
１　目的別　予算決算比較一覧 P１

２　令和３年度補正予算において減額した事業 P３

３　令和３年度一般会計予備費充用一覧 P４

４　地方債現在高の推移（内訳） P５

５　令和３年度新型コロナウイルス感染症対策 P６

６　健全化判断比率・経常収支比率推移 P１３

７　県内各市の健全化判断比率・経常収支比率一覧 P１４

令和４年９月

予算決算常任委員会　提出資料一覧
【令和３年度決算総括】

総務部　財政課

令和４年９月定例会 予算決算常任委員会 資料

関連議案番号 議案第４１号

所管課名 ： 総務部 財政課



（単位：千円）

　　　　　　Ｃ 　　　　　　Ｄ （Ｃ-Ｄ）

1　議会費 274,984 267,343 ▲ 7,641 ・議員報酬等の減【４号補正】 ▲ 4,901 253,165 244,090 9,075 ・議会会議システム等改修業務委託 6,600

2　総務費 4,799,090 7,177,806 2,378,716

・公共施設等整備基金積立【5号補正】
・コミュニティ推進基金積立【5号補正】
・（仮称）佐山コミュニティセンター整備事業【11号補正】
・財政調整積立【11号補正】

996,583
169,000
78,454

710,103

6,598,124 15,107,340 ▲ 8,509,216
・特別定額給付金給付事業
・庁舎改修整備事業
・基金管理一般経費

▲9,137,851
▲251,749
+906,162

・土山地域市民センター改修事業【繰越】
・中山間地域再生プロジェクト事業【繰越】

317,114
93,000

3　民生費 14,400,692 17,132,571 2,731,879

・子育て世帯生活支援特別給付金給付事業【2,3号補正】
・伴谷統合認定こども園整備事業【3号補正】
・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付
　事業【4号補正】
・伴谷統合認定こども園整備事業【5号補正】
・子育て世帯くらし応援特別給付金給付事業【7号補正】
・水口社会福祉センター改修事業【8号補正】
・水口子育て支援センター整備事業
・子育て世帯臨時特別給付金支給事業【9,10号補正】
・住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業
　【10号補正】

153,930
▲564,413

92,781

123,977
70,000

400,000
26,256

1,491,762
989,482

15,382,166 13,304,977 2,077,189

・住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業
・障害者自立支援制度事業
・子育て世帯生活支援特別給付金給付事業
　（その他世帯分）
・子育て世帯くらし応援特別給付金給付事業
・子育て世帯臨時特別給付金支給事業
・子育て世帯生活支援特別給付金給付事業
　（ひとり親世帯分）
・水口東・岩上統合認定こども園整備事業

528,950
132,425
47,461

70,580
1,154,257

51,115

75,402

・民間社会福祉施設整備支援事業【繰越】
・水口東・岩上統合認定こども園整備事業【繰越】

33,600
27,958

4　衛生費 3,726,015 4,400,015 674,000
・新型コロナウイルスワクチン接種事業【3,4,7号補正】
・水口保健センター整備事業【8号補正】

416,396
26,256 4,122,247 3,514,280 607,967

・新型コロナウイルスワクチン接種事業
・甲賀広域行政組合負担金〔清掃基幹的設備改良〕

576,569
177,042

新型コロナウイルスワクチン接種事業【繰越】 77,154

5　労働費 149,299 146,007 ▲ 3,292 ・勤労福祉会館給湯配管更新工事【11号補正】 ▲ 8,000 130,256 141,752 ▲ 11,496 ・勤労福祉施設維持補修事業 ▲ 7,143

6　農林水産業費 1,953,650 2,186,501 232,851
・団体営土地改良事業　【3号補正】
・水田園芸作物振興対策事業【8号補正】
・県営土地改良事業【8,11号補正】

64,600
19,468
42,922

1,778,146 1,506,267 271,879
・水田営農活性化対策事業
・団体営土地改良事業

198,061
101,282

・農地防災事業【繰越】
・ため池廃止事業【繰越】

33,100
15,121

7　商工費 613,100 1,611,633 998,533
・地域経済好循環創出事業　【1,7,8号補正】
・観光事業等継続支援事業【8号補正】

798,040
217,000 1,005,550 1,098,779 ▲ 93,229

・事業継続支援金
・地域経済応援クーポン券事業補償
・感染症拡大防止臨時経済対策事業

150,400
293,817

▲590,078

・ロケーション推進事業【繰越】 10,000

予算現額　Ｂ
当初予算額と予算現額

の差（Ｂ－Ａ） 増減理由及び増減額【主要なもの】

目的別　予算決算比較一覧

科　　目

令和３年度予算額 令和３年度
決算額

令和２年度
決算額

前年度比
増減理由及び増減額【主要なもの】

当初予算額　A
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　　　　　　Ｃ 　　　　　　Ｄ （Ｃ-Ｄ）
予算現額　Ｂ

当初予算額と予算現額
の差（Ｂ－Ａ） 増減理由及び増減額【主要なもの】

科　　目

令和３年度予算額 令和３年度
決算額

令和２年度
決算額

前年度比
増減理由及び増減額【主要なもの】

当初予算額　A

8　土木費 3,484,831 4,567,798 1,082,967
・道路新設事業（補助）【8号補正】
・信楽高原鐵道安全施設整備事業【11号補正】
・道路維持補修事業【11号補正】

61,858
80,700

115,000
4,039,765 3,785,837 253,928

・水口スポーツの森陸上競技場改修工事
・（仮称）甲賀北地区工業団地整備事業助成

43,022
217,554

・信楽高原鐵道安全施設整備事業　【繰越】
・道路維持補修事業【繰越】
・補助道路新設改良事業【繰越】
・急傾斜地崩壊対策事業【繰越】
・甲南駅周辺整備事業【繰越】

57,000
78,222

340,208
72,000

158,167

9　消防費 1,553,511 1,509,322 ▲ 44,189 ・甲賀広域行政組合負担金（消防）【8号補正】 ▲34,856 1,476,732 1,511,544 ▲ 34,812 ・防災施設整備事業 ▲ 36,482

10　教育費 4,214,900 5,036,858 821,958
・水口幼稚園振興補助事業【3号補正】
・文化施設維持補修事業【8号補正】
・ＩＣＴ教育環境整備事業（小中学校）【11号補正】

39,481
13,500
37,343

4,615,212 6,337,310 ▲ 1,722,098
・ＩＣＴ教育環境整備事業（小中学校）
・小学校施設整備事業
・中学校施設整備事業

▲319,842
▲1,233,155

▲165,112

・ＩＣＴ教育環境整備事業（小中学校）【繰越】
・城山中学校大規模改造事業【繰越】

41,515
739,644

11　災害復旧費 135,004 184,696 49,692 163,047 48,657 114,390 ・過年公共土木施設災害復旧事業（漆谷中山谷線） 70,556

・過年農地農業用施設災害復旧事業【繰越】 54,000

12　公債費 4,274,924 4,249,924 ▲ 25,000 ・実績見込みによる長期債償還利子【11号補正】 ▲ 25,000 4,247,050 4,029,838 217,212  

13　予備費 80,000 37,965 ▲ 42,035
・新型コロナウイルス感染症対策、災害対策等
　【6号補正】

70,000

合　　計 39,660,000 48,508,439 8,848,439 43,811,460 50,630,671 ▲ 6,819,211
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令和３年度補正予算において減額した事業

【区分 １：新型コロナ拡大による事業削減、２：新型コロナ拡大による事業削減を含む、３：新型コロナ以外】
（千円）

番号 時期 事業名等 区分 備　　考
金額

（減額）

1 12月 国際交流事業 1 大韓民国利川市との公式訪問の中止 ▲ 407

2 12月 陶都・信楽まつり開催補助事業 1 信楽火まつり・陶器総合展の中止 ▲ 2,570

3 12月 六古窯日本遺産活用事業 1 「日本六古窯サミット２０２１ｉｎ信楽」を令和４年１０月に延期 ▲ 3,500

4 12月 消防活動推進事業 1 消防ポンプ操法県大会の中止 ▲ 4,399

5 12月 教育振興一般事務 1 小学校の市水泳記録会等の中止（自動車借上料） ▲ 3,900

6 12月 中学生国際交流事業 1 事業中止 ▲ 3,796

7 12月 文化振興推進事業 1 事業中止（鈴鹿馬子唄全国大会、あいの土山斎王群行、和太鼓サウンド） ▲ 4,400

8 12月 社会体育一般事業 1 聖火リレーの事業規模の縮小、現地でのオリパラ応援の中止 ▲ 4,015

9 12月 スポーツ振興団体支援事業 1 事業中止（鹿深サッカーフェスティバル、水口サマーサッカー） ▲ 650

10 12月 あいの土山マラソン開催負担金事業 1 事業中止 ▲ 1,900

11 12月 甲賀１０時間耐久マラソン開催補助事業 1 事業中止 ▲ 400

12 12月 ホストタウン事業 1 事前合宿の受入の中止 ▲ 6,200

13 ３月 政務活動費等 1 委員会視察の縮小 ▲ 3,399

14 ３月 介護予防支援事業 1 介護予防サービス計画作成業務の発注量の減 ▲ 3,931

15 ３月 福祉バス運行事業 2 一部事業中止 ▲ 7,500

16 ６月 個人番号カード交付事業 3 備品購入からリースへの変更（国の補助金の要綱改正に伴う対応） ▲ 1,910

17 ６月 伴谷統合認定こども園整備事業 3 事業見直しによる私立保育園等施設整備等事業補助の減額 ▲ 564,413

18 12月 公有財産維持補修事業 3 ＰＣＢ廃棄物の減（処分手数料） ▲ 48,356

19 ３月 情報系システム改修業務委託、テレワーク機器設定業務委託 3 決算見込み ▲ 2,742

20 ３月 地域情報基盤整備事業　 3 決算見込み（地域情報基盤施設維持補修工事） ▲ 4,161

21 ３月 地番図等更新業務委託 3 決算見込み ▲ 8,000

22 ３月 甲賀市議会議員選挙費　 3 決算見込み ▲ 15,000

23 ３月 民間社会福祉施設整備支援事業 3 補助対象事業が翌年度になったことによる減 ▲ 24,331

24 ３月 私立保育園施設型給付事業 3 年間受入数の減少、公定価格の減額に伴う給付費の減額　 ▲ 20,000

25 ３月 私立保育園運営補助事業 3 障害児保育の加配保育士数の減による補助の減額 ▲ 7,000

26 ３月 甲南統合認定こども園整備事業 3 登記調査候補地の減（2か所→1か所）による減額　 ▲ 2,406

27 ３月 水口東・岩上統合認定こども園整備事業 3 決算見込み（解体工事設計業務委託、こども園整備に係る補助金） ▲ 181,487

28 ３月 伴谷統合認定こども園整備事業 3 決算見込み（造成設計業務委託）、解体設計業務委託の延期 ▲ 18,581

29 ３月 不燃物処理場運営事業 3 決算見込み（不燃物処理場水質等分析業務委託） ▲ 3,080

30 ３月 勤労福祉施設維持補修事業 3 建築資材の価格急騰に伴う入札不調による延期 ▲ 12,000

31 ３月 Ｋａｆｕｋａマイスター館解体事業 3 決算見込み ▲ 7,761

32 ３月 道の駅あいの土山運営事業 3 道の駅あいの土山再整備基本設計業務委託の延期 ▲ 11,000

33 ３月 単独道路新設改良事業 3 決算見込み（北土山猪鼻線道路改良工事） ▲ 10,000

34 ３月 甲南駅周辺整備事業 3 北口駐車場用地買収の次年度の補助金対象とする変更等 ▲ 65,000

35 ３月 消防団員退職報償金 3 決算見込み（消防団員の退職者の確定） ▲ 6,934

36 ３月 教員住宅解体事業 3 決算見込み ▲ 5,327

37 ３月 土山中学校長寿命化改良事業 3 決算見込み（土山中学校長寿命化改良工事設計業務委託） ▲ 15,371

38 ３月 私立幼稚園振興補助事業 3 決算見込み（水口幼稚園の園舎改修工事に係る補助金） ▲ 31,546

39 ３月 埋蔵文化財発掘調査事業 3 紫香楽宮跡発掘調査報告書印刷製本業務の延期 ▲ 2,219

40 ３月 紫香楽宮跡史跡整備事業 3 史跡公園整備設計業務委託の延期 ▲ 10,406

41 ３月 過年公共土木施設災害復旧事業 3 決算見込み（市道漆谷中山谷線） ▲ 51,398

42 ３月 利子（通常分） 3 決算見込み ▲ 25,000

43 12月 広域行政組合負担金（議会・総務） 3 ▲ 6,750

44 12月 広域行政組合負担金（清掃・清掃建設・清掃基幹的設備改良） 3 ▲ 23,378

45 12月 広域行政組合負担金（消防） 3 ▲ 34,856

46 ３月 甲賀広域行政組合負担金（清掃・清掃基幹的設備改良） 3 ▲ 15,975

1 の合計（新型コロナ拡大による事業削減） ▲ 43,467

2 の合計（新型コロナ拡大による事業削減を含む） ▲ 7,500

3 の合計（新型コロナ以外） ▲ 1,236,388

全体 の合計 ▲ 1,287,355
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令和３年度一般会計予備費充用一覧

（単位：千円）

番号 担当課 事業名 概　　要
予備費
充用額

1 総務課 一般行政推進事務費 訴訟委任事件に係る着手金、弁護士報酬 4,210

2 管財課 公有財産維持管理事業 令和3年8月豪雨災害による市有地復旧工事、測量等 42,778

3 生活支援課 生活扶助支給事業 対象者の入院等の増加による生活扶助費 2,945

4 商工労政課 感染症拡大防止臨時経済対策事業 新型コロナウイルス感染症に伴う個人事業主臨時支援金 1,188

5 農村整備課 小規模土地改良事業 令和3年8月豪雨災害による市単独小規模土地改良事業 9,019

6 農村整備課 現年農業用施設災害復旧事業 令和3年8月豪雨災害による農道応急復旧工事 1,111

7 建設事業課 現年公共土木施設災害復旧事業 令和3年8月豪雨災害による市道応急復旧工事 45,979

8 建設管理課 公園施設長寿命化対策事業 鹿深夢の森複合遊具修繕工事 4,500

9 社会教育スポーツ課 社会体育施設管理事務費 甲南グラウンドにおける埋設管敷設の損害賠償金 305

112,035合　　　　　計
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地方債現在高の推移（内訳）

※端数処理をしているため、総数と内訳が一致しない場合があります。

令和４年９月定例会 予算決算常任委員会 資料

関連議案番号 報告第４１号

所管課名 ： 総務部 財政課

（単位:百万円）

17年度 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度

41,379 41,679 42,893 48,931 49,646 48,603

合併特例事業債 2,286 17,912 20,018 26,905 28,112 27,649

臨時財政対策債 6,847 17,652 17,589 17,298 17,284 17,216
その他 32,246 6,115 5,286 4,728 4,250 3,738

　　　　　　　　　　　　　　年　　度
　区　　分

　地方債現在高
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１ 令和３年度 新型コロナウイルス感染症対策決算

（１）福祉・介護

担当課 支援策 Ｒ３決算額 特定財源 一般財源
一般財源のうち

臨時交付金充当額
事業概要

決算額の

内 訳
予算措置

1 危機管理課
予防資材購入（災害対策事

業）
2,371,600 2,371,600 1,900,000

避難場所用の感染症予防資材等を購入

しました。

自主避難所用（貸出用）

・小テント（5,500円×35基）       192,500円

・段ボール間仕切り（20,350円×70基） 1,424,500円

・折り畳み式簡易ベッド（10,780円×70基）

                      754,600円

当初

2 医療政策室
新型感染症予防事業（PCR

検査センター協力金）
66,300 66,300 50,000

PCR検査センターの検査業務を運営す

る医師会に対し、協力金を交付しまし

た。

調査協力謝礼      66,300円

 48週(374,000円)予定のうち8.5週分
当初

3 ⾧寿福祉課
新型感染症予防事業（口腔

歯科健診協力金）
45,000 45,000 30,000

口腔歯科健診に従事する歯科医に対

し、感染症予防に対する協力金を交付

しました。

調査協力謝礼      45,000円

 ＠5,000円×9回分
当初

4 医療政策室
予防資材購入（市立医療機

関）
2,068,245 2,068,245 1,600,000

みなくち診療所及び信楽中央病院の医

療用防疫資材等の整備を行いました。

（診療所事業会計補助・病院事業会計

補助）

みなくち診療所分   1,068,245円

信楽中央病院分    1,000,000円
当初

5 生活支援課
生活困窮者自立支援事業

（住居確保給付金）
1,632,700 1,224,525 408,175

住居を喪失するおそれのある方に対

し、家賃相当分を支給することによ

り、住居及び就労機会等の確保に向け

た支援を行いました。

支給：14件

支給延べ月数：44月
当初

6 障がい福祉課
障がい者工賃確保等支援事

業補助
673,000 673,000 500,000

新型コロナウイルス感染拡大の影響で

業務量が減少し、工賃が減額となった

障がい者就労施設の利用者の工賃保障

に向けた支援を行いました。

工賃減額対象事業所（２事業者） 673,000円 当初

7 ⾧寿福祉課 移動販売モデル事業 3,000,000 3,000,000
店舗等へ買い物に出かけることが困難

な方の買い物支援を行いました。
移動販売モデル事業委託 1,500,000円×2社 当初

8 ⾧寿福祉課
予防資材購入（市立介護老

人保健施設）
495,808 495,808 400,000

介護老人保健施設ケアセンターささゆ

りの介護用防疫資材等の整備を行いま

した。（介護老人保健施設事業会計補

助）

介護老人保健施設事業会計補助（新型コロナウイルス

感染症対策）      495,808円

（PVCグローブ、マスク、消毒液等購入）

当初

9 すこやか支援課
新型感染症予防事業（乳幼

児歯科健診協力金）
295,000 295,000 200,000

乳幼児歯科健診に従事する歯科医に対

し、感染症予防に対する協力金を交付

しました。

上半期（4月～9月）  145,000円（5,000円×29実施分）

下半期（10月～3月）150,000円（5,000円×30実施分）
当初

10

すこやか支援課

（危機管理課、

管財課、障がい

福祉課、⾧寿福

祉課、社会教育

スポーツ課）

新型感染症予防事業（予防

資材購入等）
13,497,878 13,497,878 11,060,000

新型コロナウイルス感染症予防対策の

ため、消毒液やマスク、サーマルカメ

ラ等必要な資材の購入や、陽性者等へ

の食糧支援を行いました。

マスク、ペーパータオル、消毒液等    9,180,731円

陽性者等食糧支援                         3,571,000円

啓発ポスター                                     138,600円

サーマルカメラ、空気清浄機等         607,547円

当初

11
新型コロナウイ

ルス感染症対策

室

新型コロナウイルスワクチ

ン接種事業
527,888,277 524,633,508 3,254,769

新型コロナウイルス感染症の拡大を防

止し、市民の生命及び健康を守るた

め、新型コロナウイルスワクチン接種

事業を実施しました。

接種回数177,016回

【内訳】   １回目 72,161回

                 ２回目 71,608回

                 ３回目 33,247回

当初

６月

６月追加

１１月

12
選挙管理委員会

事務局
予防資材購入（選挙） 466,592 55,252 411,340 300,000

市議会議員一般選挙及び衆議院議員選

挙における感染症予防資材等を購入し

ました。

使い捨て鉛筆   270,600円（43,000本）

マスク        99,000円（2,000枚）

ゴミ袋       8,740円（90ℓ×４セット）

手指消毒用ポンプ  33,000円（100個）

ポンプ、ナイロン袋    252円

段ボールパーテーション 55,000円（100組）

当初

13 保険年金課
国民健康保険傷病手当金

（国民健康保険特別会計）
442,874 442,874

保険加入者のうち新型コロナに感染な

どした被用者に傷病手当金を支給しま

した。

申請件数 8件 当初

14 保険年金課
国民健康保険傷病見舞金

（国民健康保険特別会計）
1,600,000 1,600,000

保険加入者のうち新型コロナに感染な

どした被用者以外の事業者に傷病見舞

金を支給しました。

申請件数 16件 当初

15 生活支援課

新型コロナウイルス感染症

生活困窮者自立支援金給付

事業

20,623,220 20,623,000 220

緊急小口資金等の特例貸付を利用でき

ない世帯で一定の要件を満たす生活困

窮世帯に対し、新型コロナウイルス感

染症生活困窮者自立支援金を支給しま

した。

初回支給 決定：82件

（単身：42件、2人：18件、3人以上：22件）

再支給 決定：32件

（単身：14件、2人：9件、3人以上：9件）

事務費：263,220円

６月追加

16

すこやか支援課

（医療政策室、

障がい福祉課、

⾧寿福祉課）

医療・介護・福祉人材求人

活動支援事業
3,776,926 3,776,926

新型コロナウイルス感染症の影響を受

けて、さらに深刻となっている医療・

介護・福祉分野の新たな人材確保を支

援するため、市内の医療・介護・福祉

事業所及び運営法人が行う求人活動に

係る経費の一部を助成しました。

障がい福祉サービス事業所（10事業所） 952,790円

介護事業所運営法人（20件）      1,886,900円

医療機関等（10件）                         937,236円

９月

（単位：円）

令和４年９月定例会 予算決算常任委員会 資料

関連議案番号：議案第４１号

健康福祉部 新型コロナウイルス感染症対策室

総務部 財政課
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17

すこやか支援課

（医療政策室、

障がい福祉課、

⾧寿福祉課）

感染症予防対策支援事業 16,469,827 16,469,827 16,000,000

新型コロナウイルス感染症による影響

が⾧期化する中、医療・介護・福祉事

業所においては特に感染防止に配慮

し、安定したサービス体制の確保・提

供が必要となるため、市内の医療・介

護・福祉事業所及び運営法人に、感染

症防止に対する支援金を支給しまし

た。

障がい福祉サービス事業所（25事業所）2,300,000円

介護事業所運営法人（44件）                  4,700,000円

医療機関等（112件）                              9,450,000円

通信運搬費（郵送料）                     19,827円

９月

18
地域共生社会推

進課

住民税非課税世帯等臨時特

別給付金支給事業
528,950,000 528,950,000

新型コロナウイルス感染症の影響が⾧

期化する中、様々な困難に直面した

方々が、速やかに生活・暮らしの支援

を受けられるよう、住民税非課税世帯

等に対して、１世帯あたり１０万円の

給付金を支給しました。

（事業費）522,700,000円（100,000円×5,227人）

（事務費）通信運搬費             80,540円

     手数料             587,950円

     システム改修委託料    5,530,250円

     物品借上料          29,260円

     機器賃借料          22,000円

１２月追加

1,124,363,247 1,078,929,159 45,434,088 32,040,000

（２）子育て・教育

担当課 支援策 Ｒ３決算額 特定財源 一般財源
一般財源のうち

臨時交付金充当額
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内 訳
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19 子育て政策課 児童手当支給事業 554,608 554,608 440,000
児童手当現況届の受付に対し、窓口の

混雑緩和のため、返信封筒による受付

を行いました。

現況届返信用郵送料        554,608円 当初

20 家庭児童相談室
支援対象児童等見守り強化

事業補助
3,120,000 3,120,000

子どもの見守り機会の減少による児童

虐待等のリスクが高まることを防ぐた

め、支援の必要な子どもの見守り等事

業に対して補助を行いました。

支援対象児童等見守り強化事業補助金

（甲賀市社会福祉協議会）    3,120,000円
当初

21 子育て政策課
予防資材購入（子育て支援

センター等）
453,574 302,000 151,574

市内５か所の子育て支援センター等の

消毒清掃などに使用する消耗品等を購

入しました。

地域子育て支援センター管理事業 311,486円

病児・病後児保育事業      142,088円
当初

22 子育て政策課
放課後児童クラブ環境整備

事業補助
8,745,000 5,830,000 2,915,000

市内１９か所の児童クラブの消毒清掃

などに使用する消耗品等を購入しまし

た。

わくわくキッズ        5,280,000円

労協センター事業団      3,084,000円

労協センター事業団（民設分）    181,000円

油日児童クラブ           200,000円

当初

23 保育幼稚園課
予防資材購入（公立保育

園・幼稚園）
3,953,741 1,967,000 1,986,741 920,000

新型コロナウイルス感染症予防のた

め、公立保育園・幼稚園の消毒清掃を

行いました。

（公立保育園）

 ・消毒清掃にかかる人件費         99,345円

 ・消毒用消耗品購入               2,313,516円

（公立幼稚園）

 ・消毒用消耗品購入               1,540,880円

当初

24 保育幼稚園課 保育環境改善等事業補助 6,148,672 3,516,000 2,632,672 1,280,000

私立保育園等における新型コロナウイ

ルス感染症対策を実施するための経費

として補助金を交付しました。

公立の一時預かり事業実施施設の消毒

にかかる消耗品を購入しました。

・明照保育園                               500,000円

・水口北保育園                        1,349,000円

・柏木保育園                           1,049,000円

・甲南のぞみ保育園                 1,350,000円

・水口幼稚園                              300,000円

・サンライズキッズ保育園甲賀園    300,000円

・ぱれっと園もとあやの             300,000円

・家庭的保育室ひだまり             300,000円

・家庭低保育室にじ                    300,000円

・家庭的保育室つぼみ                 300,000円

・一時預かり事業                        100,672円

当初

25 教育総務課 予防資材購入（小中学校） 9,438,086 4,672,000 4,766,086 3,700,000
新型コロナウイルス感染症予防のた

め、小中学校の消毒清掃などに使用す

る消耗品等を購入しました。

感染症対策

 消耗品費   7,977,806円

 （小学校5,274,988円、中学校2,702,818円）

 備品購入費  1,460,280円

 （小学校1,001,250円、中学校  459,030円）

当初

26 学校教育課 外国青年招致事業負担金 232,926 232,926
外国語指導助手を海外から招致するに

あたり、感染症対策に必要な経費を負

担しました。

令和３年度外国青年招致事業・夏来日（10月来日）に

係るオリエンテーション負担金

・宿泊費               198,244円

・バス運賃               4,393円

・新型コロナ検査料金及び健康診断費 30,289円

当初

27 学校教育課 ＩＣＴ教育指導員の配置 4,275,836 1,698,000 2,577,836 1,300,000

小中学校において、ICTを活用した授業

が有効かつ円滑に進むよう教職員の資

質向上を図るとともに、ICTを効果的に

活用するため学校現場へのサポートを

行いました。

ＩＣＴ教育支援指導員（会計年度任用職員）

・給料                                  2,814,100円

・地域手当                      84,423円

・通勤手当                      78,100円

・期末手当                      401,880円

・社会保険料等                    501,861円

・退職手当組合負担金              395,472円

当初

28 学校教育課 ICT教育環境整備事業 23,746,800 12,932,000 10,814,800 10,500,000

ＧＩＧＡスクール構想による急速な学

校ＩＣＴ化に対応するため、ＩＣＴ支

援員を市内の小中学校等に配置し、授

業準備支援、技術支援等を提供するこ

とを通じて、学校現場におけるＩＣＴ

の利活用を促進し、児童生徒の情報活

用能力の育成と授業改善に向けた教員

の取組を支えました。

学校ＩＣＴ支援業務委託

・小学校費                        18,469,733円

・中学校費                        5,277,067円

当初
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29 子育て政策課
子育て世帯生活支援特別給

付金給付事業（ひとり親世

帯分）

51,115,455 51,115,455

新型コロナウイルス感染症による影響

が⾧期化する中で、ひとり親世帯に対

して生活の支援を行うため、国の制度

に基づき児童扶養手当対象者等に給付

しました。

給付金                47,450,000円

システム改修費            880,000円

事務費             2,785,455円

４月

30 子育て政策課
子育て世帯生活支援特別給

付金給付事業（その他世帯

分）

47,460,783 47,460,783

新型コロナウイルス感染症による影響

が⾧期化する中で、低所得の子育て世

帯に対して生活の支援を行うため、国

の制度に基づき支給しました。

給付金             42,950,000円

システム改修費         3,300,000円

事務費             1,210,783円

6月

31
社会教育スポー

ツ課

新型コロナウイルス感染症

拡大防止対策物品購入
252,186 250,000 2,186

新型コロナウイルス感染症予防対策の

ため、サーマルカメラ等必要な備品の

購入等を行いました。

備品購入費（図書館）        252,186円 6月

32
社会教育スポー

ツ課

新型コロナウイルス感染症

拡大防止対策物品購入
1,153,608 1,143,000 10,608

新型コロナウイルス感染症予防対策の

ため、サーマルカメラ等必要な備品の

購入等を行いました。

備品購入費

 水口スポーツの森        249,370円

 青少年研修センター       100,000円

 図書館                          186,928円

 公民館                          444,000円

 文化振興施設                 83,000円

 社会体育施設                 90,310円

9月

33 子育て政策課
子育て世帯くらし応援特別

給付金給付事業
70,580,232 70,580,232 56,400,000

新型コロナウイルス感染症による影響

を受けている低所得の子育て世帯に対

し、市単独で給付を行いました。（世

帯５万円に児童1人あたり１万円の加

算）

給付金              70,390,000円

郵送料                78,802円

振込手数料            111,430円

１１月

34 子育て政策課
子育て世帯臨時特別給付金

支給事業
717,673,366 717,673,366

新型コロナウイルス感染症の影響を受

けている子育て世帯に対し、国が０歳

～１８歳までの子どものいる世帯に子

ども１人あたり５万円（先行分）の給

付金を支給しました。

給付金                                      709,065,000円

システム改修費           4,290,000円

事務費              4,318,366円

１２月追加

35 子育て政策課
子育て世帯臨時特別給付金

支給事業
709,865,000 709,865,000

新型コロナウイルス感染症の影響を受

けている子育て世帯に対し、国が０歳

～１８歳までの子どものいる世帯に子

ども１人あたり５万円（追加分）の給

付金を追加で支給しました。

給付金           709,065,000円

事務費             800,000円
１２月追加

36 子育て政策課
放課後児童クラブ支援事業

民設民営児童クラブ助成事

業

361,650 160,000 201,650

新型コロナウイルス感染症の影響によ

り休所を行った放課後児童クラブ指定

管理者及び事業者に対して、利用料金

の減収に対する補助を行いました。

わくわくキッズ         245,250円

労協センター事業団       116,400円
３月

37
人事課

子育て政策課

保育幼稚園課

保育士等処遇改善臨時特例

事業
15,272,806 14,845,920 426,886

新型コロナウイルス感染症への対応と

少子高齢化への対応が重なる最前線に

おいて働く、放課後児童クラブにおけ

る支援員や補助員、公立の保育園、幼

稚園や私立の保育園、認定こども園、

地域型保育事業所、幼稚園等における

保育士、幼稚園教諭、保育教諭等の処

遇改善を図りました。

・児童クラブ補助金                  2,547,600円

・私立保育園補助金                  4,275,660円

・私立幼稚園補助金                     597,920円

・公立保育園給与等                  7,401,530円

・公立幼稚園給与等                   450,096円

３月

38
社会教育スポー

ツ課
成人式分離開催事業 796,500 796,500

成人式の開催にあたり、新型コロナウ

イルス感染防止の観点から、複数会場

での開催及びオンラインによる会場間

の交流を行いました。

消耗品費            29,700円

通信運搬費            129,900円

駐車場警備業務委託       66,000円

成人式事業委託          570,900円

−

1,675,200,829 1,576,550,524 98,650,305 74,540,000

（３）経済対策

担当課 支援策 Ｒ３決算額 特定財源 一般財源
一般財源のうち

臨時交付金充当額
事業概要

決算額の

内 訳
予算措置

39 政策推進課 地域おこし協力隊事業 3,660,270 3,660,270

コロナの影響を受けた観光の回復を図

るため、忍者に関する観光振興と調査

研究により近隣都市部からのマイクロ

ツーリズムを推進しました。

（観光企画推進課分）

 活動支援業務委託       1,384,872円

 謝礼             2,275,398円

当初

40 商工労政課 商工業者資金調達補助 602,000 602,000

市内での創業や新商品開発、販路開拓

等のチャレンジを促進するため、クラ

ウドファンディングによる資金調達を

支援しました。

申請件数  3件

資金調達額合計 3,977,000円
当初

41 商工労政課
奨学金を活用した若者の定

住促進事業
77,400 77,400

市外の若者の移住・定住を促進するた

め、市内企業・事業所に雇用され、市

内に居住される方に対し、奨学金返済

の支援を行いました。

認定件数 21件

請求件数   2件
当初

42 商工労政課 企業誘致推進事業 1,166,000 1,166,000 900,000

企業流出を抑止し、新たな企業誘致を

促進するため、新たなパンフレットを

作成し、市の施策を広く発信しまし

た。

企業立地ガイド印刷業務委託

・市内の工業団地や立地企業の状況を示した地図と優

遇制度等を1,000部印刷

当初

43 商工労政課
新業態による事業定着支援

事業
1,336,840 1,336,840 1,000,000

市内飲食事業者等が実施するテイクア

ウト・デリバリー等の需要喚起を目的

とするイベント経費を補助しました。

事務局業務委託（甲賀市商工会） 338,040円

 申請件数 1件

事務局経費           998,800円

当初
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担当課 支援策 Ｒ３決算額 特定財源 一般財源
一般財源のうち

臨時交付金充当額
事業概要

決算額の

内 訳
予算措置

44 商工労政課
キャッシュレス化決済導入

補助
13,690,140 13,690,140 10,900,000

市内店舗でのキャッシュレス決済導入

を促進するため、必要な資機材整備費

用や運営に係る手数料の一部支援等、

キャッシュレス決済の普及に向けた取

り組みを進めました。

事務局業務委託（甲賀市商工会）

 ・機器導入補助金申請件数 71件 6,343,000円

 ・手数料補助金申請件数  71件 2,401,540円

事務局経費            4,945,600円

当初

45 商工労政課
サテライトオフィス整備補

助
1,708,000 854,000 854,000 680,000

市が整備した地域情報基盤を活用して

サテライトオフィス等の整備を行う者

に対し、通信環境の整備に係る導入費

用等の一部を補助しました。

申請件数 2件 当初

46 商工労政課
リフォーム補助（テレワー

ク応援等）
41,942,000 3,390,000 38,552,000 390,000

子育て応援・定住促進リフォーム補助

制度の補助対象工事の範囲を拡大し、

新たにテレワークをはじめとする多様

な働き方を実現するため、空き家等の

リフォームに対して補助を行いまし

た。

申請件数310件 当初

47 観光企画推進課 県外PR事業 1,551,620 1,488,000 63,620
様々な情報の発信地である首都圏にお

いて甲賀市をＰＲすることにより、誘

客促進及び地域活性化に繋げました。

首都圏PR事業業務委託       1,488,300円

旅費                  63,320円
当初

48 観光企画推進課 歴史文化都市構築事業補助 5,653,000 5,573,000 80,000

観光資源を活用したイベントや資源の

磨き上げ等の観光まちづくりに繋がる

取り組みに対し、補助を行いました。

また、市外からの誘客促進を図るた

め、観光バスの乗り入れに対して補助

を行いました。

歴史文化都市構築事業補助（16団体）5,573,000円

審査委員会委員謝礼           80,000円
当初

49 観光企画推進課
観光おもてなし体制構築事

業
1,972,300 986,000 986,300

観光に関する知識整理事業や観光ガイ

ドのスキルアップ事業を実施し、観光

客のおもてなし体制の向上等を図りま

した。

観光おもてなし体制構築事業業務委託 1,972,300円 当初

50 観光企画推進課 周遊型観光促進事業 1,996,500 998,000 998,500

マイクロツーリズムを推進するため、

ウィズコロナやアフターコロナに対応

した周遊型観光事業の充実を図り、周

遊型観光メニューや体験コンテンツの

造成を行いました。

周遊型観光促進事業業務委託                1,996,500円 当初

51 観光企画推進課
マイクロツーリズム県外誘

客事業
696,190 348,000 348,190

関西圏において、周遊型観光等のPRを

行い、観光誘客を図りました。

春夏秋冬ぴあ関西版広告掲載業務委託     299,200円

関西圏PR事業業務委託                          297,000円

備品購入                                99,990円

当初

52 観光企画推進課 日本遺産関連施設整備事業 1,727,000 1,578,000 149,000

アフターコロナに向け、周遊型観光

ルートの主要な目的地とするため、山

城跡等の日本遺産構成文化財の観光看

板設置や駐車場整備等の受入れ体制整

備を実施しました。。

竹中城跡環境整備業務委託                   462,000円

土山城跡環境整備業務委託                   506,000円

和田城跡環境整備業務委託                   462,000円

和田城跡駐車場整備工事                    297,000円

当初

53 観光企画推進課 ロケーション推進事業 8,872,650 8,737,000 135,650

「スカーレット」レガシーを活用した

観光誘客や受入れ体制整備を継続する

とともに、ロケツーリズムの確立や新

たなロケーションの誘致推進に取り組

みました。

ドラマレガシーを活用した甲賀市ＰＶ制作事業

業務委託                          33,550円

滋賀ロケーションオフィス負担金           203,000円

「スカーレット」で甲賀を盛り上げる推進協議会

活動補助                          8,636,100円

当初

54 観光企画推進課
忍者を核とした観光拠点施

設整備事業
14,359,114 7,098,000 7,261,114

観光インフォメーションセンター甲賀

流リアル忍者館を起点として、市内に

点在する観光資源を面的に活用する周

遊型観光の促進等のため、案内看板の

設置や多言語化等の観光ルートを整備

し、受入れ体制の充実を図りました。

観光拠点施設整備事業                    9,204,624円

飯道山周辺観光ルート整備事業           2,617,890円

周遊観光ルート整備事業                   2,536,600円

当初

55 農業振興課 出品茶対策事業補助 195,000 195,000
良質な茶の生産を図るため、技術研修

や普及啓発活動に係る経費を補助しま

した。

土山町茶業協会                                    195,000円

 出品点数 3点（煎茶2点、碾茶1点）
当初

56 農業振興課 収入保険制度支援補助 5,136,000 5,136,000 4,100,000
農業経営の安定を図るため、農業者が

収入保険制度に加入することを支援し

ました。

事業実施主体：滋賀県農業共済組合

対象者：104経営体   補助金  5,136,000円
当初

57 農業振興課 茶改植等支援事業補助 1,759,440 1,759,440
高品質な茶生産や作業の効率化による

経営安定を図るため、茶樹の改植・新

植等に係る経費を補助しました。

信楽町茶業協会（ 面積 34a）     202,140円

土山町茶業協会（面積260a）            1,557,300円
当初

58 農業振興課 荒廃茶園再生支援事業補助 480,400 480,400

荒廃茶園の発生を防ぎ、景観を改善さ

せるため、荒廃した茶園で他の所有者

が放棄した茶樹に対して中切り・台切

り等を実施した際の経費を補助しまし

た。

対象者1名：面積4,804㎡                    480,400円

（補助基準額 100千円/10a）
当初

59 農業振興課 有機栽培促進事業補助 2,718,180 2,718,180

甲賀の茶の振興を図るため、化学肥料

から有機質肥料を主体とした施肥体系

への切り替え等を実施した際の経費を

補助しました。

有機肥料に対する支援          1,711,000円

品質分析              671,550円

オーガニック茶支援         335,630円

当初

60 農業振興課 都市農村交流推進事業 5,489,000 5,489,000 4,300,000

新しい観光の姿を模索するため、都市

住民を対象とした地域資源を活用した

体験プログラムの構築や民泊家庭の育

成等を行いました。

甲賀市都市農村交流推進協議会へ業務委託

 委託額：5,489,000円
当初
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担当課 支援策 Ｒ３決算額 特定財源 一般財源
一般財源のうち

臨時交付金充当額
事業概要

決算額の

内 訳
予算措置

61 農業振興課
園芸作物・野菜等栽培設備

及び振興補助
13,211,000 13,211,000 10,500,000

地域農業の活性化等のため、園芸作物

の生産施設設備新設や増設への支援、

機械購入経費等の支援、販路拡大促進

事業に係る経費等を支援しました。

野菜等生産用機械購入（12経営体）  502,000円

園芸作物栽培設備設置（11経営体） 8,250,000円

園芸作物苗購入（4経営体）              385,000円

販路拡大促進（JAこうか）             1,300,000円

リース機械（JAこうか）                 2,774,000円

当初

62 農業振興課
チャレンジ農業推進事業補

助
2,659,000 2,659,000

農家の経営安定を図るため、収益性が

高い作物や難易度の高い作物を栽培す

るために必要な施設整備に係る経費を

補助しました。

対象者3経営体   2,659,000円

（補助率2/3 上限250万円）
当初

63 農業振興課 茶防霜設備整備事業補助 3,025,000 3,025,000
高品質な茶生産による経営安定を図る

ため、防霜設備の整備に係る経費を補

助しました。

対象者 7経営体

 新規（補助率1/2） 2,090,000円（4経営体）

 更新（補助率1/3）  935,000円（3経営体）

当初

64 農業振興課 農園施設整備支援事業補助 1,000,000 1,000,000

耕作放棄地の発生を防ぎ、景観を改善

させるため、遊休農地等を活用して市

民農園等を開設される際の経費を補助

しました。

対象者2人      1,000,000円（500千円×2人） 当初

65 農業振興課
中山間地域農業機械購入補

助
5,037,000 5,037,000

耕作放棄地の発生を防ぎ、中山間地域

等の農業を維持させるため、営農体系

確立のために行う農業機械や施設整

備、環境整備に係る経費を補助しまし

た。

対象者23経営体  5,037,000円

（補助率1/3 上限50万円）
当初

66 農業振興課 新規就農者支援事業補助 1,000,000 1,000,000 800,000
次世代農業の活性化を図るため、地域

農業の新たな担い手となる新規就農者

に必要な経費の一部を支援しました。

新規就農者（2人）1,000,000円

（補助率 定額50万円）
当初

67 農業振興課
スマート農業モデル実践事

業補助
8,472,000 8,472,000 6,700,000

スマート農業の実践を促進し、農作業

の省力化を図るため、農業法人等がス

マート農業に取り組む際に必要な機械

購入費などの経費を支援しました。

機械購入事業    2,822,000円（補助率1/2）

（補助対象者：グリーンサポートこうか）

実証事業      5,650,000円（補助率：定額）

（補助対象者：2事業者）

当初

68 商工労政課
地域経済応援クーポン券

（２０２１）配布事業
323,998,098 323,998,098 270,357,000

新型コロナウイルスワクチン接種後に

国内経済回復の見通しが立つことを見

越し、市民に対して地元店舗で利用で

きるクーポン券を配布し、利用いただ

くことで、市民や事業者とともに地域

経済の好循環を生み出しました。

参加店舗：519店舗

換金枚数：587,634枚      293,817,000円

会計年度任用職員人件費        2,478,262円

通信運搬費                          18,371,153円

印刷製本費                             5,897,566円

業務委託料                             1,189,389円

機器賃借料                             1,925,000円

その他事務費                             319,728円

当初追加

69 政策推進課

サテライトオフィス整備事

業（旧鮎河小学校施設整

備）

29,952,844 14,976,422 14,976,422 11,930,000
サテライトオフィス等の整備を行い、

移住定住の取組の強化を図りました。
旧鮎河小学校施設整備負担金   29,952,844円 ６月

70 商工労政課 地場産品販売促進補助事業 4,155,000 4,155,000 3,300,000

新型コロナウイルス感染症感染拡大の

影響を受ける市内地場産業事業者を支

援するため、滋賀県が、昨年度に引き

続き対象を拡大して実施する「近江の

地場産品購入によるおもてなし向上事

業補助金」に対する上乗せ補助を実施

しました。

申請件数：45件      4,155,000円 ９月

71 商工労政課
山村振興地域における小売

事業者等支援事業
5,400,000 5,400,000

山村振興地域において地域住民の生活

の維持に重要な役割を担っている飲食

料品の小売事業者等が、新型コロナウ

イルス感染症の感染拡大の影響を受け

ながらも、同地域で事業を継続される

ことを奨励するため、一時金を交付し

ました。

申請件数：18件 ９月

72 商工労政課 事業継続支援金 150,400,000 150,400,000 80,233,000

新型コロナウイルス感染症の感染拡大

に伴う緊急事態措置等により深刻な影

響を受けた市内中小企業等の事業継続

を支援するため、支援金を給付しまし

た。

申請件数：916件 １１月

73 農業振興課
高収益作物次期作支援交付

金
14,999,600 14,999,600 14,631,000

新型コロナウイルス感染症拡大の影響

を受け需要が減少し、大きな損害を受

けている特産品の次期作への取り組み

を促すため、次期作に係る資材費等に

対し作付面積に対し定額を助成しまし

た。

事業実施主体：甲賀市農業再生協議会

・取組面積：21,428a

・定額7千円/10a

・対象者：64経営体

・補助金14,999,600円

１２月

74 商工労政課
プレミアム付商品券発行事

業
2,290,026 2,290,026

新型コロナウイルス感染症拡大による

影響を受ける市内の飲食店、宿泊施

設、酒類販売店を、市民とともに応援

することにより、地域社会を支える市

内事業者の事業継続と域内消費の好循

環を実現します。令和4年6月に販売予

定の商品券の購入希望者を募るため、

令和3年3月下旬に市内全世帯に購入案

内を郵送しました。（Ｒ３⇒Ｒ４へ繰

越）

通信運搬費        2,290,026円 １２月
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担当課 支援策 Ｒ３決算額 特定財源 一般財源
一般財源のうち

臨時交付金充当額
事業概要

決算額の

内 訳
予算措置

75 商工労政課
甲賀の地酒応援キャンペー

ン事業
146,390 146,390

新型コロナウイルス感染症拡大の影響

を受けている市内の酒蔵を応援するこ

とにより、本市の地場産業である「甲

賀の地酒」の事業継続と消費拡大を図

ります。令和3年2月に首都圏にて地酒

キャンペーンを実施しました。令和4年

度においてもキャンペーンを実施しま

す。（Ｒ３⇒Ｒ４へ繰越）

事業委託費（滋賀県酒造組合） １２月

76 観光企画推進課
観光応援クーポン券発行事

業
7,998,320 7,998,320 5,712,000

新型コロナウイルス感染症拡大により

大きな影響を受けている観光事業者を

応援するため、市内の宿泊施設に宿泊

された方に対し、市内飲食店、土産物

店、タクシー業、観光施設等の観光事

業者で利用できるクーポン券を配布

し、他市町村との優位性を図り、地元

での消費喚起を促します。（Ｒ３⇒Ｒ

４へ繰越）

観光応援クーポン券発行事業業務委託 7,998,320円 １２月

77 観光企画推進課 観光事業等継続支援補助 854,000 854,000

新型コロナウイルス感染症の拡大防止

措置に伴い、イベント等を中止又は延

期したことで損失を被った経費につい

て支援を行いました。

観光事業等継続支援補助（6団体）   854,000円 １２月

691,387,322 46,026,422 645,360,900 426,433,000

（４）行政のデジタル化推進

担当課 支援策 Ｒ３決算額 特定財源 一般財源
一般財源のうち

臨時交付金充当額
事業概要

決算額の

内 訳
予算措置

78 議事課
議事管理事業（委員会中継

の開始）
8,668,782 8,668,782 7,000,000

中継機器の新設・改修を実施し、現在

の本会議に加えて委員会のインター

ネット中継を開始しました。

委託料

 遠隔保守点検               275,000円

 会議録反訳等       1,165,230円

 会議システム改修     6,600,000円

 インターネット中継    628,552円

当初

79 市民活動推進課 多言語通訳システム整備 1,453,650 871,400 582,250
タブレットによる三者通話システムの

導入により、外国人にも公平な情報提

供を実施しました。

【整備費用】

 タブレット端末購入費（58,080円×5台）290,400円

【運営費用】

 システム利用料、通信料等（129,250円×9カ月）

                     1,163,250円

当初

80 市民活動推進課
区・自治会・自治振興会へ

のICT導入支援
927,520 927,520 700,000

区・自治会・自治振興会へのICT導入支

援に向けて提案書の作成および区・自

治会、自治振興会役員および市民を対

象として、ITに関する基礎知識および先

進事例の紹介や今後の地域における可

能性についてセミナーを開催しまし

た。

地域活動におけるICT活用に関するセミナー

業務委託             828,520円

ICT推進事業提案仕様書作成業務     99,000円

当初

81 情報政策課 テレワーク環境整備 4,669,500 4,669,500 3,700,000

緊急時の備えや働きやすい職場環境実

現のため、市役所以外の場所からリ

モート勤務ができるテレワーク環境を

構築しました。

テレワークシステム導入業務委託  3,850,000円

閉域ネットワーク回線システム構築

業務委託             819,500円

当初

82 情報政策課 電子決裁システム整備 3,561,800 3,561,800 2,800,000

オンライン申請等の取り扱いが増加す

ることから、庁内業務を一連してペー

パーレスで行えるよう、決裁事務の電

子化を行いました。

文書管理システム電子決裁対応改修

業務委託            3,561,800円
当初

83 情報政策課
スマートシティ推進事業

（電子申請システム等）
3,279,056 3,279,056 2,900,000

ワンストップで手続きを完結できるデ

ジタル環境の創出を目指したシステム

を共同利用により整備しました。

スマート申請システム等利用料  3,279,056円 当初

84 教育総務課 教育委員会運営事業 965,830 965,830 700,000

感染防止対策の観点から教育委員用の

タブレットを導入し、危機管理体制の

向上、会議のペーパレス化を図りまし

た。

消耗品費（タブレット端末等）     163,758円

備品購入費（タブレット端末）     593,500円

通信運搬費（タブレット通信料）    208,572円

当初

23,526,138 871,400 22,654,738 17,800,000

（５）その他

担当課 支援策 Ｒ３決算額 特定財源 一般財源
一般財源のうち

臨時交付金充当額
事業概要

決算額の

内 訳
予算措置

85 公共交通推進課
信楽高原鐵道施設管理運営

事業
1,630,666 1,630,666

ポストコロナ時代を見据えつつ、新た

な取組みにより収支の改善を図る地域

公共交通事業者を支援しました。

レール温度計                 499,950円

駅抗菌処理                  325,600円

景観整備                   805,116円

９月
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担当課 支援策 Ｒ３決算額 特定財源 一般財源
一般財源のうち

臨時交付金充当額
事業概要

決算額の

内 訳
予算措置

86

商工労政課

農業振興課

建設管理課

社会教育スポー

ツ課

歴史文化財課

指定管理業務継続支援金 6,454,000 6,454,000
新型コロナウイルス感染症拡大の影響

を受ける指定管理者に対し、施設管理

経費の不足分を支援しました。

【商工労政課】

 勤労福祉会館                3,452,000円

【農業振興課】

 柞原会館                    105,000円

 あけびはら山の子はう                64,000円

 田代高原の郷                      69,000円

【建設管理課】

 野洲川児童公園                1,592,000円

【社会教育スポーツ課】

 水口スポーツの森等              1,061,000円

【歴史文化財課】

 東海道伝馬館                 83,000円

 甲賀歴史民俗資料館              28,000円

３月

87
社会教育スポー

ツ課

甲賀創健文化振興事業団運

営補助事業
15,438,258 15,438,258

新型コロナウイルス感染症拡大の影響

を受け、資金繰りの見通しが厳しい公

益財団法人に対して、市民サービスの

低下が生じないように経営支援を行い

ました。

甲賀創健文化振興事業団        15.438,258円 ３月

23,522,924 1,630,666 21,892,258

（単位：円）

Ｒ３決算額 特定財源 一般財源
一般財源のうち

臨時交付金充当額

1,124,363,247 1,078,929,159 45,434,088 32,040,000

1,675,200,829 1,576,550,524 98,650,305 74,540,000

691,387,322 46,026,422 645,360,900 426,433,000

23,526,138 871,400 22,654,738 17,800,000

23,522,924 1,630,666 21,892,258

3,538,000,460 2,704,008,171 833,992,289 550,813,000

２ 令和２年度（繰越分） 新型コロナウイルス感染症対策決算

（１）福祉・介護

担当課 支援策 Ｒ３決算額 特定財源 一般財源
一般財源のうち

臨時交付金充当額
事業概要

決算額の

内 訳
予算措置

1
新型コロナウイル

ス感染症対策室

新型コロナウイルスワクチン

接種事業（繰越）
77,154,000 77,154,000

新型コロナウイルス感染症の流行を防止

し、市民の生命及び健康を守るため、新型

コロナウイルスワクチンの接種を実施しま

した。

光熱水費（集団接種会場）     3,562,000円

通信運搬費（接種券等）      9,347,000円

接種体制確保業務委託       61,635,698円

その他集団接種会場運営費     2,609,302円

明許繰越

（２）子育て・教育

№ 担当課 支援策 Ｒ３決算額 特定財源 一般財源
一般財源のうち

臨時交付金充当額
事業概要

決算額の

内 訳
予算措置

2 政策推進課
新生児応援特別定額給付金事

業（繰越）
1,000,000 1,000,000 1,000,000

お子様の健やかな成⾧を応援するため、新

生児１人あたり10万円を給付しました。
令和3年度繰り越し分：10世帯   1,000,000円 明許繰越

（３）地域経済

№ 担当課 支援策 Ｒ３決算額 特定財源 一般財源
一般財源のうち

臨時交付金充当額
事業概要

決算額の

内 訳
予算措置

3 観光企画推進課
「スカーレット」を活用した

プロモーション事業（繰越）
10,000,000 10,000,000 10,000,000

「スカーレット」に出演された俳優を迎

え、市内ロケ地を中心に本市のＰＲ動画を

制作し、公共施設や観光施設、SNS等で

PRすることにより、誘客促進を図りまし

た。

ドラマレガシーを活用した甲賀市ＰＶ制作事業

業務委託              10,000,000円
明許繰越

（単位：円）

Ｒ３決算額 特定財源 一般財源
一般財源のうち

臨時交付金充当額

77,154,000 77,154,000

1,000,000 1,000,000 1,000,000

10,000,000 10,000,000 10,000,000

88,154,000 77,154,000 11,000,000 11,000,000

（１）福祉・介護

（単位：円）

（令和２年度繰越）合計

（２）子育て・教育

（３）経済対策

（令和３年度）合計

（２）子育て・教育

（３）経済対策

（４）行政のデジタル化推進

（５）その他

（１）福祉・介護

- 12 -



健全化判断比率・経常収支比率推移

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

実質公債費比率

(H18より導入)
16.4 17.4 18.3 18.0 16.8 14.8 13.1 11.8 11.1 10.6 10.2 10.0 9.1 8.0 6.9 6.5

将来負担比率

(H19より導入)
129.7 126.6 107.5 92.9 80.5 69.2 66.0 65.7 60.7 68.8 74.0 59.6 65.6 56.1 40.3

経常収支比率 95.2 94.7 95.9 96.4 95.5 90.9 88.8 83.5 85.6 85.5 88.0 88.6 87.5 90.9 89.2 90.1 92.1 85.2

※実質赤字比率・連結実質赤字比率は、算定開始以来、黒字を維持しています。

令和４年９月定例会 予算決算常任委員会 資料

関連議案番号 報告第１０号

所管課名 ： 総務部 財政課
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実質赤字
比率

連結実質
赤字比率

市名 順位 順位 順位

大津市 － － 1.4 3 - 1 88.3 8

彦根市 － － 6.0 6 47.3 10 86.9 5

長浜市 － － 1.2 2 - 1 89.0 10

近江八幡市 － － 1.1 1 - 1 85.6 4

草津市 － － 6.4 7 - 1 88.3 8

守山市 － － 4.7 4 4.7 7 89.2 11

栗東市 － － 12.3 13 91.4 13 87.6 7

甲賀市 － － 6.5 8 40.3 11 85.2 2

野洲市 － － 8.3 9 50.5 12 91.4 12

湖南市 － － 8.3 9 15.2 9 82.6 1

高島市 － － 9.6 12 1.3 8 91.5 13

東近江市 － － 8.6 11 - 1 85.3 3

米原市 － － 4.9 5 - 1 86.9 5

市平均 6.1 18.9 87.5

※実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、実質赤字額がないため、「―」と表記しています。

※将来負担比率は、比率がマイナスとなる（地方債現在高などの将来負担額より基金などの充
当可能財源が多い）ため、「－」と表記しています。

※令和４年９月時点での情報によるものであり、確定値ではありません。

県内各市の健全化判断比率・経常収支比率一覧（速報値）
（令和３年度決算ベース）

（単位：％）

実質公債費比率
（３箇年平均）

将来負担比率 経常収支比率

令和４年９月定例会 予算決算常任委員会 資料

関連議案番号 報告第１０号

所管課名 ： 総務部 財政課
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