
（単位：千円）

1.市民が主役となるまちづくり                                  

事　　業　　名 主　な　事　業 金　　額

自治振興事業 　事務嘱託員の委嘱・自治連合会との連携　他 64,822

まちづくり協議会支援事業 　まちづくり協議会の育成・支援　他 37,810

市民活動支援事業 　いきいき市民活動支援　他 1,622

広報活動事業 　市広報月1回発行、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの管理、市広報番組作成委託　他 86,161

地域活性化支援事業 　地域活性化事業補助金（地区イベント） 14,000

文化政策推進事業 　御代参街道ウォーク　　他 700

国内交流事業 　国内交流活動支援（愛のまち交流） 1,320

国際交流事業

　アメリカ・マーケット市使節団受入
　姉妹都市奨学生補助
　中国・常徳市友好代表団受入、行政研修生の受入
　カナダ・テーバー町使節団派遣（中学生）

7,047

人権施策推進事業 　人権尊重まちづくり条例による各種団体支援、人権尊重審議会　他 3,267

人権啓発推進事業 　人権ふれあい市民のつどい、教育・啓発の推進　他 10,669

人権学習推進事業 　人権のまちづくり講座、人権学習冊子作成　他 1,987

市民相談事業 　法律相談等、在住外国人に対する通訳・相談　他 1,437

企業内人権啓発推進事業 　企業内人権研修会の開催 1,057

男女共同参画推進事業
　男女共生フォーラムの開催
　啓発活動・心のやすらぎ相談、チャイルドルーム支援　他

1,941

４　お互いを認め合う人権尊重のまちづくり

５　一人ひとりが輝く男女共同参画社会の実現

平成２１年度一般会計当初予算の主な事業

１　市民主体のまちづくり自治システムの構築

２　地域の一体感を生む市民交流の推進

３　多様な交流活動の展開



2.人と環境にやさしいまちづくり                                

事　　業　　名 主　な　事　業 金　　額

１　豊かな自然環境の保全・再生と活用

環境啓発事業 　環境リーダー養成講座開催、さわやか環境づくり協議会支援　等 1,959

美化推進対策事業 　不法投棄監視員、環境美化推進員の設置、不法投棄処理　他 16,220

環境対策推進事業 　環境審議会の開催、環境保全団体支援　他 1,122

里山保全活動推進事業
　里山資源利用推進（薪ストーブ・ボイラー）
　にぎわい里山づくり団体活動支援

2,800

河川維持管理事業 　河川維持愛護活動、河川浚渫・除草作業　他 14,543

２　環境にやさしい循環型社会の構築

地球温暖化対策推進事業
　「えこ・すまいる」システムの運用
　新エネルギー推進活動支援（太陽光発電など）
　住宅用雨水貯留施設設置補助金　他

1,226

廃棄物減量化推進事業
　資源回収委託、生ゴミ処理容器・リサイクル促進補助
　資源分別活動推進事業　他

18,677

廃棄物処理対策事業
　ごみ収集運搬委託、ごみステーション設置補助
　中部清掃組合、愛知郡広域行政組合、湖東広域衛生管理組合　他

1,152,779

菜の花館管理運営事業
菜の花エコプロジェクト
推進事業

　菜の花館施設管理運営
　菜の花エコプロジェクトの推進（もみ殻くん炭、ＢＤＦ）
　学校給食において菜種油を利用（全学校、給食センター）
　　　「がんばる地方応援プログラム」事業

12,228

３　快適な暮らしを支える良好な住環境づくり

緑化推進事業 　緑の少年団、緑の街づくり事業　他 3,295

景観形成事業 　景観計画の策定、景観条例の策定・制定　等 3,413

環境調査事業 　環境調査事業委託（クリーンぬのびき）　他 25,315

し尿処理対策事業
　八日市布引ライフ組合
　湖東広域衛生管理組合

482,203

合併処理浄化槽設置事業 　合併処理浄化槽設置補助、合併処理浄化槽適正維持管理補助 13,931

公園緑地管理事業 　公園施設修繕、施設指定管理料　他 93,145

公園緑地整備事業 　布引運動公園整備 1,071,834

斎場管理運営事業
墓地管理運営事業

　八日市布引ライフ組合
　愛知郡広域行政組合
　布引山霊苑・能登川墓地公園管理　他

65,214

住宅管理事業
　市営住宅施設修繕、特定優良賃貸住宅家賃対策補助
　住宅用火災警報器の設置　他

42,456



４　災害に強いまちづくり

建築物地震対策推進事業
　木造住宅耐震・バリアフリー改修事業補助
　木造住宅耐震診断員派遣、指定道路図作成事業

61,500

防災対策事業
　市総合防災訓練の実施、　災害用備蓄品、防災行政無線保守
　県防災ヘリコプター運航負担金　　　他

13,377

常備消防事業 　東近江行政組合、愛知郡広域行政組合 1,323,890

非常備消防事業
　消防団員1,047人
　　（報酬・出動手当・費用弁償・退職報償　他）
　分団活動交付金　他

134,797

消防施設整備事業
　消防ポンプ購入補助
　消防ポンプ自動車購入（第2・26分団）
　防火水槽設置工事、消火栓維持管理　他

62,619

〔再掲〕
公園緑地整備事業

　布引運動公園整備 1,071,834

５　地域の安全を守るまちづくり

防犯対策事業
　防犯自治会負担金、安全なまちづくり自主活動団体補助
　防犯灯維持管理
　　（電気代・器具修繕・維持管理、設置補助金）　他

31,735

交通安全対策事業 　交通安全啓発や指導員による街頭指導、交通安全教室の実施　他 3,777

交通安全施設整備事業 　交通安全施設修繕・整備工事 25,000

消費生活対策事業
　消費生活（多重債務）無料法律相談（弁護士）の実施
　消費生活講演会、リーダー育成セミナー開催
　消費生活学習会運営補助、消費生活展開催　他

1,733



3.誰もが笑顔で暮らせるまちづくり                            

事　　業　　名 主　な　事　業 金　　額

１　健康づくりの推進

地域保健対策事業 　健康づくり推進事業委託、医師会・歯科医師会保健事業協力金　他 4,040

成人保健事業 　対象：19歳～39歳基本健康診査、各種がん健診　他 102,091

母子保健事業 　乳幼児健診、妊婦健診、母子健康手帳発行、フッ素洗口　等 51,211

定期予防接種事業 　高齢者インフルエンザ、三種混合、麻しん風しん混合、BCG　他 100,793

後期高齢者医療事業 　滋賀県後期高齢者医療広域連合負担金　他 1,016,100

福祉医療助成事業
　乳幼児・幼児（就学前）、心身障害、母子・父子・寡婦、低所得老人
等、精神障害者の医療費助成

775,123

国民健康保険(事業勘定)特別会計繰出金 　保険基盤安定繰出金、出産育児一時金繰出金　　他 604,190

地域医療対策事業
　夜間当番医救急医療業務
　東近江行政組合救急医療・愛知郡休日急患診療所負担金
　地域医療フォーラム開催　他

38,996

病院事業会計支出金 　能登川病院・蒲生病院病院事業会計負担金 455,681

２　互いに支え合う地域福祉の充実

社会福祉推進事業
　社会福祉協議会活動推進補助金、
　赤十字奉仕団・遺族会補助　他

190,809

民生委員児童委員活動事業 　民生・児童委員、主任児童委員　288人 32,520

福祉センター等管理運営事業
　福祉センター５施設
　指定管理：八日市・五個荘・湖東　直営：愛東・能登川

76,661

生活保護費支給事業 　生活扶助・住宅扶助・医療扶助　他（国庫負担３／４） 689,100

３　高齢者福祉の充実

高齢者の生きがいと健康づくり事業 　老人クラブ活動補助、退職シニア地域デビュー支援　他 18,688

高齢者福祉事業 　社会福祉施設整備費等償還補助　他 53,973

老人保護措置事業 　老人ホーム施設措置費 53,022

高齢者福祉施設管理運営事業 　高齢者福祉施設、老人福祉センター 18,707

高齢者慶祝事業 　１００歳祝金　他 2,700

介護保険特別会計繰出金

　【介護保険給付費】
　【地域支援事業】介護給付の３％事業
　地域介護予防活動支援事業
　　（元気キラリ教室、あったかサロンづくり）
　特定高齢者把握事業（生活機能評価）
　介護予防特定高齢者事業（認知症・閉じこもり予防）
　家族介護支援事業（おむつ券等交付、認知症高齢者支援　他）他

984,984



４　障害者（児）福祉の充実

障害者福祉サービス事業
　育成福祉年金、社会参加促進助成、重度障害者紙おむつ費用助成、
　重度障害児（者）移動支援事業、精神障害者生活支援推進助成　他

31,076

特別障害者等手当支給事業 　特別障害者手当等の支給 41,000

地域生活サービス支援事業

　地域活動支援センターⅡ・Ⅲ型（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ）事業委託
　障害者生活ホーム運営補助
　知的障害者自立生活支援給付
　障害者運転免許取得費・改造助成、ストマ用装具給付
　日中一時支援、外出支援（視覚障害ガイドヘルプ）　他

84,776

障害者自立支援給付事業
　障害認定審査会
　障害者自立支援介護給付訓練等給付
　更生医療給付、補装具修理費　他

1,055,349

障害児地域生活支援事業
　障害児ホリデーサービス事業委託
　障害児地域生活支援事業補助　　他

8,019

障害者施設管理・整備支援事業
　能登川障害者福祉センター管理（指定管理）
　社会福祉施設整備費等補助　　　　　　他

16,195



4.次代を担う人材を育むまちづくり                              

事　　業　　名 主　な　事　業 金　　額

１　安心して子どもを生み・育てられる環境づくり

児童福祉推進事業 　次世代育成支援行動計画策定業務（H20～21）　他 2,337

児童館福祉施設管理運営事業 　児童センター（ハートピア）運営委託、母親クラブ補助　　他 16,719

民間保育所運営支援事業 　民間６園（入所定員630人） 711,300

公立保育所管理運営事業 　公立１１園（入所定員1,010人） 152,167

学童保育所管理運営事業
　18施設（公設民営15・民設民営3）
　学童保育所ボランティア派遣事業

70,551

次世代育成対策事業
　地域子育て支援センター事業
　八日市、永源寺、五個荘、愛東、湖東、能登川
　蒲生は、ふたば保育園に「ちびっこランド」運営委託

9,964

母子福祉事業 　母子生活支援施設入所措置費　他 11,148

児童手当支給事業
　児童の健全な育成および資質の向上
　0～3歳未満児10,000円
　3～小学校修了前　第1・2子5,000円　第3子10,000円

1,053,498

児童扶養手当支給事業 　母子家庭等への経済的支援（児童扶養手当） 340,350

児童虐待防止対策事業 　児童虐待防止啓発・研修、緊急一時保護委託　他 2,145

子ども安全対策事業 　子ども安全対策事業委託、放課後子ども教室推進事業委託 1,140

２　教育環境の充実と青少年の健全育成

教育振興事業
　学校医、園医、歯科医、薬剤師報酬
　児童生徒健康診断・各種健診
　要保護・準要保護児童生徒援助費、就学奨励費、ALTの配置　他

107,583

教育指導事業
　わが校・園の三方よし実行プラン補助金
　外国人児童生徒への教育支援　他

10,122

小学校管理事業 　小学校22校の管理 318,885

小学校施設整備事業
   八日市南小学校分離新設（建設工事　他）
　  ・ 箕作小学校（H22.4 開校予定）
　  ・ 八日市南小学校（H22.9 開校予定）

2,712,128

小学校教育振興事業 　教育用機械器具費、図書購入、校外活動補助　他 37,517

中学校管理事業 　中学校9校の管理 146,776

中学校教育振興事業
　教育用機械器具購入、図書購入、校外活動・生徒会・部活動等補助
　生徒会、部活等補助、チャレンジウィーク事業（職場体験）補助　他

29,216

幼稚園管理事業 　幼稚園23園の管理 62,278

幼稚園教育振興事業 　幼児図書の充実、園外保育補助、スクール農園借上　他 6,997



学校給食事業
学校給食センター管理運営事
業

　給食業務委託（八日市北、玉緒小、布引小、愛東北、愛東南、湖東二・三）
　給食センター管理（民間業務委託～永源寺、直営～五個荘、能登川）

617,086

青少年育成事業
青少年対策事業

　地域教育協議会事業、少年センター分担金
　子ども体験活動推進補助、青少年育成市民会議補助　他

34,522

子ども相談事業 　子どもの悩みや子育てに悩む保護者等を対象とした相談（相談員4人） 4,517

３　生涯にわたる学習機会の充実

公民館管理運営 　14公民館管理運営（直営：12、指定管理：2） 191,122

生涯学習推進事業 　市民大学・出前講座運営、子ども読書活動推進委員会の開催　他 6,250

社会教育関係団体支援事業 　社会教育関係団体の育成・支援（活動補助　他） 7,593

文化振興施設管理運営事業
　施設維持管理委託、自主事業
　（八日市文化芸術会館、やわらぎホール、あかねホール）
　ヘムスロイド工房、野口謙蔵記念館、ガリ版伝承館、

106,503

図書館管理運営 　7館の管理運営、移動図書館事業 127,775

各生涯学習施設管理運営事業
　てんびんの里文化学習センター、探検の殿堂、能登川博物館
　みすまの館、泰山閣、すこやかの杜キャンプ場

52,497

文化振興事業
　文化祭事業補助（６地区）、芸術文化祭事業委託
　文化団体連合会補助　他

14,330

スポーツ振興事業
スポーツ交流事業

　体育協会育成（14地区）、
　市スポーツ少年団育成補助（86団体）
　元旦健康マラソン、ドラゴンカヌー、駅伝競走大会
　市民体育大会　他
　総合型地域スポーツクラブ活動補助

34,719

体育施設管理運営事業 　施設維持管理委託 399,514

４　地域文化の保存・継承と活用

文化財保護事業 　文化財保護審議会、文化財調査委託　　他 1,164

埋蔵文化財保護
　布引掩体群測量委託
　発掘調査業務委託　他

10,147

伝統的建造物群保存事業
　五個荘金堂町建造物群の保存・修理補助
　（東出地蔵堂、大城神社、弘誓寺、金堂自治会館等）

25,221

各博物館等管理運営費 　近江商人博物館、湖東歴史民俗資料館、埋蔵文化財センター 13,786

市史編纂事業 　愛東町史、能登川の歴史　他 29,610

史跡等管理運営事業 　県史跡管理、南花沢ハナノキ樹勢回復事業　他 400



5.地域の活力を生み出すまちづくり                              

事　　業　　名 主　な　事　業 金　　額

１　新規企業の誘致と既存産業の活性化

企業立地促進対策事業
　◆工場等立地促進奨励金（H21～）
　企業誘致関係経費、東近江工業振興委託

54,283

中小企業対策事業
　小規模企業者小口簡易資金貸付
　小口簡易資金等利子補給　他

42,491

勤労者支援・雇用対策事業
　シルバー人材センター支援
　勤労者関連融資預託金
　　（住宅・教育・福祉・離職者福祉資金）　他

79,608

勤労者施設管理運営事業
　勤労者総合福祉センター、勤労青少年ホーム、
　能登川勤労者会館　　　他

47,624

２　地域資源を活かした観光交流産業づくり

観光活性化事業
　観光協会補助、観光イベント
　（大凧まつり、ヘムスロイドむらまつり、ぶらりまちかど、花フェスタ）

　東近江観光振興協議会、びわこ・近江路観光圏協議会負担金　他
28,779

観光施設等管理運営事業
　八日市大凧会館、五個荘近江商人屋敷、愛郷の森、
　能登川水車とカヌーランド　他

67,402

３　多面的機能を有する農林水産業の活性化

土地改良事業
　土地改良施設維持管理
　県営　中野、野村、上平木、小脇
　団体営　柴原南、小規模土地改良　他

181,659

農道維持管理事業 　農道の維持管理・補修　他 1,017

農用地環境保全事業 　農地・水・農村環境保全向上活動支援事業（共同活動）　他 58,698

農業総務管理事業 　東近江地域農業センター負担金、青少年農業教育振興団体負担金　他 8,164

農業経営安定対策事業 　農業経営基盤強化資金利子助成金　他 2,108

担い手育成事業
　集落営農ステップアップ実践事業（農機具等ハード）
　担い手経営展開リース事業補助　　　他

58,373

米政策支援推進事業 　近江米振興協会補助、米政策支援推進事業補助　　他 7,414

特産振興対策事業 　農産物生産者部会・団体運営補助　　他 2,402

環境農業推進事業
　農地・水・農村環境保全向上活動支援事業（営農活動）
　濁水防止、廃プラの適正処理の啓発、農家の堆肥購入補助　他

42,870

国営関連かんがい排水事業
　農業用水の安定供給（各土地改良区協力金、負担金等）
　地域用水機能増進事業　他

448,865

鳥獣対策事業
　鳥獣による農作物被害の防止・駆除
　生物多様性保全推進支援事業　　　他

4,390



林業振興対策事業
　環境林整備事業（黎明の里、名神赤松下草刈等）
　林業研究グループ連絡協議会活動補助　　他

1,564

造林事業 　間伐対策事業補助、造林事業利子補給　　他 1,037

林道整備事業 　林道維持補修　　他 3,649

水産業振興対策事業 　防鳥対策（カワウ）　他 964

地産地消施設管理運営事業
　あいとうマーガレットステーション、
　湖東味咲館、愛東いきいき元気館、ファームトピア蒲生野

7,892

食育・地産地消推進事業
　田んぼの学校推進事業
　食と健康教育講座事業
　地産地消推進事業補助　他

2,668

公設地方卸売市場会計操出金 　公設地方卸売市場会計繰出金 8,057

４　にぎわいを生む地域商業の活性化

商工振興対策事業
　商工会補助、中小企業相談所運営事業補助
　商業活性化補助
　(秋まつり、二五八まつり、本町パサージュ等）　他

61,746

中心市街地活性化対策事業
　文化交流施設風物時代館管理運営補助
　中心市街地活性化検討事業補助、まちかど情報館運営事業補助　　他

5,113

商店街支援事業 　商店街等活性化推進事業、ｳｪﾙｶﾑｼｮｯﾌﾟ支援事業　他 2,420



6.市民生活、地域経済を支えるまちづくり                        

事　　業　　名 主　な　事　業 金　　額

１　道路ネットワークの充実

主要幹線道路整備促進事業
　蒲生ｲﾝﾀｰ建設促進期成同盟会負担金
　湖東三山ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ建設期成同盟会負担金　　他

1,632

道路維持管理事業
　施設維持管理委託
　（道の駅、駅前広場、きぬがさトンネル等）
　道路維持管理委託（除草、清掃、蒲生インター用地清掃等）

83,706

雪寒対策事業 　12月1日～3月20日まで雪寒期間の除雪委託　　他 22,208

道路補修事業 　市道維持補修工事、生活道路環境整備補助　　他 55,000

道路新設改良事業
　山手線・小脇線歩道整備（箕作小学校関連）
　市単独道路改良工事【４月～６月分】　　　他

196,109

２　公共交通ネットワークの充実

バス・鉄道対策事業

　コミュニティバスの運行業務委託
　デマンド型タクシーと能登川地区実証運行
　生活交通路線維持（日八線、御園線、神崎線）
　近江鉄道本線施設整備負担金

206,445

公共交通関連施設管理事業
　自転車駐車場等維持管理委託
　駅舎トイレ、駅ホール等施設運営委託　他

28,358

３　情報基盤の拡充

ケーブルネットワーク施設管理事業
　施設維持管理委託料（スマイルネット）
　電柱共架使用料　　他

86,571

情報システム管理事業
　イントラネット用光ファイバー借上
　情報システム借上・保守　他

226,163

４　計画的な土地利用・基盤整備の推進

都市計画整備推進事業 　都市計画マスタープラン策定 8,207

開発指導事業 　開発許可及び建築許可事務 1,997

土地利用規制対策事業 　土地利用規制対策事務（土地売買等届出受理等） 150

地籍調査事業 　（愛）百済寺本町、（能）新宮東・新宮西、（蒲）市子川原 15,736

５　河川整備、治山・砂防対策の推進

河川・砂防整備推進事業 　愛知川改修・日野川改修期成同盟会負担金　　他 1,359

河川改良事業 　排水対策工事（吸込槽設置）、水辺空間整備補助　他 4,015



６　自然環境に配慮した上下水道の充実

上水道経営健全化事業 　東南部上水道供給事業健全化負担金 42,902

簡易水道特別会計繰出金 　簡易水道特別会計繰出金 58,760

下水道特別会計繰出金 　下水道特別会計繰出金 1,304,500

農業集落排水特別会計繰出金 　農業集落排水特別会計繰出金 691,000



７.行財政改革の推進                     

事　　業　　名 主　な　事　業　 金　　額

人事・給与管理事務 　人事考課制度の施行と考課者研修 3,056

職員研修事業 　民間企業派遣研修、研修センター等 6,259

行財政改革推進事業
　行政改革懇話会・集中改革プランの進行管理
　行政評価システム導入（平成2１年度本格実施）
　指定管理者制度の点検と推進

324

公共的施設の統廃合 　類似施設等の統廃合、縮小等を推進 －

広域的連携の再構築 　消防、障害児通園事業において、広域的な枠組みの再構築を推進 －


