
令和元年度補助金等交付状況

修学及び通信教育受講料支援補助金
職員の自己啓発への意欲を喚起し、公務の円滑な遂行と
人材の育成を図るため、活動に要した経費に対し、予算の
範囲内で補助金を交付する

長浜市の職員 150 78 その他の補助金 令和5年3月31日 人事課 0749-65-6502

滋賀文教短期大学補助金 滋賀文教短期大学運営に対する補助 滋賀文教短期大学 1,687 1,687
事業補助（制度
的）

令和5年3月31日 総合政策課 0749-65-6505

特定個人情報の提供の求め等に係る
電子計算機の設置等関連事務交付金

自治体中間サーバーの運用経費に対する負担金 地方公共団体情報システム機構 6,744 6,744 その他の補助金 令和5年3月31日 情報政策課 0749-65-6581

地域づくり協議会活動交付金 地域づくり協議会が行う公共業務に対し交付 地域づくり協議会（19件） 6,663 6,655
事業補助（制度
的）

令和3年3月31日 市民活躍課 0749-65-8711

自治会館建設事業補助金 自治会館の新築又は購入に対する補助 自治会 9,000 9,000
地域コミュニティ
関連補助

令和5年3月31日 市民活躍課 0749-65-8711

自治会館バリアフリー化改修事業補助
金

自治会館のバリアフリー化改修に対する補助 自治会 6,545 6,545
地域コミュニティ
関連補助

令和5年3月31日 市民活躍課 0749-65-8711

自治会館長寿命化改修事業補助金 自治会館の長寿命化改修に対する補助 自治会 1,712 1,712
地域コミュニティ
関連補助

令和5年3月31日 市民活躍課 0749-65-8711

自治会館耐震診断事業補助金 自治会館の耐震診断に対する補助 - 200 0
地域コミュニティ
関連補助

令和5年3月31日 市民活躍課 0749-65-8711

自治会活動振興交付金 自治会活動に対する補助 自治会 32,268 31,926
地域コミュニティ
関連補助

令和5年3月31日 市民活躍課 0749-65-8711

コミュニティ助成事業助成金 コミュニティ活動に対する補助 自治会等 8,500 8,500
地域コミュニティ
関連補助

令和5年3月31日 市民活躍課 0749-65-8711

長浜交通安全協会補助金 交通安全活動に対する補助
長浜地区交通安全協会
伊香交通安全協会

1,700 1,700
事業補助（制度
的）

令和5年3月31日 市民活躍課 0749-65-8711

交通安全対策事業補助金 交通安全活動に対する補助 自治会 560 522
事業補助（制度
的）

令和5年3月31日 市民活躍課 0749-65-8711

自主防犯活動支援補助金 自主防犯活動に対する補助 自治会 1,300 923
事業補助（制度
的）

令和5年3月31日 市民活躍課 0749-65-8711

市民活動団体支援事業補助金 市民活動事業に対する補助 活動実施団体（12件） 2,241 2,012 団体運営補助 令和5年3月31日 市民活躍課 0749-65-8711

地域づくり協議会連絡会補助金
地域づくり協議会の活性化を図るために実施する事業に対
する補助

長浜市地域まちづくり連絡会 100 88
地域コミュニティ
関連補助

令和5年3月31日 市民活躍課 0749-65-8711

地域づくり協議会活動交付金 地域づくり協議会の地域づくり活動事業等に対する交付 地域づくり協議会（24件） 20,057 19,584
地域コミュニティ
関連補助

令和5年3月31日 市民活躍課 0749-65-8711

医療通訳事務補助金 市立長浜病院が行う医療通訳事業に対する補助 - 100 0
事業補助（制度
的）

令和5年3月31日 市民活躍課 0749-65-8711

通学合宿開催事業補助金
小中学生を対象に実施する通学合宿活動に必要な経費に
対する補助

- 50 0
事業補助（イベ
ント・大会）

令和5年3月31日 生涯学習文化課 0749-65-6552

長浜市子ども会連合会補助金 長浜市子ども会連合会の活動に対する補助 長浜市子ども会連合会 1,150 1,150 団体運営補助 令和5年3月31日 生涯学習文化課 0749-65-6552

長浜ユネスコ協会補助金 長浜ユネスコ協会の活動に対する補助 長浜ユネスコ協会 50 50 団体運営補助 令和5年3月31日 生涯学習文化課 0749-65-6552

長浜市文化芸術協会補助金 長浜市文化芸術協会の活動に対する補助 長浜市文化芸術協会 6,295 6,170 団体運営補助 令和5年3月31日 生涯学習文化課 0749-65-6552

長浜音楽協会補助金 長浜音楽協会の活動に対する補助 長浜音楽協会 200 167 団体運営補助 令和5年3月31日 生涯学習文化課 0749-65-6552

長浜市少年少女合唱団補助金
長浜市少年少女合唱団「輝らりキッズ」の活動に対する補
助

長浜市少年少女合唱団「輝らり
キッズ」

100 100 団体運営補助 令和5年3月31日 生涯学習文化課 0749-65-6552

長浜市スポーツ協会補助金 社会体育振興事業に対する補助 長浜市スポーツ協会 720 720 団体運営補助 令和5年3月31日 スポーツ振興課 0749-65-8787

長浜市スポーツ少年団補助金 社会体育振興事業に対する補助 長浜市スポーツ少年団 4,264 4,184 団体運営補助 令和5年3月31日 スポーツ振興課 0749-65-8787

総合型地域スポーツクラブ補助金 社会体育振興事業に対する補助 総合型地域スポーツクラブ 2,584 2,498 団体運営補助 令和5年3月31日 スポーツ振興課 0749-65-8787

スポーツ大会運営補助金 社会体育振興事業に対する補助
琵琶湖ｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰｽｲﾑﾚｰｽ実行
委員会
滋賀県ｱﾒﾘｶﾝﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ連盟

950 950
事業補助（イベ
ント・大会）

令和5年3月31日 スポーツ振興課 0749-65-8787

観音文化振興事業補助金 観音文化振興に向けた発信事業に対する補助
指定・未指定文化財の仏像の所
有者(5件）

200 193
事業補助（奨
励）

令和2年3月31日 歴史遺産課 0749-65-6510

芳州会活動補助金 雨森芳洲顕彰事業に対する補助 - 135 0
事業補助（奨
励）

令和5年3月31日 歴史遺産課 0749-65-6510
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指定文化財保存修理補助金 文化財の保存に対する補助
指定選定された文化財の所有者
（8件）

26,680 24,245
事業補助（制度
的）

令和5年3月31日 歴史遺産課 0749-65-6510

指定文化財保存伝承補助金 文化財の保存に対する補助
指定選定された文化財の所有者
（3件）

5,146 4,580
事業補助（奨
励）

令和5年3月31日 歴史遺産課 0749-65-6510

指定文化財保存管理補助金 文化財の保存に対する補助
指定選定された文化財の所有者
（14件）

607 515
事業補助（制度
的）

令和5年3月31日 歴史遺産課 0749-65-6510

国友鉄砲の里資料館補助金 国友鉄砲の里資料館に対する補助 国友東・西町自治会 3,800 3,800
事業補助（奨
励）

令和5年3月31日 歴史遺産課 0749-65-6510

冨田人形を活用した地域づくり補助金 冨田人形の保存伝承等地域づくりに対する補助 びわ地域づくり協議会 1,500 1,500
事業補助（奨
励）

令和5年3月31日 歴史遺産課 0749-65-6510

国友一貫斎再評価事業補助金 国友一貫斎再評価事業に対する補助 国友一貫斎再評価委員会 300 300
事業補助（奨
励）

令和3年3月31日 歴史遺産課 0749-65-6510

通知カード・個人番号カード関連事務
取扱交付金

通知カード、個人番号カードの作成等にかかる費用につい
ての交付金

地方公共団体情報システム機構 30,439 16,088
事業補助（制度
的）

令和5年3月31日 市民課 0749-65-6511

公衆浴場衛生確保対策事業補助金
市民の保健衛生の向上と公衆浴場の経営と安定を図るた
め、つくり湯に要する燃料費及び用水費等に対して補助を
行うもの

公衆浴場営業者 400 400
事業補助（制度
的）

令和5年3月31日 環境保全課 0749-65-6513

長浜市きれいなまちづくりパートナー
シップ事業補助金

自主的な不法投棄対策事業に対する補助 自治会、地域づくり協議会 1,280 658
事業補助（奨
励）

令和5年3月31日 環境保全課 0749-65-6513

ごみ集積所整備事業補助金 集積容器整備に対する補助 自治会 1,494 1,029
事業補助（奨
励）

令和5年3月31日 環境保全課 0749-65-6513

合併処理浄化槽設置整備補助金 合併処理浄化槽設置に対する補助 個人 1,760 882
事業補助（制度
的）

令和5年3月31日 環境保全課 0749-65-6513

アメニティ推進事業補助金
市民活動団体が行う快適な環境の保全および創出を目的
にした事業のうち、通常行う活動の範囲外の事業に対し支
援を行う

環境保全活動団体 300 0
事業補助（イベ
ント・大会）

令和5年3月31日 環境保全課 0749-65-6513

太陽光発電システム設置促進事業補
助金

太陽光発電システム及び定置式蓄電システム設置に対す
る補助

個人及び事業所 12,200 11,786
事業補助（奨
励）

令和5年3月31日 環境保全課 0749-65-6513

事業用再生可能エネルギー発電設備
等導入促進事業補助金

発電設備等に係る固定資産税相当額を補助 - 555 399
事業補助（奨
励）

令和5年3月31日 環境保全課 0749-65-6513

長浜市社会福祉協議会補助金 社会福祉法人長浜市社会福祉協議会に対する補助
社会福祉法人長浜市社会福祉協
議会

107,213 106,510 団体運営補助 令和5年3月31日 社会福祉課 0749-65-6536

滋賀県更生保護事業協会補助金 更生保護法人滋賀県更生保護事業協会に対する補助
更生保護法人滋賀県更生保護事
業協会

177 177 団体運営補助 令和5年3月31日 社会福祉課 0749-65-6536

保護司会補助金 長浜市保護司会に対する補助 長浜市保護司会 604 604 団体運営補助 令和5年3月31日 社会福祉課 0749-65-6536

遺族会補助金 長浜市遺族会に対する補助 長浜市遺族会 800 800 団体運営補助 令和5年3月31日 社会福祉課 0749-65-6536

更生保護女性会補助金 長浜地区更生保護女性会に対する補助 長浜地区更生保護女性会 370 370 団体運営補助 令和5年3月31日 社会福祉課 0749-65-6536

民生委員児童委員協議会活動補助金 長浜市民生委員児童委員協議会に対する補助 長浜市民生委員児童委員協議会 35,854 34,731 団体運営補助 令和5年3月31日 社会福祉課 0749-65-6536

結婚支援活動事業補助金
市内で開催される婚活イベントの実施団体に対し、必要経
費の一部を補助

結婚支援活動を行う団体 400 279
事業補助（イベ
ント・大会）

令和5年3月31日 社会福祉課 0749-65-6536

しょうがい福祉施設整備支援事業補助
金

社会福祉法人等が行う福祉施設整備に対する補助
(福)ひかり福祉会
(福)ぽてとファーム事業団

96,406 2,260 普通建設事業 令和5年3月31日 しょうがい福祉課 0749-65-6518

重度心身しょうがい者通所施設運営安
定化事業補助金

重症心身しょうがい者に対応する生活介護施設に対する運
営費補助

- 2,229 0
事業補助（奨
励）

令和5年3月31日 しょうがい福祉課 0749-65-6518

働き応援センター事業補助金
しょうがい者の地域における職業生活の自立および雇用の
促進を図るための事業補助

（福）湖北会 3,515 2,248
事業補助（制度
的）

令和5年3月31日 しょうがい福祉課 0749-65-6518

身体障害者福祉協会補助金
福祉団体が行う自主的な活動に要する経費に対する運営
補助

長浜市身体障害者福祉協会 1,730 1,730 団体運営補助 令和5年3月31日 しょうがい福祉課 0749-65-6518

手をつなぐ育成会補助金
福祉団体が行う自主的な活動に要する経費に対する運営
補助

長浜市手をつなぐ育成会 800 800 団体運営補助 令和5年3月31日 しょうがい福祉課 0749-65-6518

聴覚障害者協会補助金
福祉団体が行う自主的な活動に要する経費に対する運営
補助

長浜市聴覚障害者協会 60 60 団体運営補助 令和5年3月31日 しょうがい福祉課 0749-65-6518

ハートフルプラザ補助金
福祉団体が行う自主的な活動に要する経費に対する運営
補助

ハートフル・プラザ　誰もにやさし
いまちづくりを進める会

200 200 団体運営補助 令和5年3月31日 しょうがい福祉課 0749-65-6518

親と子の交流の場創出事業補助金 補助該当事業数に応じて補助 cotton ～こっとん～ 400 100 団体運営補助 令和2年3月31日 子育て支援課 0749-65-6514

放課後児童クラブ通所費補助金 放課後児童クラブの通所に要する経費に対する補助
児童クラブを実施していない小学
校区に在籍する児童の保護者等
(交付件数：1件）

636 636
事業補助（奨
励）

令和5年3月31日 子育て支援課 0749-65-6514
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小規模放課後児童クラブ補助金
放課後児童クラブを実施していない地域に小規模放課後
児童クラブを実施する団体に対する補助

小規模放課後児童クラブを実施
する団体(交付件数：7件）

8,892 8,060 団体運営補助 令和5年3月31日 子育て支援課 0749-65-6514

放課後児童クラブ施設整備等支援事
業補助金

児童クラブを新たに実施する場合等における建設・改修・
備品整備に対する補助

新規に放課後児童クラブを開所す
る団体(交付件数：3件）

3,897 3,897
事業補助（制度
的）

令和5年3月31日 子育て支援課 0749-65-6514

放課後児童クラブ運営補助金
児童の受入拡大を図るため、支援員の増員等に対する補
助

放課後児童クラブを運営する団体
（交付件数：13件）

8,425 7,394 団体運営補助 令和5年3月31日 子育て支援課 0749-65-6514

民間放課後児童クラブ参入促進事業
補助金

長浜北小学校、神照小学校、南郷里小学校、長浜南小学
校、高月小学校の学区で新たに開所した放課後児童クラブ
における土地及び建物の賃借料に対する補助

新規に放課後児童クラブを開所す
る団体(交付件数：2件）

2,860 2,860 団体運営補助 令和4年3月31日 子育て支援課 0749-65-6514

民間放課後児童クラブ支援員処遇改
善補助金

児童の健全育成のために行う放課後児童支援員の処遇改
善に要する経費に対する補助

- 0 0
事業補助（奨
励）

令和3年3月31日 子育て支援課 0749-65-6514

児童遊園地遊具等補助金
自治会で管理している公園の遊具や設備の修繕、設置に
対する補助

高月西野自治会　外15自治会
（交付件数：16件）

2,638 2,638
地域コミュニティ
関連補助

令和5年3月31日 子育て支援課 0749-65-6514

児童健全育成事業費補助金 児童健全育成事業（児童館運営事業）に対する補助 （福）石龍会、（福）光寿会 1,612 1,569
事業補助（制度
的）

令和5年3月31日 子育て支援課 0749-65-6514

母子福祉のぞみ会補助金 福祉団体の自主的な活動に対する補助 長浜市母子福祉のぞみ会 300 200 団体運営補助 令和5年3月31日 子育て支援課 0749-65-6514

ひとり親家庭自立支援教育訓練補助
金

ひとり親の就労による自立を目指し、就労に有利な資格取
得のため教育訓練講座の受講を補助

ひとり親（交付件数：4件） 440 162 扶助費 令和5年3月31日 子育て支援課 0749-65-6514

ひとり親家庭高等技能訓練促進補助
金

ひとり親の就職に有利であり、かつ生活の安定に資する資
格を養成訓練機関において取得を促進する補助

ひとり親（交付件数：1件） 3,650 1,730 扶助費 令和5年3月31日 子育て支援課 0749-65-6514

高卒認定試験合格支援事業補助金
ひとり親家庭の親又は児童の自立及び生活の安定を図る
ため、高卒認定試験の合格を促進するための補助

- 150 0 扶助費 令和5年3月31日 子育て支援課 0749-65-6514

湖北長浜１０００人献血運動事業補助
金

若年層への献血推進を図るための補助 - 0 0
事業補助（イベ
ント・大会）

令和3年3月31日 健康企画課 0749-65-7779

健康ながはま地域パートナーシップ事
業補助金

健康づくりや健診受診促進に対する補助 地域づくり協議会（2件） 300 37
事業補助（イベ
ント・大会）

令和2年3月31日 健康企画課 0749-65-7779

小児救急医療支援事業費補助金 小児救急医療支援事業に対する補助 長浜赤十字病院 27,485 27,485
事業補助（制度
的）

令和5年3月31日 地域医療課 0749-65-6301

救命救急センター運営費補助金 救命救急センターの運営に対する補助 長浜赤十字病院 31,358 31,358
事業補助（制度
的）

令和5年3月31日 地域医療課 0749-65-6301

年末年始歯科救急診療運営費補助金 年末年始における歯科救急患者の医療確保に対する補助 一般社団法人湖北歯科医師会 281 281
事業補助（制度
的）

令和5年3月31日 地域医療課 0749-65-6301

産科医確保支援事業費補助金 産科医確保支援事業に対する補助 長浜赤十字病院 788 788
事業補助（制度
的）

令和4年3月31日 地域医療課 0749-65-6301

大型連休歯科救急診療運営費補助金
令和元年度の大型連休における歯科救急患者の医療確
保に対する補助

一般社団法人湖北歯科医師会 190 190
事業補助（制度
的）

令和2年3月31日 地域医療課 0749-65-6301

長浜赤十字病院ＮＩＣＵ改修費補助金 長浜赤十字病院のNICU改修に対する補助 長浜赤十字病院 8,789 8,789
事業補助（制度
的）

令和2年3月31日 地域医療課 0749-65-6301

予防接種受診促進補助金
予防接種実施要綱に掲げる接種場所以外の場所で予防
接種を受ける者の予防接種に係る費用の一部に対する補
助

被予防接種者（保護者） 728 726 その他の補助金 令和5年3月31日 健康推進課 0749-65-7759

すこやか出産支援事業補助金
不妊に悩む方への特定不妊治療、一般不妊治療及び不育
治療に対する補助

不妊治療受診者 8,437 6,233 その他の補助金 令和5年3月31日 健康推進課 0749-65-7759

新生児聴覚検査事業補助金 新生児聴覚検査を受検する費用に対する補助
聴覚検査を受けた新生児の保護
者

4,465 3,096 その他の補助金 令和4年3月31日 健康推進課 0749-65-7759

がん検診補助金
がん検診無料クーポン券の配布対象者が、クーポン券配
布前に医療機関で受診した場合における支払った費用に
対する補助

- 10 0 その他の補助金 令和5年3月31日 健康推進課 0749-65-7759

歯科保健衛生事業補助金 歯科保健衛生事業に対する補助 （一社）湖北歯科医師会 550 550 団体運営補助 令和5年3月31日 健康推進課 0749-65-7759

高齢者施設整備支援事業補助金
老人福祉施設及び老人保健施設の施設整備事業に対す
る補助

事業者（2件） 15,097 15,097
事業補助（制度
的）

令和5年3月31日 高齢福祉介護課 0749-65-7789

社会福祉法人等利用者負担軽減制度
補助金

介護保険サービス費利用者負担額に対する補助 事業者（4件） 104 104
事業補助（制度
的）

令和5年3月31日 高齢福祉介護課 0749-65-7789

高齢者世帯等雪下ろし費用補助金 高齢者世帯の屋根雪下ろしに対する補助 - 800 0 扶助費 令和5年3月31日 高齢福祉介護課 0749-65-7789

高齢者活躍よりあいどころ整備費補助
金

高齢者が寄り合い、生きがいを高める活動を行う拠点を整
備・運営する法人及び団体に対する補助

1団体 1,500 1,500 団体運営補助 令和5年3月31日 高齢福祉介護課 0749-65-7789

介護施設等開設準備経費補助金
ゴールドプランながはま21において、整備計画として掲げて
いる高齢者施設を整備することにより、高齢者の生活援助
及び介護者への介護負担の軽減を図るもの。

1事業者 22,653 22,653
事業補助（制度
的）

令和2年3月31日 高齢福祉介護課 0749-65-7789

地域密着型サービス施設等整備事業
補助金

ゴールドプランながはま21において、整備計画として掲げて
いる高齢者施設を整備することにより、高齢者の生活援助
及び介護者への介護負担の軽減を図るもの。

1事業者 67,200 67,200
事業補助（制度
的）

令和2年3月31日 高齢福祉介護課 0749-65-7789
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老人クラブ補助金 老人クラブに対する補助 老人クラブ（170件） 11,916 11,540 団体運営補助 令和5年3月31日 高齢福祉介護課 0749-65-7789

小規模老人クラブ補助金 小規模老人クラブに対する補助 老人クラブ（11件） 468 396 団体運営補助 令和5年3月31日 高齢福祉介護課 0749-65-7789

老人クラブ連合会補助金 長浜市老人クラブ連合会に対する補助 長浜市老人クラブ連合会 8,747 8,746 団体運営補助 令和5年3月31日 高齢福祉介護課 0749-65-7789

シルバー人材センター運営事業補助金 （公社）長浜市シルバー人材センターに対する補助
（公社）長浜市シルバー人材セン
ター

6,836 6,836
事業補助（制度
的）

令和5年3月31日 高齢福祉介護課 0749-65-7789

滋賀県シルバー人材センター連合会運
営補助金

（公社）滋賀県シルバー人材センター連合会に対する補助
（公社）滋賀県シルバー人材セン
ター連合会

300 300
事業補助（制度
的）

令和5年3月31日 高齢福祉介護課 0749-65-7789

老人クラブバス利用補助金 老人クラブに対する補助 老人クラブ（165件） 7,970 7,070 団体運営補助 令和5年3月31日 高齢福祉介護課 0749-65-7789

高齢者地域ニーズ対応事業補助金 地域交流分野の取組に対する補助
（公社）長浜市シルバー人材セン
ター

20,400 20,400
事業補助（奨
励）

令和5年3月31日 高齢福祉介護課 0749-65-7789

福祉・介護新規参入促進事業補助金 福祉・介護人材に対する補助 申請者（8人） 1,000 708 その他の補助金 令和3年3月31日 高齢福祉介護課 0749-65-7789

高齢者活躍よりあいどころ事業運営費
補助金

高齢者が寄り合い、生きがいを高める活動を行う拠点を整
備・運営する法人及び団体に対する補助

12団体 4,300 3,260 団体運営補助 令和3年3月31日 高齢福祉介護課 0749-65-7789

地域介護予防通所活動支援補助金
高齢者の社会参加、介護予防及び健康づくりを推進するた
め、住民主体の通いの場等の活動を実施する団体に対し
て支援

61団体 2,293 1,921 団体運営補助 令和3年3月31日 高齢福祉介護課 0749-65-7789

２４時間対応型安心システム事業補助
金

介護を必要とする高齢者の介護ができなくなった場合にお
ける、安心を確保するために行われる事業の補助

利用者（2人） 87 25 扶助費 令和3年3月31日 高齢福祉介護課 0749-65-7789

長浜市企業内人権教育推進協議会補
助金

長浜市企業内人権教育推進協議会が行う研修事業に対す
る補助

長浜市企業内人権教育推進協議
会

270 270
事業補助（奨
励）

令和5年3月31日 商工振興課 0749-65-8766

中小企業退職金共済制度等掛金補助
金

中小企業退職金共済契約又は特定退職金共済契約の掛
金に対する補助

申請のあった市内事業所（4者） 142 113
事業補助（制度
的）

令和5年3月31日 商工振興課 0749-65-8766

湖北地域労働者福祉協議会活動補助
金

湖北地域労働者福祉協議会に対する補助 湖北地域労働者福祉協議会 288 288
事業補助（奨
励）

令和5年3月31日 商工振興課 0749-65-8766

湖北地域勤労者互助会補助金 湖北地域勤労者互助会に対する補助 湖北地域勤労者互助会 4,500 4,500
事業補助（奨
励）

令和5年3月31日 商工振興課 0749-65-8766

事業所内託児所補助金 保育施設の運営に対する補助 申請のあった市内事業所（1者） 528 414
事業補助（奨
励）

令和5年3月31日 商工振興課 0749-65-8766

滋賀県調理短期大学校補助金 滋賀県調理短期大学校の運営に対する補助 滋賀県調理短期大学校 900 900
事業補助（奨
励）

令和5年3月31日 商工振興課 0749-65-8766

インターンシップ支援事業補助金 市内事業者のインターンシップ実施対する補助
インターンシップを実施する市内
事業者で要件を満たすもの10者

600 348
事業補助（奨
励）

令和5年3月31日 商工振興課 0749-65-8766

商工振興事業補助金
商工業・中小企業振興、商店街振興のための事業を行う支
援機関等に対する補助

長浜商工会議所、東浅井・びわ広
域連携商工会、長浜北商工会、
長浜商店街連盟

44,257 37,648 団体運営補助 令和5年3月31日 商工振興課 0749-65-8766

街並み景観形成事業補助金
中心市街地や北国街道木之本宿の指定区域において、伝
統的な街並み景観を維持し、商業及び観光の振興を図る
ために行われる町家の住宅や店舗の改修に対する補助

指定区域の店舗、住宅改修に対
して応募があり審査会を経た事業
（5件）

6,920 6,920
事業補助（奨
励）

令和5年3月31日 商工振興課 0749-65-8766

商工会合併支援事業補助金 市内商工会の合併に関する経費の補助 市内幹事商工会 1,700 1,481 団体運営補助 令和3年3月31日 商工振興課 0749-65-8766

にぎわいの街づくり事業補助金
商店街ににぎわいとたのしさを創出し、商店街を市民の快
適な生活空間とするために商店街で行われる事業をモデ
ル事業として選定

商店街を形成する者で組織した団
体からの応募があり審査を経た事
業（4件）

2,203 1,318
事業補助（イベ
ント・大会）

令和5年3月31日 商工振興課 0749-65-8766

長浜ビジネスサポート協議会推進事業
補助金

本市の産業発展及び地域経済の活性化を図るため、産学
官金が連携し、地域を支える企業の新規創業及び新事業
展開を促進するための事業を実施する団体の活動を支援
するもの

（一社）長浜ビジネスサポート協議
会

1,200 1,000 団体運営補助 令和5年3月31日 商工振興課 0749-65-8766

中心市街地活性化推進事業費補助金 中心市街地活性化に資する調査研究等に対する補助 長浜商工会議所 600 600
事業補助（奨
励）

令和5年3月31日 商工振興課 0749-65-6545

中心市街地地域産業資源長寿命化事
業費補助金

中心市街地に存在する地域産業資源の長寿命化を図り、
継続的に賑わいの創出を図るもの

- 0 0
事業補助（奨
励）

令和3年3月31日 商工振興課 0749-65-8766

地域コンテンツ創造型産業育成事業助
成金

本市における文化、生活様式、生産物などの地域固有の
資源から新たな価値を創出し、地域内外に向けて発信する
創造性あふれる活動に対する支援

対象事業者（1件） 2,000 2,000
事業補助（奨
励）

令和5年3月31日 商工振興課 0749-65-6545

長浜駅周辺公益施設支援事業補助金
長浜駅東地区第一種市街地再開発事業による施設建築物
内に公益施設を設置する際の初動期における施設運営に
必要な費用の一部に対する支援

対象事業者（1件） 5,000 5,000
事業補助（奨
励）

令和2年3月31日 商工振興課 0749-65-6545

出資法人経営改善支援事業費補助金
市出資法人の経営改善を実行するための専門家を配置
し、経営の安定化を図るため必要な費用を補助するもの

市出資法人(2社） 15,200 15,140 団体運営補助 令和3年3月31日 商工振興課 0749-65-8766

地場産業おこし補助金
地場産業の高付加価値化及び新たな地場産業の創出の
ための事業に対する補助

地場産業の高付加価値化及び新
たな地場産業の創出のための事
業を行う者（1者）

1,700 1,700
事業補助（奨
励）

令和5年3月31日 商工振興課 0749-65-8766
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長浜市事業所用省エネルギー設備等
導入促進事業補助金

省エネルギー効果の高い設備及び節電効果の高い設備の
設置に対する補助

省エネルギー効果の高い設備及
び節電効果の高い設備を設置す
る市内事業者で要件を満たすも
の（3社）

1,500 1,214
事業補助（奨
励）

令和5年3月31日 商工振興課 0749-65-8766

ながはまグローカルチャレンジ応援事
業補助金

多様な地域資源や豊かな農林水産物、集積したバイオ関
連技術等を生かした新商品の開発、販路開拓等の事業に
対する補助

多様な地域資源や豊かな農林水
産物、集積したバイオ関連技術等
を生かした新商品の開発、販路開
拓等の事業を行う者で要件を満た
す者（6者）

12,900 12,253
事業補助（奨
励）

令和5年3月31日 商工振興課 0749-65-8766

産業創造センター等整備事業補助金
地域経済を支える企業活動を活発化するため、産業支援
を一元的に実施できる拠点の整備に対する補助

長浜商工会議所
（一社）長浜ビジネスサポート協議
会

141,508 141,490 その他の補助金 令和5年3月31日 商工振興課 0749-65-8766

滋賀環境ビジネスメッセ補助金 滋賀環境ビジネスメッセの運営に対する補助
びわ湖環境ビジネスメッセ実行委
員会

1,851 1,730 団体運営補助 令和5年3月31日 商工振興課 0749-65-8766

長浜みらい産業プラザ補助金
湖北地域で活躍する企業家等の交流、連携、協業を通じ、
新地域産業の創出と地域経済の継続的発展を図る事業を
実施する団体に対する補助

長浜みらい産業プラザ 300 300
事業補助（奨
励）

令和5年3月31日 商工振興課 0749-65-8766

長浜バイオインキュベーションセンター
入居者補助金

長浜バイオインキュベーションセンターへの入居に対する
補助

長浜バイオインキュベーションセン
ター入居者で要件を満たすもの
（11者）

4,792 3,435
事業補助（奨
励）

令和5年3月31日 商工振興課 0749-65-8766

企業立地促進補助金
産業構造の多角化と産業の成長発展を図るため、本市事
業者の育成及び市内への企業立地の促進に対する補助

指定を受けた工場等に係る投下
固定資産額が１億円以上、新たに
増加する常用雇用者５人以上の
事業者（3社）

63,376 61,357
事業補助（奨
励）

令和5年3月31日 商工振興課 0749-65-8766

中小企業設備投資等促進補助金 市内の中小企業者等の設備投資等に対する補助
指定を受けた工場等に係る投下
固定資産額が1千万円以上である
市内中小企業者（8社）

22,730 13,642
事業補助（奨
励）

令和5年3月31日 商工振興課 0749-65-8766

長浜地方卸売市場運営補助金 長浜地方卸売市場の運営に対する補助 長浜地方卸売市場 12,000 12,000 団体運営補助 令和5年3月31日 商工振興課 0749-65-8766

起業支援補助金
新たな事業を促進するため市内で起業した事業者に対す
る補助

市内起業者で要件を満たすもの
（17件）

3,640 3,640
事業補助（奨
励）

令和5年3月31日 商工振興課 0749-65-8766

Ｕ／Ｉターン起業支援補助金
新たな事業と移住を促進するため市外から移住して起業し
た事業者に対する補助（平成31年3月31日まで）

- 0 0
事業補助（奨
励）

令和5年3月31日 商工振興課 0749-65-8766

まちなか住宅建築等助成金
まちなか居住推進重点区域内における住宅の新築等に対
する支援

対象事業者（7件） 11,766 11,765
事業補助（奨
励）

令和5年3月31日 商工振興課 0749-65-6545

まちなか空き家再生促進助成金
まちなか居住推進重点区域内における空き家の改修に対
する支援

- 1,500 0
事業補助（奨
励）

令和5年3月31日 商工振興課 0749-65-6545

まちなか共同住宅建築助成金
まちなか居住推進重点区域内における共同住宅の建築に
対する支援

- 0 0
事業補助（奨
励）

令和5年3月31日 商工振興課 0749-65-6545

地域再生事業具体化促進補助金
地域再生エリア内において、店舗併用住宅の居住に対す
る支援

- 270 0
事業補助（奨
励）

令和2年3月31日 商工振興課 0749-65-6545

優良建築物等整備事業補助金 優良建築物等整備事業の施行者に対する事業費の補助 株式会社マリモ 183,600 76,600 普通建設事業 令和2年3月31日 商工振興課 0749-65-6545

市街地再開発事業補助金
第一種市街地再開発事業の施行者に対する事業費の補
助

元浜町13番街区市街地開発組合 1,378,683 1,378,683 普通建設事業 令和2年3月31日 商工振興課 0749-65-6545

有機農業推進事業補助金

①共同出荷組織支援
…立ち上げて間もない有機農業で生産された農産物を共
同出荷する組織に対する運営費の支援
②有機JAS認定支援…有機JAS認証の取得支援

Nagahamaおてまいり屋 681 600
事業補助（奨
励）

令和4年3月31日 農林政策課 0749-65-6520

地域イベント開催事業補助金
ＹＯＳＡＫＯＩを活用した観光振興事業、
ﾛｰﾄﾞﾄﾚｲﾝを活用した観光振興事業、大道芸を活用した観
光振興事業に対する補助

あっぱれ祭り組織委員会
びわ地域まつり実行委員会
とらひめまつり大会委員会

8,500 8,500
事業補助（イベ
ント・大会）

令和5年3月31日 観光振興課 0749-65-6521

美しい観光地づくり事業補助金
現在ある観光資源の活用を図るため、整備して新たな景観
と環境を創出しようとする者に対する補助

（公社）長浜観光協会 2,000 2,000
事業補助（奨
励）

令和5年3月31日 観光振興課 0749-65-6521

夜の賑わいづくり推進事業補助金 LOVE FOR KOHOKU事業に対する補助 LOVE FOR KOHOKU実行委員会 750 750
事業補助（イベ
ント・大会）

令和5年3月31日 観光振興課 0749-65-6521

姉川の合戦再見事業補助金 姉川の合戦再見事業に対する補助 姉川の合戦再見実行委員会 300 198
事業補助（イベ
ント・大会）

令和5年3月31日 観光振興課 0749-65-6521

三成のふるさと振興事業補助金 三成祭開催経費に対する補助 石田町自治会 400 400
事業補助（イベ
ント・大会）

令和5年3月31日 観光振興課 0749-65-6521

小堀遠州文化振興事業補助金 小堀遠州四酔会に対する補助 小堀遠州四酔会 100 100
事業補助（イベ
ント・大会）

令和5年3月31日 観光振興課 0749-65-6521

曳山行事公開補助金 曳山行事公開に対する補助 公益財団法人曳山文化協会 11,879 11,879
事業補助（イベ
ント・大会）

令和5年3月31日 観光振興課 0749-65-6521

平成市民まちおこしイベント補助金
観光の振興及び商店街の活性化を図るイベント開催に対
する補助

長浜出世まつり実行委員会 12,027 11,842
事業補助（イベ
ント・大会）

令和5年3月31日 観光振興課 0749-65-6521

長浜・北びわ湖大花火大会補助金 長浜・北びわ湖大花火大会の開催に対する補助
北びわ湖大花火大会実行委員
会、若しくは長浜花火実行委員会

10,000 10,000
事業補助（イベ
ント・大会）

令和5年3月31日 観光振興課 0749-65-6521

観光事業推進補助金 市と共同で行う事業に対する補助 （公社）長浜観光協会 15,056 15,056
事業補助（奨
励）

令和5年3月31日 観光振興課 0749-65-6521

木ノ本駅観光バス駐車場管理運営補
助金

木之本観光駐車場管理運営に関する補助 （公社）長浜観光協会 666 666
事業補助（制度
的）

令和5年3月31日 観光振興課 0749-65-6521

持続できる遊休農地活用支援事業補
助金

遊休農地の再生、活用に対する補助 農業者（団体）(7件） 2,427 2,427
事業補助（奨
励）

令和5年3月31日 農業振興課 0749-65-6522
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梅雨期豪雨対応産地緊急支援事業補
助金

平成30年梅雨期豪雨により被災した産地における営農再
開に対する補助

- 0 0
事業補助（制度
的）

令和3年3月31日 農業振興課 0749-65-6522

耕作放棄地解消事業補助金 耕作放棄地の解消作業に対する補助 農業者（団体）４件 995 899
事業補助（制度
的）

令和4年3月31日 農業振興課 0749-65-6522

環境保全型農業直接支払交付金
環境こだわり農業及び地球温暖化防止や生物多様性保全
などの環境保全に資する取組を推進するための補助

農業者（団体）(788件） 111,283 111,283
事業補助（制度
的）

令和5年3月31日 農業振興課 0749-65-6522

中核農業者互助団体支援事業補助金
事故または疾病等により機械作業が困難となった主幹農
業者のために、代理作業を実施した相互支援団体に対す
る補助

- 0 0
事業補助（制度
的）

令和5年3月31日 農業振興課 0749-65-6522

新規就農者支援事業補助金 新規就農及び研修に係る経費に対する補助 新規農業者（6件） 3,448 3,186
事業補助（制度
的）

令和5年3月31日 農業振興課 0749-65-6522

意欲ある農業者研修支援事業補助金 先進地視察等を実施した経費のうち、交通費に係る補助 - 0 0 団体運営補助 令和5年3月31日 農業振興課 0749-65-6522

農業経営基盤強化利子助成金 利子助成 農業者、農業生産法人(16件） 454 301
事業補助（制度
的）

令和5年3月31日 農業振興課 0749-65-6522

生産調整推進事業（アタッチメント整
備）補助金

麦及び大豆並びにそばの生産に必要な設備に対する補助 認定農業者等(3件） 600 600
事業補助（制度
的）

令和5年3月31日 農業振興課 0749-65-6522

経営体育成条件整備事業補助金
農産物の生産に必要な施設等の再建又は修繕に対する補
助

農業者、農業生産法人(59件） 74,927 62,260
事業補助（制度
的）

令和2年3月31日 農業振興課 0749-65-6522

経営開始型青年就農者支援事業補助
金

青年就農者の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため
の補助

農業者(14件) 18,750 15,666
事業補助（制度
的）

令和5年3月31日 農業振興課 0749-65-6522

農作業緊急対応支援事業補助金
急な怪我、疾病等による不測の事態が発生した場合にお
いて、農業者団体が農業者を緊急的に支援する体制を整
備することに要する費用に対する補助

農業者団体（1件） 700 500
事業補助（制度
的）

令和5年3月31日 農業振興課 0749-65-6522

担い手確保・経営強化支援事業補助
金

人・農地プランに位置づけられた中心経営体が融資を活用
して行う整備に要する経費に対する補助

農業者(8件) 130,973 66,527
事業補助（制度
的）

令和5年3月31日 農業振興課 0749-65-6522

農地集積協力事業交付金
農地中間管理機構を通じて農地集積に協力する者に対す
る補助

農業者等（149件） 10,344 10,344
事業補助（制度
的）

令和5年3月31日 農業振興課 0749-65-6522

経営所得安定対策推進事業補助金
経営所得安定対策及び水田活用の直接支払交付金の推
進に要する経費の補助

長浜市農業再生協議会 14,042 14,042 団体運営補助 令和5年3月31日 農業振興課 0749-65-6522

集落営農活動支援事業交付金
麦・大豆等のブロックローテーションに取り組む集落農業組
合に対し支援

集落の農業組合等（73件） 22,000 21,438
事業補助（奨
励）

令和5年3月31日 農業振興課 0749-65-6522

中山間地域等木製防護柵改修事業補
助金

野生獣による農産物被害を防止し、農業生産意欲の維持
向上を図るため、自治会等が実施する木製防護柵の改修
事業に対し、補助を行うもの

自治会（12件） 9,353 8,271
事業補助（奨
励）

令和5年3月31日 農業振興課 0749-65-6522

鳥獣害防止対策事業補助金
野生鳥獣による農林水産物被害を防止するため、自治会
が実施する鳥獣害防止対策事業（防護柵の設置・機能強
化・修繕、捕獲檻整備）に対し、補助を行うもの

自治会（20件） 11,580 8,760
事業補助（奨
励）

令和3年3月31日 農業振興課 0749-65-6522

給食用野菜を通じた食育推進事業費
補助金

給食用野菜を通じた食育推進に取り組む経費に対する補
助

- 0 0
事業補助（制度
的）

令和4年3月31日 農業振興課 0749-65-6522

水田野菜・花き栽培生産拡大推進事業
補助金

野菜・花き栽培のための農業機械の購入および簡易な暗
きょ排水設備の整備費用に対する補助

農業者等（14件） 18,000 16,145
事業補助（制度
的）

令和5年3月31日 農業振興課 0749-65-6522

ビニールパイプハウス類設置事業補助
金

高収益な野菜等の生産振興及び地場産野菜等の出荷を
促進し安定的な農業の担い手を育成するため、及び平成
30年台風20号及び台風21号により被災した園芸施設用ビ
ニールパイプハウスの再建及び修復に対する補助

農業者(35件） 31,139 24,985
事業補助（制度
的）

令和5年3月31日 農業振興課 0749-65-6522

産地パワーアップ事業費補助金
収益力向上に一体的、かつ計画的に取り組む産地におけ
る生産体制の強化や集出荷機能の改善に向けた農業設
備、機械等の整備に要する経費に対する補助

農業者団体（1件） 8,760 8,485
事業補助（制度
的）

令和3年3月31日 農業振興課 0749-65-6522

持続できる条件不利地域農業経営支
援事業補助金

農業機械の共同利用及び集落外部からの担い手の受入
れ体制が整った集落への農作業受委託等に対する補助

農業者団体（1件） 1,000 1,000
事業補助（制度
的）

令和5年3月31日 農業振興課 0749-65-6522

稚魚生産放流事業補助金 稚魚放流団体に対する補助 河川漁業協同組合(4件) 600 570
事業補助（制度
的）

令和5年3月31日 農業振興課 0749-65-6522

農業農村整備事業補助金
農業農村整備事業（土地改良施設の新設、更新、改修等）
を実施する団体等に対する補助

土地改良団体等 46,000 45,651
事業補助（制度
的）

令和5年3月31日 森林田園整備課 0749-65-6526

施設維持管理事業補助金
農林水産業施設の適正な維持管理を行う農林水産団体等
に対する補助

農林水産団体等 693 591
事業補助（制度
的）

令和5年3月31日 森林田園整備課 0749-65-6526

強化支援費補助金
土地改良区のかかりまし管理経費（農外管理経費）分につ
いて支援するための事業

土地改良区 44,784 44,784
事業補助（制度
的）

令和5年3月31日 森林田園整備課 0749-65-6526

高度経営体集積促進事業補助金 高度経営体の農地集積の促進を支援する補助 集落の事業対策委員会 15,756 15,343 団体運営補助 令和5年3月31日 森林田園整備課 0749-65-6526

多面的機能支払交付金支援交付金
地域資源である農地や農業用施設を地域の住民と農業者
が共同で維持、保全するための活動に対する補助

市長の認定を受けた農業者団体
等

182,361 181,549
事業補助（制度
的）

令和5年3月31日 森林田園整備課 0749-65-6526

中山間地域活性化直接支払事業交付
金

農業生産条件が不利な中山間地域等において、農用地を
維持・管理していくための取組みを締結し、それに従って農
業生産活動等を行う場合に対して交付

協定締結集落 27,308 27,308
事業補助（制度
的）

令和5年3月31日 森林田園整備課 0749-65-6526

単県間伐対策事業補助金
県の定める間伐材有効活用事業に要する経費に対して補
助金を交付する

滋賀北部森林組合
長浜市伊香森林組合

2,000 1,881
事業補助（奨
励）

令和5年3月31日 森林田園整備課 0749-65-6526
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造林間伐事業補助金 造林事業により間伐を行った森林に対し、支援を行う
滋賀北部森林組合
長浜市伊香森林組合

10,243 10,243
事業補助（奨
励）

令和5年3月31日 森林田園整備課 0749-65-6526

森林環境整備事業補助金
造林事業により鳥獣害防止施設等整備を行った森林に対
し、支援を行う

滋賀北部森林組合
長浜市伊香森林組合

437 437
事業補助（奨
励）

令和5年3月31日 森林田園整備課 0749-65-6526

間伐推進事業補助金
森林の間伐を促進し、森林の二酸化炭素吸収による地球
温暖化防止に寄与するため、森林組合等が行う森林境界
の明確化に要する経費を補助するもの

- 0 0
事業補助（奨
励）

令和5年3月31日 森林田園整備課 0749-65-6526

巨樹・巨木の森整備事業補助金
水源地域の森林における巨樹・巨木林を持続的に活用し
ながら保全するために行う事業に要する経費に対して補助
金を交付する

- 0 0 その他の補助金 令和5年3月31日 森林田園整備課 0749-65-6526

森林多面的機能推進事業補助金
森林関係団体が行う森林の多面的機能を持続的に発揮さ
せるために行う事業に要する経費に対して補助金を交付す
る

森林活動団体・自治会 1,239 907
事業補助（奨
励）

令和5年3月31日 森林田園整備課 0749-65-6526

長浜市産材木材利用促進事業補助金

長浜市産材（スギ、ヒノキ等の木材）を５立方メートル以上
使用した新築で、長浜市産材を当該補助金の交付決定に
係る年度内に建築物に組み込むことができるものに対し、
補助金を交付する

市民 2,500 2,103
事業補助（奨
励）

令和5年3月31日 森林田園整備課 0749-65-6526

木質バイオマス振興事業補助金
家庭用等の薪ストーブ、ペレットストーブ等の導入に対して
支援する

市民 3,000 1,299
事業補助（奨
励）

令和2年3月31日 森林田園整備課 0749-65-6526

森林境界明確化支援事業補助金
森林の間伐を促進し、森林の二酸化炭素吸収による地球
温暖化防止に寄与するため、森林組合等が行う森林境界
の明確化に要する経費を補助するもの

滋賀北部森林組合
長浜市伊香森林組合

1,500 1,499
事業補助（奨
励）

令和5年3月31日 森林田園整備課 0749-65-6526

森林境界明確化推進事業補助金
森林の間伐を促進し、森林の二酸化炭素吸収による地球
温暖化防止に寄与するため、自治会等が行う森林境界の
明確化に要する経費を補助するもの

- 50 0
事業補助（奨
励）

令和5年3月31日 森林田園整備課 0749-65-6526

森林整備地域活動支援交付金

適切な森林整備の推進を通じて、森林の有する多面的機
能が十分に発揮されるよう適切な森林整備の推進を図る
ため、森林所有者等が行う森林施業の推進に必要な地域
活動等に要する経費に対して交付金を交付する

滋賀北部森林組合
長浜市伊香森林組合

4,579 4,050
事業補助（奨
励）

令和5年3月31日 森林田園整備課 0749-65-6526

林研グループ育成補助金
林業研究グループが行う研修会、技術研さん会など林業活
動や林業経営の研究改善事業に要する経費に対して補助
金を交付する

滋賀北部森林組合
長浜市伊香森林組合

244 229 その他の補助金 令和5年3月31日 森林田園整備課 0749-65-6526

高性能林業機械導入支援事業補助金
集約化施業に伴い、森林組合が行う高性能林業機械楼の
導入に要する経費を補助くするもの

- 0 0
事業補助（奨
励）

令和3年3月31日 森林田園整備課 0749-65-6526

私道舗装工事補助金 私道（里道）の舗装工事を行うものに対する補助 - 250 0
地域コミュニティ
関連補助

令和5年3月31日 道路河川課 0749-65-6531

法定外道路改修等補助金 法定外道路の機能回復工事を行う者に対する補助 自治会（3件） 3,250 2,056
地域コミュニティ
関連補助

令和3年3月31日 道路河川課 0749-65-6531

除雪機械等購入補助金
自治会等が自主的に行う除雪のための除雪機械購入にか
かる費用に対する補助

自治会（7件） 12,000 11,687
地域コミュニティ
関連補助

令和5年3月31日 道路河川課 0749-65-6531

集落除雪作業補助金 機械除雪作業の委託に対する補助 自治会（11件） 5,704 108
地域コミュニティ
関連補助

令和5年3月31日 道路河川課 0749-65-6531

狭あい道路整備助成金 生活道路の拡幅整備に対する助成 地権者（3件） 1,000 316
地域コミュニティ
関連補助

令和5年3月31日 道路河川課 0749-65-6531

法定外水路等補助金 法定外水路の機能回復工事を行う者に対する補助 自治会（7件） 3,000 2,442
地域コミュニティ
関連補助

令和5年3月31日 道路河川課 0749-65-6531

空き家流通・活用促進事業補助金

利用されていない空き家の活用を促進し、市内の空き家の
増加を抑制することを目的に、空き家の改修工事や空き家
の家財処分にかかった費用の一部について、補助金を交
付します。

空き家所有者（1件） 742 100
事業補助（奨
励）

令和3年3月31日 住宅課 0749-65-6533

空き家活用地域活性化事業助成金

助成対象空き家の所在地の自治組織または市内に活動拠
点を有する市民活動団体等が地域の課題解決や地域の
活性化を目的とした空き家の改修工事や除却工事を行っ
た場合、費用の一部を助成します。

- 1,000 0
事業補助（奨
励）

令和4年3月31日 住宅課 0749-65-6533

特定優良賃貸住宅家賃対策補助金
特定優良賃貸住宅を管理する認定事業者に対して、契約
家賃月額と規定で定められた入居者の負担額との差額を
補助します

認定事業者 120 36
事業補助（制度
的）

令和5年3月31日 住宅課 0749-65-6533

居住促進事業助成金
子育て世帯及び新婚世帯を対象として、市内に新築住宅を
建築あるいは購入する場合に、その家屋に係る固定資産
税の納税額相当分を助成します

子育て世帯又は新婚世帯に属す
る住宅の所有者（434件）

19,845 18,090
事業補助（奨
励）

令和3年3月31日 住宅課 0749-65-6533

定住住宅改修促進事業助成金

U、I、J ターン者や市内の賃貸住宅居住者が長浜市に定住
することを目的に、取得した戸建ての中古住宅及び市内に
ある戸建ての実家の改修を行った場合、当該住宅の改修
工事費の一部を助成します

定住を目的に市内の住宅を取得・
賃貸借契約をし改修を行った者（6
件）

5,200 4,111
事業補助（奨
励）

令和5年3月31日 住宅課 0749-65-6533

耐震・バリアフリー事業補助金

耐震診断の結果、改修が必要とされた木造住宅の所有者
が行う耐震改修工事、耐震改修工事と併せて行われるバリ
アフリー改修工事、及びブロック塀等耐震対策工事に対し、
補助金を交付するもの

建物等の所有者（10件） 2,022 969
事業補助（奨
励）

令和5年3月31日 建築課 0749-65-6543

住宅・建築物アスベスト改修事業補助
金

民間建築物の吹付け建材に使用されているアスベストの
含有調査を実施する者に対し、補助金を交付するもの

建物等の所有者（1件） 85 35
事業補助（奨
励）

令和5年3月31日 建築課 0749-65-6543

地方バス路線維持費補助金 路線バス運行経費に対する補助 運行事業者(2件） 208,064 207,899 その他の補助金 令和5年3月31日 都市計画課 0749-65-6541

デマンドタクシー運行補助金 乗合タクシー運行経費に対する補助 運行事業者(6件） 31,810 30,566 その他の補助金 令和5年3月31日 都市計画課 0749-65-6541

バス車両購入補助金 路線バス車両購入経費に対する補助 バス事業者(1件） 18,051 17,991 その他の補助金 令和5年3月31日 都市計画課 0749-65-6541

緑化推進事業補助金
美しい緑豊かな景観づくり及び住みよいまちづくりに寄与す
る緑化事業に対する補助

- 170 0
事業補助（奨
励）

令和5年3月31日 都市計画課 0749-65-6541

土地区画整理事業補助金

宅地の利用増進を促進するとともに、道路、水路、公園等
の公共施設を整備して健全な市街地の建設を図るため、
土地区画整理事業に要する経費に対し、予算の範囲内で
補助金を交付するもの。

- 11,276 0
事業補助（制度
的）

令和3年3月31日 都市計画課 0749-65-6541
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水道施設災害復旧費補助金
災害により被害を受けた上水道施設並びに簡易水道施設
及び小規模水道施設を原形に復旧する事業並びに応急的
に施設を設置する事業に対する補助

長浜水道企業団 4,500 4,079 普通建設事業 令和4年3月31日 下水道総務課 0749-65-1600

草の根防災体制育成補助金 防災用資機材の購入に対する補助 自治会等（108件） 8,915 6,821
地域コミュニティ
関連補助

令和5年3月31日 防災危機管理局 0749-65-6555

耐震シェルター普及事業費補助金
個人木造住宅内に設置する耐震シェルター等の購入及び
設置に対する補助

- 200 0
事業補助（奨
励）

令和5年3月31日 防災危機管理局 0749-65-6555

草の根災害対策事業補助金
災害により被害が発生した自治会管理の共同施設等を自
治会が復旧するための経費に対する補助

自治会（1件） 85 85
地域コミュニティ
関連補助

令和5年3月31日 防災危機管理局 0749-65-6555

学用品購入補助金

木之本小学校と杉野小学校ならびに木之本中学校と杉野
中学校が令和２年４月１日に統合することに伴い、新たに
制服等を購入する必要が生じる児童生徒の保護者に対し、
その経費を補助するもの

保護者からの委任を受けた学校
長

434 291 その他の補助金 令和2年3月31日
すこやか教育推進
課

0749-65-8606

創立記念事業補助金
創立記念事業を自主的に行う団体に対し、その要する経費
の一部について予算の範囲内で補助するもの

市内中学校の創立記念事業を自
主的に行う団体

200 195
事業補助（制度
的）

令和5年3月31日
すこやか教育推進
課

0749-65-8606

市民で支える小学校給食費補助金 小学校における学校給食費を全額補助するもの 学校給食会又は保護者 252,252 228,042 その他の補助金 令和5年3月31日
すこやか教育推進
課

0749-65-8606

学用品購入補助金

木之本小学校と杉野小学校ならびに木之本中学校と杉野
中学校が令和２年４月１日に統合することに伴い、新たに
制服等を購入する必要が生じる児童生徒の保護者に対し、
その経費を補助するもの

保護者からの委任を受けた学校
長

210 106 その他の補助金 令和2年3月31日
すこやか教育推進
課

0749-65-8606

創立記念事業補助金
創立記念事業を自主的に行う団体に対し、その要する経費
の一部について予算の範囲内で補助するもの

市内中学校の創立記念事業を自
主的に行う団体

496 225
事業補助（制度
的）

令和5年3月31日
すこやか教育推進
課

0749-65-8606

通学用ヘルメット補助金
徒歩通学並びに自転車通学する児童生徒のヘルメット購
入に必要とする経費を補助するもの

市内小・中学校および義務教育学
校

836 828 その他の補助金 令和5年3月31日
すこやか教育推進
課

0749-65-8606

長浜市ＰＴＡ連絡協議会補助金 社会体育振興事業に対する補助 長浜市ＰＴＡ連絡協議会 400 400 団体運営補助 令和5年3月31日 教育指導課 0749-65-8605

長浜市人権教育研究大会補助金 人権教育研究大会開催に対する補助 滋賀県人権教育長浜研究会 135 135 団体運営補助 令和5年3月31日 教育指導課 0749-65-8605

病児保育事業補助金 病児保育事業者に対する整備費・運営費の補助 病児保育事業者(1件） 9,608 9,608
事業補助（制度
的）

令和5年3月31日 幼児課 0749-65-8607

保育士等奨学金返還支援金
修学のため奨学金を借り、卒業して長浜市内の保育施設
等に就業された場合における、奨学金の返還に要する経
費に対する補助

長浜市内の保育所施設に新規に
採用された保育士等（19件）

1,720 1,608
事業補助（奨
励）

令和3年3月31日 幼児課 0749-65-8607

保育士等居住支援事業補助金
長浜市外から転入し、長浜市内の保育施設等に就業され
た場合に、本人、もしくは法人等に対し家賃・宿舎借上費を
助成

長浜市内の保育所施設に新規に
採用された保育士等（7件）

3,027 3,027
事業補助（奨
励）

令和3年3月31日 幼児課 0749-65-8607

保育士等の再就職定着応援金
保育士資格等を有しながら、現在勤務していない人の再就
職と定着を応援するために、再就職後２年および３年を経
過した際に、応援金を交付する

- 0 0
事業補助（奨
励）

令和3年3月31日 幼児課 0749-65-8607

副食費補助金
副食費の減免を行う民間認可保育所及び認定こども園に
対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

民間保育所および認定こども園 6,960 6,960
事業補助（制度
的）

令和4年3月31日 幼児課 0749-65-8607

保育所等施設整備支援事業補助金 保育所等の整備に対する補助 民間認可保育所(3件） 5,081 5,081 普通建設事業 令和5年3月31日 幼児課 0749-65-8607

保育所、認定こども園等整備事業費補
助金

保育所等の整備に対する補助
民間認可保育所・認定こども園(6
件）

1,350 1,350 普通建設事業 令和5年3月31日 幼児課 0749-65-8607

保育所運営費補助金 保育所の運営に対する補助 民間認可保育所(10件） 51,366 48,657 団体運営補助 令和5年3月31日 幼児課 0749-65-8607

しょうがい児保育事業補助金
滋賀県自治振興交付金選択事業実施要綱別表に掲げる
事業（しょうがい児保育推進事業）に対する補助

民間認可保育所(9件） 36,000 32,048
事業補助（制度
的）

令和5年3月31日 幼児課 0749-65-8607

延長保育事業補助金
滋賀県地域子育て支援事業費補助金交付要綱別表に掲
げる事業（延長保育事業）に対する補助

民間認可保育所(10件） 12,131 7,696
事業補助（制度
的）

令和5年3月31日 幼児課 0749-65-8607

週休加配保育士設置事業補助金
週休２日制実施のために加配設置された保育士に対する
補助

民間認可保育所(9件） 25,052 23,155
事業補助（制度
的）

令和5年3月31日 幼児課 0749-65-8607

一時預かり事業補助金
滋賀県地域子育て支援事業費補助金交付要綱別表に掲
げる事業（一時預かり事業）に対する補助

- 0 0
事業補助（制度
的）

令和5年3月31日 幼児課 0749-65-8607

低年齢児保育事業補助金
１・２歳児が１３人以上いる園における低年齢児の加配に
対する補助

民間認可保育所(10件） 39,000 38,500
事業補助（制度
的）

令和5年3月31日 幼児課 0749-65-8607

病児保育事業補助金
滋賀県地域子育て支援事業費補助金交付要綱別表に掲
げる事業（病児保育事業）に対する補助

民間認可保育所(2件） 6,811 5,827
事業補助（制度
的）

令和5年3月31日 幼児課 0749-65-8607

保育対策総合支援事業補助金 保育環境の改善を図るために実施する事業に対する補助 - 0 0
事業補助（制度
的）

令和5年3月31日 幼児課 0749-65-8607

保育環境改善等事業補助金
新型コロナウイルス感染症予防に要する経費に対する補
助

民間認可保育所(4件） 288 288
事業補助（制度
的）

令和4年3月31日 幼児課 0749-65-8607

子育て支援事業補助金 認可外保育所の運営に対する補助 民間認可外保育所（1件） 2,724 1,544 団体運営補助 令和3年3月31日 幼児課 0749-65-8607

認定こども園運営費補助金 認定こども園の運営に対する補助 民間認可認定こども園(3件） 15,078 13,691 団体運営補助 令和5年3月31日 幼児課 0749-65-8607
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低年齢児保育事業補助金
１・２歳児が１３人以上いる園における低年齢児の加配に
対する補助

民間認可認定こども園(3件） 10,200 9,000
事業補助（制度
的）

令和5年3月31日 幼児課 0749-65-8607

しょうがい児保育事業補助金
滋賀県自治振興交付金選択事業実施要綱別表に掲げる
事業（しょうがい児保育推進事業）に対する補助

民間認可認定こども園(2件） 10,800 10,800
事業補助（制度
的）

令和5年3月31日 幼児課 0749-65-8607

一時預かり事業補助金
滋賀県地域子育て支援事業費補助金交付要綱別表に掲
げる事業（一時預かり事業）に対する補助

民間認可認定こども園(1件） 3,280 3,280
事業補助（制度
的）

令和5年3月31日 幼児課 0749-65-8607

延長保育事業補助金
滋賀県地域子育て支援事業費補助金交付要綱別表に掲
げる事業（延長保育事業）に対する補助

民間認可認定こども園(3件） 2,705 2,705
事業補助（制度
的）

令和5年3月31日 幼児課 0749-65-8607

週休加配保育士設置事業補助金
週休２日制実施のために加配設置された保育士に対する
補助

民間認可認定こども園(3件） 6,711 5,486
事業補助（制度
的）

令和5年3月31日 幼児課 0749-65-8607

病児保育事業補助金
滋賀県地域子育て支援事業費補助金交付要綱別表に掲
げる事業（病児保育事業）に対する補助

民間認可認定こども園(1件） 4,076 2,604
事業補助（制度
的）

令和5年3月31日 幼児課 0749-65-8607

保育環境改善等事業補助金
新型コロナウイルス感染症予防に要する経費に対する補
助

民間認可認定こども園(4件） 475 475
事業補助（制度
的）

令和4年3月31日 幼児課 0749-65-8607

市議会政務活動費
市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な
経費の一部として会派又は議員に対し交付

議会における会派又は議員（12
件）

6,240 3,699 その他の補助金 令和5年3月31日 議会事務局 0749-65-6547

過疎地域振興事業支援交付金

平成28年度末に解散した「一般財団法人湖北水源の郷づ
くり」から余呉地域づくり協議会へ継承された事業の運営に
かかる経費の財政支援をおこなうため、長浜市過疎地域自
立促進特別事業基金を財源として交付する

余呉地域づくり協議会 7,000 7,000 団体運営補助 令和5年3月31日
北部振興局　地域
振興課

0749-82-5900

地域おこし協力隊起業支援補助金
定住促進や起業支援により市の活性化を図るため、起業
する地域おこし協力隊員に対し交付する

長浜市地域おこし協力隊 1,000 1,000
事業補助（奨
励）

令和3年3月31日
北部振興局　地域
振興課

0749-82-5900

こほく地域フェスティバル補助金 湖北地域のイベント開催事業に対する補助

水とロマンの祭典実行委員会、小
谷城戦国まつり実行委員会、グル
メの集い実行委員会、こほくイルミ
の広場実行委員会

2,738 2,614
事業補助（イベ
ント・大会）

令和5年3月31日
北部振興局　地域
振興課

0749-82-5900

観音の里ふるさとまつり補助金 観音の里ふるさとまつり開催事業に対する補助
観音の里ふるさとまつり実行委員
会

2,479 2,479
事業補助（イベ
ント・大会）

令和5年3月31日
北部振興局　地域
振興課

0749-82-5900

木之本地区観光振興事業補助金
観光関連団体の行う観光振興対策事業に必要な経費の一
部に対する補助

観光関連団体 3,200 3,200
事業補助（イベ
ント・大会）

令和5年3月31日
北部振興局　地域
振興課

0749-82-5900

余呉湖まつり補助金 余呉湖まつりイベント開催事業に対する補助 余呉湖まつり実行委員会 300 250
事業補助（イベ
ント・大会）

令和5年3月31日
北部振興局　地域
振興課

0749-82-5900

西浅井地域振興イベント開催事業補助
金

西浅井地域のイベント開催事業に対する補助
西浅井地域振興イベント実行委員
会

1,500 726
事業補助（イベ
ント・大会）

令和5年3月31日
北部振興局　地域
振興課

0749-82-5900

余呉湖健康マラソン補助金

余呉地域で組織される実行委員会が主催する当大会を支
援することにより、地域住民の健康及び体力の保持増進を
図れるとともに、市外各地から訪れる人々に余呉地域の豊
かな自然と触れあう機会を提供し、交流人口・関係人口の
創出と、地域住民・各種団体等の協働による地域の活性化
を図る

余呉湖健康マラソン実行委員会 2,000 2,000
事業補助（イベ
ント・大会）

令和5年3月31日
北部振興局　地域
振興課

0749-82-5900

丹生ダム対策交付金 丹生ダム対策委員会の活動に対する交付 丹生ダム対策委員会 3,000 3,000 団体運営補助 令和5年3月31日 丹生ダム対策室 0749-82-5904

合　　　計 4,423,000 3,979,618


