
単位：千円

事 業 名 当初予算額

（前年度予算額）

説 明

【総務課】

法規関係事務費 23,647

(22,346)

○一 23,647

いじめ防止対策推進法に規定するいじめによる重大事態の再調査等

を行う。

○新 重１ いじめ再調査委員会事業 7,550

いじめ防止対策推進法第 30 条第２項および第 31 条第２項の規

定による調査を行うほか、同法第 28 条第１項に規定する重大事態

について調査を行うため、いじめ再調査委員会を設置し、その適

正な運営を行う。

県有庁舎管理費 482,490

(352,563)



使 70,043

財 6,105

諸 14,128

起 215,900

○一 176,314

本庁舎施設の良好な維持管理および執務環境の確保を図るため、施

設の改修、維持補修を行う。

１ 県有庁舎維持管理費 295,336

県庁舎東館電灯省電力化改修工事 48,340

県庁舎新新館電灯省電力化改修工事 129,033

新設以来30年が経過し老朽化が著しい東館の電灯設備と、同

じく新設以来26年が経過し老朽化が著しい新新館の電灯設備

の更新に合わせ省電力化を図るため改修工事を行う。

自動火災報知設備改修工事 75,196

火災発生時の人命の安全と施設の保全上必要な設備であり、

消防法に基づき設置されているが、更新後、20年が経過し、設

備の劣化が著しいため改修工事を行う。

（資－総務１）

（資－教委２）



単位：千円

事 業 名 当初予算額

（前年度予算額）

説 明

私立学校振興対策費 5,382,926

(5,101,581)

国 1,789,504

財 293

繰 90,486

諸 378

○一 3,502,265

私立学校の振興と保護者の負担軽減を図るため各種事業を実施す

る。

１ 私学経営安定事業（資－総務２） 3,648,621

私立学校振興補助金 3,634,621

私立学校の経営の安定化および保護者負担の軽減を図るため

私立学校の経常経費に対して助成する。

２ 保護者負担軽減補助事業（資－総務２） 1,394,214

経(1) 私立高等学校特別修学補助金 174,892

私立高等学校が行う授業料軽減事業に対し助成する。

(2) 高等学校等就学支援金交付金 1,184,615

私立高等学校等の生徒について、高等学校等就学支援金とし

て一定額を助成する。

(3) 奨学のための給付金 29,148

市町民税所得割非課税世帯に属する私立高等学校等の生徒に

ついて、学用品等に充てるため一定額を助成する。

３ 教育条件充実向上事業（資－総務２） 336,051

(1) 私立幼稚園特別支援教育事業費補助金 105,420

(2) 私学退職金財団補助金 64,123

(3) 私立幼稚園緊急環境整備費補助金 6,650

(4) 私立学校施設耐震改築事業費補助金 119,712

私立学校が行う国庫補助対象となる耐震改築事業に対して上

乗せ補助を行う。

公立大学法人振興費 2,470,277

(2,498,874)

財 143

○一 2,470,134

公立大学法人滋賀県立大学が、中期計画や年度計画に基づき適切に

運営できるよう、設立団体として大学運営に必要な経費の一部を交付

する。

１ 公立大学法人滋賀県立大学運営費交付金 2,315,466



単位：千円

事 業 名 当初予算額

（前年度予算額）

説 明

【税政課】

公金取扱費 2,553,415

(2,499,830)

○一 2,553,415

県税に係る徴収金を収納するために必要な経費を負担する。

１ 県税徴収事務取扱交付金 2,522,125

地方税法等の規定に基づく徴収事務取扱費を国、市町ならびに

特別徴収義務者に交付する。

税務事務情報処理費 682,258

(318,520)



諸 1,350

○一 680,908

電算を利用した正確かつ迅速な賦課徴収のため、税務電算システム

の運用管理を行う。

○新１ 税務総合システム再構築事業 358,574

稼働後２３年が経過し、電算運用管理の効率の低下を招いてい

る現行システムを再構築し、事務効率の向上、システムの安定化

および運用経費の削減を図る。

諸支出金（税務関係） 30,975,100

(26,303,200)

○一 30,975,100

地方税法の規定に基づき、各種清(精)算金、交付金および還付金を

支出する。

１ 都道府県清(精)算金 12,180,000

地方消費税清算金および県民税利子割精算金を支払いの必要な

都道府県に支出する。

２ 市町交付金 17,095,100

自動車取得税交付金等、県税収入の一定割合を県内市町に交付

する。

３ 県税過誤納還付金 1,700,000

県税として納付された過年度分の過誤納金等を還付する。



単位：千円

事 業 名 当初予算額

（前年度予算額）

説 明

【市町振興課】

市町振興調整費 1,552,082

(1,564,707)



諸 788,000

○一 764,082

１ 知事許認可権限等移譲事務市町交付金 225,340

滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の規

定に基づき市町長が処理する事務について、その処理に要する経

費として毎年度知事が定める額を基準として算定した額を交付金

として交付する。

２ 自治振興交付金（資－総務３） 530,000

地方分権が進展する中、市町の地域の実情に応じて、市町の自

主的な判断による弾力的で自由度の高い施策展開を支援するため

交付金を交付する。

地域自治振興費 7,343

(8,935)

諸 302

○一 7,041

１ 未来を拓く地域づくり推進事業 3,620

住民をはじめ多様な主体が、自発的に自らの手でより良い地域

にしていこうと協働して地域課題の解決に取り組むことで、住民

一人ひとりが地域に対する愛着と誇りを持ち、いつまでも住み続

けたいと思う地域である「未来を拓く地域」の形成を目指した取

組の推進を図る。

(1)県と市町との情報交流・交流の場の開催 305

(2)総合特区・構造改革特区・地域再生計画等の推進 329

(3)移住・交流の推進 2,986

○新２ 離島振興交付金（資－総務４） 1,500

近江八幡市沖島が、離島振興法に基づく離島振興対策実施地域

に指定されたことを受け、滋賀県離島振興交付金を新たに創設し

産業活動の活性化および交流・定住の促進等を図る。



単位：千円

事 業 名 当初予算額

(前年度予算額)

説 明

滋賀県知事選挙執行費 623,584

( － )

○一 623,584

平成26年７月19日に任期満了となる知事の選挙の執行に要する経費

１ 県選挙管理委員会の管理執行事務費 68,465

２ 市町交付金 529,374

３ 選挙啓発費 25,745

滋賀県議会議員一般選

挙執行費

130,422

( － )

○一 130,422

平成27年４月29日に任期満了となる県議会議員の一般選挙の執行

に要する経費

(1) 県選挙管理委員会の管理執行事務費 11,044

(2) 市町交付金 113,683

(3) 選挙啓発費 5,695

滋賀県議会議員補欠選

挙執行費

47,575

( － )

○一 47,575

知事選挙と同日で執行される県議会議員補欠選挙の執行に要する

経費

(1) 県選挙管理委員会の管理執行事務費 17,440

(2) 市町交付金 30,135

【市町振興資金貸付

事業特別会計】

市町振興資金貸付金 300,000

(2,382,000)

諸 300,000

市町が行う地域の振興のための事業に要する資金の貸付を行う。

１ 貸付先

市町および一部事務組合等

２ 貸付対象事業

公共施設の整備等の事業

３ 貸付枠

(1)一般事業資金 200,000

(2)特別事業資金

地域政策課題分 100,000



単位：千円

事 業 名 当初予算額

（前年度予算額）

説 明

【事業課】

【公営競技事業特別

会計】

公営競技事業

54,780,000

(57,380,000)

公 27,501,759

使 24,141

財 13

越 10,000

諸 27,244,087

県財政に寄与するため、モーターボート競走を周年競走（ＧⅠ）や

近畿地区選競走（ＧⅠ）など１６８日間開催し、賞金王決定戦競走な

ど他場で開催されるＳＧ競走やＧⅠ競走等の場間場外発売を２００日

間行う。

また、「ボートピア京都やわた」において年間３６０日間の場外発

売を行う。

１ 競艇事業

収入合計 27,810,087

(1) 売上金 26,800,000

※ 売上金の内訳

本場 6,300,000

ボートピア 1,300,000

電話投票 7,200,000

場間場外 12,000,000

(2) その他収入 1,010,087

支出合計 27,810,087

(1) 払戻金・返還金 20,700,000

(2) 法定交納付金 1,102,979

(3) 事業運営費 5,977,108

(4) 繰出金 30,000

２ 場間場外発売業務受託事業

収入合計 26,819,913

(1) 売上金 13,615,000

※ 売上金の内訳

本場 3,315,000

ボートピア 10,300,000

(2) その他収入 13,204,913

支出合計 26,819,913

(1) 払戻金・返還金 24,626,250

(2) 事業運営費 2,173,663

(3) 繰出金 20,000

３ 全国総合払戻受託事業

収入合計 150,000

支出合計 150,000

他のボートレース場で発売された的中舟券および返還舟券を、

全国のボートレース場において払い戻す。


