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今回の補正予算は、市民生活に直結する生活道路の補修や、

農家の方が使いやすい市独自の補助制度の創設など、市民目

線に立った予算を盛り込んだほか、福祉施策の充実を始め、

新たな総合計画を策定するまでの間に必要と判断した予算を

中心に編成しました。 

 

これからの市政運営においては、市民の「くらし」を支え、

市民の「いのち」を大切にし、次の時代を託す「ひと」を育

てる、この３本の柱を基本方針として、市民生活を第一に考

え、市民目線で取り組んでまいります。 

 

今後も財政規律の堅持に努め、「くらし」、「いのち」、「ひと」

の３本の柱を基本に、財政支出の見直しも行いながら、健全

で持続可能な財政運営に努めてまいります。 

Ⅰ 平成３０年６月補正予算案の編成について 
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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29年度
予算額

補正前① 補正額②
補正後③
①+②

当初④

76,703,500 676,889 77,380,389 77,840,000 △ 459,611 △ 0.6%

20,011,658 0 20,011,658 24,684,297 △ 4,672,639 △ 18.9%

1,804,481 0 1,804,481 1,696,427 108,054 6.4%

18,692,260 13,030 18,705,290 18,446,797 258,493 1.4%

収入 4,298,144 0 4,298,144 4,307,568 △ 9,424 △ 0.2%

支出 4,040,839 0 4,040,839 4,068,604 △ 27,765 △ 0.7%

収入 1,329,380 0 1,329,380 1,528,402 △ 199,022 △ 13.0%

支出 2,557,470 0 2,557,470 2,787,836 △ 230,366 △ 8.3%

収入 5,878,920 0 5,878,920 6,008,118 △ 129,198 △ 2.2%

支出 5,569,179 0 5,569,179 5,539,913 29,266 0.5%

収入 3,288,712 0 3,288,712 3,001,467 287,245 9.6%

支出 5,526,354 0 5,526,354 5,098,061 428,293 8.4%

収入 3,630,702 0 3,630,702 3,886,278 △ 255,576 △ 6.6%

支出 4,240,168 0 4,240,168 4,317,809 △ 77,641 △ 1.8%

収入 231,848 0 231,848 251,444 △ 19,596 △ 7.8%

支出 231,848 0 231,848 251,444 △ 19,596 △ 7.8%

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
（補正予算第１号含む）

後期高齢者医療特別会計

介護保険特別会計

平成30年度
予算額

下
水
道
事
業
会
計

資
本

収
益

一般会計
（補正予算第１号含む）

水
道
事
業
会
計 資

本

収
益

Ⅱ 平成３０年度予算の規模 
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≪１款　議会費≫ （単位：千円）

　２　地方債の補正　　追加　１件、変更　４件

　１　継続費の補正　　変更　１件

　３　主要事業の概要

報酬　               9,150
職員手当等　　  　　 2,851
共済費　　　 　　　　3,714

議員報酬等改定[1.1.1　議会事務局] 補　正　額 15,715

特別職報酬等審議会の答申に基づく議員報酬の改定及び議員報酬の改定に伴う議
員期末手当等の増額

補正前の額 278,612

補正後の額 294,327

Ⅲ 一般会計補正予算の内容 
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≪２款　総務費≫ （単位：千円）

報償費　               63（講師謝礼）
需用費　　  　　　　　273
使用料及び賃借料　　　 59
その他　　　　　　　　 16（旅費6、役務費10）

交付先：各町会
補助率：1/2（補助限度額30）

町会便り作成講座 補　正　額 87

地域住民に町会の活動や内容を知ってもらうため、町会の特色や活動をまとめた
町会便りやチラシを作る講座を開催し、町会活動への参加者や町会加入者の増加
を促進

補正前の額 0

補正後の額 87

補正前の額 0

町会等が主体となって行う課題解決や活性化に向けた取り組みに対し補助金を交
付し、持続的な町会活動や住民同士の交流を促進

補正前の額

町会が設置管理する掲示板の新設や改修等に対し補助金を交付 補正前の額

0

町会活性化支援事業[2.1.9　市民協働政策課] 【新規】 補　正　額 2,887

各町会が町会の課題解決や活性化に向けて実践する取り組みを支援するほか、町
会活動のＰＲや町会活動への興味を持ってもらうための取り組みを実施し、町会
組織の強化と町会活動の活性化を推進

報償費　　　　　 　30（講師謝礼）
旅費　　　　　　 　 2
需用費　　　　　 　30
使用料及び賃借料 　25

2,887

町会活性化支援補助金　　　　　2,500
町会掲示板設置等補助金　　　　　300
町会便り作成講座　　　　　　　　 87

町会活性化支援補助金 補　正　額 2,500

次期総合計画策定事業[2.1.4　ひろさき未来戦略研究センター] 【新規】 補　正　額 411

補正後の額

次期総合計画の『将来都市像』に市民の意見を反映させるとともに、市民がまち
づくりに主体的に参加する意識の醸成を図るため、市民会議を開催

補正前の額 0

補正後の額 411

相馬やすらぎ館省エネ設備導入工事　　9,908

省エネ設備導入事業[2.1.5　相馬総合支所総務課]

0

補正後の額 300

補正後の額 2,500

交付先：各町会、複数の町会で構成する団体、地区町会連合会等
補助率：9/10（補助限度額50）

町会掲示板設置等補助金 補　正　額 300

補　正　額 9,908

平成27年度に実施した二酸化炭素削減ポテンシャル診断の結果を踏まえ、公共施
設の省エネ化を図るため、相馬やすらぎ館へ廃熱回収設備等の費用対効果の高い
設備を導入

補正前の額 26,612

補正後の額 36,520
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≪２款　総務費≫ （単位：千円）

ＩＣＴ技術活用先端医療体制整備事業費補助金[2.1.11　ひろさき未来戦略研究センター] 【新規】

町会の担い手等を対象に、町会運営における工夫の情報共有や意見交換を行う場
を提供するほか、担い手世代を対象とした町会加入促進キャンペーンと町会に係
る意識調査を実施

補正前の額 0

補正後の額

2,400

補　正　額 13,000

464

交付先：城西町会連合会

住民が自主的に行うコミュニティ活動の促進を図るため、コミュニティ活動に必
要な設備等の整備に要する経費を補助

補正前の額 0

補正後の額 2,400

報償費　　　　　　 45
需用費　　　　　　333
使用料及び賃借料　 55
その他　　　　　　 31（旅費3、役務費28）

町会担い手育成事業[2.1.9　市民協働政策課] 【新規】 補　正　額

一般コミュニティ助成事業費補助金[2.1.9　市民協働政策課] 【新規】 補　正　額

交付先：救急告示病院
補助率：導入経費10/10、維持費1/2

市民の健康寿命の延伸を目的に、急性期医療の体制強化を図るためのＩＣＴ技術
を活用した先端的な医療機器やシステムの導入を補助

補正前の額 0

補正後の額 13,000

464

5



≪３款　民生費≫ （単位：千円）

保育士等キャリアアップ研修支援補助金　1,000
　交 付 先：弘前市保育研究会
　補 助 率：1/2

保育の質の向上を図るため、保育士等のキャリアアップに係る研修事業等の経費
の一部に対し補助

補正前の額 0

補正後の額 1,000

交 付 先：市内保育所等運営法人
対象経費：本体工事、特殊附帯工事等に要する経費
補 助 率：3/4（国負担1/2、市負担1/4）

保育士等キャリアアップ研修事業[3.2.1　子育て支援課] 【新規】 補　正　額 1,000

保育環境を改善するために行う老朽化した私立保育所等の施設整備や、認定こど
も園の基準を満たす改築等の費用に対し補助

補正前の額 127,024

補正後の額 249,716

病児病後児保育施設整備事業費補助金　10,917
　交 付 先：あらいこどもクリニック/眼科クリニック（病児保育室「きりん」）
　補 助 率：9/10（国負担3/10、県負担3/10、市負担3/10）

私立保育所等整備事業費補助金[3.2.1　子育て支援課] 【拡充】 補　正　額 122,692

病児保育の待機解消を図るため、隔離保育室の増築費用に対し補助 補正前の額 49,418

補正後の額 60,335

病児病後児保育事業[3.2.1　子育て支援課] 【拡充】 補　正　額 10,917

権利擁護推進体制強化事業業務委託料　　　600
　委 託 先：（一社）あおい森ねっと
権利擁護推進体制強化事業費補助金　　　2,500
　交 付 先：（社福）弘前市社会福祉協議会
　対象経費：法人後見受任体制構築に要する人件費及び事務費

今後の被後見人の増加を見据え、法人後見の受け皿を増やすため、（社福）弘前
市社会福祉協議会が実施する法人後見受任体制構築を支援

補正前の額 0

補正後の額 3,100

報酬　　　1,394
共済費　　　212
備品購入費　177
その他　　　134（旅費112、役務費10、使用料及び賃借料12）

権利擁護推進体制強化事業[3.1.3　福祉政策課] 【新規】 補　正　額 3,100

家計に問題を抱える生活困窮者からの相談に応じ、専門の相談員がキャッシュフ
ロー表を用いて家計の「見える化」を図り、「家計再生プラン」を作成し支援

補正前の額 0

補正後の額 1,917

報償費　1,080（＠1,200円×9月×100人）

家計相談支援事業[3.1.1　就労自立支援室] 【新規】 補　正　額 1,917

民生委員協力員活動費[3.1.1　福祉政策課] 【新規】 補　正　額 1,080

民生委員の負担軽減と地域の見守り体制の強化を図るため、民生委員をサポート
する民生委員協力員を新たに配置

補正前の額 0

補正後の額 1,080
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≪３款　民生費≫ （単位：千円）

生活保護システム改修業務委託料　3,802
　委託先：日本電気（株）

平成３０年１０月からの生活保護基準の見直し等制度改正及び平成３１年４月か
らの被保護者調査集計項目の追加に対応するため、生活保護システムの改修を実
施

補正前の額 13,450

補正後の額 17,252

需用費　　　　　　　　　　　　　　　163
役務費　　　　　　　　　　　　　　　100
子育て支援アプリ構築等業務委託料　1,000

生活保護適正実施推進事業[3.3.1　生活福祉課] 補　正　額 3,802

子育て関連施策の周知を図るため、お知らせ機能のあるスマートフォン向けの子
育て支援アプリを構築し提供するほか、子育て支援施策や子育て支援アプリの内
容などを紹介するリーフレットを作成

補正前の額 0

補正後の額 1,263

ひろさき子育てＰＲ事業[3.2.1　子育て支援課] 【新規】 補　正　額 1,263
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≪６款　農林水産業費≫ （単位：千円）

農作業省力化・効率化緊急対策事業費補助金　23,600
　交 付 先：経営改善・発展に向けて計画的に取り組む農業者等
　補助対象：①農業機械導入支援事業　　農業経営に要する機械の導入に係る経費
　　　　　　②集出荷環境整備支援事業　荷捌き場等に利用するためのほ場コンクリート化に係る経費
　補 助 率：事業費の１/３（上限額　①500　②180）

経営の改善・発展を目指す農業者等を対象に農業経営に要する機械の導入に係る
経費の一部や、集出荷に係る荷捌き場等としてほ場をコンクリート化するために
必要な経費の一部を補助

補正前の額 0

補正後の額 23,600

生産振興総合対策事業費補助金　169,640
　交 付 先：農地所有適格法人　１団体
　補 助 率：1/2

農作業省力化・効率化緊急対策事業[6.1.3　農業政策課] 【新規】 補　正　額 23,600

生産振興総合対策事業[6.1.3　りんご課] 【新規】 補　正　額 169,640

りんごジュース加工を目的とした農産物処理加工施設整備に要する経費に対し補
助

補正前の額 0

補正後の額 169,640
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≪７款　商工費≫ （単位：千円）

アパレル産業新製品開発支援補助金　1,000
補助率　1/2（上限1,000）

市内縫製企業に対して、新製品を開発するために要する費用の一部を補助 補正前の額 5,352

補正後の額 6,352

弘前ねぷた制作・運行奨励金[7.1.3　観光政策課] 【拡充】 補　正　額 2,000

重要無形民俗文化財である弘前ねぷたの継承を支援するため、弘前ねぷた制作・
運行奨励金を増額

補正前の額 18,000

補正後の額 20,000

報償費　2,000（＠25,000円×80団体）
交付先：弘前ねぷたまつり合同運行等参加団体

補助率：オフィス環境整備　1/2（上限2,000）
        人材育成支援　　　1/2（上限  500）

アパレル産業育成事業[7.1.2　産業育成課] 【拡充】 補　正　額 1,000

大都市圏のオフィス企業の受け皿となるオフィスの環境整備を行う事業者に対
し、その改修等にかかる経費の一部を補助

補正前の額 0

補正後の額 5,000

交付先：タムラファーム（株）
交付率：1/5

オフィス環境整備促進費補助金 補　正　額 5,000

工場等の立地を促進するため、用地取得に要する経費の一部に対し、奨励金を交
付

補正前の額 0

補正後の額 5,800

工場等立地奨励金　　　　　　　　　5,800
オフィス環境整備促進費補助金  　　5,000

工場等立地奨励金 補　正　額 5,800

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 7,586

補正後の額 18,386

立地環境整備推進事業[7.1.2　産業育成課] 【新規】 補　正　額 2,500

産業用地確保に向けた現況調査、適正地区の調査、産業団地整備を想定した概算
事業費の算出を実施

立地拠点形成調査業務委託料　　2,500

企業立地推進事業[7.1.2　産業育成課] 【拡充】 補　正　額 10,800

補正前の額 0

補正後の額 2,500

旅費　　　　　　　　　　　　　　　　1,500
役務費　　　　　　　　　　　　　　　　100
マレーシア物産展運営業務委託料　　　2,400

物産の販路拡大・販売促進事業[7.1.2　商工政策課] 【拡充】 補　正　額 4,000

経済成長の著しいマレーシア・クアラルンプールにおいて、東南アジア系や中国
系の方など幅広い地域の方をターゲットとして「弘前」のりんご、りんご関連商
品、観光を軸としたフェアを開催

補正前の額 27,451

補正後の額 31,451
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≪７款　商工費≫ （単位：千円）

星と森のロマントピアリニューアル推進業務委託料　5,562

国の地域力創造アドバイザー制度を活用し、星と森のロマントピアのリニューア
ル推進と運営面における改善を実施

補正前の額 0

補正後の額 5,562

台湾テレビ番組ロケ誘致業務委託料　1,500

星と森のロマントピアリニューアル事業[7.1.6　観光政策課] 【新規】 補　正　額 5,562

補正前の額 6,033

補正後の額 11,143

補正前の額 0

補正後の額 800

【拡充】 補　正　額

0

補正後の額 570

報償費　　　　　　100
旅費　　　　　　　420
使用料及び賃借料　 50

大都市観光ＰＲキャンペーン事業[7.1.3　観光政策課] 5,110

需用費　 　　　　　60
役務費　　　　　　400
使用料及び賃借料　340

弘前観光経営推進体制検討事業[7.1.3　観光政策課] 【新規】 補　正　額 570

地域観光産業の活性化を目的とした弘前版ＤＭＯの形成に向けた調査及び研究を
実施

補正前の額

観光客の誘客や物産販売の強化を図るため、墨田区北斎まつりでのねぷた運行を
実施

台湾での認知度向上による誘客促進を図るため、青森県、青森市、八戸市、五所
川原市、十和田市と連携し、台湾の人気番組による県内ロケを誘致

補正前の額 0

補正後の額 1,500

弘前駅自由通路等にぎわい創出事業実行委員会負担金　1,000

台湾テレビ番組ロケ誘致事業[7.1.3　国際広域観光課] 【新規】 補　正　額 1,500

ＪＲクルーズトレイン「トランスイート四季島」の運行本数増加への対応及びイ
ベント列車等に対するおもてなしの充実を行うことによる観光客の受入態勢を強
化

補正前の額 3,108

補正後の額 4,108

弘前市首都圏キャンペーン実行委員会負担金　5,110

北海道・東北新幹線活用対策事業[7.1.3　観光政策課] 【拡充】 補　正　額 1,000

補　正　額 800

岩木山地域の温泉・食・自然など優良な地域資源の知名度向上による観光振興を
図るため、（一社）ＯＮＳＥＮ・ガストロノミーツーリズム推進機構と連携し、
レッツウォークお山参詣で体感ウォーキングイベントを実施

温泉地の魅力体感促進事業[7.1.3　観光政策課] 【新規】
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≪８款　土木費≫ （単位：千円）

設計等業務委託料　20,000

事業期間：平成30～32年度
事業概要：整備延長L＝640m

補正前の額 0

補正後の額 20,000

生活道路等保全工事　10,000（糖坪桜山１号線外5路線　L=765m）

堰根下線道路改築事業[8.2.7　建設政策課] 【新規】 補　正　額 20,000

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、
道路ストックの点検、砂利道の舗装及び道路施設の補修を実施

補正前の額 20,000

補正後の額 30,000

設計等業務委託料　10,000

道路施設（資産）保全整備事業[8.2.3　建設政策課] 【拡充】 補　正　額 10,000

事業期間：平成30～34年度
事業概要：路線・用地測量業務　L＝225m

補正前の額 0

補正後の額 10,000

街路灯調査業務委託料　3,000

常盤野１号線道路改良事業[8.2.3　建設政策課] 【新規】 補　正　額 10,000

街路灯をＬＥＤ化するための調査を実施 補正前の額 0

補正後の額 3,000

街路灯ＬＥＤ化事業[8.2.2　道路維持課] 【新規】 補　正　額 3,000

道路維持補修工事　20,000（舗装補修、側溝補修等）

市民が住みやすく、快適な生活環境へ早期に改善するために、生活道路等の補修
を実施

補正前の額 60,000

補正後の額 80,000

路面性状調査業務委託料　10,000
道路維持補修工事　　　　30,000

生活環境保全整備事業[8.2.2　道路維持課] 【拡充】 補　正　額 20,000

道路の劣化が著しい舗装状況を把握するとともに、維持修繕計画の基礎資料とな
る路面性状調査及び補修を実施
事業期間：平成30～33年度

補正前の額 0

補正後の額 40,000

緊急路面対策整備事業[8.2.2　道路維持課] 【新規】 補　正　額 40,000
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≪８款　土木費≫ （単位：千円）

旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　205
次世代型共助創出事業化可能性調査業務委託料　7,000

雪対策における既存共助の補完事業として、地域の助け合いや地元企業による地
域支援を促進する連携の枠組みを検討するため、事業化可能性調査を実施

補正前の額 0

補正後の額 7,205

次世代型共助創出事業[8.4.8　スマートシティ推進室] 【新規】 補　正　額 7,205

交 付 先：弘前ナンバー導入実行委員会
対象事業：図柄の選考会、図柄の類似調査、図柄製本業務等

地域の要望に応じて、ナンバープレートに新たな地域名を定める「ご当地ナン
バー」の導入のため、図柄の選定及び作成等を実施

補正前の額 0

補正後の額 1,073

弘南鉄道大鰐線存続戦略協議会負担金　　　　　10,000
弘南鉄道大鰐線鉄道施設安全対策事業費補助金　 3,000

弘前ナンバー導入実行委員会負担金[8.4.7　都市政策課] 【新規】 補　正　額 1,073

弘南鉄道大鰐線の利用促進と安全・安心の確保を図るために、鉄道資産管理等の
調査及び輸送の安全確保に必要な緊急を要する施設等修繕費の一部を補助

補正前の額 4,200

補正後の額 17,200

融雪施設等事業化計画策定業務委託料　10,000

弘南鉄道大鰐線対策事業[8.4.7　都市政策課] 【拡充】 補　正　額 13,000

弘前公園周辺の良好な景観形成を図り、市民及び観光客の利用に応えるため、市
民中央広場に環境負荷の低減を図る融雪設備等を導入

補正前の額 182,561

補正後の額 192,561

設計等業務委託料　8,000

市民中央広場拡張整備事業[8.4.6　都市政策課] 【拡充】 補　正　額 10,000

事業期間：平成30～32年度
事業概要：照明施設調査設計業務

補正前の額 0

補正後の額 8,000

昴地区照明施設整備事業[8.2.8　建設政策課] 【新規】 補　正　額 8,000

再生可能エネルギー融雪施設整備事業[8.2.7　道路維持課] 補　正　額 43,902

快適な雪国の形成と環境価値の高いまちづくりを実現するため、下水熱ヒートポ
ンプの併用及び温泉排水の利用による低炭素型の融雪設備を整備

補正前の額 312,640

補正後の額 356,542

再生可能エネルギー融雪施設整備工事　43,902（弘前駅土手町線、百沢弥生線）
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≪１０款　教育費≫ （単位：千円）

岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター屋根改修工事　　　　　　　　23,242
岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター多目的広場照明塔設置工事　　15,800

Ｂ＆Ｇ財団の助成金を活用して岩木Ｂ＆Ｇ海洋センターの屋根改修工事を実施す
るほか、多目的広場にＬＥＤ照明塔を設置

補正前の額 0

補正後の額 39,042

そうまロマントピアスキー場照明改修工事　　27,000（ナイター照明ＬＥＤ化）

岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター整備事業[10.5.2　文化スポーツ振興課] 【新規】 補　正　額 39,042

そうまロマントピアスキー場整備事業[10.5.2　文化スポーツ振興課] 【新規】 補　正　額 27,000

そうまロマントピアスキー場ナイター照明の一部をＬＥＤタイプのものへ更新 補正前の額 0

補正後の額 27,000

障がい者スポーツ支援事業[10.5.1　文化スポーツ振興課] 【新規】 補　正　額 1,000

障がい者スポーツを支援する団体が開催する、障がい者スポーツ大会・教室・ア
スリート講演会等の実施に要する経費に対し補助

補正前の額 0

補正後の額 1,000

障がい者スポーツ支援事業費補助金　  1,000
交付先：障がい者スポーツを支援・推進する団体
上限額：500

児童のスポーツ環境整備支援事業[10.5.1　文化スポーツ振興課] 【新規】 補　正　額 4,529

児童のスポーツ環境整備支援業務委託料　　　　4,029（委託先：市内スポーツ団体）
スポーツ指導者育成講習会運営事業費補助金　　　500（交付先：弘前市スポーツ少年団）

第５６回体育研究発表実演会青森大会開催事業費補助金[10.5.1　文化スポーツ振興課] 【新規】 補　正　額 500

平成３０年１２月１日に青森県武道館で開催される、第５６回体育研究発表実演
会青森大会の実施に要する経費に対し補助

補正前の額 0

補正後の額 500

交付先：日本体育大学同窓会青森県支部

子どもたちが、気軽に様々なスポーツを体験できる環境を整備するとともに、弘
前市スポーツ少年団が指導者講習会を開催する経費に対し補助

補正前の額 0

補正後の額 4,529
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≪介護保険特別会計≫ （単位：千円）

補正前の額 0

補正後の額 13,030

交 付 先：市内介護サービス事業者
対象経費：改修・改築工事等に要する経費
交 付 額：補助対象経費の実支出額（上限額：7,370）

介護サービス事業者が高齢者福祉施設等の利用者等の安全・安心を確保するた
め、老朽化に伴う大規模修繕等の費用に対し補助

　１　主要事業の概要

認知症高齢者グループホーム防災改修等支援事業費補助金[1.1.1　介護福祉課] 【新規】 補　正　額 13,030

Ⅳ 介護保険特別会計補正予算の内容 
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