
一般会計 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一　般

71,314,208 23,938,820 3,977,500 3,189,459 40,208,429

1,571,552 2,136,523 255,000 ▲ 338,263 ▲ 481,708

市税：▲161,000

普通交付税：646,798

ふるさと寄附金：▲80,000

財政調整基金：▲1,500,000

減債基金：▲375,831

前年度繰越金：828,325

減収補填債：160,000

72,885,760 26,075,343 4,232,500 2,851,196 39,726,721

１．補助採択等によるもの 329,343

○担い手支援事業 88,200 【県】88,200

○土地改良事業 16,000 【県】15,000

○林道治山整備事業 6,500 【県】1,750

○田村駅周辺整備事業 105,700 【国】91,200

○地籍調査事業 11,943 【県】7,888

○舗装修繕事業 41,000 【国】18,400

○橋梁長寿命化事業 35,000 【国】18,260

○地域整備事業 25,000 【国】12,500

【基金】12,500

２．決算見込みに合わせた補正 ▲ 180,565

○基金への積立 200,000

まち・ひと・しごと創生総合戦略推進基金積立金 200,000

公共施設等保全整備基金積立金 400,000

教育施設整備基金積立金 200,000

地域福祉基金積立金 300,000

37,530 【その他】37,530

87,439 【その他】86,000

10,000 【その他】10,000

○国県支出金の増減や契約差金等に伴う事業費の減額・財源更正 ▲ 1,615,534 【国】1,899,710

【県】▲60,135

【市債】▲60,200

【基金】▲399,766

【その他】▲105,127

３．その他の予算措置 1,422,774

○人事管理事務経費 6,907

○公有財産管理事務経費 600,000

○湖北野鳥センター管理運営事業 4,000

○浅井支所等管理経費 26,000

○虎姫支所等管理経費 23,000

○湖北支所等管理経費 10,500

○高月支所等管理経費 47,200

○地域医療推進事業 19,000 【国】19,000

○救急医療体制運営事業 12,738

○小児医療体制整備事業 20,000 【基金】20,000

○病院事業会計負担金 50,143

○保健衛生総務管理事務経費 600 【その他】600

○老人保健施設事業会計負担金 72

○有害鳥獣対策事業 44,490 【県】24,750

○県営道路事業負担金 4,342

有害鳥獣捕獲等報償金の追加

老人保健施設事業に対する負担金の追加

第11号　　令和2年度長浜市一般会計補正予算（第12号）の概要

区　　　分 予 算 額
財　源　内　訳

現計予算額

市道舗装修繕工事

補正後予算額

暗渠工事及び実施設計業務

デジタル化推進基金積立金

冷暖房設備設置及び給水加圧ポンプ修繕

トイレ改修工事

県営道路事業に対する負担金の追加

応援する基金積立金の追加

休日急患診療所特別会計への繰出金

雨漏れ改修工事等

消防設備改修工事

新型コロナウイルスに立ち向かう医療従事者を

市道舗装修繕工事の追加

橋梁補修詳細設計業務

ふるさと寄附金の積立（5基金）

担い手確保・経営強化支援事業補助金

ため池耐震診断調査業務

林道災害復旧工事

地籍測量業務等

地域医療連携学総合講座に対する寄附金

病院事業に対する負担金の追加及び出資金の減額

企業版ふるさと納税の積立（1基金）

診療所感染症対策改修工事

3月補正予算額(第12号)

空調機器改修工事

公務災害に伴う休業補償等

基金利子の積立（15基金）

地域の元気づくり基金積立金



○南田附神前線整備事業 235,746 【市債】223,900

○河川改良事業 91,300 【市債】91,300

○急傾斜地崩壊対策事業 10,052

○市営住宅管理事業 11,500

○農業集落排水事業特別会計繰出金 1,129

○公共下水道事業会計負担金 164,355

○北部振興局管理経費 8,000

○保育所管理運営事業 7,000

○認定こども園園舎等維持管理経費 14,700

○小学校校舎等維持管理経費 10,000

■繰越明許費

　　○湖北野鳥センター管理運営事業 4,000 市民生活部環境保全課

　　○浅井支所等管理経費 26,000 市民生活部浅井支所

　　○虎姫支所等管理経費 23,000 市民生活部虎姫支所

　　○湖北支所等管理経費 10,500 市民生活部湖北支所

　　○高月支所等管理経費 47,200 市民生活部高月支所

　　○地域医療推進事業 19,000 健康福祉部地域医療課

　　○担い手支援事業 担い手確保・経営強化支援事業補助 88,200 産業観光部農業振興課

　　○土地改良事業 ため池耐震診断調査業務 16,000 産業観光部森林田園整備課

　　○林道治山整備事業 林道路肩復旧工事、林道災害復旧工事、林道開設工事 38,000 産業観光部森林田園整備課

　　○田村駅周辺整備事業 暗渠工事及び実施設計業務 105,700 都市建設部都市計画課

　　○豊公園再整備事業 豊公園再整備工事 44,125 都市建設部都市計画課

　　○地福寺神照線整備事業 物件移転補償及び街路用地購入等 237,244 都市建設部都市計画課

　　○地籍調査事業 地籍測量業務等 11,943 都市建設部道路河川課

　　○南田附神前線整備事業 343,435 都市建設部道路河川課

　　○舗装修繕事業 51,000 都市建設部道路河川課

　　○木之本線整備事業 道路改良工事 66,000 都市建設部道路河川課

　　○橋梁長寿命化事業 橋梁補修詳細設計業務及び補修工事 82,856 都市建設部道路河川課

　　○河川改良事業 護岸改修工事 91,300 都市建設部道路河川課

　　○急傾斜地崩壊対策事業 急傾斜地測量設計業務等 14,835 都市建設部道路河川課

　　○市営住宅管理事業 市営住宅解体工事 11,500 都市建設部住宅課

　　○北部振興局管理経費 8,000 北部振興局地域振興課

　　○地域整備事業 114,949 北部振興局建設課丹生ダム対策室

　　○保育所管理運営事業 7,000 教育委員会事務局教育総務課

　　○認定こども園園舎等維持管理経費 14,700 教育委員会事務局教育総務課

　　○小学校校舎等維持管理経費 10,000 教育委員会事務局教育総務課

■債務負担行為

　　○長浜市民体育館等指定管理料（追加分）（R8） 15,426 市民協働部スポーツ振興課

　　○神照運動公園指定管理料（追加分）（R8） 23,122 市民協働部スポーツ振興課

　　○浅井地区スポーツ施設指定管理料（追加分）（R8） 25,005 市民協働部スポーツ振興課

　　○長浜伊香ツインアリーナ指定管理料（追加分）（R8） 46,600 市民協働部スポーツ振興課

特別会計

第12号　長浜市国民健康保険特別会計補正予算（第3号） 472,796

第13号　長浜市国民健康保険特別会計（直診勘定）補正予算（第4号） 896

第14号　長浜市介護保険特別会計補正予算（第3号） ▲ 12,229

第15号　長浜市休日急患診療所特別会計補正予算（第2号） ▲ 2,642

第16号　長浜市農業集落排水事業特別会計補正予算（第2号） ▲ 42,946

企業会計

第17号　長浜市病院事業会計補正予算（第4号） 新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金、 28,945

一般会計負担金及び出資金の精算、決算整理

第18号　長浜市老人保健施設事業会計補正予算（第2号） 0

第19号　長浜市公共下水道事業会計補正予算（第2号） 34,512

決算見込みによる減額等

防水修繕（1園）

防水修繕（2園）

空調機器改修工事

診療所感染症対策改修工事

決算見込みによる基金積立及び財源更正

保険給付費の追加、決算見込みによる減額等

決算見込みによる基金積立及び減額等

防水修繕（2校）

物件移転補償及び道路改良工事

物件移転補償及び道路改良工事

市道舗装修繕工事の追加

市道舗装修繕工事等

防水修繕（2校）

決算見込みによる整理に伴う繰出金の追加

市営住宅解体工事

一般会計負担金等の精算、決算整理

トイレ改修工事

雨漏れ改修工事等

北部振興局庁舎改修工事等

防水修繕（1園）

消防設備改修工事

冷暖房設備設置及び給水加圧ポンプ修繕

防水修繕（2園）

決算見込みによる減額等

一般会計負担金等の精算、財源更正

北部振興局庁舎改修工事等

護岸改修工事

県営急傾斜地崩壊対策事業に対する負担金の追加

決算見込みによる整理に伴う負担金等の追加


