
一般会計 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一　般

58,865,568 15,910,226 1,624,200 3,115,091 38,216,051

1,266,379 673,362 2,500 148,491 442,026

財政調整基金：442,026

60,131,947 16,583,588 1,626,700 3,263,582 38,658,077

１．新型コロナウイルス感染症緊急くらし・経済再生対策に関するもの 1,212,323

　○子育て世帯応援事業 455,200 【国：400,000】

　○商業振興対策事業 98,500

　○緊急経済対策事業 410,375 【国：166,741】

　○持続可能な農業経営支援事業 30,000

　○デジタル化推進事業 11,082 【デジタル基金：1,282】

　○ＩＴ推進事業 9,709 【デジタル基金：9,709】

　○小学校教育備品整備事業 148,167

　○中学校教育備品整備事業 3,373

　○地域国際化推進事業 494

　○市民まちづくりセンター管理運営事業 15,913

　○養蚕の館管理運営事業 838

　○虎姫時遊館管理運営事業 838

　○市民文化ホール管理運営事業 3,693

　○長浜市民交流センター管理運営事業 2,151

　○勤労青少年施設等管理運営事業 1,119

　○図書館管理運営費 5,542

　○スポーツ施設管理運営事業 5,930

　○文化財保護普及事業 82

　○浅井歴史民俗資料館管理運営事業 82

　○文化施設管理運営費 164

　○高月観音の里歴史民俗資料館管理運営 82

　　 事業費

　○長浜地域総合センター管理運営事業 562

　○虎姫コミュニティセンター管理運営事業 212

　○木之本総合センター管理運営事業 321

　○地域子育て支援センター運営事業 1,784

　○保育所管理運営事業 455

　○認定こども園管理費 1,480

【国：32,565】
【市債：2,500】
【子ども基金：29,000】

地域子育て支援センターにおける感染症対策物品の

市民交流センターにおける感染症対策物品の購入

スポーツ施設における感染症対策物品の購入

史跡下坂氏館跡における感染症対策物品の購入

浅井歴史民俗資料館における感染症対策物品の購入

保育所における感染症対策物品の購入

虎姫時遊館における感染症対策物品の購入

図書館における感染症対策物品の購入

文化施設における感染症対策物品の購入

の購入

長浜地域総合センターにおける感染症対策物品の購入

庁内ペーパレス化に向けたタブレット端末等の購入

高月観音の里歴史民俗資料館における感染症対策物品

タブレット端末及び感染症対策物品の購入

購入

木之本総合センターにおける感染症対策物品の購入

認定こども園における感染症対策物品の購入

システムの拡充

文化ホールにおける感染症対策物品の購入

勤労青少年施設における感染症対策物品の購入

虎姫コミュニティセンターにおける感染症対策物品の

国際交流ハウスにおける感染症対策物品の購入

給付金の給付(対象者1人あたり10万円)

まちづくりセンターにおける感染症対策物品の購入

養蚕の館における感染症対策物品の購入

DX実証実験プロジェクトの実施及び手続ガイド

補正後予算額

タブレット端末及び周辺機器等の購入及び

スマート農業導入推進等経営改善支援事業補助金

第2号　　令和3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

19歳から22歳までの学生等養育世帯への臨時特別

1月補正予算額(第12号)

新時代開拓支援事業補助金

街並み景観形成事業補助金の拡充

購入

感染症対策物品の購入

【国：10,000】
【好循環基金：20,000】

【国：10,000】
【協働基金：88,500】



　○幼稚園管理費 1,001

　○国民健康保険特別会計（直診勘定） 3,174

　　 繰出金

２．新型コロナウイルスワクチン接種に関するもの 54,056

　○新型コロナウイルスワクチン接種推進事業 54,056 【国：54,056】

【参考】

基金略称

協働基金

子ども基金

デジタル基金

好循環基金

■繰越明許費

　○子育て世帯応援事業 453,822 健康福祉部子育て支援課

　○商業振興対策事業 98,500 産業観光部商工振興課

　○緊急経済対策事業 410,075 産業観光部商工振興課

　○持続可能な農業経営支援事業 30,000 産業観光部農業振興課

　○デジタル化推進事業 10,704 デジタル行政推進局

　○ＩＴ推進事業 9,709 デジタル行政推進局

　○小学校教育備品整備事業 148,167

　○中学校教育備品整備事業 3,373

　○地域国際化推進事業 494 市民協働部市民活躍課

　○市民まちづくりセンター管理運営事業 15,913 市民協働部市民活躍課

　○養蚕の館管理運営事業 838 市民協働部市民活躍課

　○虎姫時遊館管理運営事業 838 市民協働部市民活躍課

　○市民文化ホール管理運営事業 3,693

　○長浜市民交流センター管理運営事業 2,151

　○勤労青少年施設等管理運営事業 1,119

　○図書館管理運営費 5,542

　○スポーツ施設管理運営事業 5,930

　○文化財保護普及事業 82 市民協働部歴史遺産課

　○浅井歴史民俗資料館管理運営事業 82 市民協働部歴史遺産課

　○文化施設管理運営費 164 市民協働部歴史遺産課

　○高月観音の里歴史民俗資料館管理運営 82 市民協働部歴史遺産課

　　 事業費

　○長浜地域総合センター管理運営事業 562

　○虎姫コミュニティセンター管理運営事業 212

　○木之本総合センター管理運営事業 321 市民協働部人権施策推進
課

デジタル化推進基金

19歳から22歳までの学生等養育世帯への臨時特別

まちづくりセンターにおける感染症対策物品の購入

タブレット端末及び周辺機器等の購入及び

スマート農業導入推進等経営改善支援事業補助金

教育委員会事務局すこや
か教育推進課

教育委員会事務局すこや
か教育推進課

タブレット端末及び感染症対策物品の購入

図書館における感染症対策物品の購入

勤労青少年施設における感染症対策物品の購入

文化ホールにおける感染症対策物品の購入

の購入

購入

市民協働部生涯学習文化
課

市民協働部生涯学習文化
課

市民協働部生涯学習文化
課

市民協働部生涯学習文化
課

長浜地域総合センターにおける感染症対策物品の購入

虎姫コミュニティセンターにおける感染症対策物品の

市民協働部スポーツ振興
課

市民協働部人権施策推進
課

市民協働部人権施策推進
課

スポーツ施設における感染症対策物品の購入

史跡下坂氏館跡における感染症対策物品の購入

木之本総合センターにおける感染症対策物品の購入

文化施設における感染症対策物品の購入

高月観音の里歴史民俗資料館における感染症対策物品

国際交流ハウスにおける感染症対策物品の購入

新時代開拓支援事業補助金

新型コロナウイルスワクチンの5歳から11歳児向け

接種体制等整備に要する経費

子ども未来教育基金

基金名称

協働でつくる長浜まちづくり基金

環境と社会経済の好循環創造基金

市民交流センターにおける感染症対策物品の購入

浅井歴史民俗資料館における感染症対策物品の購入

養蚕の館における感染症対策物品の購入

街並み景観形成事業補助金の拡充

給付金の給付(対象者1人あたり10万円)

の購入

庁内ペーパレス化に向けた業務用タブレット端末等

システムの拡充

DX実証実験プロジェクトの実施及び手続ガイド

診療所における感染症対策物品の購入に伴う繰出金

幼稚園における感染症対策物品の購入

感染症対策物品の購入

虎姫時遊館における感染症対策物品の購入

の追加



　○地域子育て支援センター運営事業 1,784 健康福祉部子育て支援課

　○保育所管理運営事業 455 教育委員会事務局幼児課

　○認定こども園管理費 1,480 教育委員会事務局幼児課

　○幼稚園管理費 1,001 教育委員会事務局幼児課

　○新型コロナウイルスワクチン接種推進事業 52,596

■債務負担行為

　○デジタル化推進事業 3,500 デジタル行政推進局

特別会計

第3号　長浜市国民健康保険特別会計（直診勘定）補正予算（第1号） 感染症対策物品の購入 3,174

【繰越明許費】感染症対策物品の購入 3,174

認定こども園における感染症対策物品の購入

幼稚園における感染症対策物品の購入

接種体制等整備に要する経費

健康福祉部新型コロナウ
イルスワクチン接種推進
室

地域子育て支援センターにおける感染症対策物品の

手続ガイドシステム利用料(R5-R7)

保育所における感染症対策物品の購入

新型コロナウイルスワクチンの5歳から11歳児向け

購入


