
平 成 ２ ５ 年 度 平 成 ２ ４ 年 度

当 初 予 算 額 当 初 予 算 額 増 減 額 増 減 率

6,273,000 4,787,000 1,486,000 31.0

1,058,200 977,600 80,600 8.2

国 民 健 康 保 険 事 業
医科 83,600 88,600 △ 5,000 △ 5.6

（ 施 設 勘 定 ） 歯科 49,800 54,400 △ 4,600 △ 8.5

58,000 61,000 △ 3,000 △ 4.9

641,600 632,700 8,900 1.4

695,800 664,900 30,900 4.6

82,200 81,700 500 0.6

３条 324,274 300,267 24,007 8.0

４条 136,752 165,538 △ 28,786 △ 17.4

3,130,226 3,026,705 103,521 3.4

9,403,226 7,813,705 1,589,521 20.3総 額

平成２５年度竜王町の予算

（単位：千円、％）

会 計 名
前 年 度 比 較
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特
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計
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公

企

国民健康保険事業（事業勘定）

水 道 事 業

下 水 道 事 業

介 護 保 険

後 期 高 齢 者 医 療

学 校 給 食 事 業

計



　　（単位：千円、％）

総 額 構成比 うち一般財源 総 額 構成比 うち一般財源 総 額 伸び率

1 町 税 3,010,083 48.0 3,010,083 2,910,350 60.9 2,910,350 99,733 3.4

2 地 方 譲 与 税 47,001 0.8 47,001 46,001 1.0 46,001 1,000 2.2

3 利 子 割 交 付 金 5,000 0.1 5,000 5,000 0.1 5,000 0 0.0

4 配 当 割 交 付 金 2,500 0.0 2,500 1,700 0.0 1,700 800 47.1

5 株式等譲渡所得割交付金 1,000 0.0 1,000 1,000 0.0 1,000 0 0.0

6 地 方 消 費 税 交 付 金 148,000 2.4 148,000 148,000 3.1 148,000 0 0.0

7 ゴルフ場 利用 税交 付金 20,000 0.3 20,000 19,000 0.4 19,000 1,000 5.3

8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 13,000 0.2 13,000 12,000 0.3 12,000 1,000 8.3

9 地 方 特 例 交 付 金 9,000 0.1 9,000 10,000 0.2 10,000 △ 1,000 △ 10.0

10 地 方 交 付 税 30,000 0.5 30,000 126,000 2.6 126,000 △ 96,000 △ 76.2

11 交通安全対策特別交付金 2,000 0.0 2,000 2,000 0.0 2,000 0 0.0

12 分 担 金 及 び 負 担 金 68,235 1.1 0 68,007 1.4 0 228 0.3

13 使 用 料 及 び 手 数 料 37,960 0.6 4,502 35,726 0.7 4,000 2,234 6.3

14 国 庫 支 出 金 963,231 15.4 0 337,132 7.0 0 626,099 185.7

15 県 支 出 金 389,125 6.2 0 362,928 7.6 0 26,197 7.2

16 財 産 収 入 5,393 0.1 2,485 2,932 0.1 305 2,461 83.9

17 寄 付 金 2 0.0 1 2 0.0 1 0 0.0

18 繰 入 金 465,900 7.4 457,000 251,930 5.3 250,000 213,970 84.9

19 繰 越 金 20,000 0.3 20,000 20,000 0.4 20,000 0 0.0

20 諸 収 入 970,570 15.5 914,315 56,792 1.2 636 913,778 1,609.0

21 町 債 65,000 1.0 0 370,500 7.7 300,000 △ 305,500 △ 82.5

6,273,000 100.0 4,685,887 4,787,000 100.0 3,855,993 1,486,000 31.0

一般会計歳入予算目的別の状況

歳 入 合 計

比　　　　　　　較
区 分

平成２５年度当初予算額 平成２４年度当初予算額



　（単位：千円、％）

総　　額 構成比 うち一般財源 総　　額 構成比 うち一般財源 総　　額 伸び率

1 議 会 費 75,598 1.2 75,598 77,385 1.6 77,385 △ 1,787 △ 2.3

2 総 務 費 661,463 10.5 586,376 667,439 14.0 604,607 △ 5,976 △ 0.9

3 民 生 費 1,265,630 20.2 689,981 1,258,685 26.4 670,676 6,945 0.6

4 衛 生 費 426,907 6.8 392,936 391,839 8.2 375,636 35,068 8.9

5 労 働 費 12,172 0.2 10,422 11,057 0.2 11,007 1,115 10.1

6 農 林 水 産 業 費 264,972 4.2 201,279 288,760 6.0 208,621 △ 23,788 △ 8.2

7 商 工 費 44,953 0.7 43,666 35,334 0.7 34,047 9,619 27.2

8 土 木 費 2,073,108 33.1 1,356,627 542,061 11.3 463,108 1,531,047 282.4

9 消 防 費 230,438 3.7 215,062 242,463 5.1 229,145 △ 12,025 △ 5.0

10 教 育 費 661,024 10.5 559,808 656,974 13.7 569,088 4,050 0.6

11 公 債 費 518,682 8.3 518,682 557,223 11.6 557,223 △ 38,541 △ 6.9

12 諸 支 出 金 32,603 0.5 30,000 52,330 1.1 50,000 △ 19,727 △ 37.7

13 災 害 復 旧 費 450 0.0 450 450 0.0 450 0 0.0

14 予 備 費 5,000 0.1 5,000 5,000 0.1 5,000 0 0.0

6,273,000 100.0 4,685,887 4,787,000 100.0 3,855,993 1,486,000 31.0

一般会計歳出予算目的別の状況

歳 出 合 計

比　　　　　　　較

区 分

平成２５年度当初予算額 平成２４年度当初予算額



（単位：千円、％）

総      額 構成比 総      額 構成比 総      額 伸び率

1 人 件 費 1,123,782 17.9 1,116,083 23.4 7,699 0.7

2 物 件 費 898,518 14.3 891,524 18.6 6,994 0.8

3 維 持 補 修 費 5,713 0.1 7,625 0.2 △ 1,912 △ 25.1

4 扶 助 費 667,890 10.6 641,665 13.4 26,225 4.1

5 補 助 費 等 833,057 13.3 876,846 18.3 △ 43,789 △ 5.0

6 公 債 費 518,682 8.3 557,223 11.6 △ 38,541 △ 6.9

7 積 立 金 32,603 0.5 52,330 1.1 △ 19,727 △ 37.7

8 出 資 金 0 0.0 0 0.0 0 0.0

9 貸 付 金 1,970 0.0 1,970 0.0 0 0.0

10 繰 出 金 483,032 7.7 474,543 9.9 8,489 1.8

11 建 設 事 業 費 1,702,753 27.2 162,191 3.4 1,540,562 949.8

12 予 備 費 5,000 0.1 5,000 0.1 0 0.0

6,273,000 100.0 4,787,000 100.0 1,486,000 31.0歳 出 合 計

一般会計歳出予算性質別の状況

区 分

平成２５年度当初予算額 平成２４年度当初予算額 比　　　　　　　較



備考：●印は新規事業　○印は対前年当初予算比20%以上増事業　▲印は特認

（単位：千円）

１．豊かな自然と歴史を誇れるまちづくり
衛生費 ● 公共施設再生可能エネルギー等導入事業 42,154 竜王中学校体育館屋根への太陽光発電装置等設置

農林水産業費 田んぼの学校推進事業 180 田んぼの学校推進事業委託料（竜小・西小）

農林水産業費 土地改良総務費・一般管理 13,149 農林漁業資金償還町助成金

農林水産業費 日野川流域土地改良区負担金 52,989 日野川流域土地改良区負担金

農林水産業費 日野川用水施設管理協議会負担金 35,774 日野川用水施設管理事業負担金

農林水産業費 国営造成施設管理体制整備促進事業 9,356 国営造成施設管理体制整備促進事業負担金

農林水産業費 農地・水・環境保全向上対策事業 26,429 農地・水・環境保全向上対策負担金、環境保全型農業支援事業補助金

農林水産業費 ストックマネジメント事業 117 ストックマネジメント事業負担金

農林水産業費 林業振興費・一般管理 138 緑化推進委員会補助金

農林水産業費 雪野山生活環境保全林管理事業 193 雪野山生活環境保全林管理協議会補助金

農林水産業費 松くい虫防除事業 327 保全松林緊急保護整備業務委託料

農林水産業費 ● カシノナガキクイ虫駆除事業 522 カシノナガキクイムシ被害木伐倒駆除

農林水産業費 ふるさと歴史の森管理事業 161 散策道周辺清掃植栽管理業務委託料

農林水産業費 緊急雇用創出特別推進事業 3,657 雪野山保全整備事業委託料

土木費 河川総務費・一般管理 9,183 河川愛護作業補助金

教育費 森林環境学習「やまのこ」事業 280 県内の森林学習施設での体験学習（小学４年生対象）

教育費 文化財保存活動事業 1,774 文化財確認調査業務委託

教育費 埋蔵文化財発掘調査受託事業 4,745 大規模開発事前発掘調査

教育費 埋蔵文化財緊急発掘調査事業 5,222 試掘調査等

教育費 ○ 文化財普及啓発事業 491 体験学習・講座の開設・記録集「雪野山古墳を考える」作成等

教育費 文化財調査事業 25,553 文化財確認調査業務委託

２．みんなが安心して暮らせるまちづくり
総務費 東近江行政組合（管理負担金） 6,003 東近江行政組合管理負担金

総務費 個人情報保護・情報公開事業 168 個人情報保護審査会委員報酬

総務費 電算一般管理費 1,165 庁舎使用トナー等消耗品措置

総務費 基幹系システム開発・管理事業 30,333 基幹系システムのリースおよび保守業務

総務費 ○ 情報系システム開発・管理事業 15,465 情報系システムの保守等運用管理業務

総務費 ○ 総合庁舎維持修繕事業 965 総合庁舎の維持管理

総務費 交通安全指導員設置費 1,374 交通安全指導員配置

総務費 道路照明灯管理費（電気料） 3,986 町内の道路照明灯の電気代

総務費 ○ 交通安全施設等維持修繕費 3,338 道路照明灯他灯具交換、カーブミラー等修理

総務費 交通安全啓発活動事業 354 近江八幡地区交通安全協会負担金

総務費 交通災害共済加入推進事業 215 滋賀県市町村交通災害共済の加入事務等

総務費 交通安全施設整備事業 2,000 道路照明灯、路面標示、交通安全施設設置工事

総務費 公共交通対策費 17,749 コミュニティバス（八幡竜王線）の運行委託に係る補助金

総務費 公共交通施策検討事業 117 竜王町にふさわしい公共交通のあり方調査・検討

総務費 消費者行政推進対策費 146 地方消費者行政に係る啓発事業経費

総務費 平和都市宣言事業 399 平和祈念式の実施

総務費 地域安全対策事業 1,943 地域安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙ員賃金、地域安全推進協議会補助金他

民生費 社会福祉総務費・一般管理 70,890 社会福祉一般管理に係る経費

民生費 ○ 民生委員推薦会費 341 民生委員児童委員選任のための推薦会

民生費 社会福祉協議会活動事業 20,000 社会福祉協議会交付金

民生費 心配ごと相談所開設事業 315 心配ごと相談所の開設

民生費 民生委員・児童委員活動費 3,667 活動費交付金

民生費 障害者総合支援法等施行事業 340 障害者総合支援法の円滑な施行等に係る経費

民生費 広域審査会設置事業 233 障害程度区分等審査会設置

民生費 ○ 自立支援給付事業 194,412 障害者総合支援法に係る介護給付費等扶助費

民生費 自立支援医療給付事業 3,417 身体障害者の機能障害を軽減または改善するための医療給付

民生費 地域生活支援事業 18,238 町障害者生活支援センター設置委託料、東近江圏域共同事業委託料、強度行動障害等がい児（者）受入体制あり方検討事業委託料

民生費 ○ 障害者総合支援対策事業 3,363 障害者総合支援法に基づく制度移行を円滑に行うための補助

民生費 通所支援事業 225 障害者社会的事業所入所事業補助金

民生費 社会参加促進助成事業 960 障害者等の日常生活交通手段の確保のためのタクシー運賃、ガソリン費助成

民生費 障害児地域活動支援事業 4,068 障害児ホリデーサービス事業、障害児童クラブ運営補助金

民生費 ○ 在宅重度障害者住宅改造等助成事業 1,082 住宅改造費補助金、自動車改造費助成金

民生費 障害者施設整備等事業 1,477 重度心身障害者の支援施設通所に係る負担金、やまびこ作業所の施設整備資金償還金補助

民生費 国保特別会計（事業勘定）繰出 48,477 繰出金

民生費 高額療養費貸付事業 500 高額療養費貸付金

民生費 出産費資金貸付事業 420 出産費資金貸付金

民生費 ● 育成医療・養育医療給付事業 422 障がい児に対して必要な自立支援医療費の支給を行う。養育を行う必要のある子どもに対して医療の給付を行う

主　な　事　業　内　容事　業　名 予算額款

平成２５年度主要事業の概要（第五次竜王町総合計画 第Ⅱ部基本構想 第１章まちづくりの考え方（基本理念）に基づく分類） 



備考：●印は新規事業　○印は対前年当初予算比20%以上増事業　▲印は特認

（単位：千円）

主　な　事　業　内　容事　業　名 予算額款

平成２５年度主要事業の概要（第五次竜王町総合計画 第Ⅱ部基本構想 第１章まちづくりの考え方（基本理念）に基づく分類） 

民生費 ○ 児童福祉総務費・一般管理 26,791 児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当、保育所入所などに伴う事務費

民生費 子ども療育事業 8,884 近江八幡市立子ども療育センターへの委託料

民生費 放課後児童健全育成事業 13,970 放課後児童クラブ施設整備に係る経費等

民生費 ○ 児童福祉施設（保育所）整備事業 9,244 児童福祉施設整備に伴う水道工事負担金

民生費 ○ 福祉年金支給事業 3,888 母子、父子、心身障害児福祉年金を支給

民生費 特別支援保育事業 2,033 特別支援保育事業費補助金

民生費 家庭訪問支援事業 30 家庭訪問支援員配置

民生費 地域子育て支援拠点事業 10,966 子育て全般に関する専門的な支援を実施する

民生費 ○ 低年齢児保育保育士等特別配置事業 6,000 １・２歳児保育保育士特別加配

民生費 保育所保育士特別配置等事業 2,250 職員の処遇改善等保育体制の確立

民生費 延長保育促進事業 5,888 開所時間延長（ひまわり保育園へ）

民生費 一時保育促進事業 40 一時保育促進事業費補助金

民生費 少子化対策・子育て支援事業 2,449 子育て相談、子育てボランティア養成講座、地域子育て支援事業奨励金

民生費 要保護児童対策地域協議会事業 207 ＣＡＰ研修等

民生費 老人福祉費・一般管理 8,211 老人福祉事務にかかる経費（人件費）

民生費 老人福祉施設（老人ホーム）整備事業 6,449 特別養護老人ホーム、ケアハウス建設に伴う補助金

民生費 老人福祉施設（老人ホーム）入所措置事業 4,955 老人ホーム入所措置費

民生費 老人保健施設整備事業 13,459 「ケアセンター蒲生野」建設に伴う補助金

民生費 介護保険サ－ビス利用者低所得者対策 223 社会福祉法人等利用者負担軽減事業補助金

民生費 生活支援ハウス運営事業 4,181 運営事業委託料（東近江市と共同実施）

民生費 生活支援ハウス等整備事業 5,101 生活支援ハウス建設に伴う補助金

民生費 生活支援事業 2,051 緊急通報システム分担金、紙おむつ購入助成他

民生費 福祉有償運送運営協議会 36 福祉有償運送助成事業補助金

民生費 福祉有償運送助成事業 500 福祉有償運送事業補助金

民生費 ● 高齢者福祉施設等整備事業 5,400 介護施設等開設準備経費補助金（平成２４年度補正予算から対応）

民生費 老人医療給付費事業 63 旧老人保健にかかる医療費等

民生費 ● 子ども・子育て支援事業計画策定事業 3,225 子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料（ニーズ調査）

民生費 保育所運営費 131,072 保育所運営に係る負担金

民生費 児童手当 237,300 児童手当

民生費 福祉医療費助成事業 79,412 福祉医療費扶助（乳児・幼児・身障・老人・母子・父子）

民生費 ○ 精神障害者精神科通院医療費助成事業 1,214 福祉医療費扶助（精神）

民生費 国民年金事務費 4,499 国民年金制度の申請受付部分を市町村が行いその事務に係る経費

民生費 介護保険事業総務費 8,589 介護保険関連システム保守業務委託他

民生費 ● 介護保険事業計画等作成事業 3,923 高齢者保健福祉計画策定業務委託料（ニーズ調査）

民生費 ○ 居宅介護支援者事業 5,240 介護予防プラン作成委託料他

民生費 高額介護サービス費貸付事業 50 高額介護サービス費貸付金

民生費 介護保険特別会計繰出金 97,643 介護給付費分等支給のための介護保険特別会計繰出金

民生費 ○ 在宅介護サービス利用者負担助成金 270 在宅介護サービス利用者負担助成金

民生費 在宅リハビリテーション支援事業 258 在宅でのリハビリテーション支援に係る委託業務

民生費 福祉ステーション管理費 2,281 福祉ステーションの施設管理経費等

民生費 後期高齢者医療費 128,885 後期高齢者医療負担金、後期高齢者医療特別会計繰出金

民生費 ふれあい相談発達支援事業 34,521 竜王町ふれあい相談発達支援センター経費

衛生費 保健衛生総務費・一般管理 45,591 東近江行政組合医療負担金他

衛生費 献血推進事業 79 献血記念品等

衛生費 健康づくり推進事業 1,385 テクテク健康効果事業委託料、検査機材借上

衛生費 健康推進員養成講座 66 日野町との共同開催で地域の健康づくりリーダーの健康推進員を養成

衛生費 ○ 精神保健福祉事業 420 地域自殺対策緊急強化交付金活用事業、精神障害者地域定着支援事業補助金　他

衛生費 健康増進事業 14,138 がんの早期発見のための検診委託料

衛生費 若年健診事業 1,558 若年健診委託料他

衛生費 ○ 後期高齢者健診事業 1,316 後期高齢者健診委託料他

衛生費 予防接種事業 32,435 各予防接種委託料

衛生費 結核検診事業 1,553 結核検診（集団検診委託）

衛生費 母子保健事業 15,905 乳幼児・妊婦健診、家庭訪問、健康相談、不妊治療費助成金等

衛生費 育児等健康支援事業 1,627 新生児訪問指導、のびっこ相談、あそび広場、よい歯コンクール等

衛生費 保健センター管理運営費 12,732 保健センター管理運営費

衛生費 環境衛生費・一般管理 37,340 環境監視員の設置　ダイオキシン類の汚染監視等環境保全施策の実施

衛生費 八日市布引ライフ組合（斎苑）負担金 8,473 負担金

衛生費 浄化槽設置事業 1,878 ５人槽３基、６～７人槽２基

衛生費 エコライフ地域住民活動推進事業 423 竜王町エコライフ推進協議会補助金

衛生費 狂犬病予防事業 232 狂犬病予防ワクチン接種

衛生費 清掃費・一般管理費 168 廃棄物関係等の総括的な経費
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衛生費 ○ 環境監視員設置・パトロール車管理費 189 環境監視員の設置。不法投棄の早期発見と投棄物の早期回収

衛生費 町内一斉清掃費 56 一斉清掃活動を依頼実施

衛生費 不法投棄廃棄物処理対策事業 576 不法投棄廃棄物の適正な処理

衛生費 八日市布引ライフ組合（衛生）負担金 20,644 負担金（し尿収集に伴う料金徴収分6,441含む）

衛生費 中部清掃組合負担金 101,113 負担金

衛生費 廃棄物再生利用等推進事業 25 廃食油の再利用

衛生費 ○ 公害対策費・一般管理 6,090 河川及び工場排水等水質分析検査、騒音分析検査、臭気分析検査

衛生費 国保特別会計（施設・歯科）繰出 6,000 繰出金（歯科保健センター運営事業分）

衛生費 水道事業補助 31,856 水道事業補助金

農林水産業費 農業委員会運営事業 18,482 農業委員会の権限に属された事項を処理

農林水産業費 有害鳥獣駆除事業 2,907 有害鳥獣駆除事業委託、有害鳥獣駆除防護柵設置補助金

農林水産業費 農業集落排水事業繰出 11,982 繰出金

土木費 道路環境整備事業 255 町管理道路の動物死骸処分の委託業務

土木費 ○ 道路橋梁総務費・一般管理 4,339 道路橋梁の一般的管理費および交通流監視対策

土木費 日野川改修期成同盟会負担金 108 日野川改修早期事業推進に向けた活動の支援

土木費 ○ 道路橋梁維持補修費 36,734 町道の維持修繕に係る工事請負費等

土木費 雪寒対策費 452 冬季の雪寒対策に伴う経費

土木費 公共下水道事業繰出 294,939 繰出金

土木費 県単独土木建設事業負担金 500 県施工道路改良工事等について、事業費の一部を負担

消防費 非常備消防費・一般管理 17,453 消防関係全般に関する一般管理事務費

消防費 消防団運営事業 20,320 消防団員報酬等運営経費

消防費 消防団員研修事業 5 各種研修、訓練の入校経費

消防費 町消防ポンプ操法大会 103 町ポンプ操法訓練大会

消防費 ○ 県消防ポンプ操法大会 554 県ポンプ操法訓練大会

消防費 東近江行政組合消防負担金 153,166 東近江行政組合常備消防活動等運営負担金（経常・建設）

消防費 ○ 高速自動車国道救急業務支弁金 9,109 名神高速道路上での東近江行政組合消防本部の救急業務に係る支弁金

消防費 ● 消防自動車整備事業 3,326 消防積載車（本部）整備

消防費 ○ 消防施設管理事業 2,278 消防自動車等の各種消防施設の維持管理に要する経費

消防費 消防・防災無線保守管理費 571 町防災行政無線、Ｊ－ＡＬＥＲＴ受信機の維持管理

消防費 県防災ヘリコプター運航管理費 961 滋賀県防災ヘリコプター運航に係る運航負担金

消防費 消火栓維持管理費 2,000 消火栓の維持管理経費の一部負担

消防費 小型動力ポンプ整備事業 1,900 老朽化している小型動力ポンプの更新

消防費 防災センター管理費 3,909 防災センターの維持管理に要する経費

消防費 防災基盤整備事業 200 耐震シェルター等を設置する者に対する補助金

消防費 消火栓設置事業 3,117 消火栓設置工事負担金

消防費 ○ 町防災会議費 175 町防災会議開催時委員報酬

消防費 水防協議会費 100 町水防協議会開催時委員報酬

消防費 ● 県総合防災訓練事業 160 滋賀県総合防災訓練負担金

消防費 町防災訓練事業 200 地域防災訓練資材費

消防費 防災資機材整備事業 500 非常用食料品、非常用飲料水、資材整備

消防費 災害対策・一般管理 89 水防活動時の必要経費　災害時の飲料水確保に伴う水質検査

消防費 防災啓発事業 15 住民への防災講習会の開催

消防費 国民保護計画事業 30 国民保護協議会開催経費

消防費 町防災計画策定事業 10,197 地域防災計画見直し業務委託料

教育費 教育委員会運営費 1,982 教育委員報酬等

教育費 教委事務局費・一般管理 109,283 学校・園管理のための経費

教育費 就学指導事業 13 就学指導委員会委員報償費

教育費 ○ いじめ等対策事業 15 いじめ問題等の根絶に向けて方策を検討

教育費 学校・園保健事業 106 学校・園保健委員会の開催　フッ化物による洗口

教育費 学校教育振興事業 794 小学校は修学旅行、中学校は部活動・郊外活動・修学旅行に対する補助

教育費 通学用ヘルメット補助 118 ヘルメットへの補助金

教育費 就学前教育協議会費 14 就学前教育協議会委員報償費

教育費 特別支援教育推進協議会費 7 特別支援教育推進協議会委員報償費

教育費 心のオアシス相談員派遣事業 1,000 小・中学校に児童・生徒の悩み相談対応のための心のオアシス相談員を設置（年間200回）

教育費 教育研究奨励事業 29 教職員の自発的な教育研究活動の促進、学校・園等の経営の充実にかかる研究の奨励

教育費 ● すこやか支援員事業 2,996 小１プロブレム解消のため３０人以上の学級にすこやか支援員を配置

教育費 特別支援教育総合推進事業 17 特別支援教育推進協議会委員報償費

教育費 生徒指導体制強化事業 4,470 小中学校に生徒指導支援員を配置

教育費 児童生徒支援相談充実事業 6,026 小中学校に児童生徒相談員を配置

教育費 ● 小中学校児童生徒生きる力育成事業 4,470 小中学校に生きる力支援員を配置（平成２４年度補正予算から対応）

教育費 通学自動車管理運営費 17,424 通学バス業務委託料
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教育費 ○ 通学安全対策事業 363 スクールガードおよび子ども１１０番の家設置

教育費 ▲ 小学校管理費 18,781 小学校の管理運営のため経費　35人学級実施のため、町単独費による小学校への教員の配置

教育費 竜王小学校管理運営費 16,736 竜王小学校の管理運営にかかる経費（平成２４年度補正予算から対応）

教育費 ● 竜王小学校施設整備事業 3,795 駐車場整備工事

教育費 竜王西小学校管理運営費 14,625 竜王西小学校の管理運営にかかる経費

教育費 ● 竜王西小学校施設整備事業 2,100 放送設備改修工事

教育費 竜王小学校教育振興事業 2,631 竜王小学校の学校教育にかかる経費

教育費 竜王西小学校教育振興事業 1,669 竜王西小学校の学校教育にかかる経費

教育費 小学校児童就学援助・就学奨励事業 3,747 就学援助費、就学奨励費の支給

教育費 小学校教育用コンピュータ整備事業 1,057 教育用コンピュータ修理費等

教育費 ケア･サポーター派遣事業 356 スクーリング・ケア･サポータを派遣（年間４０回）

教育費 小学校学力向上推進事業 543 学力状況テスト実施業務委託　英検受験料補助金

教育費 中学校管理運営費 29,758 竜王中学校の管理運営にかかる経費

教育費 中学校施設整備事業 300 防炎カーテン購入

教育費 中学校教育振興事業 2,625 中学校の学校教育にかかる経費

教育費 中学校生徒就学援助・就学奨励事業 3,189 就学援助費、就学奨励費の支給

教育費 中学校コンピュータ整備事業 547 教育用コンピュータ修理費等

教育費 中学校学力向上推進事業 549 学力テストの実施　英検受験料補助金

教育費 幼稚園管理費 117,488 幼稚園の維持管理のための経費

教育費 竜王幼稚園管理運営費 9,861 竜王幼稚園の管理運営にかかる経費

教育費 ● 竜王幼稚園施設整備事業 800 遊戯室天井改修工事

教育費 竜王西幼稚園管理運営費 8,686 竜王西幼稚園の管理運営にかかる経費

教育費 ○ 竜王幼稚園教育振興事業 755 竜王幼稚園の幼稚園教育にかかる経費

教育費 竜王西幼稚園教育振興事業 489 竜王西幼稚園の幼稚園教育にかかる経費

教育費 家庭教育支援事業 189 家庭教育の向上等に係る報償費等について新設

教育費 少年補導員活動事業 4,057 少年補導員報酬、少年センター設置負担金

災害復旧費 公共土木施設災害復旧事業 250 応急復旧のための重機借上げ費および資材費

災害復旧費 農業用施設災害復旧事業 200 農業用施設の災害に対して、応急的な復旧を行う経費

３．チャンスを活かすたくましいまちづくり
総務費 計画調査・一般管理 353 地域振興の推進にかかる計画・調査

総務費 篠原駅周辺都市基盤整備事業費 15,833 国の交付金を活用し具体的な事業へ着手

総務費 野洲・湖南・竜王総合調整協議会 100 野洲・湖南・竜王総合調整協議会負担金

総務費 道の駅管理事業 11,527 施設指定管理料

農林水産業費 ○ 農村運動広場管理運営事業 949 農村運動広場指定管理料

農林水産業費 地域農政推進事業 3,199 町農業経営・生産対策推進会議補助金、青年就農支援助成金

農林水産業費 農地流動化等推進対策事業 4,270 農地集債協力助成金

農林水産業費 農業振興地域整備計画策定事業 52 町農業振興地域整備計画の見直し、変更

農林水産業費 病害虫防除対策事業 762 町病害虫防除協議会補助金

農林水産業費
しがの米政策推進事業（市町村域推
進協議会）

3,780 国の制度改正による農業再生協議会補助金

農林水産業費 土産土法ビジネスサポート事業 4,680 契約野菜による農地の高度利用事業について追加

農林水産業費 しがの米政策推進事業（市町推進費） 255 生産調整方針等への助言・指導等に要する経費

農林水産業費 水田野菜生産拡大事業 1,465 水田野菜の生産拡大を支援

農林水産業費 畜産振興事業 100 家畜自衛防疫にかかる事業

農林水産業費 農村女性の家管理事業 910 農村女性の家の維持管理に係る経費

農林水産業費 農林公園施設管理事業 21,100 施設指定管理料

商工費 商工総務費・一般管理 8,524 人件費等

商工費 企業内同和問題研修事業 241 新人研修・オーナー研修・出前研修等の実施

商工費 商工振興対策事業 6,484 小規模経営振興指導事業補助金

商工費 小口簡易資金融資事業 1,350 小口簡易資金の融資事業（預託金、利子補給等）

商工費 観光費・一般管理 7,606 町観光協会補助金、着地型旅行プランナー業務委託他

商工費 ●▲ 定住促進住宅リフォーム助成事業 10,000 若者定住のための住宅リフォーム助成事業

土木費 土木総務費・一般管理 41,379 地図訂正・登記業務委託他

土木費 町単独道路橋梁改良事業 68,953 町道松陽台安養寺線改良　町道七里山面線道路拡幅

土木費 都市計画総務費・一般管理 1,857 都市計画にかかる委託料等

土木費 屋外広告物管理事業 100 屋外広告物管理に関する事務

土木費 ▲ 定住化促進事業 2,400 竜王町総合庁舎周辺地区定住化促進業務委託

土木費 ● 竜王インター周辺地区整備事業（一般管理） 12,452 竜王インター周辺地区整備に伴う事務経費

土木費 ● 竜王インター周辺地区整備事業 1,505,908 竜王インターを核にした周辺地区の交通拠点、工業団地や物流拠点へのアクセス道路の整備等

教育費 学校図書館における言語活動充実事業 5,212 小中学校に学校図書館運営員を配置

教育費 中学生チャレンジウィーク事業 174 町内事業所にて勤労体験



備考：●印は新規事業　○印は対前年当初予算比20%以上増事業　▲印は特認

（単位：千円）

主　な　事　業　内　容事　業　名 予算額款

平成２５年度主要事業の概要（第五次竜王町総合計画 第Ⅱ部基本構想 第１章まちづくりの考え方（基本理念）に基づく分類） 

教育費 外国語指導事業 5,355 外国語指導業務委託

教育費 ● 外国語能力強化地域形成事業 456 生徒の英語活用機会の拡大、英語学習に対する興味・関心・意欲・態度の向上（平成２４年度補正予算から対応）

教育費 部活動推進事業 1,074 大会等参加のためのバス借上代等

教育費 ● 中学生海外派遣研修事業 2,592 スーセーマリー市への派遣

教育費 地域子ども教室推進事業 1,808 地域子ども教室（竜王キッズクラブ）等の実施

４．町民と行政の協働により築くオリジナルのまちづくり
総務費 区長設置関係費 10,612 区長報酬

総務費 自ら考え自ら行うまちづくり事業 9,000 事業補助等（各自治会）

総務費 コミュニティ助成事業助成金 11,700 （財）自治総合センター助成事業　

総務費 自治会連絡協議会活動事業 480 自治会連絡協議会が行う事業に対する補助

総務費 ○▲ まちづくり活動表彰事業 77 地道で心温まる活動を陰日向となりながら続けてこられた方等の表彰（あえんぼ賞）

総務費 ▲ 広報・広聴事業 8,269 広報りゅうおう発行、ホームページ更新、ラジオ告知番組制作

総務費 人権問題啓発・研修一般事業 7,534 人件費等

総務費 人権政策推進事業 1,074 じんけんを考えるみんなのつどい開催、（仮称）人権啓発基本方針を策定他

総務費 総合基本計画審議会費 151 審議会開催経費

総務費 地域創造まちづくり事業 150 まちづくりアドバイザーの招へい等

総務費 行政経営改革推進事業 30 行財政改革推進委員会委員報償費他

総務費 ▲ コミュニティ支援事業 300 各地域における地域力の向上に向けた地域コミュニティ計画の策定

総務費 ▲ まちづくり活動支援事業 1,000 まちづくり活動に対する補助

総務費 妹背の里管理運営事業 24,531 施設指定管理料

総務費 ● スーセー・マリー市友好親善使節団受入事業 1,381 スーセーマリー市からの友好親善使節団の受入

民生費 地域福祉活動助成事業 450 ボランティア活動振興費・老人クラブ活動職員設置（地域福祉基金運用益を充当）

民生費 敬老のつどい開催事業 2,700 敬老のつどい開催事業補助金　実施については各自治会単位

民生費 老人クラブ活動助成事業 2,505 適正老人クラブ２５団体､小規模老人クラブ６団体。連合会。推進員設置

民生費 敬老福祉年金支給事業 646 敬老祝金を節目の年に支給（100歳：50,000円、88歳：10,000円）

民生費 ふれあいプラザ管理費 4,823 施設指定管理料、高齢者趣味活動運営業務委託

民生費 ○ 地域ケア会議 8 記念品等謝礼

衛生費 ごみ減量化推進事業 640 ごみ減量化チャレンジ優良地区報奨金、生ごみ処理機・堆肥枠、コンポスト購入補助金

衛生費 美化推進対策事業 1,080 美化推進協議会会議費、環境美化委託（各種団体４団体）

衛生費 ごみ収集事業 39,165 ごみ分別収集、粗大ごみ等収集

労働費 シルバー人材センター育成事業 8,257 シルバー人材センター補助金

農林水産業費 農業総務費・一般管理費 46,389 事務的経費および関係機関への負担金

農林水産業費 土地改良施設等維持補修事業 470 土地改良事業（地元施工修繕）補助金

商工費 ● ふるさと竜王夏まつり事業 2,500 ふるさと竜王夏まつり実行委員会への補助

土木費 総合運動公園管理運営事業 86,337 施設指定管理料

教育費 学校評議員会設置事業 60 学校評議員報償費

教育費 ● コミュニティ・スクール推進事業 300 学校運営協議会規則の制定・学校運営協議会の設置・研究発表会の開催（平成２４年度補正予算から対応）

教育費 ● 小学生地域間交流受入事業 666 福島県新地町の小学生を当町に招待して交流

教育費 ● 人権教育総合推進事業 240 大学教授等の講師謝礼

教育費 ● 地域に開かれた学校づくり事業 35 中学生のボランティア活動支援

教育費 地域に開かれた幼稚園教育づくり事業 94 地域の子育て支援の場として幼稚園を開放

教育費 社会教育委員活動事業 416 社会教育委員報酬等

教育費 社会教育関係団体補助事業 3,576 各種団体補助

教育費 人権教育・啓発事業 747 人権問題意識調査報告書概要版印刷、地区別懇談会・男女共同参画地区集会の開催等

教育費 公民館管理運営費 31,672 公民館の管理運営費

教育費 ○ ふるさと文化振興事業 972 文化団体への補助・文化祭実行委員会補助金

教育費 公民館教室・講座開設事業 1,228 各種公民館教室・講座の運営費

教育費 学校支援地域本部事業 3,378 地域による学校支援の取り組みを進めるための賃金等

教育費 社会教育指導員設置事業 1,220 社会教育指導員を配置

教育費 ● 青少年問題協議会活動事業 90 青少年問題協議会委員報酬

教育費 青少年育成推進員設置事業 1,636 青少年育成推進員を設置

教育費 新成人の式典開催事業 180 新成人の式典開催にかかる経費

教育費 ▲ 図書館管理運営費 42,434 図書館管理運営費、図書の購入（まちづくり関連・若者定住関連を強化）、視聴覚ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ管理

教育費 スポーツ推進委員活動 1,195 スポーツ推進委員報酬等

教育費 学校体育施設開放事業 2,522 学校体育施設開放事業委託料等

教育費 ○ 生涯スポーツ推進事業 7,065 社会体育振興業務委託（地域振興事業団へ）

教育費 ○ 社会体育施設管理運営費 3,184 武道交流会館に係る管理運営費

教育費 給食センター総務費・一般管理 48,955 給食センター管理運営経費

教育費 給食センター管理費 23,603 給食センター運営費、真空低温冷却機購入他

５．その他



備考：●印は新規事業　○印は対前年当初予算比20%以上増事業　▲印は特認

（単位：千円）
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平成２５年度主要事業の概要（第五次竜王町総合計画 第Ⅱ部基本構想 第１章まちづくりの考え方（基本理念）に基づく分類） 

議会費 議会運営事業 73,291 議員報酬他

議会費 ○ 議会だより発行事業 804 議会だより発行経費

議会費 議員研修事業 1,503 先進地の視察研修

総務費 一般管理費 163,669 一般管理経費

総務費 ○ 臨時職員費（賃金・保険） 29,252 臨時職員賃金

総務費 秘書費 1,086 町長の対外的交際にかかる経費

総務費 文書管理システム事業 95 ファイルラベル等

総務費 ○ 人事考課制度導入事業 268 職員研修

総務費 職員一般研修事業 1,806 職員研修奨励金、新任研修、職階別研修、専門研修、担当者研修

総務費 職員健康管理事業 2,343 定期健康診断、成人健康診断、産業医業務委託料

総務費 ○ 職員被服貸与事業 94 新規職員等（作業服、ヘルメット）の購入

総務費 職員福利厚生事業 1,043 職員福利厚生事業補助金

総務費 ○ 会計管理費 4,220 出納業務に関する経費

総務費 総合庁舎管理事業 31,383 総合庁舎管理に伴う各種経費

総務費 公用自動車維持管理事業 7,993 公用車維持管理経費

総務費 ● 公用自動車購入事業 3,737 公用車新規購入（３台）

総務費 公有財産審査委員会費 30 公有財産審査委員会委員報償費

総務費 普通財産管理費（一般） 256 鏡しあわせの家、鵜川グラウンドの管理経費

総務費 公平委員会費 31 公平委員会委員報酬

総務費 特別職報酬等審議会費 36 特別職報酬等審議会委員報酬

総務費 職員懲戒審査委員会費 16 職員懲戒審査委員会委員報酬

総務費 公務災害補償認定委員会費 26 公務災害補償認定委員会委員報酬

総務費 公務災害補償審査会費 16 公務災害補償審査委員会委員報酬

総務費 公共料金審査委員会費 60 公共料金審査委員会委員報償費

総務費 総合賠償保険費 1,075 賠償責任保険料

総務費 自動車事故等損害賠償費 100 自動車事故等損害賠償金

総務費 ○ 指定管理者選定委員会費 156 指定管理者選定委員会委員報償費

総務費 諸費・一般負担金補助金 24 行政相談員連絡協議会負担金他

総務費 ○ 企画総務費・一般管理 75,331 総合企画（企画調整、契約・入札）に関する経費

総務費 ○ 地籍調査事業費 6,883 地籍調査測量業務委託

総務費 税務・一般管理 65,730 税務に係る経費

総務費 固定資産評価審査委員会費 62 固定資産評価審査委員報酬等

総務費 固定資産評価事務費 230 固定資産評価補助員報酬等

総務費 たばこ税増収事業 206 近江八幡管内たばこ税連絡協議会負担金等

総務費 賦課徴収管理費 9,535 町税賦課徴収に係る経費

総務費 税過年度過誤納還付金 2,000 税過年度過誤納還付金

総務費 ○ 固定資産評価替調査事業 7,824 固定資産評価替調査業務委託料等

総務費 固定資産家屋評価システム 263 家屋評価システム保守料

総務費 ● 公図閲覧システム導入事業 3,335 公図閲覧システム導入委託料（平成２４年度補正予算から対応）

総務費 ○ 戸籍住民登録費 31,461 戸籍届出、住民登録、印鑑登録関係および証明書交付事務に関する経費

総務費
住民基本台帳ネットワークシステム
整備事業

3,423 住民基本台帳システム等保守料他

総務費 人口動態調査費 17 町受付の戸籍届出について調査票を作成し県へ報告

総務費 毎月人口推計調査費 12 出生・死亡・転入・転出等の住民移動を月末に集計し県へ報告

総務費 選挙管理委員会運営費 271 選挙管理委員会委員報酬等の選挙管理委員会の運営経費

総務費 選挙啓発費 72 町明るい選挙推進協議会補助金

総務費 ● 参議院議員選挙費 8,500 参議院議員選挙経費

総務費 統計調査総務費 5,728 統計調査に係る人件費

総務費 基幹統計調査事業 774 工業統計調査、住宅・土地統計調査他

総務費 監査事務運営費 1,169 監査委員報酬等

労働費 ○ 勤労福祉会館管理費 3,109 勤労福祉会館の維持管理に係る経費

労働費 労働諸費・一般管理 806 近江八幡地域勤労者福祉サービスセンター運営費負担金等

農林水産業費 農業者年金受託事業 228 農業者年金制度に係る事務経費

商工費 地域産業研修センター管理費 8,248 地域産業研修センター指定管理料等

土木費 緊急雇用創出特別推進事業 7,161 道路、河川等公共用地管理業務等

土木費 ● 住生活調査事業 51 住生活総合調査員報償費

教育費 教育委員会事務評価点検事業 86 事務の管理および執行の状況の点検、評価

教育費 ○ いじめ対策等生徒指導に係る調査研究事業 1,163 コーディネータを配置し、生徒指導体制や教育指導体制の強化を図る

教育費 理科教育等施設整備事業 446 中学校の理科教育を充実させるために、理科備品を購入

教育費 社会教育総務費・一般管理 34,665 生涯学習課庶務にかかる経費

公債費 償還元金 442,731 償還元金

公債費 償還利子 75,951 償還利子



備考：●印は新規事業　○印は対前年当初予算比20%以上増事業　▲印は特認

（単位：千円）
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平成２５年度主要事業の概要（第五次竜王町総合計画 第Ⅱ部基本構想 第１章まちづくりの考え方（基本理念）に基づく分類） 

諸支出金 財政調整基金積立 900 財政調整基金積立金

諸支出金 ○ 減債基金積立 610 減債基金積立金

諸支出金 ○ 土地開発基金積立 120 土地開発基金積立金

諸支出金 教育厚生施設等整備基金積立 690 教育厚生施設等整備基金積立金

諸支出金 地域づくり特別基金積立 2 地域づくり特別基金積立金

諸支出金 未来につなぐふるさと交竜基金積立 2 未来につなぐふるさと交竜基金積立

諸支出金 ○ 公共施設維持管理基金積立 151 公共施設維持管理基金積立金

諸支出金 竜王町立竜王小学校改築基金積立 30,128 竜王町立竜王小学校改築基金積立金

予備費 予備費 5,000
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