
国補正予算関連事業（平成２２年度一般会計補正予算（第７号））
１　きめ細かな交付金関連事業
（補正予算額）

国 起 繰 一般財源

1,601,755 1,376,952 211,000 13,803 0

（事業概要）
国の「円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策」により創設された「きめ細かな交付金」を活用し、県内中小零細企業の受注機会
を創出し、雇用の維持・拡大を図るため、教育施設の修繕や交通安全施設の更新など幅広い分野の事業を実施。

（事業実施期間）　平成２２年度

２　住民生活に光をそそぐ交付金関連事業
（補正予算額）

国 財 繰 一般財源

416,249 416,214 35 0

（事業概要）
国の「円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策」により創設された「住民生活に光をそそぐ交付金」を活用し、「地方消費者行政」、
「弱者対策・自立支援」、「知の地域づくり」の各分野における事業を実施。

　　　　H22年度実施事業分　169,963　
　　　　基金の積み立て　       246,286(原資積立246,251、利息積立35)

（事業実施期間）　平成２２年度～平成２４年度

３　新しい公共支援基金事業
（補正予算額）

国 財 繰 一般財源

146,021 146,000 21 0

（基金の概要）
事業実施期間　　　　　　平成２３年度～平成２４年度
　　基金の設置目的　　　　「新しい公共」の担い手の一つである民間の非営利組織が地域課題の解決に向けて、多様な主体

　　　　と協働して行う先進的な活動の推進およびその自立的な活動のための基盤の整備への対応

（事業概要）
基金の積み立て　　　146,021（原資積立146,000、利息積立21）

４　子育て支援対策臨時特例基金事業
（補正予算額）

国 財 繰 一般財源

583,553 583,553 0

（基金の概要）
事業実施期間　　　　平成２１年度～平成２４年度
基金設置の目的　　　保育所の計画的な整備、その他の新たな子育て支援への対応　　

（事業概要）
基金の積み立て　　　583,553（原資積立）
保育所の計画的な整備、子ども手当に係るシステム改修等を実施するための基金積立

５　介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業
（補正予算額）

国 財 繰 一般財源

830,294 680,699 95 149,500 0

（基金の概要）
事業実施期間　　　　平成２１年度～平成２３年度
基金設置の目的　　　地域密着型介護老人福祉施設等の小規模な介護施設の整備の促進、地域社会における

　　　　 高齢者等の日常的な支え合い活動体制の整備等への対応

（事業概要）
基金の積み立て　　　680,794（原資積立680,699、利息積立95）
基金の取り崩し　　　149,500
市町が行う介護基盤緊急整備事業における補助単価の引き上げに伴う差額分の追加補助
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６　介護保険サービスの質の確保と向上支援事業
（補正予算額）

国 財 繰 一般財源

3,500 3,500 0

（事業概要）
　 高齢者施設、障害者（児）施設等の介護職員等による、たんの吸引等を実施するための研修に必要な機器整備

　　　
７　障害者自立支援推進事業
（補正予算額）

国 財 繰 一般財源

1,385 1,385 0

（事業概要）
　 居宅介護事業所等の介護職員等による、たんの吸引等を実施するための研修に必要な機器整備

　　　
８　障害者自立支援対策臨時特例基金事業
（補正予算額）

国 財 繰 一般財源

103,771 103,756 15 0

（基金の概要）
事業実施期間　　　　平成２１年度～平成２３年度
基金設置の目的　　　障害者自立支援法に基づく制度の円滑な運用を図るために緊急に行うべき事業への対応

（事業概要）
基金の積み立て　　　103,771（原資積立103,756、利息積立15）
発達障害者の支援機器等の導入、新体系事業への移行の際に必要となる改修等を実施するための基金積立

９　生活福祉資金貸付金補助
（補正予算額）

国 財 繰 一般財源

1,408,087 729,092 225 678,770 0

（事業概要）
基金の積み立て　　　　　729,317（原資積立729,092、利息積立225  （緊急雇用創出事業臨時特例基金））
基金の取り崩し     　　　678,770
生活福祉資金の貸付主体である県社会福祉協議会に対して貸付原資の補助を行う。

10　地域自殺対策強化基金事業
（補正予算額）

国 財 繰 一般財源

54,540 54,532 8 0

（基金の概要）
事業実施期間　　　　平成２１年度～平成２４年度
基金設置の目的　　　現下の厳しい経済情勢等を踏まえ、地域における自殺対策を緊急に強化するために

　　　　行うべき事業への対応
（事業概要）
基金の積み立て  　 54,540（原資積立54,532、利息積立8)
住民生活に光をそそぐ交付金を活用して、緊急に自殺対策を強化するための基金積立　45,306
うつ病患者への支援体制を強化するための研修の実施および、医療機関の連携体制の構築を図るための基金積立 9,234
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「きめ細かな交付金」の活用について（平成２２年度補正予算対応）

◇教育施設関係　123,391（うち交付金充当　63,791) ◇商工労働関係158,050（全額交付金充当）
県立学校施設設備緊急整備（屋根改修等　４校） 82,491 （うち交付金充当  22,891) 陶芸の森（駐車場等改修） 62,494
産業教育設備緊急整備（実験装置整備等　３校） 30,700 工業技術総合センター（密閉式冷却塔更新等） 8,900
給食用備品の更新（特別支援学校） 4,490 東北部工業技術センター長浜・彦根庁舎（屋上防水改修等） 49,577
検査用具の整備（総合教育センター） 1,260 信楽窯技術試験場（屋上防水補修） 5,279
長浜ドーム宿泊研修館改修 4,450 高等技術専門校（局所排気装置等の更新） 31,800

◇警察施設関係  191,085(うち交付金充当　96,385)
信号制御器の更新（45基） 53,100 （うち交付金充当  16,000) ◇農水関係  225,144（うち交付金充当　168,444）
大型標識の更新(100本） 34,300 農業技術振興センター（試験ほ場改修等） 114,845 （うち交付金充当  58,145)
交通信号灯器増灯・更新（増灯・更新　90灯） 22,200 （うち交付金充当  6,700) 滋賀食肉センター補助（設備整備） 36,200
パーキングチケット発給設備の更新（3基） 14,400 醒井養鱒場（配水管改修等） 56,400
交番建替等（１カ所） 41,425 （うち交付金充当  15,725) 畜産技術振興センター（乳牛舎屋根改修） 17,699
交通信号機等整備に伴う調査 2,160
コンクリート製信号柱の更新（30本） 23,500 （うち交付金充当  7,100) ◇土木関係　164,590（全額交付金充当）

単独道路（除雪車購入） 20,780

◇文化施設関係  178,598（全額交付金充当） 単独河川（河川改修） 115,000

近代美術館（空調システム改修） 8,798 単独砂防（雨量観測局施設修繕等） 3,500

しが県民芸術創造館（空調システム改修） 8,500 単独砂防（排水路等修繕） 5,000

文化産業交流会館（舞台施設等更新） 43,500 ダム管理事業（宇曽川ダムゲート開度計修繕工事等） 20,310
希望ヶ丘文化公園（通信設備改修） 24,000
希望ヶ丘文化公園（設備改修等） 40,800 ◇その他施設関係　301,861（全額交付金充当）
びわ湖ホール（照明施設更新） 53,000 防災行政無線用電源装置蓄電池交換修繕 6,300

消防学校（プール改修） 21,735

◇林野関係 49,000（全額交付金充当） 南部合同庁舎（昇降機設備改修） 11,936
単独林道（林道の舗装） 15,000 南部合同庁舎（屋上防水改修） 18,957
単独治山（治山基礎調査） 34,000 琵琶湖博物館（中央制御装置等更新） 88,275

琵琶湖環境科学研究センター（自動測定機器等整備） 34,100

◇健康福祉関係　210,036（うち交付金充当　196,233） 柳が崎ヨットハーバー（屋外階段改修） 6,188

長寿社会福祉センター（屋根改修） 8,901 県立大学施設設備整備補助（防犯カメラ整備） 2,600

近江学園（給湯設備改修等） 49,267 甲賀合同庁舎（屋上防水改修） 9,127

びわ湖こどもの国（屋上防水改修） 42,539 湖北合同庁舎（冷温水発生器等改修） 53,066

児童養護施設補助（施設改修等） 51,000 （うち交付金充当  38,155) 教職員住宅（屋根改修等） 49,577

ＤＶシェルター改修 3,000

信楽学園（給湯設備改修） 3,933

むれやま荘（空調設備改修） 7,970

障害者福祉センター・視覚障害者センター（交流スペース整備） 2,200

小児保健医療センター（ファンコイルユニット改修） 6,831

淡海学園（プール改修） 10,143

障害者福祉センター（設備改修） 5,279 Ｈ２２年度補正予算額　１，６０１，７５５（国　１，３７６，９５２　起　２１１，０００　繰　１３，８０３）

口腔衛生センター補助（相談室設置への補助） 2,000

動物保護管理センター（空調設備改修） 8,073

淡海学園（施設修繕等） 8,900 （うち交付金充当  7,942)

○　「円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策～新成長戦略実現に向けたステップ２～」で創設された「きめ細かな交付金」について、県内中小零細企業の受注機会を創出し、
　雇用の維持・拡大に資するために、教育施設を始めとして、警察施設、文化施設、健康福祉、商工労働、林野、農水、土木など幅広い分野の事業を実施。
　
　　　　Ｈ２２年度補正予算　　事業費　1,601,755（うち　交付金充当　1,376,952)



「住民生活に光をそそぐ交付金」の活用について（平成２２年度・平成２３年度補正予算対応分）

（平成２２年度補正予算対応）

◇地方消費者行政関係　13,501 【基金積立】
消費生活センター（相談スペースの確保） 10,971 Ｈ２３～Ｈ２４年度に実施する事業のための積立金 246,286 (B)
消費生活センター（備品等整備） 2,530 住民生活に光をそそぐ基金 246,251

基金利子 35

◇弱者対策・自立支援関係  11,325
男女共同参画センター（ＤＶ対策施設改修等） 11,325

◇知の地域づくり関係  145,137
県政史料室活用事業 3,400
男女共同参画センター（図書資料室充実） 3,456
平和祈念館（仮称）整備推進事業（展示資料の整備） 3,751 Ｈ２２年度補正予算額(A)+(B) ４１６，２４９（国　４１６，２１４、財　３５）

高等学校教育設備整備 26,500
特別支援学校設備整備 2,593
総合教育センター（教育図書・資料整備） 1,000
子ども読書活動推進事業 3,888
県立図書館（地域課題対応重点資料の整備） 15,000
県立図書館（マイクロフィルム保存活用） 7,100
県立図書館（老朽施設・設備改善リニューアル） 22,466
県立図書館（障害者自立のための情報収集支援） 12,106
県立大学施設設備整備補助 7,300
児童図書保存書架整備事業（県立図書館） 31,680
議会図書室整備事業 4,897

計 169,963 (A)

（平成２３年度補正予算対応）

◇弱者対策・自立支援関係  95,207 【基金積立】
外国人向けテレビ放送事業「（仮称）外国人向けプラスワン」 24,859 基金利子 897 (B)
犯罪被害者支援事業 4,003
障害のある人の”輝き”応援プロジェクト事業 6,648
ＤＶ対策強化事業 17,481
助けてサインを見逃さない地域づくり事業 7,000
スクールカウンセラー活用拡充事業 27,896
不登校対応支援事業 7,320 Ｈ２３年度補正予算額(A)+(B) １１３，２３５（繰　１１２，３３８、財　８９７）

◇知の地域づくり関係  17,131
県政史料室活用事業 13,141

障害者支援員配置事業（県立図書館） 1,990

自然体験活動指導者養成事業 2,000

計 112,338 (A)

○　「円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策～新成長戦略実現に向けたステップ２～」で創設された「住民生活に光をそそぐ交付金」について、「地方消費者行政」、「弱者対策・自立
支援」、　「知の地域づくり」 の各分野に活用することとし、主に『ＤＶ対策などの弱者支援』や『県立学校および県立図書館などの図書整備』などの事業を実施します。
 
        Ｈ２２年度補正予算　　　　事業費           416,249（うち交付金充当　416,214）
　　　 Ｈ２３年度補正予算　　　　事業費　　　　　113,235（うち交付金充当　112,338）


