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国民健康保険事業（事業勘定）

医 科
国 民 健 康 保 険 事 業
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国
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£口』 計

収入

3条 支出
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水 道 事 業

収入

4条 支出

差引

（単位：干円、%）

平成27年 度 平成26年 度 目IJ 年 度 上ヒ

当初予算額 当初予算額 増 ；蔵 額 増 減 率

6,107,000 6,125,000 ム18,000 ム0.3

1,291,000 1, 187,700 103,300 8.7 

8,200 8,200 。 0.0 

51,400 51,100 300 0.6 

60,900 60,900 。 0.0 

680,600 637,600 43,000 6.7 

853,000 839,600 13,400 1.6 

89,600 87,300 2,300 2.6 

9,141,700 8,997,400 144,300 1.6 

365,258 382,884 ム17,626 ム4.6

359,343 381,323 ム21,980 ム5.8

5,915 1,561 4,354 278.9 

140,007 8,544 131,463 1,538.7 

227,721 125,253 102,468 81.8 

ム87,714 ム116,709 28,995 ム24.8

※不足する87, 714千円は、過年度分及び当年度分損益勘
定留保資金並びに当年度分消費税資本的収支調整額87, 7
14千円で補てん
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一般会計歳入予算目的別の状況

（単位：千円、%）

平成27年度当初予算額 平成26年度当初予算額 上ヒ 較

区 分

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 手見 3, 114,993 51.0 3, 114,993 3, 199,053 52.2 3, 199,053 ム 84,060 ム 2.6

2地 方 譲 与 手見 50,000 0.8 50,000 47,000 0.8 47,000 3,000 6.4 

3利 子割 Jヲh色r、 付金 3,500 0.1 3,500 3,800 0.1 3,800 ム 300 ム 7.9

4配 当 割 Jデ九で 付金 6,000 0.1 6,000 4,900 0.1 4,900 1,100 22.4 

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 

6地方消費税交付金 300,000 4.9 300,000 180,000 2.9 180,000 120,000 66.7 

7ゴルフ場利用税交付金 20,000 0.3 20,000 19,000 0.3 19,000 1,000 5.3 

8自動 車取得税交付金 6,000 0.1 6,000 7,000 0.1 7,000 ム 1,000 ム 14.3

9地方特例交付 金 6,000 0.1 6,000 7,000 0.1 7,000 ム 1,000 ム 14.3

10 t也 方 Jデ、で 付 手見 20,000 0.3 20,000 15,000 0.2 15,000 5,000 33.3 

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 

12分担金及び負担金 73,718 1.2 。92,178 1.5 。ム 18,460 ム 20.0

13使用料及び手数料 33,405 0.6 4,102 35,803 0.7 4,102 ム 2,398 ム 6.7

14国 庫 支 出 金 631,314 10.4 。588,384 9.6 。 42,930 7.3 

15県 支 出 金 397,361 6.5 。387,502 6.3 。 9,859 2.5 

16財 産 収 入 8,771 0.1 5,440 9,577 0.2 5,440 ム 806 ム 8.4

17寄 付 金 201 0.0 2 0.0 199 9,950.0 

18繰 入 金 483,678 7.9 468,178 419,915 6.9 401,814 63,763 15.2 

19繰 越 金 20,000 0.3 20,000 20,000 0.3 20,000 。 0.0 

20諸 収 入 791,859 13.0 727,956 913,986 14.9 849,526 ム 122.127 ム 13.4

21町 債 137,200 2.3 。171,900 2.8 。ム 34,700 ム 20.2

歳 入 fヨ. 計 6,107,000 100.0 4,755,170 6, 125,000 100.0 4,766,636 ム 18,000 ム 0.3



一般会計歳出予算目的別の状況

（単位：千円、%）

平成27年度当初予算額 平成26年度当初予算額 上ヒ 較

区 分

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 dヨEミ.. 費 77,723 1.3 77,723 76,608 1.3 76,608 1, 115 1.5 

2総 務 費 753, 156 12.3 651,874 812,287 13.3 601,959 ム 59,131 ム 7.3

3民 生 費 1,479,931 24.2 806,839 1,486,543 24.2 765,905 ム 6,612 ム 0.4

4衛 生 費 421,630 6.9 415,698 405,232 6.6 397,939 16,398 4.0 

5労 働 費 9,212 0.2 9,162 11,884 0.2 8,706 ム 2,672 ム 22.5

6農林水産 業 費 389,682 6.4 207,760 281,456 4.6 199,790 108,226 38.5 

7商 工 費 43,099 0.7 41,812 42,986 0.7 41,699 113 0.3 

8土 木 費 1,440,691 23.6 1, 181,547 1,557,259 25.3 1,305,419 ム 116,568 ム 7.5

9消 防 費 288, 160 4.7 230,602 244,048 4.0 224,349 44.112 18.1 

10教 育 費 675,116 11.1 606,780 653,795 10.7 595, 197 21,321 3.3 

11公 債 費 489,624 8.0 489,624 513,316 8.4 513,316 ム 23,692 ム 4.6

12諸 支 出 金 33,526 0.5 30,299 34,136 0.6 30,299 ム 610 ム 1.8

13災 害 復 ｜日 費 450 0.0 450 450 0.0 450 。 0.0 

14予 ｛蔚 費 5,000 0.1 5,000 5,000 0.1 5,000 。 0.0 

歳 出 正E』::i 計 6,107,000 100.0 4,755,170 6, 125,000 100.0 4,766,636 ム 18,000 ム 0.3



一般会計歳出予算性質別の状況

（単位：千円、%）

平成27年度当初予算額 平成26年度当初予算額 上ヒ 車交

区 分

総 額 構成比 総 額 構成比 総 額 伸び率

1人 件 費 1,215,661 19.9 1,186,011 19.4 29,650 2.5 

2物 件 費 923,660 15.1 961,895 15.6 ム 38,235 ム 4.0

3維 持 4南 修 費 9,648 0.2 10,345 0.2 ム 697 ム 6.7

4扶 助 費 762,567 12.5 720,163 11.8 42,404 5.9 

5補 助 費 等 996,658 16.3 947,619 15.5 49,039 5.2 

6公 債 費 489,624 8.0 513,316 8.4 ム 23,692 ム 4.6

7積 立 金 33,526 0.5 34,136 0.6 ム 610 ム 1.8

8出 資 金 。 0.0 。 0.0 。 0.0 

9貸 付 金 1,970 0.0 1,970 0.0 。 0.0 

10繰 出 金 510,480 8.4 495,020 8.1 15,460 3.1 

11建 設 事 業 費 1, 158,206 19.0 1,249,525 20.3 ム 91,319 ム 7.3

12予 ｛蒲 費 5,000 0.1 5,000 0.1 。 0.0 

歳 出 i』ヨ 計 6,107,000 100.0 6, 125,000 100.0 ム 18,000 ム 0.3



平成27年度主要事業の概要（第五次竜王町総合計画 制脚本構想第1章まちづくりの考え方（基本理念）に基づく分類） （単位：千円）

款 事業名 予算額 主な事業内容

I 

1. 豊かな自然と歴史主誇れ~ま色づ三口
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 7,450 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 45,928 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 46, 791 日野川用水施設管理事業負担金

農林水産業費 ． 県営日野川土地改良事業 1, 400 県営日野川土地改良事業負担金（農業水利施設の整備）

農林水産業費 国営造成施設管理体制整備促進事業 10,044 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 ． 農業基盤整備促進事業 4,482 農業用施設の維持補修工事

農林水産業費 0 多面的機能支払交付金事業 52,446 農業 ・農村の多面的機能の発揮のための地域活動等に対する支援

農林水産業費 ストックマネジメント事業 229 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 140 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 195 雪野山生活環境保全林管理協議会補助金

農林水産業費 0 松くい虫防除事業 420 保全松林緊急保護整備業務委託料

農林水産業費 0 カシノナガキクイ虫駆除事業 474 カシノナガキクイ虫駆除委託料

農林水産業費 ふるさと歴史の森管理事業 117 散策道周辺清掃植栽管理業務委託料

農林水産業費 0 環境保全型農業直接支払交付金事業 32,880 農業 ・農村の多面的機能の発揮のための営農活動に対する支援

土木費 河川総務費 ・一般管理 12,682 河川愛護作業補助金

教育費 森林環境学習「やまのこ」事業 203 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 769 埋蔵文化財整備業務委託、文化財保存事業補助金、雪里子山古墳保存管理検討委員会の設置

教育費 埋蔵文化財発掘調査受託事業 5,056 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 5,279 試掘調査等

教育費 文化財普及啓発事業 264 りゅうおう歴史文化講座開催他

2. みんなが安心して暮らせるまちづ三口
総務費 東近江行政組合（管理負担金） 5, 705 東近江行政組合管理負担金

総務費 0 個人情報保護 ・情報公開事業 162 個人情報保護審査会委員報酬

総務費 ． 番号法対応整備事業 735 番号法施行に伴う例規整備支援業務

総務費 電算一般管理費 803 庁舎使用トナ一等消耗品措置

総務費 0 基幹系システム開発 ・管理事業 65,058 行政情報システムクラウド共同利用事業および社会保障 ・税番号制度実施に係るシステム整備

総務費 ． 公共施設等総合管理計画策定事業 12,874 公共施設等総合管理計画策定業務委託料

総務費 情報系システム開発 ・管理事業 13, 176 情報系システムのリースおよび保守業務

総務費 総合庁舎維持修繕事業 465 総合庁舎の維持管理

総務費 交通安全指導員設置費 1,617 交通安全指導員配置

総務費 道路照明灯管理費（電気料） 4,800 町内の道路照明灯の電気料

総務費 0 交通安全施設等維持修繕費 7,250 防犯灯移設および道路照明灯他灯具交換（ LED化）他

総務費 交通安全啓発活動事業 380 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 226 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, 100 交通安全施設整備工事（路面標示等）

総務費 公共交通対策費 16, 746 コミュニティパス（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 48 竜王町にふさわしい公共交通のあり方調査 ・検討

総務費 0 消費者行政推進対策費 479 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 524 平和祈念式の実施

総務費 地域安全対策事業 1, 129 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 94,989 社会福祉一般管理に係る経費

民生費 民生委員推薦会費 68 民生委員児童委員選任のための推薦会委員報酬

民生費 0 社会福祉協議会活動事業 32,843 社会福祉協議会交付金（地域福祉コーディネーターの設置経費含む）

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 255 障害者総合支援法の円滑な施行等に係る経費

民生費 0 広域審査会設置事業 465 障害支援区分等審査会の設置経費

民生費 自立支援給付事業 213,573 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 6,339 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 16,972 障害者総合支援法における地域生活支援事業経費

民生費 0 障害者総合支援対策事業 5,874 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 0 通所支援事業 2,221 障害者社会的事業所入所事業補助金および滋賀型地域活動支援センタ一事業費補助金

民生費 社会参加促進助成事業 848 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 3,699 障害児ホリデーサービス事業、障害児学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 0 障害者施設整備等事業 8,513 重度心身障害者の支援施設通所に係る負担金、やまびこ福祉会による施設整備に係る補助

民生費 災害時要援護者支援事業 324 災害時要援護者支援に係る経費

民生費 国保特別会計（事業勘定）繰出 57,014 国保特別会計（事業勘定）繰出金

民生費 高額療養費貸付事業 500 両額療養費貸付金

民生費 出産費資金貸付事業 420 出産費資金貸付金

備考・印は新規事業 O印は対前年当初予算比20%以上増事業企印は特認



平成27年度主要事業の概要（第五次竜王町総合計画創部基本構想第1章まちづくりの考え方（基本理念）に基づく分類） （単位・千円）

款 事業名 予算額 主な事業内容

民生費 育成医療 ・養育医療給付事業 1,366 障がい児に対する自立支援医療費の支給。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。

民生費 児童福祉総務費 ・一般管理 17, 183 児童手当等支給、保育所入所等の児童福祉事業に係る事務費

民生費 放課後児童健全育成事業 14,931 放課後児童クラブに係る経費等

民生費 福祉年金支給事業 3,456 母子、父子および心身障害児福祉年金の支給

民生費 特別支援保育事業 6, 750 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 11, 212 子育て全般に関する専門的な支援を実施

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 4, 500 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 2,684 開所時間延長に伴う補助

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 420 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 276 CA  P研修等

民生費 老人福祉費 ・一般管理 8,952 老人福祉事務に係る経費（人件費等）

民生費 老人福祉施設（老人ホーム）入所措置事業 2,201 老人ホーム入所措置費

民生費 老人保健施設整備事業 12,988 「ケアセンター蒲生野」建設に伴う補助金

民生費 介護保険サービス利用者低所得者対策 81 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, 300 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 5,000 生活支援ハウス建設に伴 う補助金

民生費 生活支援事業 1,228 緊急通報システム委託料、紙おむつ購入助成他

民生費 福祉有償運送運営協議会 36 福祉有償還送運営協議会委員報償費

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 臨時福祉給付金事業 19,000 臨時福祉給付金

民生費 子ども ・子育て支援事業 809 子ども子育て支援システム保守業務委託料等

民生費 保育所運営費 198,526 保育所運営に係る負担金

民生費 子育て世帯臨時特例給付金事業 8,985 子育て世帯臨時特例給付金

民生費 ． 放課後児童クラブ関所時間延長支援事業 3,078 放課後児童クラブ開所時間延長支援補助

民生費 児童手当 228,000 児童手当

民生費 児童発達支援事業 13,957 発達に課題のある子どもとその家庭、通所する園等への専門支援の実施

民生費 福祉医療費助成事業 86,990 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 1,629 福祉医療費扶助 （精神）

民生費 国民年金事務費 7,025 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 6, 794 介護保険関連システム保守業務委託他

民生費 居宅介護支援者事業 3, 618 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 ． 介護保険地域密着型サービス等運営委員会 23 介護保険地域密着型サービス等運営委員会委員報償費

民生費 介護保険特別会計繰出金 118, 838 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 福祉ステーション管理費 2,356 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 143,938 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 61, 446 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 51, 724 東近江行政組合医療負担金他

衛生費 献血推進事業 68 献血記念品等

衛生費 0 健康づくり推進事業 735 りゅうおう健康活動推進事業委託料他

衛生費 健康推進員養成講座 39 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 383 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 13,827 がんの早期発見のための検診委託料他

衛生費 若年健診事業 1,236 若年健診委託料他

衛生費 後期両齢者健診事業 645 後期信号齢者健診委託料他

衛生費 予防接種事業 28, 719 各予防接種委託料

衛生費 結核検診事業 1,546 結核検診委託料

衛生費 母子保健事業 14, 721 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 1,331 新生児訪問指導、のひa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 13,017 保健センター管理運営費

衛生費 環境衛生費 ・一般管理 43, 767 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 6, 610 負担金

衛生費 浄化槽設置事業 1,464 5人槽3基、 6～7人槽 1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 0 狂犬病予防事業 288 狂犬病予防ワクチン接種に係る事務委託料

衛生費 清掃費 ・一般管理費 199 廃棄物関係等の総括的な経費

衛生費 0 環境監視員設置・パトロール車管理費 257 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 68 一斉清掃活動を依頼実施

備考－・印は新規事業 O印は対前年当初予算比20出以上増事業企印は特認



平成27年度主要事業の概要（担次竜王町総合計画創部基本構想第1章まちづくりの考え方（基本理念）に基づく分類） （単位：千円）

款 事業名 予算額 主な事業 内 容

衛生費 不法投棄廃棄物処理対策事業 527 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 45, 689 負担金

衛生費 中部清掃組合負担金 108, 684 負担金

衛生費 廃棄物再生利用等推進事業 21 廃食油の再利用

衛生費 0 公害対策費 ・一般管理 6, 123 河川およ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 5,000 国保特別会計（施設 ・歯科）繰出金

衛生費 水道事業補助 31,660 水道事業補助金

農林水産業費 農業委員会運営事業 17,950 農業委員会の権限に属された事項を処理

農林水産業費 0 有害鳥獣駆除事業 4, 100 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 18,237 下水道特別会計（農業集落排水事業費）繰出金

土木費 道路橋梁総務費 ・一般管理 3,416 道路橋梁の一般的管理費および交通流監視対策

土木費 道路橋梁維持管理費 6,900 町道の維持管理等に係る経費

土木費 雪寒対策費 475 冬季の雪寒対策に伴う経費

土木費 公共下水道事業繰出 285,030 下水道特別会計（公共下水道事業費）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 20,556 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 22,545 消防団員報酬等運営経費

消防費 消防団員研修事業 3各種研修、訓練の入校経費

消防費 町消防ポンプ操法大会 222 町ポンプ操法訓練大会開催に係る経費

消防費 0 県消防ポンプ操法大会 681 県ポンプ操法訓練大会出場に係る経費

消防費 東近江行政組合消防負担金 159,947 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 8, 751 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 消防施設管理事業 2,422 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 0 消防 ・防災無線保守管理費 7,309 県防災行政無線および消防救急無線のデジタル化に対応する経費

消防費 県防災ヘリコプター運航管理費 1,016 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 1,925 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 4, 779 防災センターの維持管理に要する経費

消防費 0 防災基盤整備事業 45,432 町防災拠点施設整備工事、自主防災組織強化施設整備事業補助金他

消防費 消火栓設置事業 2,007 消火栓設置工事負担金

消防費 町防災会議費 70 防災会議委員報酬

消防費 0 水防協議会費 50 水防協議会委員報酬

消防費 0 町防災訓練事業 790 地域防災訓練に要する経費

消防費 防災資機材整備事業 4, 008 非常用食料品、 非常用飲料水、 資材整備

消防費 防災情報通信設備管理事業 1, 157 全国瞬時警報システム等保守管理業務委託料

消防費 0 災害対策 ・一般管理 2,445 水防活動時の必要経費、災害時作業用被服（雨合羽）

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 国民保護協議会委員報酬

教育費 教育委員会運営費 1,950 教育委員報酬等

教育費 企 教委事務局費 ・一般管理 109,593 学校 ・園管理のための経費

教育費 就学指導事業 26 就学指導委員会委員報償費

教育費 いじめ等対策事業 3,054 いじめ対応支援員を配置

教育費 学校 ・園保健事業 110 学校 ・園保健委員会の開催 フッ化物による洗口の推進

教育費 学校教育振興事業 2,300 小学校は修学旅行、中学校は部活動 ・校外活動 ・修学旅行に対する補助

教育費 0 通学用ヘルメット補助 140 ヘルメッ トの補助

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 8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係る研究の奨励

教育費 特別支援教育総合推進事業 29 特別支援教育の推進に係る巡回相談員の派遣

教育費 結核対策推進事業 5学校の結核管理に係る経費

教育費 通学自動車管理運営費 18,462 通学パス業務委託料

教育費 通学安全対策事業 286 スクールガードおよび子ども110番の家設置

教育費 企 小学校管理費 15,308 小学校の管理運営のため経費 35入学級実施および英詩科推進のため、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 19, 721 竜王小学校の管理運営に係る経費

教育費 竜王西小学校管理運営費 17,647 竜王西小学校の管理運営に係る経費

教育費 ・ 竜王西小学校施設整備事業 1,652 体育館雨漏補修工事

教育費 竜王小学校教育振興事業 2,827 竜王小学校の学校教育に係る経費

教育費 竜王西小学校教育振興事業 1,860 竜王西小学校の学校教育に係る経費

教育費 小学校児童就学援助 ・就学奨励事業 3, 792 就学援助費、就学奨励費の支給

教育費 0 小学校教育用コンピュータ整備事業 12,041 教育用コンピュータの リース更新整備、修理費等

教育費 ケア・サボータ一派遣事業 356 スクー リング ・ケア・サポータを派遣（年間80回）

備考－・印は新規事業 O印は対前年当初予算比20目以上増事業企印は特認



平成27年度主要事業の概要（第五次竜王町総合計画制部基本構想第1章まちづくりの考え方（基本理念）に基づく分類） （単位：千円）

款 事業名 予算額 主な事業内容

教育費 小学校学力向上推進事業 637 学力状況テスト実施業務委託英検受験料補助金

教育費 企 中学校管理運営費 30,862 中学校の管理運営のため経費 35入学級実施ため、町単独貨による中学校への教員の配置

教育費 中学校施設整備事業 81 防炎カーテン購入

教育費 0 中学校教育振興事業 4,267 中学校の学校教育に係る経費

教育費 中学校生徒就学援助・就学奨励事業 3, 118 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 5,599 中学校教育用コンピュータ（タブレッ卜端末等のICT機器）の整備

教育費 中学校学力向上推進事業 580 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 122,885 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 10,529 竜王幼稚園の管理運営に係る経費

教育費 0 竜王幼稚閤施設整備事業 29,962 幼稚園便所改修工事

教育費 竜王西幼稚園管理運営費 8,482 竜王酉幼稚園の管理運営に係る経費

教育費 0 竜王西幼稚園施設整備事業 1, 500 プールサイド修繕工事

教育費 竜王幼稚園教育振興事業 790 竜王幼稚園の幼稚園教育に係る経費

教育費 竜王西幼稚園教育振興事業 509 竜王西幼稚園の幼稚園教育に係る経費

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

教育費 少年補導員活動事業 992 少年補導員報酬等

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.チ主ンスを活かすた三ましいまちづ三口

総務費 ・地域おこし協力隊事業 8, 155 地域の活性化に意欲のある都市住民を受入れ、観光振興等を創造するとともに、定住・定若を図る。

総務費 計画調査 ・一般管理 241 地域振興の推進に係る計画 ・調査

総務費 篠原駅周辺都市基盤整備事業費 6,936 篠原駅周辺都市基盤整備事業負担金

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 10,414 施設指定管理料

農林水産業費 0 農村運動広場管理運営事業 l, 087 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 2, 760 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 0 農地流動化等推進対策事業 11, 841 農地集積協力助成金、法人化事業支援補助金

農林水産業費 0 農業振興地域整備計画管理（策定）事業 165 農業振興地域整備計画に係る農業振興地域データ更新委託料

農林水産業費 病害虫防除対策事業 734 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 3,247 経営所得安定対策の推進等を行う農業再生協議会への支援
進協議会）

農林水産業費 土産土法ビジネスサポート事業 4,680 土産土法の考えに基づき、特産品の産地育成等および青年農業者への支援

農林水産業費 しがの米政策推進事業（市町推進費） 286 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, 005 水田野菜の生産拡大を支援

農林水産業費 畜産振興事業 20 家畜自衛防疫に係る事業

農林水産業費 農村女性の家管理事業 1, 604 農村女性の家の維持管理に係る経費

農林水産業費 0 農林公園施設管理事業 69,968 施設指定管理料および道の駅化に向けた駐車場の拡幅

商工費 商工総務費 ・一般管理 9,038 人件費等

商工費 企業内人権問題研修事業 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 6,480 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, 150 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 5,358 町観光協会補助金他

商工費 企 定住促進住宅新築 ・リ フォーム助成事業 10,000 定住促進のための住宅新築およびリフォーム助成事業

土木費 土木総務費 ・一般管理 71,591 土木事業全般に係る経費

土木費 0 道路橋梁整備事業 101,815 橋梁長寿命化修繕工事、町道舗装改良工事等

土木費 0 都市計画総務費 ・一般管理 8,241 都市計画に係る委託料等

土木費 定住化促進事業 300 地区計画等策定業務委託料

土木費 竜王インタ一周辺地区整備事業（一般管理） 32,077 竜王インタ一周辺地区整備に伴う事務経費

土木費 竜王インタ一周辺地区整備費 851,900 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 中学生チャレンジウィーク事業 169 町内事業所にて勤労体験

教育費 外国語指導事業 5,508 外国語指導業務委託

教育費 部活動推進事業 120 中学生の部活動の推進

教育費 ． 中学生海外派遣研修事業 2,917 スーセー ・マリー市への派遣交流

教育費 地域子ども教室推進事業 2,444 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三オ2ジナルのまちづ三り

総務費 区長設置関係費 10,694 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 9,900 （財）自治総合センタ一助成事業

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 企 まちづくり活動表彰事業 80 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 ．企 町布lj6 0周年記念事業 2,034 町制60周年記念式典開催に係る経費

総務費 広報 ・広聴事業 7, 759 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

備考ー・印は新規事業 O印は対前年当初予算比20%以上増事業企印は特認



平成27年度主要事業の概要（第五次竜王町総合計画制部基本構想第1章まちづくりの考え方（基本理念）に基づく分類） （単位：千円）

款 事業名 予算額 主な事業内容

総務費 人権問題啓発 ・研修一般事業 8,857 人件費等

総務費 人権政策推進事業 895 じんけんを考えるみんなのつどい開催に係る経費

総務費 0 総合基本計画審議会費 302 総合基本計画審議会委員報酬

総務費 地域創造まちづくり事業 90 まちづくりアド、パイザーの招へい等

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 ・ 第 5次総合計画策定事業 2, 500 第 5次総合計画前期計画の評価および後期計画策定に係る経費

総務費 企 コミュニティ支援事業 100 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 0企 まちづくり活動支援事業 2, 500 まちづくり活動に対する補助（町制60周年を記念して行う事業に対する補助を含む。）

総務費 0 妹背の里管理運営事業 42, 362 施設指定管理料および屋根修繕工事

総務費 ． スーセー ・マリー市友好親善使節団受入事業 1, 575 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 3, 117 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, 507 適正老人クラブ25団体、小規模老人クラブ6団体

民生費 0 敬老福祉年金支給事業 1, 088 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 13, 322 施設指定管理料、介護予防（高齢者趣味活動）事業委託

衛生費 ごみ減量化推進事業 200 生ごみ処理機等補助金

衛生費 美化推進対策事業 1 127 環境美化委託（各種団体4団体）

衛生費 ごみ収集事業 41, 532 ごみ分別収集、粗大ごみ等収集

労働j費 シノレバー人材センター育成事業 7, 587 シノレバー人材センター補助金

農林水産業費 ． 竜王町産業フェア開催事業 1, 700 第13国産業フェア開催事業補助金

農林水産業費 0 農業総務費 ・一般管理費 46,442 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 472 土地改良事業（地元施工修繕）補助金

商工費 ・ ふるさと竜主夏まつり事業 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 65, 764 施設指定管理料

教育費 学校評議員会設置事業 44 学校評議員報償費

教育費 0 コミュニティ ・スクール推進事業 70 学校運営協議会委員報償費

教育費 小学生地域間交流受入事業 645 福島県新地町の小学生を当町に招待して交流

教育費 地域に開かれた学校づくり事業 45 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 92 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 326 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 272 部落解放研究滋賀県集会参加負担金、男女共同参画集会の開催等

教育費 公民館管理運営費 31,033 公民館の管理運営費

教育費 0 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, 295 各種公民館教室 ・講座の運営費

教育費 企 学校支援地域本部事業 2,237 地域による学校支援の取組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 45 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, 635 青少年育成推進員を設置

教育費 新成人の式典開催事業 194 新成人の式典開催に係る経費

教育費 企 図書館管理運営費 43,977 図書館管理運営費、図書の購入（まちづくり関連、若者定住関連等を強化）、視聴覚？イ7'7ト管理

教育費 スポーツ推進委員活動事業 1, 415 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, 911 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 7,096 社会体育振興業務委託（地域振興事業団へ）、夏期巡回ラジオ体操会開催に係る経費

教育費 社会体育施設管理運営費 2,674 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 50,980 給食センター管理運営経費

教育費 給食センター管理費 16, 502 給食センター施設管理費、公用車購入

5.その他
議会費 議会運営事業 75, 102 議員報酬他

議会費 議会だより発行事業 935 議会だより発行経費

議会費 議員研修事業 l, 324 先進地の視察研修

議会費 ・ 議員改選関係経費 362 町議会議員の改選に伴う経費

総務費 一般管理費 162,085 一般管理経費

総務費 臨時職員費（賃金 ・保険） 38, 520 臨時職員賃金

総務費 秘書費 1, 066 町長の対外的交際に係る経費等

総務費 文書管理システム事業 106 ファイルラベル等

総務費 人事考課制度運用事業 329 職員研修

総務費 職員一般研修事業 1, 495 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, 789 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 128 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, 375 出納業務に関する経費

備考・正nは新規事業 O印は対前年当初予算比20%以上増事業企印は特認



平成27年度主要事業の概要（第五次竜王町総合計画 制 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） （単位 ：千円）

款 事業名 予算額 主な事業 内 容

総務費 総合庁舎管理事業 30,927 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 8, 153 公用車維持管理経費

総務費 公用自動車購入事業 l, 214 公用車新規購入（ 1台）

総務費 公有財産審査委員会費 45 公有財産審査委員会委員報償費

総務費 0 普通財産管理費（一般） 736 鵜川グラウン ド、須恵町有地等の管理経費

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, 067 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 33 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 155 行政相談委員連絡協議会負担金他

総務費 企画総務費 ・一般管理 82,089 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 15,025 地籍調査測量業務委託料他

総務費 税務 ・一般管理 68,451 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

総務費 固定資産評価事務費 231 固定資産評価補助員報酬等

総務費 たばこ税増収事業 212 近江八幡管内たばこ税連絡協議会負担金等

総務費 0 賦課徴収管理費 10, 555 町税賦課徴収に係る経費、社会保障 ・税番号制度実施に係る地方税務システム整備

総務費 税過年度過誤納還付金 5,000 税過年度過誤納還付金

総務費 固定資産評価替調査事業 3, 363 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 270 家屋評価システム保守料

総務費 戸籍住民登録費 14,646 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アム

9, 767 住民基本台帳システム等保守料他
整備事業

総務費 人口動態調査費 19 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 13 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 ・ 県議会議員選挙費 6 116 県議会議員選挙経費

総務費 ． 町議会議員選挙費 9, 790 町議会議員選挙経費

総務費 統計調査総務費 6,088 統計調査に係る人件費

総務費 0 基幹統計調査事業 6, 108 国勢調査、経済センサス調査区管理 ・農林業センサスの集計結果確認他

総務費 監査事務運営費 1, 176 監査委員報酬等

労働I費 0 勤労福祉会館管理費 821 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 804 中小企業勤労者総合福祉推進事業補助金

農林水産業費 農業者年金受託事業 208 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, 332 地域産業研修センタ一指定管理料等

教育費 教育委員会事務評価点検事業 50 事務の管理および執行の状況の点検、評価

教育費 0 理科教育等施設整備事業 481 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 49,408 生涯学習課全般に係る経費

公債費 償還元金 421, 768 償還元金

公債費 償還利子 67,856 償還利子

諸支出金 再生可能エネルギ一等導入促進基金積立 320 再生可能エネルギ一等導入促進基金積立

諸支出金 災害対策基金積立金 36 災害対策基金積立金

諸支出金 財政調整基金積立 l, 148 財政調整基金積立金

諸支出金 減債基金積立 687 減債基金積立金

諸支出金 土地開発基金積立 131 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 748 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 0 未来につなぐふるさと交竜基金積立 201 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 65 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 30 188 竜王町立竜王小学校改築基金積立金

予備費 予備費 5,000 




