
(1) 補正前の予算額 80,024,296 　千円

(2) 補正第９号予算額 △ 684,273 　千円

(3) 補正後の予算額 79,340,023 　千円

３　補正予算第９号の内容

継続費の補正　　　　　廃止　２件、変更　５件

繰越明許費の補正　　　追加２０件

債務負担行為の補正　　追加　２件

地方債の補正　　　　　追加　７件、廃止　２件、変更１８件
（単位：千円）

担 当 課 事業費 （一般財源）

１　事業費の追加に伴う補正

(1) 国民健康保険特別会計繰出金追加[3.1.1] 国保年金課 324,807 (247,979)

(2) 介護保険特別会計繰出金追加[3.1.3] 介護福祉課 42,560 (△ 24,595)

(3) 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 8,015 (8,015)

(4) 病院事業会計補助金追加[4.1.5] 市立病院事務局総務課 500,000 (329,800)

(5) 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 5,528 (0)

(6) 市営奈良寛ため池地区小水力発電施設整備事業追加[6.1.6] 農村整備課 45,000 (2,200)

(7) 県営津刈１期地区河川工作物応急対策事業負担金追加[6.1.6] 農村整備課 90 (△ 55)

(8) 県営一本木沢地区農村地域防災減災事業負担金追加[6.1.6] 農村整備課 960 (160)

(9) 駅前広場・山道町樋の口町線街路整備事業追加[8.4.5] 都市政策課 4,431 (1,815)

(10) 市民中央広場拡張整備事業追加[8.4.6] 都市政策課 40,000 (3,300)

(11) 消防団員退職報償金追加[9.1.2] 防災安全課 5,500 (0)

小　計 976,891 (568,619)

２　事業費の減額に伴う補正

(1) 弘前デザインウィーク推進事業減額[2.1.11] 広聴広報課 △ 44,500 (△ 22,250)

(2) 固定資産（土地）評価事業減額[2.2.1] 資産税課 △ 440 (△ 440)

(3) 後期高齢者医療療養給付費負担金減額[3.1.6] 国保年金課 △ 23,590 (△ 23,590)

(4) 後期高齢者医療特別会計繰出金減額[3.1.6] 国保年金課 △ 1,747 (△ 437)

(5) 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 △ 122,692 (△ 8,197)

(6) 墓地公園整備事業減額[4.1.3] 環境管理課 △ 24,386 (△ 1,193)

(7) 埋立処分場第２次水処理施設改築更新事業減額[4.2.2] 環境管理課 △ 476,024 (△ 119,024)

(8) 農地集積支援事業減額[6.1.1] 農業委員会事務局 △ 8,801 (△ 3,175)

(9) 多面的機能支払交付金減額[6.1.6] 農村整備課 △ 23,150 (△ 5,788)

(10) 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 △ 1,348 (△ 148)

(11) 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 △ 16,083 (△ 1,583)

(12) 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 △ 18,200 (△ 1,800)

(13) 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 △ 2,757 (△ 357)

(14) 県営三省地区経営体育成基盤整備事業負担金減額[6.1.6] 農村整備課 △ 11,070 (△ 1,170)

(15) 県営弘前中央地区集落基盤整備事業減額[6.1.6] 農村整備課 △ 29,526 (△ 112)

(16) 県営後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 △ 800 (0)

(17) 林地台帳作成業務委託料減額[6.2.2] 農村整備課 △ 62 (1,238)

(18) 林道県単開設事業減額[6.2.2] 農村整備課 △ 1,995 (2,705)

補　　正　　内　　容             ［款.項.目］

平成３１年３月補正予算案の概要
（一般会計補正予算第９号）

１　補正予算案の概要

　今回の補正予算は、事業費の確定などに伴う追加及び減額を行うほか、財源調整などの補正をするも
のです。
　また、埋立処分場第２次水処理施設改築更新事業などに係る継続費、病児病後児保育施設整備事業費
補助金などに係る繰越明許費、泉野多目的コミュニティ施設指定管理料などに係る債務負担行為、弥生
学園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
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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］

(19) 林道県単改良事業減額[6.2.2] 農村整備課 △ 4,000 (△ 100)

(20) 林業専用道開設事業減額[6.2.2] 農村整備課 △ 28,100 (0)

(21) 市有林等造林事業減額[6.2.3] 農村整備課 △ 5,549 (△ 2,867)

(22) 弘前城本丸石垣整備事業減額[7.2.4] 公園緑地課 △ 22,978 (0)

(23) 地域道路再生事業減額[8.2.2] 道路維持課 △ 70,834 (△ 2,285)

(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 △ 179,658 (△ 10,445)

(25) 市街地浸水対策事業減額[8.2.6] 建設政策課 △ 67,800 (△ 7,800)

(26) 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 △ 11,411 (9,205)

(27) アップルロード整備事業減額[8.2.7] 建設政策課 △ 40,085 (0)

(28) 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 △ 137,621 (△ 6,110)

(29) 国吉館後線道路改築事業減額[8.2.7] 建設政策課 △ 36,000 (△ 1,200)

(30) 竜ヶ平線整備事業減額[8.2.7] 建設政策課 △ 1,243 (57)

(31) 吉野町緑地周辺整備事業減額[8.4.1] 吉野町緑地整備推進室 △ 100,000 (0)

(32) 景観形成・魅力発信事業減額[8.4.2] 都市政策課 △ 5,970 (△ 3,980)

(33) 歴史的風致形成建造物整備事業減額[8.4.2] 都市政策課 △ 189,680 (△ 8,640)

(34) 県営街路事業負担金減額[8.4.5] 都市政策課 △ 19,671 (△ 1,871)

(35) 下水道事業会計負担金・補助金減額[8.4.9] 上下水道部総務課 △ 30,200 (△ 360,000)

(36) 消防自動車整備事業減額[9.1.3] 防災安全課 △ 7,454 (46)

(37) 大森勝山遺跡公開活用事業減額[10.4.2] 文化財課 △ 258 (△ 29)

(38) 史跡津軽氏城跡堀越城跡整備事業減額[10.4.2] 文化財課 △ 3,807 (△ 104)

小　計 △ 1,769,490 (△ 581,444)

３　その他

(1) 旧樋の口分庁舎解体事業[2.1.3]　※財源調整 財産管理課 0 (△ 300)

(2) 財政調整基金積立金追加[2.1.3] 財務政策課 38,951 (0)

(3) まちづくり振興基金積立金追加[2.1.4] 企画課 43,047 (0)

(4) 弥生学園整備事業[3.2.4]　※財源調整 子育て支援課 0 (△ 2,400)

(5) 岩木児童センター整備事業[3.2.4]　※財源調整 子育て支援課 0 (△ 600)

(6) 子ども未来基金積立金減額[3.2.1] 子育て支援課 △ 6,590 (0)

(7) 地域救急医療学講座開設事業[4.1.5]　※財源調整 健康づくり推進課 0 (△ 9,665)

(8) 清掃総務費[4.2.1]　※財源調整 環境管理課 0 (9,800)

(9) りんご公園整備事業[6.1.3]　※財源調整 りんご課 0 (△ 400)

(10) 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 50,728 (0)

(11) 藤田記念庭園利活用事業[7.2.3]　※財源調整 公園緑地課 0 (10,876)

(12) 都市公園整備事業[7.2.3]　※財源調整 公園緑地課 0 (△ 500)

(13) 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 (△ 2,113)

(14) 鷹揚公園整備事業[7.2.4]　※財源調整 公園緑地課 0 (1,840)

(15) 歩道改修事業[8.2.8]　※財源調整 建設政策課 0 (△ 2,100)

(16) 清野袋岩賀線交通安全施設整備事業[8.2.8]　※財源調整 建設政策課 0 (△ 9,255)

(17) 旧第五十九銀行本店本館整備事業[10.4.2]　※財源調整 文化財課 0 (2,459)

(18) 弘前文化センター整備事業[10.4.6]　※財源調整 文化スポーツ振興課 0 (△ 1,300)

(19) 農業施設災害復旧事業[11.1.1]　※財源調整 農村整備課 0 (△ 1,900)

(20) 林道災害復旧事業[11.1.2]　※財源調整 農村整備課 0 (△ 3,100)

(21) 土木施設災害復旧事業[11.1.3]　※財源調整 建設政策課 0 (△ 2,300)

(22) 長期債元金追加[12.1.1] 財務政策課 7,276 (7,276)

(23) 長期債利子減額[12.1.2] 財務政策課 △ 25,086 (△ 25,086)

小　計 108,326 (△ 28,768)

合　　計 △ 684,273 (△ 41,593)
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