
(１) 　補正前の予算額 83,424,398 　千円

(２) 　補正第１６号予算額 61,042 　千円

(３) 　補正後の予算額 83,485,440 　千円

担 当 課 事 業 費 (一般財源)

   地方債の補正　　　　追加　　１件　　廃止　３件　　変更　１７件

１　補正予算案の概要

補　　正　　内　　容             ［款.項.目］

平成２６年３月補正予算案の概要
（一般会計補正予算第１６号）

３　補正予算第１６号の内容

 　継続費の補正　　　　廃止　　１件　　変更　２件

（単位：千円）

　今回の補正予算は、消費税率引き上げに伴う市独自の経済対策として実施する『オールひろさき
「さくら市・ねぷた市」開催事業』、台風第１８号の豪雨により被災した施設等の災害復旧事業を計
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。

２　一般会計予算の規模

   繰越明許費の補正　　追加　２９件　　変更　１件

商工政策課 21,598 (0)

建設政策課 521,500 (35)

農村整備課 142,544 (10,505)

観光政策課 △ 5,000 (0)

建設政策課 2,500 (2,500)

人材育成課 34,307 (32,987)

情報システム課 △ 21,301 (0)

財務政策課 30,317 (0)

 (4)市債管理基金積立金追加[2.1.3] 財務政策課 4 (0)

財務政策課 352 (0)

 (6)人材育成基金積立金追加[2.1.4] 行政経営課 1 (0)

 (7)まちづくり振興基金積立金追加[2.1.4] 行政経営課 3,121 (0)

 (8)岩木庁舎整備事業減額[2.1.5] 岩木総合支所 △ 21,268 (△1,058)

市民協働政策課 △ 13,913 (△3,913)

国保年金課 66,876 (120,923)

(11)地域福祉基金積立金追加[3.1.1] 福祉政策課 43,110 (0)

 (9)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]

２　台風第１８号被害に伴う災害復旧事業

 (1)土木施設災害復旧事業追加[11.1.3]

 (2)林道災害復旧事業追加[11.1.5]

 (3)観光施設災害復旧事業減額[11.1.11]

３　事業費の追加・確定等に伴う補正

 (5)地域の元気臨時基金積立金追加[2.1.3]

 (2)地デジ難視地区共聴施設新設対策事業費補助金減額
   [2.1.1]

(10)国民健康保険特別会計繰出金追加[3.1.1]

 (4)土木施設災害復旧対策事業追加[11.1.12]

 (1)退職手当追加[2.1.1][10.1.2]

 (3)財政調整基金積立金追加[2.1.3]

１　オールひろさき「さくら市・ねぷた市」開催事業
　　 [7.1.2]
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担 当 課 事 業 費 (一般財源)補　　正　　内　　容             ［款.項.目］

(12)福祉総合システム改修委託料[3.1.2] 福祉政策課 3,990 (1,995)

(13)介護保険特別会計繰出金追加[3.1.3] 介護福祉課 22,549 (22,549)

(14)児童扶養手当費減額[3.2.2] 子育て支援課 △ 53,482 (△35,655)

(15)水道事業会計負担金減額[4.1.3] 上下水道部 △ 566 (△566)

(16)      〃　　補助金減額[4.1.3] 上下水道部 △ 3,620 (△3,620)

(17)      〃　　出資金減額[4.1.3] 上下水道部 △ 19,571 (29)

(18)し尿等希釈投入施設建設事業負担金減額[4.2.3] 環境管理課 △ 38,548 (△2,810)

(19)青年就農給付金減額[6.1.3] 農業政策課 △ 33,375 (0)

(20)農地集積経営転換協力金減額[6.1.3] 農業政策課 △ 15,000 (0)

農業政策課 △ 500 (0)

(22)有害鳥獣対策事業減額[6.1.3] 農業政策課 △ 1,384 (△1,384)

農業政策課 △ 990 (△990)

農業政策課 △ 6,568 (△6,568)

(25)稲わら資源化促進事業費補助金減額[6.1.3] 農業政策課 △ 1,126 (△1,126)

(26)新規需要米作付推進支援事業費補助金減額[6.1.5] 農業政策課 △ 2,221 (△2,221)

(27)相馬揚水機場太陽光発電施設整備事業減額[6.1.6] 農村整備課 △ 5,275 (3,950)

(28)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 2,334 (0)

(29)鷹揚公園整備事業追加[7.2.4] 都市政策課 1,401 (△799)

(30)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 △ 1,660 (840)

(31)アップルロード整備事業減額[8.2.7] 建設政策課 △ 23,606 (2,778)

(32)清野袋岩賀線交通安全施設整備事業減額[8 2 8] 建設政策課 △ 47 500 (△4 300)

(23)台風災害経営資金利子助成事業費補助金減額
   [6.1.3]

(21)農地集積分散錯圃解消協力金減額[6.1.3]

(24)台風災害経営資金保証料助成事業費補助金減額
   [6.1.3]

(32)清野袋岩賀線交通安全施設整備事業減額[8.2.8] 建設政策課 △ 47,500 (△4,300)

(33)釜萢堰整備事業減額[8.3.1] 建設政策課 △ 492 (△492)

(34)景観形成事業減額[8.4.2] 都市政策課 △ 113 (△67)

(35)都市計画マスタープラン策定事業減額[8.4.2] 都市政策課 △ 2,938 (△2,938)

都市政策課 △ 2,775 (2,457)

(37)住吉山道町線道路整備事業減額[8.4.5] 都市政策課 △ 60,613 (0)

(38)県営街路事業負担金減額[8.4.5] 都市政策課 △ 11,694 (△594)

都市政策課 455 (455)

都市政策課 485 (485)

(41)ライド・トゥー・パーク社会実験事業減額[8.4.6] 都市政策課 △ 428 (△214)

都市政策課 △ 231 (△105)

都市政策課 △ 629 (△315)

(44)下水道事業会計負担金減額[8.4.8] 上下水道部 △ 521 (△521)

(45)     〃　　　 補助金減額[8.4.8] 上下水道部 △ 2,697 (△2,697)

(46)     〃　     出資金減額[8.4.8] 上下水道部 △ 1,394 (△1,394)

(47)弘前地区消防事務組合負担金減額[9.1.1] 防災安全課 △ 25,219 (△1,219)

(48)消防団員退職報償金減額[9.1.2] 防災安全課 △ 5,339 (0)

(49)教育振興基金積立金追加[10.1.2] 教育政策課 1,000 (0)

(50)教材整備事業減額[10.2.2][10.3.2] 学務健康課 △ 5,300 (△5,300)

(51)小学校屋外運動場整備事業減額[10.2.3] 学校企画課 △ 39,422 (8,685)

(52)津軽歴史文化資料展示施設整備事業減額[10.5.2] 文化財課 △ 163,380 (△9,480)

(39)地域間幹線系統確保維持費補助金追加[8.4.6]

(42)バス路線活性化事業（まちなかお出かけパス事業）
   減額[8.4.6]

(40)地域生活交通再生路線運行費補助金追加[8.4.6]

(43)自転車利用環境研究事業委託料減額[8.4.6]

(36)３・４・６号山道町樋の口町線街路整備事業減額
   [8.4.5]
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担 当 課 事 業 費 (一般財源)補　　正　　内　　容             ［款.項.目］

(53)重要文化財等修理事業費補助金減額[10.5.2] 文化財課 △ 3,086 (△3,086)

文化財課 △ 77,852 (△1,950)

(55)東照宮本殿保存修理事業減額[10.5.2] 文化財課 △ 10,230 (△5,115)

(56)学校給食賄材料費減額[10.6.5] 学務健康課 △ 50,000 (0)

(57)長期債元金償還金減額[12.1.1] 財務政策課 △ 16,344 (△16,344)

(58)長期債利子減額[12.1.2] 財務政策課 △ 40,231 (△40,231)

 (1)相馬庁舎管理経費[2.1.5] 相馬総合支所 財源調整 (△7,000)

 (2)被災地支援事業[2.1.11] 福祉政策課 財源調整 (△389)

 (3)建設機械等車両更新事業[8.2.2] 道路維持課 財源調整 (23,520)

 (4)弘前駅前広場利活用計画策定事業[8.4.5] 都市政策課 財源調整 (△367)

 (5)消防屯所等整備事業[9.1.3] 防災安全課 財源調整 (△900)

 (6)高杉小学校屋内運動場改築事業[10.2.3] 学校企画課 財源調整 (△1,800)

 (7)文京小学校屋内運動場改築事業[10.2.3] 学校企画課 財源調整 (△1,400)

 (8)農業用施設災害復旧事業[11.1.2] 農村整備課 財源調整 (△10,070)

 (9)社会教育施設災害復旧事業[11.1.8] 文化財課 財源調整 (△2,380)

(10)衛生施設災害復旧事業[11.1.10] 環境管理課 財源調整 (△100)

合　　計 61,042 (53,215)

４　財源調整

(54)史跡津軽氏城跡堀越城跡整備事業減額[10.5.2]

 財務部 財務政策課 財政担当(内:２７３)

お問い合わせ先
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