
一般会計 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一　般

60,311,947 16,583,588 1,626,700 3,263,582 38,838,077

▲ 399,412 ▲ 286,704 ▲ 431,900 281,048 38,144

市税：270,000

普通交付税：1,715,470

特例交付金：△3,107

ふるさと寄附金：△100,000

財政調整基金：△980,112

減債基金：△609,279

臨時財政対策債：△648,571

前年度繰越金：393,743

59,912,535 16,296,884 1,194,800 3,544,630 38,876,221

１．補助採択等によるもの 137,993

　○戸籍住民基本台帳管理事務経費 4,092 【国：4,092】

　○地域介護・福祉空間整備事業 5,481 【国：5,481】

　○認定こども園園舎等維持管理経費 55,000

空調設備更新工事

　○担い手支援事業 19,820 【県：19,820】

　○土地改良事業 20,400 【県：18,000】

　○商業振興対策事業 25,000

　○小学校校舎等維持管理経費 8,200

２．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 66,202

　うち、指定管理料の減収補填及び追加支援を行うもの

　○駅関連施設維持管理運営事業 2,931

　○地域活性化施設管理運営事業 12,130

　○地域国際化推進事業 558

　○市民まちづくりセンター管理運営事業 2,279

及び追加支援

　○高齢者福祉施設管理運営事業 ▲ 156

　○健康パークあざい管理運営事業 5,219

　○勤労者施設管理運営事業 1,222

　○農林水産物販売加工施設管理運営事業 954

　○林業施設管理運営事業 2,408

　○長浜鉄道スクエア管理運営事業 2,985

　○慶雲館管理運営事業 5,393

　○己高庵管理運営事業 2,111

　○市民文化ホール管理運営事業 3,725

　○長浜市民交流センター管理運営事業 443

　○勤労青少年施設等管理運営事業 317

　○虎姫時遊館管理運営事業 8

　○文化施設管理運営費 2,310

　○スポーツ施設管理運営事業 21,365

第20号　　令和3年度長浜市一般会計補正予算（第14号）の概要

区　　　分 予 算 額
財　源　内　訳

現計予算額

担い手確保・経営強化支援事業補助金

官民連携まちなか再生推進に向けた社会実験

3月補正予算額(第14号)

【国：2,140】
【市債3,600】

国際交流ハウス指定管理料の減収補填

長浜市民交流センター指定管理料の減収補填

市内地域活性化施設指定管理料の減収補填

補正後予算額

【国：11,324】
【市債：19,200】

【国：12,500】
【好循環基金：12,500】

転出・転入手続のワンストップ化に向けたシステム改修

地域介護・福祉空間整備事業補助金

長浜鉄道スクエア指定管理料の減収補填及び追加支援

慶雲館本館等指定管理料の減収補填及び追加支援

市内文化施設指定管理料の減収補填及び追加支援

市内駅関連施設指定管理料の追加支援

虎姫時遊館指定管理料の減収補填

長浜市勤労青少年ホーム指定管理料の減収補填

健康パークあざい指定管理料の減収補填及び追加支援

己高庵指定管理料の減収補填及び追加支援

ため池耐震診断調査業務

湯田小学校便所改修工事

高山キャンプ場指定管理料の減収補填

妙理の里指定管理料の減収補填

びわ認定こども園乳児棟及びにしあざい認定こども園

市内勤労者施設指定管理料の減収補填

市内市民まちづくりセンター等指定管理料の減収補填

市内文化ホール指定管理料の減収補填及び追加支援

市内高齢者福祉施設指定管理料の減収補填

市内スポーツ施設指定管理料の減収補填及び追加支援



３．新型コロナウイルスワクチン接種に関するもの -270,324

　○新型コロナウイルスワクチン接種推進事業 ▲ 270,324

４．決算見込みに合わせた補正 -969,897

○基金への積立 12,709 【その他：12,709】

359,000 【その他：359,000】

10,600 【その他：10,600】

　○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 ▲ 1,352,206 【国：45,571】

【県：▲152,288】

【市債：▲496,700】

【基金：▲108,642】

【その他：▲48,169】

５．その他の予算措置 636,614

　○職員給与費 45,000

　○公有財産管理事務経費 94,000

　○浅井支所等管理経費 8,400

　○湖北支所等管理経費 5,000

　○老人保健施設事業会計負担金 511

　○高齢者福祉施設管理運営事業 46,000 【総合管理基金：46,000】

　○病院事業負担金 19,363

　○有害鳥獣対策事業 16,095 【県：16,980】

　○土地改良事業 42,104 【市債：42,000】

　○農業集落排水事業特別会計繰出金 16,086

　○水産業振興事業 23,000

　○県営道路事業負担金 2,923

　○公共下水道事業会計負担金 233,232

　○消防施設整備事業 6,000

　○教育委員会事務経費 59,000

　○小学校校舎等維持管理経費 6,300

　○生涯学習施設整備事業 13,600

【参考】

基金略称

好循環基金

総合管理基金

■繰越明許費

　○公有財産管理事務経費 94,000 総務部財政課

　○浅井支所等管理経費 8,400 市民生活部浅井支所

　○湖北支所等管理経費 5,000 市民生活部湖北支所

　○戸籍住民基本台帳管理事務経費 4,092 市民生活部市民課

　○生活困窮者自立支援事業 156,300 健康福祉部社会福祉課

　○高齢者福祉施設管理運営事業 46,000

　○認定こども園園舎等維持管理経費 68,000

　○担い手支援事業 19,820 産業観光部農業振興課

浅井文化ホール火災報知設備更新工事

浅井管内メロディチャイム撤去工事

湖北病院に対する負担金の追加

湖北支所ベランダ防水工事

老人保健施設事業に対する負担金の追加

ふるさと寄附金の積立（6基金）

南郷里小学校火災報知設備更新工事

決算見込みによる整理に伴う負担金等の追加

湖北支所ベランダ防水工事

旧余呉支所解体工事

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

転出・転入手続のワンストップ化に向けたシステム改修

旧余呉支所解体工事

公共施設等総合管理基金

県営かんがい排水事業負担金及び県営経営体育成

県営道路事業に対する負担金の追加

有害鳥獣捕獲等報償金の追加

長浜東部及び高月福祉ステーション屋根改修工事

整備に要する経費（R4年度予算への振替等）

企業版ふるさと納税の積立（1基金）

決算見込みによる整理に伴う繰出金の追加

新型コロナウイルスワクチン接種対策及び体制等の

基金利子の積立（15基金）

担い手確保・経営強化支援事業補助金

退職者の増加による退職手当の追加

南浜養魚施設解体撤去工事

旧青少年センター解体工事

健康福祉部高齢福祉介護
課

及びトイレ洋式化改修工事（六荘、あざい、とらひめ）

環境と社会経済の好循環創造基金

基盤整備事業負担金

千草町地先防火水槽解体工事

【国：▲269,701】
【県：▲623】

基金名称

認定こども園空調設備更新工事（びわ・にしあざい） 教育委員会事務局教育総
務課

浅井管内メロディチャイム撤去工事

長浜東部及び高月福祉ステーション屋根改修工事



　○土地改良事業 20,400

　○水産業振興事業 23,000 産業観光部農業振興課

　○商業振興対策事業 25,000 産業観光部商工振興課

　○南田附神前線整備事業 78,229 都市建設部道路河川課

　○木之本線整備事業 51,000 都市建設部道路河川課

　○橋梁長寿命化事業 49,352 都市建設部道路河川課

　○河川総務事務経費 7,373 都市建設部道路河川課

　○河川改良事業 5,700 都市建設部道路河川課

　○急傾斜地崩壊対策事業 57,327 都市建設部道路河川課

　○地域整備事業 13,808

　○豊公園再整備事業 45,883 都市建設部都市計画課

　○消防施設整備事業 6,000 防災危機管理局

　○教育委員会事務経費 59,000

　○小学校校舎等維持管理経費 14,500

更新工事

　○社会教育諸経費 2,502 市民協働部歴史遺産課

　○生涯学習施設整備事業 13,600

　○指定文化財等保存整備事業 5,029 市民協働部歴史遺産課

　○スポーツ施設整備事業 26,778

特別会計

第21号　長浜市国民健康保険特別会計補正予算（第2号） 148,398

第22号　長浜市国民健康保険特別会計（直診勘定）補正予算（第2号） ▲ 1,018

第23号　長浜市後期高齢者医療保険特別会計補正予算（第1号） 13,821

第24号　長浜市介護保険特別会計補正予算（第2号） ▲ 9,313

第25号　長浜市休日急患診療所特別会計補正予算（第1号） ▲ 4,000

第26号　長浜市農業集落排水事業特別会計補正予算（第2号） ▲ 61,967

企業会計

第27号　長浜市病院事業会計補正予算（第4号） ▲ 3,850

第28号　長浜市老人保健施設事業会計補正予算（第1号） 0

第29号　長浜市公共下水道事業会計補正予算（第2号） ▲ 56,184

河川浚渫工事

湯田小学校便所改修工事及び南郷里小学校火災報知設備

相撲庭地区急傾斜地崩壊対策工事

千草町地先防火水槽解体工事

浅井文化ホール火災報知設備更新

官民連携まちなか再生推進に向けた社会実験

教育委員会事務局教育総
務課

国道交差点工事負担金

市道西村線他消雪施設改修実施設計業務委託

南浜養魚施設解体撤去工事

産業観光部森林田園整備
課

物件移転補償、道路用地購入及び道路改良工事

旧青少年センター解体工事

北部振興局建設課丹生ダ
ム対策室

奈野良橋他橋梁補修工事及び施工管理業務委託

一般会計負担金等の精算、財源更正

一般会計負担金等の精算、決算整理

保険給付費の追加、決算見込みによる減額等

決算決算見込みによる減額、財源更正

決算見込みによる基金積立及び減額等

決算決算見込みによる減額、財源更正

一般会計負担金等の精算、財源更正

長浜伊香ツインアリーナ第2期整備工事 市民協働部スポーツ振興
課

指定文化財保存修理補助金

偉人マンガ（雨森芳洲）の制作と活用

決算見込みによる減額等

決算見込みによる追加

市民協働部生涯学習文化
課

ため池耐震診断調査業務

留目排水機場直流電源設備改修工事

教育委員会事務局教育総
務課

豊公園再整備工事


