためのアウトソーシング
　　（外部委託）に向けた研修
　　を実施します。

≪新規≫市民活動保険運用事業 375万 1,000円
　…すべての市民を対象に、公益的な市民活動に伴う傷
　　害・賠償事故を補償する「市民活動保険制度」を運
　　用します。

平成27年度予算 経営計画・一般会計 主な事業を紹介 特別会計 特集　施政方針と予算企業会計

特別会計は、特定の収入
がある事業を行う場合
に、一般会計と分けて経
理されるものです。

特別
会計

会計別 予算額 前年度本格予算比
国民健康保険 254億 1,688万円 13.0％（29億 1,864万円）増
後期高齢者医療 16億 4,380万円 9.3％（1億 6,778万円）減
介護保険 182億 8,580万円 1.5％（2億 7,661万円）増
岩木観光施設事業 1億 9,169万円 11.0％（2,365万円）減

庁舎増改築事業 33億 6,495万 7,000円
　…免震構造により防災拠点となる増築棟の新築と既存
　　の庁舎（本館・新館）の耐震改修などを実施します。
　　事業期間：平成 25年度～ 29年度

≪拡充≫地域コミュニティ強化促進事業 79万 4,000円
　…町会加入世帯数の増加および大学生など次世代を担
　　う若者の参画による地域コミュニティの強化を促進
　　します。

≪新規≫現存12天守PRプロジェクト 220万 6,000円
　…弘前城本丸石垣整備事業のPRを兼ねて、弘前城以
　　外の現存11天守都市を巡るシティプロモーション
　　を実施します。
　　訪問自治体＝松本市・坂井市・犬山市・彦根市・姫
　　路市・松江市・高梁市・丸亀市・松山市・宇和島市・
　　高知市

地域活性化・地域住民生活等緊急支援事業
 

≪新規≫弘前市プレミアム商品
券発行支援事業 1億 6,824万 7,000円

　…青森県が発行を支援する
「プレミアム付地域商品券」
について、市内で利用できる
商品券にプレミアム分の上乗
せを実施します。１冊 1 万
2,000 円分の商品券が 1 万
円で販売されます。

地域消費喚起・生活支援型

≪新規≫融雪装置設置費補助事業 2,147万 4,000円
　…冬期間における快適な生活空間の確保と市民の雪処
　　理に係る負担軽減を図るため、敷地内に融雪装置を
　　新たに設置する市民に対して、20万円を上限とし
　　て設置費用の３分の１を補助します。

　国の「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」の補正予算に係る交付金を活用した事業として、地域における
消費喚起やこれに直接効果を有する生活支援事業（地域消費喚起・生活支援型）と、地方が直面する構造的な課題解
決に向けた事業（地方創生先行型）を実施します。これらの事業は、平成26年度の補正予算として計上しています
が、予算を平成27年度に繰り越して、平成27年度予算と一体的に実施します。
　なお、地域活性化・地域住民生活等緊急支援事業の全事業の事業概要は、市ホームページに掲載の「平成27年３
月補正予算の概要（一般会計補正予算第16号）」をご覧ください。　地域消費喚起・生活支援型の総事

業費は、4億 3,035万 5,000円で、
プレミアム付き商品券の発行支援
や小学生のスキー用品購入助成券の
交付などの９事業を実施します。こ
れらの事業を実施することにより、
総事業費の約４倍にあたる、18億
2,500 万円ほどの消費喚起効果が
生じるものと見込まれます。

≪新規≫弘前市プレミアム商品
券いきいき福祉購入割引事業
≪新規≫弘前市プレミアム商品
券子育て世帯購入割引事業
≪新規≫弘前市プレミアム商品
券元気な高齢者購入割引事業

1億 5,108万 4,000円

　…青森県が発行を支援する「プレミアム付地域商品券」
の購入割引券を交付します。販売価格が 1冊 1万
円の商品券を割引後の価格で購入できます。

　　≪ 2,000 円割引券交付対象≫
　　○世帯構成員全員が平成26年度の市民税非課税も
　　　しくは均等割のみ課税の世帯
　　○18歳までの子どもがいる世帯
　　≪ 1,000 円割引券交付対象≫
　　○ 65歳以上の介護認定を受けていない人

 

地方創生先行型
　地方創生先行型の総事業費は、2億 774 万 3,000
円で、平成27年度に策定する当市の「まち・ひと・し
ごと創生総合戦略」に位置付ける予定の事業を先行し
て実施するものであり、「安定した雇用の創出」や「地
方へ新しいひとの流れをつくる」事業など33事業を実
施します。 ≪新規≫青函DC推進事業 800万円

　…平成28年度に開催される青森県・函館デスティネー
　　ションキャンペーンに向けて、首都圏からの誘客促
　　進のため、各種キャンペーンなどを実施します。

≪新規≫移住者受入推進事業
【笑顔ひろさき重点プロジェクト】 208万 4,000円

　…移住者受け入れを円滑に進めるため、専任の移住相
　　談員（移住コンシェルジュ）を設置し、地域の受け
　　入れ態勢を構築するとともに、移住者と地域住民と
　　の交流による地域づくりを実践するための補助金を
　　交付します。

≪新規≫弘前いいものいっぱい魅力発信事業 2,600万円
　…市が指定した事業者が、インターネットを利用し、
　　市指定の「ふるさと名物商品」を従来の価格から割
　　り引いた価格で販売する事業に対し、販売などに要
　　する経費、販売実績に応じた割引分を補助します。
　　対象商品を３割引きで購入することができます。

≪新規≫小学校スキー用品購入費助成事業 3,930万円
　…小学校の授業で使用するスキー
　　用品（スキー板、ブーツ、ストッ
　　クなどを対象）の購入をする保
　　護者に対し、市内にある指定店
　　舗で利用できる購入助成券を交
　　付します。購入額1万円につき
　　5,000円の助成券を１枚利用で
　　できます。１児童当たり最大２
　　枚まで利用可能です。

弘前城天守映像化事業
【笑顔ひろさき重点プロジェクト】 5,000万円

　…弘前城本丸石垣整備事業に伴う天守曳屋に合わせ　
　　て、ARアプリの開発やイベントなどを実施します。

空き家・空き地の利活用事業
【笑顔ひろさき重点プロジェクト】 1,514万円

　…空き家・空き地といった利活用されていない不動産
　　について、市・不動産業界・金融機関の 3者で連携
　　し流動化を促進します。

若年者と女性のための資格取得
支援事業
【笑顔ひろさき重点プロジェクト】

662万 1,000円

　…求職中の若年者（40歳未満）および女性に対し、　就
　　業に必要な資格取得を支援し、早期就職を促進します。

地域活性化・地域住民生活等緊急支援事業

「シティプロモーション」
は、地域のイメージを高
め、知名度を向上させる
活動のことだよ !!

想定される
消費喚起効果は
約18億2,500万円!!

「AR」は、スマートフォンなどをかざすと、あたかも
そこに物体などがあるように見せる技術のことだよ !!

「プレミアム」な
商品券を販売 !!
詳しくは、今後の
広報ひろさきなど
でお知らせします！
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「デスティネーションキャンペーン」は、地
方自治体、地元観光業者、JRグループが連
携して行う観光キャンペーンのことだよ !!

≪新規≫ひろさき街歩き観光消費促進事業 1,800万円
　…青森県が実施する宿泊
　　費助成と連携し、ひろ
　　さき街歩き・飲食クー
　　ポン、アップルパイクー
　　ポンの割引販売を実施
　　する事業に対し、その
　　管理・運営に要する経
　　費および販売実績に応
　　じた割引分を補助しま
　　す。1,500 円のクー
　　ポンなどを 1,000 円
　　で購入することができ
　　ます。

≪新規≫岩木山麓温泉スタンプラリー事業費
補助金
≪新規≫岩木山周辺観光誘客事業費補助金
≪新規≫星と森のロマントピア 20周年記念
事業負担金

350万円

　…合併 10周年を記念して、岩木および相馬地域の温
　　泉地における温泉スタンプラリー事業や岩木山周辺
　　の誘客事業に要する経費へ補助し、また、星と森の
　　ロマントピアオープン 20周年記念イベントなどを
　　開催します。


