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今回の補正予算は､ 平成22年11月26日に成立した国の補正予算に係る公共事業関係費及び国庫補助事業費等の

追加について､ 国からの割当見込額に基づき､ 所要の予算措置を講ずることとしたほか､ きめ細かな交付金及び

住民生活に光をそそぐ交付金を活用した事業等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｡

また､ 現下の厳しい県内経済・雇用情勢を踏まえた積極的な対応を図ることとし､ 道路事業等の県費単独事業

費について所要の予算措置を講ずることとしたほか､ 財政事情の特に厳しい市町村に貸付を行うための市町村振

興基金の積立て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22年度現計予算額 728,721,354 千円

� 今回の補正予算額 (補正第７号) 10,994,810 千円

� 平成22年度予算累計額 739,716,164 千円

� 平成21年度同期予算額 770,049,767 千円

� 対前年度同期比 �―
�
×100 96.1 ％
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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76億1,144万８千円､ 繰入金13億

698万円及び県債７億1,000万円を計上したほか､ 普通交付税12億9,397万４千円を計上した｡
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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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■２月補正予算 総額10,995百万円 (●基金積立金除き 8,704百万円)

(国補正分 8,995百万円､ 国補正以外分 2,000百万円※)

1 産業振興・地域活性化対策 3,928百万円 (基金積立金除き 3,861百万円)

� 地域産業支援 931百万円

○戦略的ものづくり先進技術事業化支援事業費補助 500百万円

○ライフイノベーション新成長産業創出事業費 27百万円

○青森県産業技術センター研究機器整備事業費 404百万円

� 農林水産業振興対策 1,765百万円

○ほたてがい再生産緊急対策事業費補助 300百万円

○ほたてがい高水温被害回避対策事業費 16百万円

○食料自給率向上・産地再生緊急対策事業費補助 952百万円

○国直轄事業負担金 (農林水産部関係) 29百万円 ○ふるさと農道緊急整備事業費等 397百万円

●基金積立金 67百万円 (森林整備加速化・林業再生基金) ほか

� 新幹線全線開業対策 232百万円

○観光関連施設機能向上対策事業費 232百万円

� 市町村振興対策 1,000百万円

○市町村振興基金積立金 1,000百万円※

2 生活安全・安心対策 3,950百万円 (基金積立金除き 1,726百万円)

� 教育環境等整備 529百万円

○県立学校大規模改修・耐震補強事業費等 505百万円 ○図書館等充実・強化事業費 24百万円

� 医療・福祉対策 2,573百万円

○子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進特別対策事業費 307百万円

○県立中央病院画像診断体制整備事業費負担金 217百万円

○健康福祉関連施設耐震・老朽改修等事業費 36百万円

○健康福祉関連施設環境改善事業費 28百万円 ○ＤＶ被害者自立支援強化事業費補助 2百万円

●基金積立金 1,983百万円

(子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例基金､ 子育て支援対策臨時特例基金ほか)

� 生活対策等 848百万円

○駅舎等環境整備緊急支援事業費補助 5百万円 ○県営住宅供給促進事業費 29百万円

○交通安全施設整備費 185百万円 ○消費生活相談窓口周知重点的広報事業費 6百万円

○県立施設省エネ等改修事業費 382百万円

●基金積立金 241百万円 (消費者行政活性化基金､ 新しい公共支援基金)

3 社会資本整備の推進 3,117百万円

○一般公共事業費・国直轄事業負担金 (県土整備部関係) 1,117百万円

○県土保全・基盤整備促進事業費 (市町村合併支援道路整備事業費等) 1,000百万円※

○県土保全・生活対策事業費 (道路維持補修費等) 1,000百万円

□ 補正予算額のうち普通建設事業費の総額 6,370百万円
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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 8,994,810

� 一般公共事業費 1,003,228

県土整備部 1,003,228 (道路課)

国県道道路補修事業費 △61,176

国県道災害防除事業費 57,242

道路交通安全施設整備費 20,816

国道改築事業費 31,223

県道改築事業費 194,624

積寒地域道路整備事業費 78,194

計 320,923

(河川砂防課)

広域河川改修費 260,192

ダム修繕費 130,095

総合流域防災事業費 72,854

砂防事業費 161,318

計 624,459

(港湾空港課)

港湾緑地整備事業費 62,446

港湾長寿命化計画策定事業費 △4,600

計 57,846

� 国直轄事業負担金 142,685

農林水産部 28,667 (農村整備課)

土地改良国直轄事業負担金 28,667

県土整備部 114,018 (道路課)

道路国直轄事業負担金 150,218

(港湾空港課)

港湾国直轄事業負担金 △36,200

� 国庫補助事業費等 1,612,333

健康福祉部 306,621 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進特別対策事業費 (新

規) 306,621

市町村が行う子宮頸がん予防ワクチン等の接種費

用の軽減に対する支援に要する経費
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区 分 事 業 費 説 明

�子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進特別対策事業

費補助 306,540

補助金交付先 市町村

補 助 率 １
２ (国１２)

補助対象経費 ＨＰＶ､ Ｈｉｂ､ 小児用肺炎

球菌の各ワクチンの接種費用

及び事務費

�県事務費 81

農林水産部 952,854 食料自給率向上・産地再生緊急対策事業費補助 (新規)

952,454

補助金交付先 市町村

事業実施主体 津軽みらい農業協同組合

補 助 率 １
２ (国１２)

森林整備加速化・林業再生事業費補助 400

教育委員会 352,858 県立学校大規模改修費 222,875

県立学校耐震補強事業費 83,545

県立学校校舎等建築費 46,438

� 県費単独事業費 3,945,798

総務部

環境生活部

健康福祉部

農林水産部

教育委員会

382,068 県立施設省エネ等改修事業費 382,068

�県庁舎省エネ等改修事業費 93,771

�アピオあおもり空調設備改修事業費 9,900

�環境保健センター省エネ改修事業費 7,496

�健康福祉関連施設省エネ等改修事業費 60,742

�営農大学校暖房設備改修事業費 25,620

�栽培漁業センター施設改修事業費 54,450

�郷土館冷房設備改修事業費 94,456

�種差少年自然の家暖房設備改修事業費 35,633

企画政策部 5,000 駅舎等環境整備緊急支援事業費補助 (新規) 5,000

民営鉄道の利用促進及び施設の利便性向上を図る

ための駅舎改修､ バリアフリー対策等の環境整備に

要する経費に対する補助

補助金交付先 弘南鉄道㈱

補 助 率 １
３ (ほかに市７15)
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区 分 事 業 費 説 明

環境生活部

商工労働部

232,400 観光関連施設機能向上対策事業費 232,400

�白神山地ビジターセンター等利用対策事業費

128,000

�青森県観光物産館改修整備事業費 75,600

�県営浅虫水族館建設改良費 28,800

環境生活部 5,518 消費生活相談窓口周知重点的広報事業費 (新規) 5,518

悪質商法による被害の未然防止及び消費生活相談

窓口の周知を図るための広報活動に要する経費

健康福祉部 283,630 健康福祉関連施設耐震・老朽改修等事業費 36,090

健康福祉関連施設環境改善事業費 28,543

�女性相談所環境改善事業費 6,900

�聴覚障害者情報センター環境改善事業費 18,500

�県立医療療育センター設備整備事業費 3,143

県立中央病院画像診断体制整備事業費負担金 (新規)

217,350

救命救急機能の充実・強化等に伴うＣＴ (全身用

コンピュータ断層撮影) 検査件数の増加に対応する

ため､ ＣＴ装置を増設するのに要する経費に対する

負担金

ＤＶ被害者自立支援強化事業費補助 (新規) 1,647

補助金交付先 ＮＰＯ法人等

補 助 率 定額

補助対象経費 シェルター開設準備経費

商工労働部

農林水産部

404,060 青森県産業技術センター研究機器整備事業費 404,060

青森県産業技術センターにおける試験研究機能を

充実・強化するための研究機器の整備に要する経費

商工労働部 526,700 戦略的ものづくり先進技術事業化支援事業費補助 (新

規) 500,000

県内ものづくり企業による先進的かつ高度な技術

を活用した新産業・新事業の創出を支援するため､

�21あおもり産業総合支援センターが設置する基金

の造成に要する経費に対する補助

補助金交付先 �21あおもり産業総合支援セン

ター

補 助 率 定額
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区 分 事 業 費 説 明

ライフイノベーション新成長産業創出事業費 (新規)

26,700

医療分野における新たなビジネスモデルを実証す

るため､ 県立中央病院に医療画像分析機器を導入す

るのに要する経費

農林水産部 716,407 全国和牛オリンピック対策強化事業費 (新規) 3,487

平成24年度に長崎県で開催される全国和牛能力共

進会に出品する肥育牛の肉質推定法の確立のための

研究機器の整備に要する経費

自然災害防止緊急整備事業費 19,000

ふるさと林道緊急整備事業費 90,000

ふるさと農道緊急整備事業費 288,000

ほたてがい高水温被害回避対策事業費 (新規) 15,920

陸奥湾ほたてがい養殖業の経営安定を図るため､

高水温被害の軽減対策として､ 養殖場内の水温・潮

流の推定方法の確立に向けた研究のための機器整備

に要する経費

ほたてがい再生産緊急対策事業費補助 (新規) 300,000

平成22年夏の高水温により被害を受けた陸奥湾ほ

たてがい養殖の再生産に向けた親貝確保を図るため

の基金の造成に要する経費に対する補助

補助金交付先 むつ湾漁業振興会

補 助 率 定額

県土整備部 1,029,500 道路建設改良費 100,000

道路維持補修費 334,000

災害防除費 65,000

道路交通安全対策費 201,000

河川維持工事費 50,000

砂防維持工事費 83,000

海岸維持工事費 67,000

港湾維持工事費 60,000

空港維持工事費 40,000

県営住宅供給促進事業費 29,500
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区 分 事 業 費 説 明

警察本部 184,742 交通安全施設整備費 184,742

健康福祉部

教育委員会

23,637 図書館等充実・強化事業費 23,637

�視覚障害者情報センター図書整備事業費 2,047

�県立図書館設備改修費 10,511

�県立図書館・近代文学館資料整備費 10,131

�図書館サービス強化支援事業費 (新規) 948

教育委員会 152,136 青森県産天然活ひらめの付加価値向上作戦事業費 (新

規) 18,475

県立八戸水産高校の生徒が県産ひらめの付加価値

向上を目的として行う技術研究等のための設備整備

に要する経費

県立学校大規模改修費 77,950

産業教育設備整備事業費 49,015

特別支援学校教育環境改善事業費 6,696

� 基金積立金 2,290,766

環境生活部 241,488 消費者行政活性化基金積立金 85,488

新しい公共支援基金積立金 (新規) 156,000

健康福祉部 1,982,878 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例基金積立

金 (新規) 1,201,515

介護基盤緊急整備等臨時特例基金積立金 247,013

子育て支援対策臨時特例基金積立金 442,330

妊婦健康診査臨時特例基金積立金 4,635

障害者自立支援対策臨時特例基金積立金 10,830

自殺対策緊急強化基金積立金 76,555

農林水産部 66,400 森林整備加速化・林業再生基金積立金 66,400
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部 局 名 事 業 名 事 業 費 説 明

総 務 部 市町村振興基金積立金 (新規) 1,000,000 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に定める

財政指標の状況が特に厳しい市町村に長期・無利子貸

付を行うための市町村振興基金の積立てに要する経費

県土整備部 県土保全・基盤整備促進事業

費

1,000,000

� 県費単独道路事業費 650,000 市町村合併支援道路整備事業費 40,000

地方特定道路整備事業費 60,000

橋梁架替費 80,000

災害防除費 400,000

道路交通安全対策費 70,000

� 県費単独河川砂防事業

費

350,000 河川維持工事費 210,000

砂防整備費 60,000

海岸維持工事費 80,000
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