
(1) 補正前の予算額 81,371,866 　千円

(2) 補正第１１号予算額 △ 378,261 　千円

(3) 補正後の予算額 80,993,605 　千円

３　補正予算第１１号の内容

（単位：千円）

担 当 課 事業費 （一般財源）

１　新規事業に係る補正

(1) 旧第五十九銀行本店本館整備事業[10.4.2] 文化財課 3,200 (3,200)

小　計 3,200 (3,200)

２　事業費の追加に伴う補正

(1) Wi-Fi環境整備事業追加[2.1.1] 情報システム課 15,092 (2,977)

(2) 国民健康保険特別会計繰出金追加[3.1.1] 国保年金課 258,368 (216,621)

(3) 介護保険特別会計繰出金追加[3.1.3] 介護福祉課 18,964 (18,964)

(4) 保育所運営費追加[3.2.2] 子育て支援課 1,104 (△ 1,013)

(5) 認定こども園等給付費追加[3.2.2] 子育て支援課 24,284 (8,494)

(6) 水道事業会計負担金・補助金・出資金追加[4.1.3] 上下水道部総務課 5,328 (5,328)

(7) 農地利用最適化交付金事業追加[6.1.1] 農業委員会事務局 2,803 (0)

(8) 県営三省地区経営体育成基盤整備事業負担金追加[6.1.6] 農村整備課 1,620 (1,070)

(9) 県営弘前中央地区集落基盤整備事業負担金追加[6.1.6] 農村整備課 2,165 (242)

(10) 小学校屋外運動場整備事業追加[10.2.3] 学校づくり推進課 95,200 (18,800)

小　計 424,928 (271,483)

３　事業費の減額に伴う補正

(1) 後期高齢者医療特別会計繰出金減額[3.1.6] 国保年金課 △ 16,805 (△ 7,913)

(2) 私立保育所等整備事業費補助金減額[3.2.1] 子育て支援課 △ 123,271 (△ 2,665)

(3) 埋立処分場第２次第２区画造成事業減額[4.2.2] 環境管理課 △ 35 (939)

(4) 農地集積支援事業減額[6.1.1] 農業委員会事務局 △ 14,133 (0)

(5) 産地パワーアップ事業費補助金減額[6.1.3] 農業政策課 △ 46,557 (0)

(6) 経営体育成支援事業減額[6.1.3] 農業政策課 △ 14,850 (0)

(7) 環境保全型農業直接支払交付金事業減額[6.1.3] 農業政策課 △ 2,279 (△ 570)

(8) 耕作放棄地対策事業減額[6.1.3] 農業政策課 △ 2,788 (0)

(9) 多面的機能支払交付金減額[6.1.6] 農村整備課 △ 4,183 (△ 1,046)

(10) 県営相馬ダム地区防災ダム事業負担金減額[6.1.6] 農村整備課 △ 1,032 (△ 132)

(11) 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減額[6.1.6] 農村整備課 △ 154 (△ 54)

(12) 県営平川第一地区農業水利施設保全合理化事業負担金減額[6.1.6] 農村整備課 △ 1,797 (△ 197)

(13) 県営二階堰地区農業水利施設保全合理化事業負担金減額[6.1.6] 農村整備課 △ 1,359 (△ 159)

地方債の補正　　　　　追加　１件、廃止　１件、変更１５件

補　　正　　内　　容             ［款.項.目］

平成３０年３月補正予算案の概要
（一般会計補正予算第１１号）

１　補正予算案の概要

　今回の補正予算は、旧第五十九銀行本店本館の整備に係る経費を計上するとともに、事業費の確
定などに伴う追加及び減額を行うほか、財源調整などに伴う補正をするものです。
　また、埋立処分場第２次第２区画造成事業などに係る継続費、弘前公園公衆無線ＬＡＮ環境整備
業務委託料などに係る繰越明許費、道路橋りょう整備事業などに係る地方債の補正を行うもので
す。

２　一般会計予算の規模

継続費の補正　　　　　変更　３件

繰越明許費の補正　　　追加２６件
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（単位：千円）

担 当 課 事業費 （一般財源）補　　正　　内　　容             ［款.項.目］

(14) 県営高杉・貝沢地区農地整備事業負担金減額[6.1.6] 農村整備課 △ 16,324 (1,376)

(15) 県営豊田地区農業水利施設保全合理化事業負担金減額[6.1.6] 農村整備課 △ 5,146 (△ 446)

(16) 県営大和沢地区農村地域防災減災事業負担金減額[6.1.6] 農村整備課 △ 33 (67)

(17) 県営杭止堰地区農業水利施設保全合理化事業負担金減額[6.1.6] 農村整備課 △ 1,629 (△ 1)

(18) 林道県単改良事業減額[6.2.2] 農村整備課 △ 3,864 (△ 1,364)

(19) アソベの森いわき荘整備事業減額[7.1.6] 観光政策課 △ 14,142 (△ 515)

(20) 鷹揚公園整備事業減額[7.2.4] 公園緑地課 △ 36,547 (21,422)

(21) 街路灯補修事業減額[8.2.2] 道路維持課 △ 12,417 (383)

(22) 道路維持事業減額[8.2.2] 道路維持課 △ 6,424 (126)

(23) 地域道路再生事業減額[8.2.2、8.2.3]
建設政策課
道路維持課 △ 46,181 (△ 1,890)

(24) 橋梁アセットマネジメント事業減額[8.2.4] 建設政策課 △ 122,626 (△ 6,881)

(25) 市街地浸水対策事業減額[8.2.6] 建設政策課 △ 81,000 (△ 8,700)

(26) 消流雪溝整備事業減額[8.2.7] 道路維持課 △ 21,834 (△ 433)

(27) 仲町伝統的建造物群保存地区電線共同溝整備事業減額[8.2.7] 建設政策課 △ 1,000 (△ 1,000)

(28) アップルロード整備事業減額[8.2.7] 建設政策課 △ 95,293 (△ 3,300)

(29) 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 △ 10,092 (△ 1,368)

(30) 竜ヶ平線整備事業減額[8.2.7] 建設政策課 △ 5,000 (0)

(31) 通学路対策事業減額[8.2.8] 建設政策課 △ 41,000 (△ 550)

(32) 県営街路事業負担金減額[8.4.5] 都市政策課 △ 639 (△ 39)

(33) 住吉山道町線道路整備事業減額[8.4.5] 都市政策課 △ 5,439 (0)

(34) 駅前広場・山道町樋の口町線街路整備事業減額[8.4.5] 都市政策課 △ 135,274 (23,826)

(35) 下水道事業会計負担金減額[8.4.9] 上下水道部総務課 △ 47,000 (△ 47,000)

(36) 世界遺産登録推進事業減額[10.4.2] 文化財課 △ 10,628 (△ 314)

(37) 弘前市運動公園防災拠点化事業減額[10.5.2] 文化ｽﾎﾟｰﾂ振興課 △ 28,292 (△ 3,892)

小　計 △ 977,067 (△ 42,290)

４　その他

(1) 財政調整基金積立金追加[2.1.3] 財務政策課 99,996 (0)

(2) 国県支出金等返還金追加[2.1.13] 福祉政策課 7,920 (7,920)

(3) 子ども未来基金積立金追加[3.2.1] 子育て支援課 23,301 (0)

(4) 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 49,638 (0)

(5) 藤田記念庭園利活用事業[7.2.3]　※財源調整 公園緑地課 0 (1,975)

(6) 都市公園整備事業[7.2.3]　※財源調整 公園緑地課 0 (△ 300)

(7) 公園施設長寿命化対策支援事業[7.2.3]　※財源調整 公園緑地課 0 (△ 17,769)

(8) 市民中央広場拡張整備事業[8.4.6]　※財源調整 都市政策課 0 (△ 17,100)

(9) 道路等融雪対策推進事業[8.4.8]　※財源調整 ｽﾏｰﾄｼﾃｨ推進室 0 (△ 6,270)

(10) 青葉団地市営住宅建替事業[8.5.2]　※財源調整 財産管理課 0 (68)

(11) 津軽歴史文化資料展示施設等整備事業[10.4.2]　※財源調整 文化財課 0 (1,900)

(12) 市指定有形文化財建造物保存事業[10.4.2]　※財源調整 文化財課 0 (△ 5,000)

(13) 東京オリンピック・パラリンピック合宿誘致事業[10.5.1]　※財源調整 文化ｽﾎﾟｰﾂ振興課 0 (△ 5,333)

(14) 長期債元金追加[12.1.1] 財務政策課 9,135 (9,135)

(15) 長期債利子減額[12.1.2] 財務政策課 △ 19,312 (△ 19,312)

小　計 170,678 (△ 50,086)

合　　計 △ 378,261 (182,307)
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