
������������������ �������
今回の補正予算は､ ｢地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策｣ に係る国の平成26年度補正予算が去る

２月３日に成立したことに伴い､ 国からの追加割当が見込まれる公共事業関係費及び国庫補助事業費等につ

いて､ それぞれ所要の予算措置を講ずることとしたほか､ 地域住民生活等緊急支援のための交付金を活用し

た事業の実施に要する経費について､ 所要の予算措置を講ずることとした｡� ���������� 平成26年度現計予算額 696,131,339 千円� 今回の補正予算額 (補正第�号) 7,767,577 千円� 平成26年度予算累計額 703,898,916 千円� 平成25年度同期予算額 721,643,700 千円� 対前年度同期比 �―� ×100 97.5 ％� �����������
今回の補正予算の主なる財源としては､ 歳出との関連において､ 国庫支出金61億8,282万８千円､ 諸収入

４億7,925万円及び県債８億9,200万円を計上したほか､ 普通交付税１億3,752万９千円を計上した｡� �����������
今回の補正予算に計上した歳出の内容は､ 次のとおりである｡
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〈参考３〉 平成26年度２月補正予算の概要

����

総 額 8,846百万円

◇歳出計上分 7,767百万円 (うち基金積立金 (●印) 除き 6,821百万円)
◇債務負担行為設定額 1,079百万円

1 一般公共事業費 1,539百万円 (債務負担行為設定額 1,079百万円)

○農林水産部 (治山・農村整備・漁港等) 769百万円 (債務負担行為設定額 732百万円)
○県土整備部 (道路・河川・港湾等) 770百万円 (債務負担行為設定額 347百万円)

2 国直轄事業負担金 328百万円

○農林水産部 (農村整備) 11百万円
○県土整備部 (道路・河川) 317百万円

3 国庫補助事業費等 1,354百万円

○社会福祉施設等屋内退避対策事業費補助 18百万円
○青年就農給付金事業費補助 479百万円
○野菜・畑作物産地条件整備事業費 97百万円
○畜産競争力強化緊急整備事業費補助 200百万円
○森林整備加速化・林業再生事業費補助 554百万円 ほか

4 基金積立金 946百万円

●農地集積・集約化対策基金積立金 946百万円

5 地域住民生活等緊急支援のための交付金活用事業費 3,600百万円

� 地域消費喚起・生活支援型 1,897百万円
○低所得者等向け商品券購入促進等事業費補助 103百万円
○子育て支援プレミアム商品券発行事業費 105百万円
○プレミアム商品券発行支援事業費補助 1,012百万円
○ふるさと名物商品消費拡大事業費補助 50百万円
○あおもり産品消費喚起事業費 253百万円
○ふるさと地域活性化誘客促進事業費 374百万円

� 地方創生先行型 1,703百万円
○人口ビジョン及びまち・ひと・しごと創生総合戦略 (仮称) 策定事業費 ７百万円
○20代を変える ｢生き方ナビ｣ 事業費 32百万円
○青森空港国際線就航20周年記念・路線維持強化事業費 30百万円
○まちなか高齢者サロンつどいの場モデル事業費 10百万円
○病児・病後児保育促進支援事業費 15百万円
○あおもり型創業ジャンプアップ事業費 37百万円
○あおもりＵＩＪターン促進支援事業費 44百万円
○あおもり産品販売力強化・販路拡大事業費 178百万円
○グリーン・ツーリズム新規需要創出事業費 12百万円
○ ｢道の駅よこはま地方創生拠点｣ 推進事業費 33百万円
○青森県・函館誘客促進プロモーション事業費 346百万円
○国際観光重点エリア誘客拡大事業費 106百万円 ほか���
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地方への好循環拡大に向けた緊急経済

対策関連経費

8,846,277 �歳出計上分 7,767,577�債務負担行為分 1,078,700

(歳出計上分) 7,767,577� 一般公共事業費 1,539,228

農林水産部 768,965 治山事業費 151,200

畑地帯総合整備事業費 95,865

経営体育成基盤整備事業費 248,850

農業基盤整備促進事業費 15,750

通作条件整備事業費 23,100

中山間地域総合整備事業費 63,000

水産環境整備費 141,800

漁港海岸保全整備費 29,400

県土整備部 770,263 国県道道路補修事業費 175,582

国県道災害防除事業費 258,148

床上浸水対策特別緊急事業費 104,513

総合流域防災事業費 21,948

砂防事業費 83,611

港湾既存施設有効活用促進事業費 116,010

海岸堤防等老朽化対策緊急事業費 10,451� 国直轄事業負担金 328,001

農林水産部 10,667 土地改良国直轄事業負担金 10,667

県土整備部 317,334 道路国直轄事業負担金 249,334

河川海岸国直轄事業負担金 68,000� 国庫補助事業費等 1,354,240

健康福祉部 23,940 社会福祉施設等屋内退避対策事業費補助 (新規)

18,000

原子力災害発生時に即時退避が困難な社会福祉施

設等入所者等の屋内退避に必要な資機材・物資の備

蓄に要する経費に対する補助

補助金交付先 社会福祉法人等

補 助 率 定額 (国10―10)

介護保険指定機関等管理システム改修事業費 5,940���
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農林水産部 1,330,300 青年就農給付金事業費補助 479,250

野菜・畑作物産地条件整備事業費 96,750

畜産競争力強化緊急整備事業費補助 (新規) 200,000

地域の中心的な畜産経営体が行う収益力の向上に

必要な整備に要する経費に対する補助

補助金交付先 畜産経営体

補 助 率 １
２ (国１２)

森林整備加速化・林業再生事業費補助 554,300� 基金積立金 945,617

農林水産部 945,617 農地集積・集約化対策基金積立金 945,617� 地域住民生活等緊急支援のた

めの交付金活用事業費

3,600,491

地域消費喚起・生活支援型 1,897,200

健康福祉部 208,000 低所得者等向け商品券購入促進等事業費補助 (新規)

102,900

低所得者世帯・高齢者世帯・障害者世帯等の生活

支援及び地域の消費喚起を図るため､ 市町村が行う

プレミアム付き商品券の発行等に要する経費に対す

る補助

補助金交付先 市町村

補 助 率 １
２

子育て支援プレミアム商品券発行事業費 (新規)

105,100

子育て期における経済的支援と消費喚起を図るた

め､ 子どもが誕生した家庭等を対象としたプレミア

ム付き商品券の発行に要する経費

商工労働部 1,062,000 プレミアム商品券発行支援事業費補助 (新規)

1,012,000

地域内における消費を拡大し､ 県経済の活性化を

図るため､ 商工会議所及び商工会が地域の実情に応

じて行うプレミアム付き商品券の発行に要する経費

に対する補助

補助金交付先 商工会連合会､ 商工会議所

補 助 率 定額���
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ふるさと名物商品消費拡大事業費補助 (新規) 50,000

地域の産品に対する消費を喚起し､ 小規模事業者

等の県外への販路開拓を図るため､ 商工会連合会が

通信販売サイトを活用して行う本県の ｢ふるさと名

物商品｣ のＰＲや割引価格での販売に要する経費に

対する補助

補助金交付先 商工会連合会

補 助 率 定額

農林水産部 253,300 あおもり産品消費喚起事業費 (新規) 253,300

県産品の知名度向上及び消費喚起を図るため､ 首

都圏アンテナショップ等や通信販売サイトにおいて

割引価格での販売を実施するのに要する経費

観光国際戦略局 373,900 ふるさと地域活性化誘客促進事業費 (新規) 373,900

県外からの誘客促進を図るため､ 本県への観光客

を対象に宿泊代金の一部を支援するのに要する経費

地方創生先行型 1,703,291

企画政策部 124,740 人口ビジョン及びまち・ひと・しごと創生総合戦略(仮

称) 策定事業費 (新規) 6,742

20代を変える ｢生き方ナビ｣ 事業費 (新規) 31,526

青森空港国際線就航20周年記念・路線維持強化事業費

(新規) 30,356

人口減少に対応した移住者受入促進事業費 (新規)

28,262

あおもり暮らし情報発信サイト整備事業費 (新規)

12,000

集落経営再生・活性化事業費 15,854

健康福祉部 57,640 生活支援サービス基盤整備強化事業費 (新規) 12,000

まちなか高齢者サロンつどいの場モデル事業費(新規)

9,966

あおもり出会い・結婚応援事業費 14,591

妊娠期からのマザーサポート推進事業費補助 (新規)

5,905

病児・病後児保育促進支援事業費 (新規) 15,178���
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商工労働部 629,641 あおもり型創業ジャンプアップ事業費 (新規) 37,219

誘致企業機能移転促進策調査事業費 (新規) 10,814

誘致企業県外技術系人財確保支援事業費 (新規)

25,153

青森ライフイノベーション戦略ステップアップ推進事

業費 (新規) 110,484

知財技術・デザイン導入加速化事業費 (新規) 10,250

若年者人材確保・定着促進強化事業費 (新規) 39,685

あおもりＵＩＪターン促進支援事業費 (新規) 44,225

ＵＩＪターンプロフェッショナル人財受入事業費補助

(新規) 50,000

地域しごと支援事業費 (新規) 301,811

農林水産部 252,559 あおもり産品販売力強化・販路拡大事業費 (新規)

178,000

｢地域の６次産業化｣ 推進事業費 12,200

｢地域経営｣ 担い手育成システム確立促進事業費補助

50,000

グリーン・ツーリズム新規需要創出事業費 (新規)

12,359

県土整備部 32,580 ｢道の駅よこはま地方創生拠点｣ 推進事業費 (新規)

32,580

観光国際戦略局 606,131 観光おもてなしブラッシュアップ事業費 25,214

観光マインドアップ事業費 82,358

青森県・函館誘客促進プロモーション事業費 346,000

青函広域観光連携事業費 (新規) 1,978

国際観光重点エリア誘客拡大事業費 (新規) 106,132

インバウンド受入環境改善加速化事業費 (新規) 8,316

魅力ある観光コンテンツ開発事業費 (新規) 36,133

(債務負担行為分) 1,078,700

一般公共事業費 1,078,700

農林水産部 731,700 治山事業費 273,000

畑地帯総合整備事業費 58,700

経営体育成基盤整備事業費 150,000

水産環境整備費 150,000

漁港施設機能強化費 100,000

県土整備部 347,000 空港整備事業費 347,000���


