
付表４

平成16年度11月補正予算計上の主なもの

(単位 千円)

(総務部､ 商工労働部､ 県土整

備部)

小川原湖総合開発事業からの撤

退に係る諸支出

3,956,225 利水者として参加してきた小川原湖総合開発事業から撤退

したことにより､ 特定多目的ダム法等の規定に基づき国から

還付されるダム負担金の受入れに伴い､ 事業の清算等を行う

のに要する経費

(企画政策部)

北東北の風景・景観資源の有効

活用調査事業費

15,812 北東北三県が有する風景・景観を地域活性化の資源として

活用するため､ 有効活用方策等について調査検討するのに要

する経費

市町村合併支援特別交付金 554,800 市町村合併を推進するため､ 合併に伴い必要となる臨時的

な事業の実施を支援するのに要する経費

(商工労働部)

海外産業経済交流推進事業費 13,980 中国大連市との産業経済交流の推進を図るため､ 経済交流

協定の締結等を行うのに要する経費

(農林水産部)

青森りんごトレーサビリティシ

ステム導入事業費補助

24,598 青森県産りんごの評価向上と食に対する安全・安心・信頼

を確保するため､ りんご生産者と地方卸売市場関係者が一体

となってトレーサビリティシステムを構築するのに要する経

費に対する補助

(県土整備部)

青森空港化学消防車購入費 債務負担行為

設定額

200,000

青森空港の消防力の向上を図るため､ 化学消防車を購入す

るのに要する経費

県費単独事業の早期発注のため

の債務負担行為 (ゼロ県債)

債務負担行為

設定額

2,400,000

� 災害防除費 170,000

� 舗装道維持修繕費 1,165,000

� 道路交通安全対策費 100,000

� 橋梁補修対策費 165,000

� 砂防整備費 152,000

� 急傾斜地対策費 248,000

� 海岸整備費 123,000

� 河川改良費 277,000
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(総務部)

地方消費税交付金 1,187,879 地方消費税清算金収入に応じて交付する市町村交付金に要

する経費

給与関係費 △2,282,419

職員の給与改定費 △744,584 寒冷地手当の減 職員の世帯等の区分に応じた支給額を引

下げ

実 施 時 期 平成16年11月１日

その他精査分 △1,537,835

本年８月中旬から９月上旬にか

けての台風第15号､ 第16号及び

第18号による暴風等に係る災害

対策関連経費

1,002,292 補正第３号予算額 1,002,292

累計の災害対策関連経費総額 2,631,425

�補正予算額 1,466,787
�
�債務負担行為設定額 5,946
�
�既決予算対応額 1,158,692

１ 災害公共事業費 999,339 補正第３号予算額 999,339

(既決予算対応額 1,102,953)

(既決予算対応額を含む合計額 2,102,292)

農林水産部 現年発生林

業災害復旧

費

260,634 林地荒廃防止施設災害復旧事業費 260,634

(既決予算対応額 248,304)

(既決予算対応額を含む合計額 508,938)

現年発生土

地改良災害

復旧費

団体営災害復旧費 (6,383)

現年発生漁

港災害復旧

費

738,705 漁港災害復旧費 738,705

(既決予算対応額 8,610)

(既決予算対応額を含む合計額 747,315)

県土整備部 現年発生河

川等災害復

旧費

河川等災害復旧事業費 (793,632)

現年発生港

湾災害復旧

費

港湾災害復旧事業費 (46,024)
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２ 県費単独事業費 2,953 補正第３号予算額 2,953

(既決予算対応額 55,739)

(既決予算対応額を含む合計額 58,692)

文化観光部 自然公園施設整備費 (1,000)

農林水産部 2,953 営農大学校費 2,953

県土整備部 道路維持補修費 (46,900)

警察本部 維持管理費 (668)

教育委員会 新営改築費 (6,998)

青年の家費 (173)

本年9月29日から30日にかけて

の台風第21号及び前線による大

雨災害対策関連経費

193,792 補正第３号予算額 193,792

・一般会計 165,562

・特別会計 28,230

累計の災害対策関連経費総額 3,696,176

�補正予算額 207,399
�
�・一般会計 179,169
�
�・特別会計 28,230
�
�既決予算対応額 3,488,777

１ 災害公共事業費 11,333 補正第３号予算額 11,333

(既決予算対応額 3,488,477)

(既決予算対応額を含む合計額 3,499,810)

農林水産部 現年発生林

業災害復旧

費

11,333 林道施設災害復旧事業費 11,333

(既決予算対応額 43,815)

(既決予算対応額を含む合計額 55,148)

現年発生土

地改良災害

復旧費

団体営災害復旧費 (957,475)

県土整備部 現年発生河

川等災害復

旧費

河川等災害復旧事業費 (2,487,187)

２ 県費単独事業費 182,459 補正第３号予算額 182,459

(既決予算対応額 300)

(既決予算対応額を含む合計額 182,759)
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企画政策部 (鉄道施設事業

特別会計)

28,230

一般会計から

特別会計への

繰出金

14,864

鉄道施設管理費 28,230

文化観光部 自然公園施設整備費 (300)

農林水産部 7,000 漁港管理費 7,000

県土整備部 147,229 道路維持補修費 59,613

河川維持管理費 85,336

砂防維持調査費 760

海岸整備費 1,520
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