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議案第2号

平成23年度　大　津　市　一　般　会　計　予　算

平成23年度大津市の一般会計の予算は､次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算)

第1条　歳入歳出予算の総額は､歳入歳出それぞれ103,706,000千円と定める｡

2　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､ ｢第1表　歳入歳出予算｣による｡

(債務負担行為)

第2条　地方自治法第214条の規定による債務を負担する行為をすることができる事項､期間及び限度額は､ ｢第2表　債務負担行為｣による｡

(地　方　債)

第3条　地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的､限度額､起債の方法､利率及び償還の方法は､ ｢第3表　地方債｣

による｡

(一時借入金)

第4条　地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は､ 14,000,000千円と定める｡

(歳出予算の流用)

第5条　地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は､次のとおりと定める｡

(1)各項に計上した給料､職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でこれらの経費の各項

の間の流用｡

平成23年2月21日提出

大津市長　目　片　　　　信
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第1表　　　歳　入　歳　出　予　算

歳　　　入

款 俘��金額 

1市税 ��48,310,000千円 

1市民税 �#"ﾃS�2ﾃ����

2固定資産税 ��づャbﾃ����

3軽自動車税 �3途ﾃ����

4市たば｣税 ��ﾃC�"ﾃ����

5鉱産税 �����

6特別土地保有税 �����

7入湯税 ���rﾃS���

8事業所税 ��ﾃ3釘ﾃS���

9都市計′画税 �2ﾃS�津����

2地方譲与税 ��718,000 

1地方揮発油譲与税 �#3rﾃ����

2自動車重量譲与税 鼎��ﾃ����

3利子割交付金 ��115,300 

1利子.割交付金 ���Rﾃ3���

4配当割交付金 ��52,700 

1配当割交付金 鉄"ﾃs���

5株式等譲渡所得割交付金 ��27,800 

1株式等譲渡所得割交付金 �#rﾃ����

6地方消費税交付金 ��2,550,000 



1地方消費税交付金 �"ﾃSS�ﾃ����

7ゴルフ場利用税交付金 ��174,400 

1ゴルフ場利用税交付金 ��sBﾃC���

8特別地方消費税交付金 ��100 

1特別地方消費税交付金 �����

9自動車取得税交付金 ��235,700 

1自動車取得税交付金 �#3Rﾃs���

10国有提供施設等所在市町村助成交付金 ��14,725 

1国有提供施設等所在市町村助成交付金 ��Bﾃs#R�

11地方特例交付金 ��668,000 

1地方特例交付金 田cづ����

12地方交付税 ��10,473,000 

1地方交付税 ���ﾃCs2ﾃ����

13交通安全対策特別交付金 ��62,000 

1交通安全対策特別交付金 田"ﾃ����

14分担金及び負担金 ��1,871,269 

1分担金 途ﾃs���

2負担金 ��ﾃツ2ﾃSS��

15使用料及び手数料 ��2,959,018 

1使用料 �"ﾃ��2ﾃS�2�

2手数料 塔CRﾃC3R�

16国庫支出金 ��16,970,756 
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款 俘��金額 

1国庫負担金 姪�Bﾃ3�"ﾃャ��x冷�

2国庫補助金 �"ﾃC�"ﾃS���

3委託金 涛Rﾃ3cR�

17県支出金 ��5,488,327 

1県負担金 �"ﾃS釘ﾃcSb�

2県補助金 �"ﾃ33�ﾃ#cb�

3委託金 鉄c"ﾃC�R�

18財産収入 ��1,007,384 

1財産運用収入 �##づsィ�

2財産売払収入 都sづc���

19寄附金 ��3,382 

1寄附金 �2ﾃ3�"�

20繰入金 ��3,256,041 

1繰入金 �2ﾃ#Sbﾃ�C��

21繰越金 ��10,000 

1繰越金 ���ﾃ����

22諸収入 ��1,149,798 

1延滞金､加算金及び過料 鉄�ﾃ��"�

2市預金利子 途ﾃ3���

3貸付金元利収入 ��S�ﾃ都��

4雑入 涛C�ﾃS���



23市債 ��7,588,300 

1市債 途ﾃSモﾃ3���

歳入合計 �103,706,000 

款 俘��金額 

1議会費 ��579,997千円 

1議会費 鉄s津涛r�

2総務費 ��9,926,216 

1総務管理費 途ﾃCc2ﾃ�Cb�

2徴税費 ��ﾃ3�bﾃ3Sr�

3戸籍住民基本台帳費 田#Bﾃンb�

4選挙費 �3s�ﾃン"�

5統計調査費 田2ﾃ�3r�

6監査委員費 塔rﾃ�モ�

3民生費 ��41,636,409 

1社会福祉費 ��bﾃ��"ﾃ#Sb�

2児童福祉費 ��づ塔bﾃ��2�

3生活保護費 澱ﾃc3づ�c��
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款 俘��金額 

4衛生費 ��ll,781,116千円 

1保健衛生費 迭ﾃャ�ﾃ�3��

2清掃費 迭ﾃン津�コ�

5労働費 ��97,419 

1労働対策費 涛rﾃC���

6農林水産業費 ��811,221 

1農業費 田�RﾃScr�

2林業費 ����ﾃc#��

3水産業費 ��Bﾃ�#R�

7商工費 ��1,857,572 

1商工費 ��ﾃCSbﾃ3ヲ�

2観光費 鼎��ﾃ��2�

8土木費 ��13,189,296 

1土木管理費 都SRﾃ都��

2道路河川費 �"ﾃン"ﾃ3���

3港湾費 �"ﾃS湯�

4都市計画.費 唐ﾃC#bﾃSsR�

5住宅費 ��ﾃ���ﾃイ2�

9消防費 ��3,050,851 

1消防費 �2ﾃ�S�ﾃゴ��

10教育費 ��8,194,697 



1教育総務費 ��ﾃ�3Bﾃ##��

2小学校費 ��ﾃS#Rﾃ�cr�

3中学校費 塔�Bﾃ都B�

4幼稚園費 ��ﾃ鉄�ﾃCs��

5社会教育費 ��ﾃcモﾃ3���

6保健体育費 ��ﾃ���ﾃcS��

11災害復旧費 ��70,301 

1災害復旧費 都�ﾃ3���

12公債費 ��12,410,905 

1公債費 ��"ﾃC��ﾃ��R�

13予備費 ��100,000 

1予備費 ����ﾃ����

歳出合計 �103,706,000 

一般会計 -7-



一般会計　　-8-

第　2　表　　　債　務　負　担　行　為

事項 弍ｨｭB�限度額 

田上市民センター改築事業費 特別養護老人ホーム榛原の里 施設整備等改修補助事業費 滋賀県信用保証協会小規模企業者 兌ﾙ�ﾃ#9D�7�*�.y[ﾙ�ﾃ#ID�7�-ﾈ,R�[ﾙ�ﾃ#9D�7�*�.y[ﾙ�ﾃ3)D�7�-ﾈ,R�[ﾙ�ﾃ#9D�7�*�.y[ﾙ�ﾃ3YD�7�-ﾈ,R�[ﾙ�ﾃ#9D�7�*�.y[ﾙ�ﾃ#YD�7�-ﾈ,R�[ﾙ�ﾃ#9D�7�*�.y[ﾙ�ﾃ#YD�7�-ﾈ,R�[ﾙ�ﾃ#9D�7�*�.y[ﾙ�ﾃ#YD�7�-ﾈ,R�[ﾙ�ﾃ#9D�7�*�.y[ﾙ�ﾃ#ID�7�-ﾈ,R�[ﾙ�ﾃ#9D�7��186,600千円 270,000 小規模企業者小口簡易資金として平成23年4月1日か ら平成24年3月31日までの間に保証した債務にフいて 保証契約の効力が生じた日以降11年以内に代位弁済し 

小口簡易資金保証債務損失補償 市道今宿中浜線用地取.得事業費 都市計画道路3.4.15号石山駅湖岸線 用地取得事業費 都市計画道路3.4.9号馬場皇子が丘線 (北国町工区)用地取得事業費 逢坂小学校体育館改築事業費 大津市土地開発公社の借入金に対する債務保証 凾ｽ場合､当該額から支払いを受けた保険金を控除した実 質損失額の10分の8について23,431千円の範囲内で その損失を補償する0 32,000 (ただしヾ大津市土地開発公社の借入に対する利子及び 事務費を加算するo) 261,000 (ただし､大津市土地開発公社の借入に対する利子及び 事務費を加算する○) 50,000 (ただし､大津市土地開発公社の借入に対する利子及び 事務費を加算する○) 134,272 8,000,000 



第　3　表　　　地　　　　方　　　　債

起債の目的 侘�7逢｢�起債の方法 儻2�.越b�償還の方法 

合併特例事業 ��sRﾃ����x冷�普通貸借又は 証券発行 迭��X潔>��+ﾘ+�+ZIy越hﾊ�+ﾂ�+Y_ｸ�,X妤.�?ﾈ.ｨ.����ｾ�,�,(*(,JIy越b�,ﾈﾊ�+ﾈ+X/�ﾗ8,�+ﾘﾎ2�,�*�*(,H,ﾚI9h･侈��+ﾈ+Xﾎ8,ﾉy越h,h+x.薬�政府資金､滋賀県市町振興資金貸付 金及び地方公共団体金融機構資金につ いては､その融通条件により､銀行そ の他の場合には､その債権者と協定す るものによるo ただし､市財政の都合により据置期 間及び償還期限を短縮し､若しくは繰 上償還又は低利に借換えすることがで きるo 

市民センター整備事業 ��#�ﾃS���

社会福祉施設等整備事業 �#ヲﾃ3���

保育所建設事業 ��3津�����

葬儀施設整備事業 田津����

観光施設整備事業 ��ﾃ����

道.路等整備事業 ���づs���

特定道路整備事業 �#Sbﾃ#���

河川整備事業 �2ﾃ����

自然災害防止事業 ��"ﾃ����

都市再生整備事業 �"ﾃ����

土地区画整理事業 �3Rﾃs���

市街地再開発事業 ���2ﾃ����

都市計画道路整備事業 �#��ﾃC���

公園整備事業 鉄bﾃS���
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議案第3号

平成23年度　大津市国民健康保険事業特別会計予算

平成23年度大津市の国民健康保険事業特別会計の予算は､次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算)

第1条　事業勘定の歳入歳出予算の総額は､歳入歳出それぞれ29,477, 000千円とし､直営診療施設勘定の歳入歳出予算の総額は､歳入歳出それぞれ

28,000千円と定める｡

2　事業勘定及び直営診療施設勘定の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､ ｢第1表　歳入歳出予算｣による｡

平成23年2月21日提出

大津市長　目　片　　　　信
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第1表　　　歳　入　歳　出　予　算

歳　　入　　　　　　　　　　　　　　　　(事　業　勘　定)

款 俘��金額 

1国民健康保険料 ��7,009,634千円 

1国民健康保険料 途ﾃ��津c3B�

2国民健康保険税 ��1,800 

1国民健康保険税 ��ﾃ����

3使用料及び手数料 ��3,329 

1手数料 �2ﾃ3#��

4国庫支出金 ��6,640,399 

1国庫負担金 迭ﾃ#cRﾃャ"�

2国庫補助金 ��ﾃ3sBﾃS�r�

5療養給付費交付金 ��1,310,600 

1療養給付費交付金 ��ﾃ3��ﾃc���

6前期高齢者交付金 ��7,830,918 

1前期高齢者交付金 途ﾃ�3�ﾃ����

7県支出金 ��1,296,552 

1県負担金 �#��ﾃ�唐�

2県補助金 ��ﾃ�コﾃ3SB�

8共同事業交付金 ��3,488,709 

1共同事業交付金 �2ﾃCモﾃs���



9財産収入 ��905 

1財産運用収入 涛�R�

10繰入金 ��1,577,000 

1繰入金 ��ﾃSsrﾃ����

11繰越金 ��300,000 

1繰越金 �3��ﾃ����

12諸収入 ��17,154 

1延滞金､加算金及び過料 ��S"�

2雑入 ��rﾃ��"�

歳入合計 �29,477,000 
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歳　　　出

款 俘��金額 

1総務費 ��392,970千円 

1総務管理費 �3c津�S"�

2徴収費 �#2ﾃ#�"�

3運営協議会費 田�b�

2保険給付費 ��20,339,306 

1療養諸費 ��づ�#"ﾃ都b�

2高額療衰費 �"ﾃ��BﾃS湯�

3移送費 鼎���

4諸給付費 �#��ﾃ33��

3老人保健拠出金 ��2,781 

1老人保健拠出金 �"ﾃs���

4前期高齢者納付金 ��10,223 

1前期高齢者納付金 ���ﾃ##2�

5後期高齢者支援金 ��3,526,990 

1後期高齢者支援金 �2ﾃS#bﾃ涛��

6病床転換支援金 ��1 

1病床転換支援金 ���

7共同事業拠出金 ��3,378,478 

1共同事業拠出金 �2ﾃ3sづCs��



8保健事業費 ��331,666 

1保健事業費 �33�ﾃccb�

9介護納付金 ��1,448,502 

1介護納付金 ��ﾃCCづS�"�

10基金積立金 ��905 

1基金積立金 涛�R�

11諸支出金 ��41,781 

1償還金及び還付加算金 �#2ﾃs���

2線出金 ��づ����

12公債費 ��1,397 

1公債費 ��ﾃ3途�

13予備費 ��2,000 

1予備費 �"ﾃ����

歳出合計 �29,477,000 
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歳　　入　　　　　　　　　　　　　(直営診療施設勘定)

款 俘��金額 

1診療報酬 ��8,735千円 

1診療報酬 唐ﾃs3R�

2使用料及び手数料 ��29 

1使用料 ���

2手数料 �#��

3繰入金 ��18,000 

1繰入金 ��づ����

4繰越金 ��1,000 

1繰越金 ��ﾃ����

5諸収入 ��236 

1雑入 �#3b�

歳入合計 �28,000 



歳　　　出

款 俘��金額 

1診療施設費 ��27,900千円 

1葛川診療所費 �#rﾃ����

2予備費 ��100 

1予備費 �����

歳出合計 �28,000 
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平成23年度　大津市葬儀事業特別会計予算

大津市長　目　片 信

議案第4号

平成23年度大津市の葬儀事業特別会計の予算は､次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算)

第1条　歳入歳出予算の総額は､歳入歳出それぞれ299,000千円と定める｡

2　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､ ｢第1表　歳入歳出予算｣による｡

平成23年2月21日提出



第1表　　　歳　入　歳　出　予　算

歳　　　入

款 俘��･金額 

1事業収入 ��136,286千円 

1事業収入 ��3bﾃ#ッ�

2使用料及び手数料 ��443 

1使用料 鼎C2�

3繰入金 ��161,000 

1繰入金 ��c�ﾃ����

4繰越金 ��1,000 

1繰越金 ��ﾃ����

5諸収入 ��271 

1雑入 �#s��

歳入合計 �299,000 

葬　　儀　　-19-



葬　　儀　　-20-

款 俘��金額 

1葬儀事業費 ��298,000千円 

1葬儀事業費 �#唐ﾃ����

2予備費 ��1,000 

1予備費 ��ﾃ����

歳出合計 �299,000 

歳 出



議案第5号

平成23年度　大津市競輪事業特別会計予算

平成23年度大津市の競輪事業特別会計の予算は､次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算)

第1条　歳入歳出予算の総額は､歳入歳出それぞれ785,000千円と定める｡

2　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､ ｢第1表　歳入歳出予算｣による｡

平成23年2月21日提出

大津市長　目　片　　　　信

競　　輪　　-21-



競　　輪　　-22-

第1表　　　歳　入　歳　出　予　算

歳　　　入

款 俘��金額 

1繰入金 ��782,000千円 

1繰入金 都�"ﾃ����

2繰越金 ��100 

1繰越金 �����

3諸収入 ��2,900 

1雑入 �"ﾃ����

歳入合計 �785,000 



款 俘��金額 

1競輪事業費 ��258,830千円 

1総務費 �#Sづ�3��

2公債費 ��516,170 

1公債費 鉄�bﾃ�s��

3予備費 ��10,000 

1予備費 ���ﾃ����

歳出合計 �785,000 

競　　輪　　-23-

歳 出



農業集落排水　　- 24 -

平成23年度　大津市農業集落排水事業特別会計予算

大津市長　目　片 信

議案第6号

平成23年度大津市の農業集落排水事業特別会計の予算は､次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算)

第1条　歳入歳出予算の総額は､歳入歳出それぞれ32,500千円と定める｡

2　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､ ｢第1表　歳入歳出予算｣による｡

平成23年2月21日提出



第1表　　　歳　入　歳　出　予　算

歳　　　入

款 俘��金額 

1使用料及び手数料 ��ll,580千円 

1使用料 免ﾂﾃS���

2繰入金 ��20,500 

1繰入金 �#�ﾃS���

3繰越金 ��100 

1繰越金 �����

4諸収入 ��320 

1雅人 �3#��

歳入合計 �32,500 

農業集落排水　　- 25 -



農業集落排水　　- 26 -

歳　　　出

款 俘��金額 

1農業集落排水事業費 ��21,477千円 

1農業集落排水事業費 �#�ﾃCsr�

2公債費 ��10,923 

1公債費 ���ﾃ�#2�

3予備費 ��100 

1予備費 �����

歳出合計 �32,500 



議案第7号

平成23年度　大津市卸売市場事業特別会計予算

平成23年度大津市の卸売市場事業特別会計の予算は､次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算)

第1条　歳入歳出予算の総額は､歳入歳出それぞれ519,000千円と定める｡

2　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､ ｢第1表　歳入歳出予算｣による｡

平成23年2月21日提出

大津市長　目　片　　　　信

卸売市場　　- 27-



卸売市場　　- 28-

第1表　　　歳　入　歳　出　予　算

歳　　　入

款 俘��金額 

1使用料及び手数料 ��191,183千円 

1使用料 ����ﾃ����

2手数料 �"�

2繰入金 ��142,000 

1繰入金 ��C"ﾃ����

3繰越金 ��1,000 

1繰越金 ��ﾃ����

4諸収入 ��184,817 

1延滞金､加算金及び過料 �"�

2貸付金元利収入 涛"ﾃ����

3雑入 涛"ﾃ��R�

歳入合計 �519,000 



歳

款 俘��金額 

1卸売市場費 ��433,310千円 

1卸売市場費 鼎32ﾃ3���

2公債費 ��84,690 

1公債費 塔Bﾃc���

3予備費 ��1,000 

1予備費 ��ﾃ����

歳出合計 �519,000 

卸売市場　　- 29 -

出



財産区　　-30-

平成23年度　大津市財産区特別会計予算

大津市長　冒　片 信

議案第8号

平成23年度大津市の財産区特別会計の予算は､次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算)

第1条　歳入歳出予算の総額は､歳入歳出それぞれ82,000千円と定める｡

2　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､ ｢第1表　歳入歳出予算｣による｡

平成23年2月21日提出



第1表　　　歳　入　歳　出　予　算

歳　　　入

款 俘��金額 

1財産収入 ��35,627千円 

1財産運用収入 �3Rﾃc#r�

2繰入金 ��42,373 

1繰入金 鼎"ﾃ3s2�

3繰越金 ��4,000 

1繰越金 釘ﾃ����

歳入合計 �82,000 

財産区　　-31-



財産区　　-32-

款 俘��金額 

1財産管理費 ��78,000千円 

1橋本財産区財産管理費 途ﾃCs��

2神領財産区財産管理費 免ﾂﾃCCb�

3大江財産区財産管理費 ��2ﾃ�cB�

4南大萱財産区財産管理費 �#bﾃ��2�

5月輪財産区財産管理費 ��"ﾃs#R�

6平野財産区財産管理費 �2ﾃ�32�

7牧財産区財産管■理費 ��ﾃS#��

8桐生財産区財産管理費 涛#��

2予備費 ��4,000 

1予備費 釘ﾃ����

歳出合計 �82,000 

歳 出



議案第9号

平成23年度　大津市駐車場事業特別会計予算

平成23年度大津市の駐車場事業特別会計の予算は､次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算)

第1条　歳入歳出予算の総額は､歳入歳出それぞれ538,000千円と定める｡

2　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､ ｢第1表　歳入歳出予算｣による｡

平成23年2月21日提出

大津市長　目　片　　　　信

駐車場　　-33-



駐車場　　-34-

第1表　　　歳　入　歳　出　予　算

歳　　　入

款 俘��金額 

1使用料及び手数料 ��277,814千円 

1使用料 �#srﾃ��B�

2繰入金 ��259,000 

1繰入金 �#S津����

3繰越金 ��1,000 

1繰越金 ��ﾃ����

4諸収入 ��186 

1雑入 ��ッ�

歳入合計 �538,000 



款 俘��金額 

1駐車場事業費 ��228,256千円 

1駐車場事業費 �##づ#Sb�

2公債費 ��308,744 

1公債費 �3�づsCB�

3予備費 ��1,000 

1予備費 ��ﾃ����

歳出合計 �538,000 

駐車場　　-35-

歳 出



介護保険　　136 -

平成23年度　大津市介護保険事業特別会計予算

大津市長　目　片 信

議案第10号

平成23年度大津市の介護保険事業特別会計の予算は､次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算)

第1条　歳入歳出予算の総額は､歳入歳出それぞれ18,540,000千円と定める｡

2　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､ ｢第1表　歳入歳出予算｣による｡

平成23年2月21日提出



第1表　　　歳　入　歳　出　予　算

歳　　　入

款 俘��金額 

1保険料 ��3,448,794千円 

1介護保険料 �2ﾃCCづs釘�

2支払基金交付金 ��5,309,865 

1支払基金交付金 迭ﾃ3�津ツR�

3使用料及び手数料 ��551 

1総務手数料 鉄S��

4国庫支出金 ��4,058,739 

1国庫負担金 �2ﾃ#�rﾃ3ビ�

2国庫補助金 塔C�ﾃ3S"�

5県支出金 ��2,588,418. 

1県負担金 �"ﾃS�づcc"�

2県補助金 都津sSb�

6財産収入 ��3,196 

1財産運用収入 �2ﾃ�澱�

7繰入金 ��3,128,947 

1-般会計繰入金 �"ﾃsS"ﾃ����

2基金繰入金 �3sbﾃ鼎r�

8繰越金 ��1,000` 

介護保険　　-37 -



介護保険　　-38-

1繰越金一 ��ﾃ����x冷�

9諸収入 ��490 

1延滞金､加算金及び過料 ���

2貸付金元利収入 �#s2�

3雑入 �#�b�

歳入合計 �18,540,000 

款 俘��金額 

1総務費 ��477,684千円 

1総務管理費 �#C�ﾃs�"�

2徴収費 ��づ�唐�

3認定審査会費 �#�づsィ�

2保険給付費 ��17,618,623 

1介護サービス諸費 ��Rﾃ�3"ﾃ3Sr�

2介護予防サービス諸費 涛SrﾃC�B�

3高額介護サ-ビス費 �3�rﾃ�s��

4特定入所者介護サービス等費 鼎モﾃ都2�

歳 出



款 俘��金額 

5その他諸費 �#"ﾃs���

3基金積立金 ��3,196 

1基金積立金 �2ﾃ�澱�

4地域支援事業費 ��429,214 

1介護予防事業費 塔�ﾃ�3��

2包括的支援事業.任意事業費 �3Cづ#sb�

5諸支出金 ��1,283 

1償還金及び還付加算金 ��ﾃ#s2�

2延滞金 ����

6予備費 ��10,000 

1予備費 ���ﾃ����

歳出合計 �18,540,000 

介護保険　　- 39-



堅田駅西口土地区画　　- 40 -

平成23年度　大津市堅田駅西口土地区画整理事業特別会計予算

議案第11号

平成23年度大津市の堅田駅西口土地区画整理事業特別会計の予算は､次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算)

第1条　歳入歳出予算の総額は､歳入歳出それぞれ920,000千円と定める｡

2　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､ ｢第1表　歳入歳出予算｣による｡

(地　方　債)

第2条　地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的､限度額､起債の方法､利率及び償還の方法は､ ｢第2表　地方債｣

による｡

平成23年2月21日提出

大津市長　目　片　　　　信



第1表　　　歳　入　歳　出　予　算

歳　　　入

款 俘��金額 

1使用料及び手数料 ��1,202千円 

1使用料 ��ﾃ#�"�

2国庫支出金 ��156,200 

1国庫補助金 ��Sbﾃ#���

3県支出金 ��3,698 

1県補助金 �2ﾃc唐�

4財産収入 ��200,400 

1財産運用収入 �3CB�

2財産売払収入 �#��ﾃ�Sb�

5繰入金 ��191,000 

1繰入金 ����ﾃ����

6繰越金 ��1,000 

1繰越金 ��ﾃ����

7市債 ��366,500 

1市債 �3cbﾃS���

歳入合計 �920,000 

堅田駅西口土地区画　　-41 -



堅田駅西口土地区画　　-42-

歳　　　出

款 俘��金額 

1土地区画整理事業費 ��907,617千円 

1土地区画整理事業費 涛�rﾃc�r�

2公債費 ��ll,383 

1公債費 免ﾂﾃ3�2�

3予備費 ��1,000 

1予備費 ��ﾃ����

歳出合計 �920,000 



第2表　　　地　　　　方　　　　債

起債の目的 侘�7逢｢�起債の方法 凉越b�償還の方法 

土坤区画整理事業 �3cbﾃS���x冷�普通貸借又は 証券発行 迭��X潔>��+ﾘ+�+ZIy越hﾊ�+ﾈ+Y_ｸ��,X妤.�?ﾈ.ｨ.倬�ｾ�,�,(*(,JB�y越h,ﾈﾊ�+ﾈ+X/�ﾗ8,�+ﾘﾎ8,��*�*(,H,ﾚI9h･侈�+ﾈ+Xﾎ8,ﾂ�y越h,h+x.��ｲ�政府資金､滋賀県市町振興資金貸付金及 び地方公共団体金融機構資金については､ その融通条件により､銀行その他の場合に は､その債権者と協定するものによる○ ただし､市財政の都合により据置期間及 び償還期限を短縮し､若しくは繰上償還又 は低利に借換えすることができる○ 

堅田駅西口土地区画　　- 43 -



後期高齢者医療　　- 44 -

平成23年度　大津市後期高齢者医療事業特別会計予算

大津市長　目　片 信

議案第12号

平成23年度大津市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は､次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算)

第1条　歳入歳出予算の総額は､歳入歳出それぞれ2,717,000千円と定める｡

2　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､ ｢第1表　歳入歳出予算｣による｡

平成23年2月21日提出



第1表　　　歳　入　歳　出　予　算

歳　　　入

款 俘��金額 

1保険料 ��2,248,075千円 

1後期高齢者医療保険料 �"ﾃ#Cづ�sR�

2使用料及び手数料 ��285 

1手数料 �#コ�

3繰入金 ��447,000 

1繰入金 鼎Crﾃ����

4繰越金 ��14,000 

1繰越金 ��Bﾃ����

5諸収入 ��7,640 

1延滞金､加算金及び過料 �#��

2償還金及び還付加算金 迭ﾃ����

3雑入 �"ﾃc���

歳入合計 �2,717,000 

後期高齢者医療　　- 45 -



後期高齢者医療　　- 46 -

歳　　　出

款 俘��金額 

1総務費 ��73,954千円 

1総務管理費 都2ﾃ鉄B�

2後期高齢者医療広域連合納付金 ��2,636,036 

1後期高齢者医療広域連合納付金 �"ﾃc3bﾃ�3b�

3諸支出金 ��5,010 

1償還金及び還付加算金 迭ﾃ����

.4予備費 ��2,000 

1予備費 �"ﾃ����

歳出合計 �2,717,000 



議案第13号

平成23年度　大津市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算

平成23年度大津市の母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計の予算は､次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算)

第1条　歳入歳出予算の総額は､歳入歳出それぞれ91,500千円と定める｡

2　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､ ｢第1表　歳入歳出予算｣による｡

(地　方　債)

第2条　地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的､限度額､起債の方法､利率及び償還の方法は､ ｢第2表　地方債｣

による｡

平成23年2月21日提出

大津市長　目　片　　　　信

母子寡婦福祉資金貸付　　- 47 -



母子寡婦福祉資金貸付　　- 48 -

第1表　　　歳　入　歳　出　予　算

歳　　　入

款 俘��金額 

1繰入金 ��19,500千円 

1繰入金 ��津S���

2繰越金 ��1,000 

1繰越金 ��ﾃ����

3諸収入 ��37,905 

1貸付金元利収入 �3rﾃピB�

2雑入 �3��

4市-倭 ��33,095 

1市債 �32ﾃ�迭�

歳入合計 �91,500 



歳　　　出

款 俘��金額 

1母子寡婦福祉資金貸付事業費 ��90,500千円 

1母子寡婦福祉資金貸付事業費 涛�ﾃS���

2予備費 ��1,000 

1予備費 ��ﾃ����

歳出合計 �91,500 

母子寡婦福祉資金貸付　　- 49 -



母子寡婦福祉資金貸付　　- 50 -

第　2　表　　　地　　　　方　　　　債

起債の目的 侘�7逢｢�起債の方法 凉越b�償還の方法 

母子寡婦福祉資金貸付事業 �32ﾃ�添�x冷�普通貸借 冖9y育��母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号) 第37条第2項､第4項及び第6項に定めるとこ ろによる○ 



柵穿州
1
･

料 猶



妙 Li
d

･
H
F

蘇 辛



注1)金額の単位は､千円とする｡

2)　3歳出のうち特定財源に使用した略号は､次の例による｡

交---･--交通安全対策特別交付金

分-･･----分担金及　び負担金

使---･--使用料及　び手数料

国-･----国　庫　支　　出　　金

県-----県　　支　　　出　　金

財------財　　産　　　収　　　入

寄---･--寄

繰--･---繰

請---･･-･諸

債･-----市
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1　総　　　括

(歳　　　入)

平成23年度　大津市一般会計歳入歳出予算事項別明細書

款 冏ｹD�7疫ﾈ螽ｧ｢�前年度予算額 儂Hｧ"�

1市税 鼎づ3��ﾃ����47,003,000 ��ﾃ3�rﾃ����

2地方譲与税 都�づ����829,000 ��#���ﾃ����

3利子割交付金 ���Rﾃ3���203,000 ��#ビﾃs���

4配当割交付金 鉄"ﾃs���49,000 �2ﾃs���

5株式等譲渡所得割交付金 �#rﾃ����28,000 ��##���

6地方消費税交付金 �"ﾃSS�ﾃ����2,630,000 ��#��ﾃ����

7ゴルフ場利用税交付金 ��sBﾃC���187,000 ��#�"ﾃc���

8特別地方消費税交付金 �����100 ��

9自動車取得税交付金 �#3Rﾃs���226,000 湯ﾃs���

10国有提供施設等所在市町村助成交付金 ��Bﾃs#R�14,185 鉄C��

11地方特例交付金 田cづ����680,405 ��#�"ﾃC�R�

12地方交付税 ���ﾃCs2ﾃ����9,043,000 ��ﾃC3�ﾃ����

13交通安全対策特別交付金 田"ﾃ����61,500 鉄���

14分担金及び負担金 ��ﾃピ�ﾃ#c��1,734,520 ��3bﾃsC��

15使用料及び手数料 �"ﾃ鉄津����3,063,296 ��#��Bﾃ#s��

16国庫支出金 ��bﾃ都�ﾃsSb�16,824,743 ��Cbﾃ��2�

17県支_出金 迭ﾃCモﾃ3#r�5,547,.721 ��#S津3釘�

18財産収入 ��ﾃ��rﾃ3ィ�928,257 都津�#r�

19寄附金 �2ﾃ3�"�20,254 ��#�bﾃピ"�

20繰入金 �2ﾃ#Sbﾃ�C��1,534,029 ��ﾂﾃs#"ﾃ��"�

21繰越金 ���ﾃ����10,000 ��

22諸収入 ��ﾃ�C津s唐�1,111,190 �3づc���

23市債 途ﾃSモﾃ3���9,360,800 白��#�ﾃss"ﾃS���

歳入合計 ���2ﾃs�bﾃ����101,089,000 �"ﾃc�rﾃ����
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(読

款 冏ｹD�7疫ﾈ螽ｧ｢�前年度予算額 儂Hｧ"�本年度予算額の財源内訳 特定財源 劍自Lｨﾞ�靈��

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1議会費 鉄s津涛r�601,708 ��##�ﾃs��� �� 鉄s津涛r�

2総務費 湯ﾃ�#bﾃ#�b�9,506,505 鼎�津s���571,167 �33"ﾃS���874,034 唐ﾃ�CづS�R�

3民生費 鼎�ﾃc3bﾃC���37,936,434 �2ﾃc湯ﾃ都R�19,138,653 �3�rﾃ#���2,918,165 ��津#s"ﾃ3���

4衛生費 免ﾂﾃs��ﾃ��b�10,126,949 ��ﾃcSBﾃ�cr�553,838 田津����959,627 ���ﾃ�唐ﾃcS��

5労働費 涛rﾃC���102,591 ��#Rﾃ�s"�165 ��18,000 都津#SB�

6農林水産業費 塔��ﾃ##��851,136 ��#3津��R�259,435 ��49,617 鉄�"ﾃ�c��

7商工費 ��ﾃゴrﾃSs"�1,021,222 塔3bﾃ3S��71,480 ��ﾃ����151,315 ��ﾃc3"ﾃピr�

8土木費 ��2ﾃ�ヲﾃ#澱�14,174,965 ��#塔Rﾃcc��1,466,635 ��ﾃ��"ﾃs���1,437,311 偵津#�"ﾃcS��

9消防費 �2ﾃ�S�ﾃゴ��2,931,394 ���津CSr�10,674 ��3"ﾃS���50,573 �"ﾃゴrﾃ��B�

10教育費 唐ﾃ�釘ﾃc途�10,624,003 ��#"ﾃC#津3�b�317,854 �3#2ﾃs���451,260 途ﾃ���ﾃャ2�

11災害復旧費 都�ﾃ3���59,660 ���ﾃcC��41,350 ��rﾃ����3,000 唐ﾃ�S��

12公債費 ��"ﾃC��ﾃ��R�13,052,433 ��#cC�ﾃS#�� ��572,363 免ﾂﾃ�3づSC"�

13予備費 ����ﾃ����100,000 �� �� ����ﾃ����

歳出合計 ���2ﾃs�bﾃ����101,089,000 �"ﾃc�rﾃ����22,431,251 �"ﾃ#crﾃ3���7,485,265 都�ﾃS#"ﾃ�ィ�



2　歳　　　入

款1市　　　税

項1市　民　税

冒 冏ｹD�7��前年度 儂Hｧ"�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1個人 ��づcs�ﾃ����18,157,000 鉄�Bﾃ����1現年課税分 2滞納繰越分 ��づCcbﾃ����#�Rﾃ����均等割460,344×97.5% 所得割18,479,766×97.5% 1,243,358×16.5% 

2法人 �2ﾃイ"ﾃ����3,210,000 田3"ﾃ����1現年課税分 2滞納繰越分 �2ﾃ�3bﾃ����bﾃ����均等割720,000×98.0% 法人税割3,193,945×98.0% 84,694×7.1% 

計 �#"ﾃS�2ﾃ����21,367,000 ��ﾃ�Cbﾃ���� �� 

款1市　　　税

項2　固定資産税

冒 冏ｹD�7��前年度 儂Hｧ"�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1固定資産税 ��づs�RﾃS���18,617,000 塔づS���1現年課税分 ��づC#Bﾃ����土地6,474,011×97.5% 家屋9,099,160×97.5% 償却資産3,322,946×97.5% 
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2滞納繰越分 �#��ﾃS���1,232,954×22.9% 

2国有資産等所在 市町村交付金 ����ﾃ3���178,400 �"ﾃ����1現年課税分 ����ﾃ3��� 

計 ��づャbﾃ����18,795,400 涛�ﾃC��� �� 

款1市　　　税

項3　軽自動車税

冒 冏ｹD�7��前年度 儂Hｧ"�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1軽自動車税 �3途ﾃ����395,300 ��ﾃs���1現年課税分 �3��ﾃ����411,690×95.0% 

2滞納繰越分 澱ﾃ����49,824×12.1% 

計 �3途ﾃ����395,300 ��ﾃs��� �� 



款1市　　　税

項4　市たばこ税

冒 冏ｹD�7��前年度 儂Hｧ"�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1市たばこ税 ��ﾃC�"ﾃ����1,516,000 ��##Bﾃ����1現年課税分 ��ﾃC�"ﾃ����1,492,000×100% 

計 ��ﾃC�"ﾃ����1,516,000 ��##Bﾃ���� �� 

款1市　　　税

項5　鉱　産　税

冒 冏ｹD�7��前年度 儂Hｧ"�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1鉱産税 �����200 ��#����1現年課税分 �����100×100.0% 

計 �����200 ��#���� �� 
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款1市　　　税

項6　特別土地保有税

冒 冏ｹD�7��前年度 儂Hｧ"�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1特別土地保有税 �����700 ��#c���1現年課税分 �����100×100.0% 

計 �����700 ��#c��� �� 

款1市　　　税

項7　入　湯　税

冒 冏ｹD�7��`前年度 儂Hｧ"�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1入湯税 ���rﾃS���98,000 湯ﾃS���1現年課税分 ���rﾃS���107,500×100.0% 

計 ���rﾃS���98,000 湯ﾃS��� �� 



款1市　　　税

項8　事業所税

冒 冏ｹD�7��前年度 儂Hｧ"�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1事業所税 ��ﾃ3釘ﾃS���1,376,400 ��づ����1現年課税分 2滞納繰越分 ��ﾃ3�2ﾃ�����ﾃS���資産割1,191,218×98.0% 従業者割229,880×98.0% 9,957×15.1% 

計 ��ﾃ3釘ﾃS���1,376,400 ��づ���� �� 

款1市　　　税

項9　都市計画税

冒 冏ｹD�7��前年度 儂Hｧ"�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1都市計画税 �2ﾃS�津����3,454,000 田Rﾃ����1現年課税分 2滞納繰越分 �2ﾃCc津����S�ﾃ����土地1,701,004×97.5% 家屋1,856,745×97.5% 233,059×21.5% 

計 �2ﾃS�津����3,454,000 田Rﾃ���� �� 
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款2　地方譲与税

項1地方揮発油譲与税

冒 冏ｹD�7��前年度 儂Hｧ"�節 剞燒ｾ 
区分ー 仞�ｧ｢�

1地方揮発油譲与税 �#3rﾃ����230,000 途ﾃ����1地方揮発油譲与税 �#3rﾃ���� 

計 �#3rﾃ����230,000 途ﾃ���� �� 

款2　地方譲与税

項2　自動車重量譲与税

冒 冏ｹD�7��■前年度 儂Hｧ"�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1自動車重量譲与税 鼎��ﾃ����599,000 ��#��づ����1自動車重量譲与税 鼎��ﾃ���� 

計 鼎��ﾃ����599,000 ��#��づ���� �� 



款3　利子割交付金

項1利子割交付金

冒 冏ｹD�7��前年度 儂Hｧ"�節 剞燒ｾ ～ 

区分 仞�ｧ｢�

1利子割交付金 ���Rﾃ3���203,000 ��#ビﾃs���1利子割交付金 ���Rﾃ3��� 

計 ���Rﾃ3���203,000 ��#ビﾃs��� �� 
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款4　配当割交付金

項1配当割交付金

冒 冏ｹD�7��前年度 儂Hｧ"�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1配当割交付金 鉄"ﾃs���49,000 �2ﾃs���1配当割交付金 鉄"ﾃs��� 

計 鉄"ﾃs���49,000 �2ﾃs��� �� 



款5　株式等譲渡所得割交付金

項1株式等譲渡所得割交付金

冒 冏ｹD�7��前年度 鳴�NHｧ"�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1株式等譲渡 所得割交付金 �#rﾃ����28,000 ��##���1株式等譲渡 所得割交付金 �#rﾃ���� 

計 �#rﾃ����28,000 ��##��� �� 
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款6　地方消費税交付金

項1地方消費税交付金

冒 冏ｹD�7��前年度 儂Hｧ"�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1地方消費税交付金 �"ﾃSS�ﾃ����2,630,000 ��#��ﾃ����1地方消費税交付金 �"ﾃSS�ﾃ���� 

汁 �"ﾃSS�ﾃ����2,630,000 ��#��ﾃ���� �� 



款7　ゴルフ場利用税交付金

項1ゴルフ場利用税交付金

冒 冏ｹD�7��前年度 儂Hｧ"�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1ゴルフ場利用税 交付金 ��sBﾃC���187,000 ��#�"ﾃc���1ゴルフ場利用税 ･交付金 ��sBﾃC��� 

計 ��sBﾃC���187,000 ��#�"ﾃc��� �� 
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款8　特別地方消費税交付金

項1特別地方消費税交付金

冒 冏ｹD�7��前年度 儂Hｧ"�節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�

1特別地方消費税 交付金 �����100 ���1特別地方消費税 交付金 ����� 

計 �����100 ��� �� 



款9　自動車取得税交付金

項1自動車取得税交付金

冒 冏ｹD�7��前年度 儂Hｧ"�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1自動車取得税交付金 �#3Rﾃs���226,000 湯ﾃs���1自動車取得税交付金 �#3Rﾃs��� 

計 �#3Rﾃs���226,000 湯ﾃs��� �� 
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款10　国有提供施設等所在市町村助成交付金

項1国有提供施設等所在市町村助成交付金

冒 冏ｹD�7��前年度 儂Hｧ"�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1国有提供施設等所在 市町村助成交付金 ��Bﾃs#R�14,185 鉄C��1国有提供施設等所在 市町村助成交付金 ��Bﾃs#R� 

汁 ��Bﾃs#R�14,185 鉄C�� �� 



款11地方特例交付金

項1地方特例交付金

冒 冏ｹD�7��前年度 儂Hｧ"�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1地方特例交付金 田cづ����680,405 ��#�"ﾃC�R�1地方特例交付金 田cづ���� 

計 田cづ����680,405 ��#�"ﾃC�R� �� 
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款12　地方交付税

項1地方交付税

冒 冏ｹD�7��前年度 儂Hｧ"�節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�

1地方交付税 ���ﾃCs2ﾃ����9,043,000 ��ﾃC3�ﾃ����1地方交付税 ���ﾃCs2ﾃ����普通交付税9,773,000 特別交付税700,000 

計 ���ﾃCs2ﾃ����9,043,000 ��ﾃC3�ﾃ���� �� 



款13　交通安全対策特別交付金

項1交通安全対策特別交付金

冒 冏ｹD�7��前年度 儂Hｧ"�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1交通安全対策 特別交付金 田"ﾃ����61,500 鉄���1交通安全対策 特別交付金 田"ﾃ���� 

計 田"ﾃ����61,500 鉄��� �� 
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款14　分担金及び負担金

項1分　担　金

冒 冏ｹD�7��前年度 儂Hｧ"�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1農林水産業費分担金 釘ﾃs���3,843 塔cr�1土地改良費分担金 2林業費分担金 �2ﾃ#����ﾃS���小規模土地改良事業費分担金2,360 団体営ため池等農地災害危機管理対策850 事業費分担金 市営治山事業費分担金1,500 

2災害復旧費分担金 �2ﾃ����1,200 ��ﾃ����1災害復旧費分担金 �2ﾃ����農地災害復旧費分担金2,000 農業用施設災害復旧費分担金1,000 

計 途ﾃs���5,043 �"ﾃccr� �� 

款14　分担金及び負担金

項2　負　担　金

冒 冏ｹD�7��前年度 儂Hｧ"�節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�

1民生費負担金 ��ﾃゴ�ﾃ33"�1,716,019 ��3Bﾃ3�2�1障害福祉費負担金 2老人福祉費負担金 �#B�SづCCB�知的障害者措置費負担金12 身体障害者措置費負担金12 老人福祉措置費負担金58,444 

3児童福祉費負担金 ��ﾃs��ﾃツB�助産扶助費負担金641 日本スポーツ振興センター等負担金355 



保育所運営費負担金1,668,491 葛川保育所入所運営費負担金673 保育所受託運営費負担金27,120 保育所延長保育負担金5,604 母子家庭等日常生活支援事業費負担金61 母子生活支援施設運営費負担金20,361 児童クラブ間食費負担金68,558 

2教育費負担金 ��2ﾃ##r�13,458 ��##3��1保健体育費負担金 ��2ﾃ##r�日本スポーツ振興センター等負担金13,227 

計 ��ﾃツ2ﾃSS��1,729,477 ��3Bﾃ��"� �� 
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款15　使用料及び手数料

項1使　用　料

冒 冏ｹD�7��前年度 儂B隗"�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1総務使用料 ��づ3�2�18,701 ��#3���1総務管理使用料 ��づ3�2�建物使用料13,059 総務部12,250 市民部809 土地使用料1,892 総務部68 市民部1,824 男女共同参画センター使用料180 市民文化会館使用料2,160 長等創作展示館使用料1,081 仰木太鼓会館使用料14 コミュニティセンター使用料7 

2民生使用料 田C2ﾃCヲ�656,653 ��#�2ﾃ�cB�1社会福祉使用料 鼎�づ����建物使用料918 福祉子ども部230 `健康保険部671 環境部17 土地使用料82 政策調整部18 福祉子ども部39 健康保険部25 



2児童福祉使用料 �#3Bﾃcs��社会福祉施設使用料13 介護保険施設使用料104,661 障害児施設使用料72,978 自立訓練使用料7,906 生活介護使用料147,811 児童デイサービス使用料59,578 居宅介護等使用料7,583 障害児施設利用者使用料1,468 自立訓練利用者使用料520 生活介護利用者使用料2,870 児童デイサービス利用者使用料2,151 居宅介護等利用者使用料271 建物使用料587 土地使用料128 寡婦住宅使用料324 児童クラブ保育料233,640 

3衛生使用料 �#rﾃ�3��27,912 ��#ピ2�1保健衛生使用料 �#bﾃcィ�建物使用料352 土地使用料11 市民部9 健康保険部2 
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2清掃使用料 �3SR�総合保健センター使用料3,309 健康増進使用料8,601 健康運動教室使用料10,962 健康増進施設使用料3,448 墓地使用料1 建物使用料45 土地使用料309 環境交流館使用料1 

4農林水産業使用料 �"ﾃ��"�2,657 ��CR�1農業使用料 2水産業使用料 ��ﾃ�3R�ツr�土地使用料1,934 仰木ふれあい広場使用料1 漁港使用料867 

5商工使用料 免ﾂﾃ#���10,537 田s"�1商工使用料 �3�"�建物使用料302 

2観光使用料 ���ﾃ��r�土地使用料42 温泉使用料10,178 観光桟橋使用料687 

6土木使用料 ��ﾃ�ッﾃ�cr�1,094,390 ��#づ3#2�1土木管理使用料 ��ﾃンr�土地使用料1,897 

2道路河川使用料 3港湾使用料 ��唐ﾃピ"��cB�道路占用使用料196,038 河川占用使用料60 準用河川占用使用料174 法定外道路等占用使用料2,600 港湾使用料164 



4都市計画使用料 5住宅使用料 �##Rﾃ�S2�cc�ﾃ����建物使用料1,063 土地使用料4,376 都市計画部4,365 建設部11 浜大津公共広場使用料181 公園使用料400 運動施設使用料4,455 自転車駐車場使用料214,578 土地使用料49,930 住宅使用料610,151 

7消防使用料 ���2�128 ��#�R�1消防使用料 ���2�建物使用料44 土地使用料69 

8教育使用料 �3#BﾃCs��328,738 ��#Bﾃ#cr�1小学校使用料 ��ﾃ��2�土地使用料1,093 

2中学校使用料 鉄�"�土地使用料502 

3幼稚園使用料 4社会教育使用料 �#sづcsB�3rﾃSモ�土地使用料248 幼稚園保育料266,527 幼稚園預かり保育料11,899 建物使用料886 土地使用料35 埋蔵文化財調査センター使用料10 歴史博物館使用料10,889 生涯学習センター使用料13,289 
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5保健体育使用料 澱ﾃc�B�公民館使用料3,516 地域文化センター使用料2,832 少年自然の家使用料4,283 和適文化センター使用料1,848 建物使用料70 土地使用料48 体育施設使用料6,496 

計 �"ﾃ��2ﾃS�2�2,139,716 ��##bﾃ�32� �� 

款15　使用料及び手数料

項2　手　数　料

冒 冏ｹD�7��前年度 儂Hｧ"�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1総務手数料 ��S"ﾃC3R�149,126 �2ﾃ3���1総務管理手数料 2徴税手数料 3戸籍住民基本台帳 手数料 都3R�3"ﾃ������津c���総務証明等手数料3 地縁団体認可証明等手数料3 市展出品手数料409 写真展出品手数料320 税務証明手数料24,000 督促手数料8,100 戸籍住民基本台帳等手数料117,700 ⅠCカード発行手数料1,900 



2民生手数料 唐ﾃ�3��7,850 �#���1児童福祉手数料 唐ﾃ�3��児童クラブ登録手数料8,130 

3衛生手数料 田3"ﾃSC2�706,636 ��#sBﾃ��2�1保健衛生手数料 2清掃手数料 鉄bﾃ�#B�SsRﾃc���霊園管理手数料2,959 胃がん検診手数料1,711 子宮がん検診手数料7,329 乳がん検診手数料5,404 大腸がん検診手数料5,571 肺がん検診手数料2,928 歯周疾患検診手数料265 肝炎検査手数料1,215 犬の登録等手数料13,769 診療所開設許可等手数料180 医薬品販売許可等手数料1,020 毒物劇物販売業許可手数料191 食品営業許可手数料10,866 生活衛生営業許可等手数料1,628 動物管理手数料1,888 産業廃棄物処理業許可申請手数料1,034 自動車リサイクル法申請手数料15 廃棄物処理手数料541,422 動物死体処理手数料2,289 一般廃棄物処理業許可申請手数料505 し尿処理手数料30,249 浄化槽保守点検業登録等申請手数料105 
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4農林水産業手数料 �3��31 ���1農業手数料 �3��農林証明等手数料1 農業委員会証明等手数料27 鳥獣飼養登録手数料3 

5商工手数料 途�7 ���1商工手数料 途�適正計量管理事業所指定検査手数料7 

6土木手数料 鼎Bﾃピb�54,358 ��#津C�"�1土木管理手数料 2道路河川手数料 3都市計画手数料 4住宅手数料 �3rﾃ#���c��bﾃ鼎��csR�開発許可手数料9,022 建築確認手数料28,178 土木証明等手数料18 法定外道路等証明手数料42 都市計画用途地域等証明手数料39 都市計画施設明示手数料30 屋外広告物許可審査手数料6,372 屋外広告業登録等手数料500 督促手数料675 

7消防手数料 迭ﾃ涛��4,190 ��ﾃ����1消防手数料 迭ﾃ涛��危険物取扱等手数料5,800 火薬類譲受け等許可手数料150 消防証明手数料40 

8教育手数料 ��ﾃC#2�1,382 鼎��1幼稚園手数料 ��ﾃC#2�入園手数料1,423 

計 塔CRﾃC3R�923,580 ��#sづ�CR� �� 



款16　国庫支出金

項1国庫負担金

冒 冏ｹD�7��前年度 儂Hｧ"�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1民生費国庫負担金 ��Bﾃ3C"ﾃ�3��12,559,206 ��ﾃs�2ﾃs#B�1社会福祉費 国庫負担金 2障害福祉費 国庫負担金 3老人福祉費 国庫負担金 4児童福祉費 国庫負担金 5生活保護費 国庫負担金- ��#Bﾃc#R��ﾃイ�ﾃ3�"�"ﾃ#3��rﾃc釘ﾃs3��Bﾃcs津鼎r�中国残留邦人生活支援費負担金24,625 保険者支援制度負担金100,000 障害者自立支援給付費負担金1,573,986 自立支援医療給付費負担金162,150 自立支援医療(育成医療)給付費負担金5,260 特別障害者手当等給付費負担金99,986 老人保健医療費負担金2,238 子ども手当負担金6,190,392 助産扶助費負担金2,769 保育所運営費負担金1,088,943 児童扶養手当負担金397,749 母子生活支援施設運営費負担金14,885 生活保護費負担金4,679,947 

2衛生費国庫負担金 ��bﾃc���18,582 ��#�ﾃ塔"�1保健衛生費 国庫負担金 ��bﾃc���母子保健衛生費負担金6,597 結核医療費負担金8,469 感染症患者入院医療負担金85 
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感染症予防事業費負担金723 感染症発生動向調査事業費負担金726 

3災害復旧費 国庫負担金 �32ﾃ3S��33,350 ���1災害復旧費 国庫負担金 �32ﾃ3S��公共土木施設災害復旧費負担金33,350 

計 ��Bﾃ3�"ﾃャ��12,611,138 ��ﾃs��ﾃsC"� �� 

款16　国庫支出金

項2　国庫補助金

冒 冏ｹD�7��前年度 儂Hｧ"�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1民生費国庫補助金 塔3津3�"�772,118 田rﾃ#sB�1社会福祉費 国庫補助金 2障害福祉費 国庫補助金 3老人福祉費 国庫補助金 鼎S"�#ヲﾃ3#�����ﾃ#Cb�セーフティネット支援対策等事業費補助金452 授産施設相互利用事業費補助金959 障害者地域生活支援事業費補助金166,135. 難病患者等居宅生活支援事業費補助金502 障害者自立支援法施行事務事業費補助金3,908 社会福祉施設等整備費補助金117,825 老人クラブ助成費補助金6,658 認知症地域支援体制構築事業費補助金4,153 認知症対策連携強化事業費補助金12,000 地域介護.福祉空間整備等交付金158,435 



4児童福祉費 国庫補助金 5生活保護費 国庫補助金 �3S"ﾃ�����bﾃ3Sb�次世代育成支援対策交付金68,825 福祉子ども部62,420 健康保険部6,405 児童環境づくり基盤整備事業費補助金1,872 保育対策等促進事業費補助金109,668 自立支援給付事業費補助金79,402 母子家庭等日常生活支援事業費補助金705 自立支援プログラム策定事業費補助金1,600 母子家庭等就業.自立支援センター1,947 事業費補助金 放課後子どもプラン推進事業費補助金84,326 児童厚生施設等整備費補助金3,664 生活保護費補助金16,356 

2衛生費国庫補助金 ��32ﾃS�"�116,313 ��rﾃ#s��1保健衛生費 国庫補助金 2清掃費国庫補助金 涛�ﾃSモ�C"ﾃ��B�特定感染症検査事業費補助金1,054 結核医療費補助金395 難病患者地域支援対策推進事業費補助金884 小児慢性特定疾患治療研究費補助金38,171 特定不妊治療助成事業費補助金20,020 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金74 疾病予防対策事業費補助金30,990 循環型社会形成推進交付金42,004 

款16　国庫支出金　　-81-



款16　国庫支出金　　-82-

3土木費国庫補助金 ��ﾃ#釘ﾃs3R�1,801,547 ��#S�bﾃ��"�1土木管理費 国庫補助金 2道路河川.費 国庫補助金 3都市計画費 国庫補助金 4住宅費国庫補助金 鼎Rﾃ3c��c�rﾃ3#R�##Bﾃs���C�rﾃ3C��社会資本整備総合交付金45,369 市民部4,233 福祉子ども部968 都市計画部30,793 消防局1,016 教育委員会8,359 社会資本整備総合交付金614,025 都市計画部83,000 ヽ 建設部531,025 長寿命化修繕計画策定費補助金■3,300 社会資本整備総合交付金224,700 産業観光部2,600 都市計画部124,900 建設部97,200 社会資本整備総合交付金393,822 特定優良賃貸住宅家賃対策補助金2,383 高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策補助金11,136 

4消防費国庫補助金 湯ﾃS���0 湯ﾃS���1消防費国庫補助金 湯ﾃS���消防施設費補助金9,508 

5教育費国庫補助金 �#�Rﾃ#ィ�1,361,810 ��#�ﾃ�SbﾃS#b�1小学校費国庫補助金 田�ﾃC32�安全.安心な学校づくり交付金58,831 理科教育等設備整備費補助金470 要保護児童生徒援助費補助金.493 特別支援教育就学奨励費補助金1,639 



2中学校費国庫補助金 3幼稚園費国庫補助金 4社会教育費 国庫補助金 5保健体育費 国庫補助金 鉄bﾃs迭�3bﾃ����S�ﾃツ����R�安全.安心な学校づくり交付金54,163 理科教育等設備整備費補助金260 要保護児童生徒援助費補助金1,390 特別支援教育就学奨励費補助金982 安全.安心な学校づくり交付金12,152 幼稚園就園奨励費補助金23,939 放課後子ども教室推進事業費補助金556 地域組織活動育成事業費補助金441 埋蔵文化財緊急発掘調査費補助金4,500 史跡等購入費補助金38,825 重要伝統的建造物群保存事業費補助金6,538 へき地児童生徒援助費等補助金105 

*総務費国庫補助金 ���70,000 ��#s�ﾃ���� �� 

*農林水産業費 国庫補助金 ���3,540 ��#2ﾃSC�� �� 

計 �"ﾃC�"ﾃS���4,125,328 ��#�ﾃcC"ﾃ��r� �� 
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款16　国庫支出金

項3　委　託　金

冒 冏ｹD�7や�前年度 儂Hｧ"�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1総務費委託金 途ﾃ�ィ�7,071 ��2�1総務管理費委託金 ���2�自衛官募集事務委託金113 

2戸籍住民基本 台帳費委託金 澱ﾃ都��外国人登録事務委託金6,971 

2民生費委託金 塔�ﾃ��"�72,852 途ﾃ鉄��1社会福祉費委託金 2児童福祉費委託金 田2ﾃSS���rﾃ#C2�遺族及留守家族等援護事務委託金57 厚生統計調査委託金493 児童扶養手当事務委託金655 拠出制国民年金事務委託金55,087 国民年金協力連携事務委託金7,267 子ども手当事務委託金17,243 

3衛生費委託金 途ﾃCs��8,354 ��#ピR�1保健衛生費委託金 途ﾃCs��衛生統計調査委託金6,977 国民健康.栄養調査委託金502 

計 涛Rﾃ3cR�88,277 途ﾃ�モ� �� 



款17　県支出金

項1県負担金

冒 冏ｹD�7��前年度 儂Hｧ"�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1民生費県負担金 �"ﾃS釘ﾃCSB�2,599,883 ��#RﾃC#��1社会福祉費県負担金 2障害福祉費県負担金 3老人福祉費県負担金 涛S"ﾃ田"�ツづ�c��Sc��保険基盤安定負担金622,500 保険者支援制度負担金50,000 後期高齢者医療基盤安定負担金280,462 障害者自立支援給付費負担金786,993 自立支援医療給付費負担金81,075 老人保健医療費負担金560 

4児童福祉費県負担金 都s"ﾃツB�子ども手当負担金772,864 

2衛生費県負担金 �#�"�374 ��#�s"�1保健衛生費県負担金 �#�"�予防接種対策費負担金202 

計 �"ﾃS釘ﾃcSb�2,600,257 ��#Rﾃc��� �� 

款17　県支出金

項2　県補助金

冒 冏ｹD�7��前年度 儂Hｧ"�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1総務費県補助金 涛Bﾃ��B�127,665 ��#3"ﾃsS��1総務管理費県補助金 涛Bﾃ��B�電源立地地域対策交付金4,500 自治振興交付金68,100 
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lL �� �� ��ﾙk�YC3�R��9j�C"ﾃ3c��Y�8��,x.�YC3津cCB�ﾉ(ﾔ饐ｸﾊ�C�2ﾃャ��蝌ｼhｬ�YYCRﾃ����ｬ(ｺｹYC�ﾃ#�"�78�8ﾇh枴YC�ﾃs#B�ｻ8支効醜橦2ﾃ�3��昏�x駟k�ﾏ�WHｾ��津ン��&饑ｸ��N�(ﾗ9�ﾘｨ��ｸ嶌ﾏ�WHｾ�"ﾃ�#2�ﾌ)�ﾉm��(������ｸ5h4h8ｸ5��ｹ9儿�ｷ鼎���馼ｼiN�(�ｾ��

2民生費県補助金 ��ﾃ��"ﾃ塔"�1,131,468 ��#�づCッ�1障害福祉費県補助金 2老人福祉費県補助金 鉄s�ﾃ#s2�2ﾃ�3��障害者地域生活支援事業費補助金83,067 社会的事業所運営費補助金20,582 障害者地域活動センタ-入所事業費補助金8,838 障害者自立支援対策臨時特例事業費補助金50,588 社会福祉施設等耐震化等臨時特例事業費補助金5,400 障害者自立支援事業所運営費補助金6,621 身障医療等給付費補助金387,536 身障医療等給付事務費補助金7,641 老人クラブ助成費補助金187 訪問介護自己負担額補助金145 社会福祉法人軽減補助金2,706 



3児童福祉費県補助金 4生活保護費県補助金 鼎��ﾃ#s��S津3�"�低年齢児特配保育士設置費補助金39,750 子育て支援環境緊急整備事業費補助金187,923 乳幼児医療給付費補助金239,020 乳幼児医療給付事務費補助金13,586 生活保護費補助金ー59,392 

3衛生費県補助金 �3Cづ��b�181,366 ��crﾃCS��1保健衛生費県補助金 2清掃費県補助金 �3CBﾃ�s��BﾃcCb�小児救急医療支援事業費補助金18,213 健康相談費補助金■486 健康手帳作成費補助金78 訪問指導費補助金4 健康教育費補助金421 骨粗髭症検査費補助金168 基本健康診査費補助金2,237 保健指導費補助金88 肝炎検査費補助金4,220 妊婦健康診査臨時特例交付金60,496 自殺対策強化事業費補助金5,000 地域グリーンニューディール基金市町7,700 事業費補助金 地域リ-ビリテ-シヨン支援事業費補助金2,000 子宮頚がん等ワクチン接種緊急促進事業費243,059 補助金 産業廃棄物適正処理推進事業費補助金1,850 浄化槽設置費補助金2,796 
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4労働費県補助金 鼎��ﾃ#Cb�358,791 鼎"ﾃCSR�1労働費県補助金 鼎��ﾃ#Cb�企業内人権問題研修啓発推進費補助金165 ふるさと雇用再生特別推進事業費補助金110,738 産業観光部62,039 環境部12,500 都市計画部36,199 緊急雇用創出特別推進事業費補助金290,343 市民部7,059 福祉子ども部119,094 健康保険部4,144 産業観光部56,323 環境部14,410 都市計画部10,302 建設部1,731 教育委員会75,154 農業委員会事務局2,126 

5農林水産業費 県補助金 �#�BﾃC#B�136,984 都rﾃCC��1農業費県補助金 涛津sC��しがの米政策支援事業費補助金605 活力あるむらづくり推進事業費補助金79 中山間地域等直接支払推進交付金320 中山間地域等直接支払交付金61,565 世代をつなぐ農村まるごと保全向上活動350 推進交付金 農業経営基盤強化措置特別会計事務取扱55 交付金 



2　土地改良費県補助金

3　林業費県補助金

4　水産業費県補助金

51,130

63,450

経営体育成条件整備費補助金　　　　　　　24, 750

しがの水田野菜生産拡大推進事業費補助金　　140

農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金　8, 180

農業委員会費補助金　　　　　　　　　　　3, 704

小規模土地改良事業費補助金　　　　　　　3, 540

団体営ため池等農地災害危機管理対策　　　6, 300

事業費補助金

担い手育成農地集積事業費補助金　　　　19, 035

県営造成施設管理体制整備促進費補助金　　　　339

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金　　21,366

ふるさと農村支援事業費補助金

琵琶湖森林づくり事業費補助金

産業観光部

教育委員会

森林病害虫等防除事業費補助金

治山事業費補助金

森林整備地域活動支援交付金

550

6, 023

4, 024

1, 999

1, 227

3, 500

7, 487

森林整備地域活動支援推進交付金　　　　　　　200

県森林整備加速化･林業再生事業費補助金　22, 121

森林環境学習｢やまのこ｣事業費補助金　　16, 992

湖国の森林と自然を守るニホンジカ　　　　　5,900

特別対策事業補助金

カワウ駆除対策事業費補助金
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6商工費県補助金 迭ﾃcコ�13,409 ��#rﾃs#B�1商工費県補助金 迭ﾃcコ�小規模企業者小口簡易資金貸付制度損失5,685 補償費補助金 

7土木費県補助金 ��3rﾃSs���"�83,798 鉄2ﾃs���1土木管理費県補助金 2道路河川費県補助金 3都市計画費県補助金 4住宅費県補助金 �2ﾃ3#R�#rﾃイ��湯ﾃcCb�bﾃsS��木造住宅耐震診断員派遣事業費補助金825 木造住宅耐震改修事業費補助金2,500 地籍調査事業費補助金13,449 急傾斜地崩壊対策費補助金14,400 土地利用規制等対策費交付金246 市街地再開発事業費補助金99,400 特定優良賃貸住宅家賃対策補助金1,191 やすらぎ淡海の家家賃対策補助金5,568 

8消防費県補助金 ��S��732 ��#S�"�1消防費県補助金 ��S��-ザードマップ活用支援事業費補助金150 

9教育費県補助金 途ﾃCs��7,341 ��#��1教育総務費県補助金 2社会教育費県補助金 �#ッ�rﾃ�ィ�学校基本調査市町交付金79 地域改善対策修学奨励資金事務取扱交付金207 埋蔵文化財緊急発掘調査費補助金2,250 特別非行防止対策事業費補助金2,200 薬物乱用防止啓発活動事業費補助金318 非行少年等立ち直り支援事業費補助金2,416 

10災害復旧費県補助金 唐ﾃ����2,300 迭ﾃs���1災害復旧費県補助金 唐ﾃ����農地災害復旧事業費補助金2,500 農業用施設災害復旧事業費補助金3,250 林道災害復旧事業費補助金2,250 

計 �"ﾃ33�ﾃ#cb�2,043,854 �#ビﾃC�"� �� 



款17　県支出金

項3　委　託　金

冒 冏ｹD�7��前年度 儂Hｧ"�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1総務費委託金 鉄Cづ�ィ�878,411 ��#33�ﾃ3#r�1総務管理費委託金 ��ﾃ�#"�人権啓発活動委託金1,022 

2徴税費委託金 鼎sRﾃs3��県税徴収事務委託金475,730 

3選挙費委託金 4統計調査費委託金 田�ﾃc�����ﾃs#B�滋賀県議会議員選挙事務委託金60,543 在外選挙登録事務委託金65 統計調査委託金10,278 統計調査員確保対策事業委託金103 人口推計調査事務委託金343 

2民生費委託金 都��5,450 ��#Rﾃ3s"�1社会福祉費委託金 都��戦没者遺族等援護施行事務委託金78 

3衛生費委託金 湯ﾃ3�B�8,719 鉄コ�1保健衛生費委託金 湯ﾃ3�B�母子保健事業委託金318 健康増進事業委託金342 特定疾患治療研究事業委託金5,569 肝炎治療特別推進事業委託金765 原子爆弾被爆者対策事業委託金112 地域連携クリティカルパス推進事業委託金353 河川愛護活動事業委託金1,845 

4農林水産業費委託金 塔���800 ���1土地改良費委託金 塔���地すべり防止管理業務委託金800 

5土木費委託金 ��ﾃ�C��1,128 ��2�1土木管理費委託金 ��C��建築動態統計調査委託金102 
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2都市計画費委託金 ��ﾃ����建築物等実態調査業務委託金39 自然公園施設等管理委託金1,000 

6教育費委託金 �"ﾃ涛��9,102 ��#bﾃ��B�1教育総務費委託金 2社会教育費委託金 �"ﾃs3��#S��問題を抱える子ども等の自立支援事業1,400 委託金 いじめ対策緊急支援総合調査研究委託金1,200 教科書展示会運営事業委託金19 子ども輝き人権教育推進事業委託金120 青少年健全育成条例運用事業委託金184 シンナー等乱用防止立入調査事業委託金75 

計 鉄c"ﾃC�R�903,610 ��#3C�ﾃ#�R� �� 



款18　財産収入

項1財産運用収入

冒 冏ｹD�7��前年度 儂Hｧ"�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1財産貸付収入 ��#rﾃゴ��118,408 湯ﾃCS��1土地貸付収入 2その他財産貸付収入 都Rﾃ����S"ﾃs3��総務部土地貸付収入65,068 市民部土地貸付収入149 福祉子ども部土地貸付収入40 健康保険部土地貸付収入6,184 産業観光部土地貸付収入2,058 環境部土地貸付収入18 都市計画部土地貸付収入1,601 建設部土地貸付収入1 チャレンジショップ貸付収入360 大津駅舎貸付収入12,970 明日都浜大津権利床貸付収入25,972 旧大津公会堂貸付収入8,446 唐崎駅前団地店舗貸付収入4,991 

2利子及び配当金 ����ﾃ�#b�102,437 ��#�ﾃS���1利子収入 ����ﾃC�2�庁舎整備基金7,805 湖都大津まちづくり基金1 職員退職手当基金4,316 財政調整基金16,656 減債基金3,190 
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2配当収入 鉄#2�公共施設等整備基金1,375 地域振興基金60,110 土地開発基金201 名誉市民顕彰基金3 文芸奨励基金1 福祉基金3,431 大津駅前都市改造関連施設整備基金540 文化観光振興基金78 ふるさと水と土保全基金80 京滋バイパス大気環境監視施設管理基金375 新名神高速道路大気環境監視施設管理基金372 中核市グリ-ンニユ-ディール基金170 市営住宅建設整備基金1,043 奨学基金623 図書充実基金33 ㈱エヌエイチケイプラネット配当金170 ㈱ZTV配当金3 日本酪農協同㈱配当金350 

計 �##づsィ�220,845 途ﾃ�3�� �� 



款18　財産収入

項2　財産売払収入

冒 冏ｹD�7��前年度 儂Hｧ"�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1不動産売払収入 都sbﾃCS��705,462 都�ﾃ塔��1不動産売払収入 都sbﾃCS��総務部不動産売払収入50,000 都市計画部不動産売払収入535,409 建設部不動産売払収入191,041 

2物品売払収入 �"ﾃ�S��1,950 �#���1不用品売払代 2市有牛売払代 涛����ﾃ#S�� 

計 都sづc���707,412 都�ﾃ�モ� �� 
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款19　寄　附　金

項1寄　附　金

冒 冏ｹD�7��前年度 儂Hｧ"�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1総務費寄附金 �"ﾃン"�20,144 ��#�rﾃ#S"�1湖都大津まちづくり 寄附金 2財産区等寄附金 都���"ﾃ��"� 

2民生費寄附金 �����100 ���1社会福祉寄附金 ����� 

3土木費寄附金 �3���0 �3���1公共交通 活性化寄附金 �3��� 

4教育費寄附金 ����10 ���1奨学基金寄附金 ���� 

計 �2ﾃ3�"�20,254 ��#�bﾃピ"� �� 



款20　繰　入　金

項1繰　入　金

冒 冏ｹD�7��前年度 儂Hｧ"�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1基金繰入金 �2ﾃ#Sbﾃ�C��1,534,029 ��ﾃs#"ﾃ��"�1職員退職手当 基金繰入金 2財政調整基金繰入金 3減債基金繰入金 4公共施設等整備 基金繰入金 5福祉基金繰入金 6京滋バイパス大気 環境監視施設管理 基金繰入金 7新名神高速道路大気 環境監視施設管理 基金繰入金 8グリ-ンニユ-ディ ール基金繰入金 9文化観光振興 基金繰入金 10市営佳宅建設整備 基金繰入金 11奨学基金繰入金 鉄��ﾃ����"ﾃ���ﾃ����#Rﾃc����c"ﾃ�����S�ﾃ#C��"ﾃ塔R�"ﾃS�b�3Bﾃ��B��ﾃ��2�#s�ﾃS���BﾃSコ� 

計 �2ﾃ#Sbﾃ�C��1,534,029 ��ﾃs#"ﾃ��"� �� 
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款21繰　越　金

項1繰　越　金

冒 冏ｹD�7��前年度 儂Hｧ"�節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�

1繰越金 ���ﾃ����10,000 ���1繰越金 ���ﾃ���� 

計 ���ﾃ����10,000 ��� �� 



款22　諸　収　入

項1延滞金､加算金及び過料

冒 冏ｹD�7��前年度 儂Hｧ"�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1延滞金 鉄�ﾃ����42,000 唐ﾃ����1延滞金 鉄�ﾃ���� 

2加算金 ���1 ���1加算金 ��� 

3過料 ���1 ���1過料 ��� 

計 鉄�ﾃ��"�42,002 唐ﾃ���� �� 

款22　諸　収　入

項2　市預金利子

冒 冏ｹD�7��前年度 儂Hｧ"�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1市預金利子 途ﾃ3���8,300 ��#�ﾃ����1市預金利子 途ﾃ3��� 

計 途ﾃ3���8,300 ��#�ﾃ���� �� 
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款22　諸　収　入

項3　貸付金元利収入

冒 冏ｹD�7��前年度 儂Hｧ"�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1民生費貸付金 元利収入 途ﾃ�3��ll,661 ��#Bﾃc#2�1社会福祉施設等整備 資金預託金元金収入 2老人福祉施設等整備 資金貸付金元金収入 3国民年金貸付金 元金収入 �2ﾃ3�"�2ﾃs������冗金3,302 冗金3,718 冗金18 

2衛生費貸付金 元利収入 都Rﾃ#SB�136,936 ��#c�ﾃc�"�1公害防止預託金 元金収入 2市民病院貸付金 元利収入 �2ﾃ����s"ﾃ#SB�7l=金3,000 7t:金67,200 利子5,054 

3労働費貸付金 元利収入 ��づ����18,000 ���1勤労者住宅資金 預託金元利収入 2勤労者教育資金貸付 金預託金元利収入 ���ﾃ����づ����7l=金10,000 7l=金8,000 

4商工費貸付金 元利収入 鉄�ﾃ����30,000 �#�ﾃ����1小規模企業者 小口簡易資金融資 預託金元利収入 2中小企業経営 安定資金融資 預託金元利収入 鼎Rﾃ����Rﾃ����刀:金.45,000 冗金5,000 

5土木費貸付金 元利収入 ��ﾃcッ�1,949 ��##c2�1個人住宅融資 預託金元金収入 塔��冗金80 



2住宅新築資金 元利収入 3宅地取得資金 元利収入 4持家住宅建設資金 元利収入 塔C��c#R��3"�Jt:金774 利子75 フt金577 利子48 九金124 利子8 

計 ��S�ﾃ都��198,546 ��#CbﾃSc�� �� 

款22　諸　収　入

項4　雅　　　人

冒 冏ｹD�7��前年度 儂Hｧ"�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1滞納処分費 涛���725 ��sR�1滞納処分費 涛��� 

2弁償金 �����101 ���1弁償金 �����総務部100 市民部1 

3違約金及び延納利息 ���1 ���1違約金及び延納利息 ��� 

4雅人 涛3津S�b�861,515 都づ����1総務費雑入 ��s2ﾃcsB�市町村振興協会交付金80,500 冊子頒布代2 広報等広告料収入4,440 
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2　民　生　費　雑　入 260,569

職員健康診断等分担金

消防学校教官派遣費

人事情報管理システム分担金

財産区等事務費

庁舎維持管理等分担金

建物共済災害共済金等

自動車等損害共済金

市税未還付金戻入

支所窓口事務取扱手数料

交通災害共済配分金

成年後見制度申立経費返還金

中国残留邦人支援給付費返還金

行旅死亡人遺族返還金

生活保護費返還金

生活保護費返還金(滞納繰越分)

児童手当･子ども手当返還金

児童扶養手当返還金

保育実習受入金

高額療養費返還金

支払基金交付金

第三者納付等返納金

滋賀県後期高齢者医療広域連合職員派遣　　23, 276
負担金



3　衛　生　費　稚　入

4　農林水産業費雑入

5　商　工　費　雑　入

6　土　木　費　稚　入

154,973

42,242

2,022

89,066

看護学生実習受入金

管理栄養士学生実習受入金

薬学生実務研修受入金

健康被害救済給付業務受付事務委託金　　　　　　2

健康づくり教室等受講者負担金　　　　　　　　479

未熟児養育医療費一部負担金　　　　　　　3, 756

後期高齢者健康診査委託金　　　　　　　　77, 885

かん･ぴん類売却代　　　　　　　　　　　40,071

滋賀県市町村振興協会琵琶湖総合保全交付金　3, 000

ペットボトル･プラ容器合理化拠出金　　　28,923

鳥獣害防止総合対策事業精算金　　　　　　42, 000

農業者年金業務委託手数料　　　　　　　　　　242

坂本共同作業場光熱水費等負担金　　　　　2, 022

都市計画図等売却代　　　　　　　　　　　1, 942

明日都広告料収入　　　　　　　　　　　　　　　6

公園施設賠償責任保険金　　　　　　　　　　　1

市営住宅ミニプラ分担金　　　　　　　　　　　19

地域公共交通活性化･再生事業精算金　　　1, 450

自転車等移動保管料　　　　　　　　　　　　　724

道路等整備事業負担金　　　　　　　　　　6, 000

浜大津ターミナル管理負担金　　　　　　　1,007

石山駅バスターミナル管理負担金　　　　　　101

自動車等損害共済金　　　　　　　　　　　　　10
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7　消　防　費　稚　入

8　教　育　費　稚　入

9　そ　の　他　雅　人

44,214

89,314

83,442

公共下水道高度化県交付金

積算システム共用負担金

下水道事業人件費負担金

消防団且等共済基金交付金

15, 000

9, 826

52, 980

25, 962

高速自動車道路救急業務負担金　　　　　　　5, 169

防災ヘリコプター職員派遣費　　　　　　10,183

防災ヘリコプター運航調整交付金　　　　　1,000

医学生実習受入金　　　　　　　　　　　　1, 900

学校体育施設照明利用料　　　　　　　　　　5, 283

防犯用品購入者負担金　　　　　　　　　　　　280

成人式式典プログラム広告料収入　　　　　　　300

全国生涯学習市町村協議会研修会等補助金　　　250

冊子頒布代　　　　　　　　　　　　　　　　6, 917

埋蔵文化財包蔵地発掘調査費負担金　　　　50, 000

生涯学習センターレストラン光熱水草負担金1,126

比良げんき村供用施設維持管理負担金　　　　　834

少年自然の家研修参加負担金

少年自然の家給食費負担金

議会事務局その他稚入

政策調整部その他雅人

総務部その他雅人

市民部その他雑入

福祉子ども部その他雑入



健康保険部その他雅人5,828 産業観光部その他雅人15,398 環境部その他雑入.2,090 都市計画部その他雑入19,289 建設部その他雑入10 消防局その他雅人369 教育委員会その他雑入5,727 

計 涛C�ﾃS���862,342 都づ�sb� �� 
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款23　市

項1市

冒 冏ｹD�7��前年度 儂Hｧ"�節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�

1総務債 ��#�ﾃS���0 ��#�ﾃS���1市民センター 整備事業債 ��#�ﾃS��� 

2民生債 鼎#津#���323,700 ���RﾃS���1社会福祉施設等 整備事業債 2保育所建設事業債 �#ヲﾃ3����3津����福祉子ども部54,300 健康保険部235,000 

3衛生債 田津����25,800 鼎2ﾃ#���1葬儀施設整備事業債 田津���� 

4商工債 ��ﾃ����154,000 ��#�S"ﾃ����1観光施設整備事業債 ��ﾃ���� 

5土木債 ��ﾃ��"ﾃs���1,720,200 ��#c3rﾃS���1道路等整備事業債 2特定道路整備事業債 3河川整備事業債 4自然災害防止事業債 5都市再生整備事業債 6土地区画整理事業債 7市街地再開発事業債 8都市計画道路 整備事業債 9公園整備事業債 ���づs���#Sbﾃ#���2ﾃ�����"ﾃ����"ﾃ����3Rﾃs�����2ﾃ����#��ﾃC���SbﾃS���都市計画部11,200 建設部107,500 都市計画部48,300 建設部153,100 

債

　

債



10自転車駐車場 整備事業債 11公営住宅建設事業債 12合併特例事業債 13合併推進事業債 迭ﾃ�����#Rﾃ3����c�ﾃs���S��� 

6消防債 ��3"ﾃS���88,700 鼎2ﾃ����1消防施設整備事業債 2合併特例事業債 ���rﾃ3����Rﾃ#��� 

7教育債 �#��ﾃs���1,407,600 ��#�ﾃ#�Rﾃ����1義務教育施設 整備事業債 2幼稚園施設 整備事業債 ��S"ﾃ����Cづ����小学校103,800 中学校49,100 

8災害復旧債 ��rﾃ����17,100 都���1農林水産施設 災害復旧債 2公共土木施設. 災害復旧債 ��ﾃ#����bﾃc��� 

9公共用地先行 取得等事業債 �#��ﾃ����0 �#��ﾃ����1公共用地先行 取得等事業債 �#��ﾃ���� 

10臨時財政対策債 迭ﾃ3#�ﾃ����4,815,000 鉄�bﾃ����1臨時財政対策債 迭ﾃ3#�ﾃ���� 

*農林水産業債 ���72,600 ��#s"ﾃc��� �� 

*借換債 ���736,100 ��#s3bﾃ���� �� 

計 途ﾃSモﾃ3���9,360,800 ��#�ﾃss"ﾃS��� �� 
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3　歳　　　出

款1議　会　費

項1議　会　費

冒 冏ｹD�7��前年度 儂Hｧ"�本年度の財源内訳 剞ﾟ 剞燒ｾ 
特定財源 �ｩLｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

1議会費 鉄s津涛r�601,708 ��##�ﾃs��� 鉄s津涛r�l報剛 2給料 3職員手当等 4共済費 7賃金 8報償費 9旅費 10交際費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 18備品購入費 19負担金､補助 及び交付金 �#sBﾃイ"�S"ﾃ�#���#�ﾃSs��cRﾃ3#b�"ﾃ#c��S#��bﾃCC���ﾃ3c��津ゴr�"ﾃ�C��RﾃC����ﾃC3��"ﾃ3#��3BﾃCc"�1特別職給与費(39人)404,358 議員報酬手当等 2職員給与費(12人)109,309 3政務調査費31,990 4議会運営費34,340 (需用費内訳) 消耗品費2,605燃料費305 食糧費67印刷製本費6,680 修繕料200 (役務費内訳) 通信運搬費2,119手数料30 

計 鉄s津涛r�601,708 ��##�ﾃs��� 鉄s津涛r� �� 




