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今回の補正予算は､ 国の平成27年度補正予算が去る１月20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､ 地方創生加速化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｡
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� 平成27年度現計予算額 709,769,500 千円

� 今回の補正予算額 (補正第３号) 10,947,952 千円

� 平成27年度予算累計額 720,717,452 千円

� 平成26年度同期予算額 703,898,916 千円

� 対前年度同期比 �―
�
×100 102.4 ％
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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68億718万１千円及び県債29

億6,800万円を計上したほか､ 普通交付税４億1,948万４千円を計上した｡
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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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(単位�千円)

区 分 事 業 費 説 明

国の補正予算関連経費 11,792,552 �歳出計上分 10,947,952

�債務負担行為分 844,600

(歳出計上分) 10,947,952

� 一般公共事業費 7,433,130

農林水産部 4,649,268 一般造林事業費 232,561

治山事業費 60,900

畑地帯総合整備事業費 245,089

経営体育成基盤整備事業費 4,036,588

ため池等整備事業費 42,000

地すべり対策事業費 32,130

県土整備部 2,783,862 国県道災害防除事業費 1,032,891

国道改築事業費 1,045,134

県道改築事業費 209,027

積寒地域道路整備事業費 296,144

広域河川改修費 137,958

総合流域防災事業費 31,354

砂防事業費 31,354

� 国直轄事業負担金 254,991

県土整備部 254,991 道路国直轄事業負担金 113,334

河川海岸国直轄事業負担金 103,857

港湾国直轄事業負担金 37,800

� 国庫補助事業費等 2,271,360

企画政策部 264,600 自治体情報セキュリティクラウド構築事業費 (新規)

264,600

高度な情報セキュリティ対策を実施するため､ 県

及び各市町村が個別に設置しているウェブサーバ等

の集約に要する経費

環境生活部 725,000 要援護者等屋内退避施設確保事業費補助 (新規)

700,000

原子力災害発生時に即時避難が困難な要援護者等

の一時的な屋内退避施設を確保するために行う公共

施設等の放射線防護対策に要する経費に対する補助

補助金交付先 むつ市

補 助 率 定額 (国10―10)
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区 分 事 業 費 説 明

要援護者等屋内退避施設資機材等配備事業費 (新規)

25,000

放射線防護対策を行った公共施設等における要援

護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

健康福祉部 881,760 低所得の高齢者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付

金給付事務費 (新規) 819

介護福祉士修学資金等貸付事業費補助 (新規) 384,091

補助金交付先 県社会福祉協議会

補 助 率 ９―10 (国
９―10)

社会福祉施設等屋内退避対策事業費 (新規) 21,000

地理的特性から自然災害等により避難経路が遮断

され､ 孤立化するおそれのある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

保育士修学資金等貸付事業費補助 (新規) 243,183

補助金交付先 県社会福祉協議会

補 助 率 ９―10 (国
９―10)

教育・保育給付費負担金 153,309

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業費補助(新

規) 49,928

補助金交付先 県社会福祉協議会

補 助 率 ９―10 (国
９―10)

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業費補助(新

規) 29,430

補助金交付先 県社会福祉協議会

補 助 率 ９―10 (国
９―10)

農林水産部 400,000 担い手確保・経営強化支援事業費補助 (新規) 400,000

農地中間管理機構を活用している地区において売

上高の拡大や経営コストの縮減などに取り組む担い

手の農業用機械等の導入を支援するのに要する経費

に対する補助

補助金交付先 市町村

補 助 率 １―２ (国１―２)

� 地方創生加速化交付金活用事

業費

988,471

津軽海峡交流圏の観光資源を

活用した観光地域づくり

446,361
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区 分 事 業 費 説 明

企画政策部 57,780 青森空港二次交通強化事業費 (新規) 7,117

奥津軽いまべつ駅二次交通運行・利用促進事業費 (新

規) 17,766

中国定期路線就航対策事業費 (新規) 6,808

ＪＯＭＯＮムーブメント拡大推進事業費 (新規)

26,089

農林水産部 12,140 青函エリア食のプロモーション推進事業費 (新規)

12,140

観光国際戦略局 376,441 まるごとあおもり情報満足度向上事業費 (新規) 7,032

観光動画発信事業費 (新規) 19,000

観光地域づくり力強化促進事業費 (新規) 25,200

観光おもてなし・サービス向上事業費 (新規) 8,500

青森県・道南地域周遊型誘客促進事業費 (新規)

150,000

観光マインドアップ情報発信事業費 (新規) 5,063

東アジア・東南アジア向け青函情報発信事業費(新規)

5,100

中国定期路線就航対策事業費 (新規) 126,546

インバウンド誘客加速化事業費 (新規) 30,000

農林水産品の需要フロンティ

ア拡大

126,971

農林水産部 95,410 地域産品ブランド化推進体制構築事業費 (新規)

16,709

あおもり産品販売ネットワーク強化対策事業費(新規)

28,264

青森プレミアム産品マッチング推進事業費 (新規)

17,373

りんご輸出産地人財育成事業費 (新規) 5,474

りんごの食習慣づくりステップアップ事業費 (新規)

4,728

ほたてがい輸出拡大推進事業費 (新規) 11,906

下北地域魅力ある漁業づくり推進事業費 (新規)

10,956

観光国際戦略局 31,561 東南アジア拠点地域中小企業販路拡大事業費 (新規)

13,806

青森りんご輸出促進支援事業費 (新規) 5,755

農林水産物輸出拡大戦略推進事業費 (新規) 12,000
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区 分 事 業 費 説 明

水田農業の成長産業化を目指

す先導的取組の加速

154,185

農林水産部 154,185 地域を支える食品加工創造事業費 (新規) 8,000

水田農業の革新技術緊急普及事業費 3,910

あおもり米 ｢青天の霹靂｣ ブランド・プロモーション

事業費 129,556

�旨さ確実 ｢青天の霹靂｣ 特Ａブランド米生産体制

強化事業費 (新規) 22,980

�あおもり米 ｢青天の霹靂｣ ブランド化対策強化促

進事業費 (新規) 80,632

�米活で青森ブランド確立推進事業費 25,944

地域農業の構造改革先進モデル育成事業費 12,719

住んでよしの青森県！定住・

移住促進プロジェクト

220,691

企画政策部 109,250 まち・ひと・しごと創生オールあおもり連携促進事業

費 (新規) 26,340

20代を変える ｢生き方ナビ｣ 事業費 20,505

住んでよしの青森県！移住促進プロジェクト事業費(新

規) 57,498

地域の未来づくりサポート事業費 (新規) 4,907

商工労働部 111,441 誘致企業あおもり人財獲得支援事業費 (新規) 34,834

誘致企業本社機能移転促進事業費 (新規) 14,250

就活応援・しごと定着事業費 (新規) 43,912

あおもりＵＩＪターン推進事業費 (新規) 18,445

地方創生人材確保・支援 40,263

企画政策部 3,906 首都圏窓口機能強化事業費 (新規) 3,906

商工労働部 36,357 プロフェッショナル人材戦略拠点運営事業費 36,357

(債務負担行為分) 844,600

一般公共事業費 844,600

農林水産部 614,600 治山事業費 264,600

かんがい排水事業費 50,000

水産環境整備費 200,000

漁港施設機能強化費 100,000

県土整備部 230,000 空港整備事業費 230,000
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