
Ｉ 地域活性化関連交付金事業

１ 地域活性化・経済危機対策臨時交付金関連事業

(補正予算額) (単位：千円)

財源内訳

内 訳 補正予算額 国(交付金以外) その他 交付金 一般財源

追加事業への充当 5,179,705 574,859 24,000 4,580,846 －

５月補正分財源振替 － － － 105,170 △105,170

法律補助地方負担分 51,800 25,900 － 31,569 △ 5,669

計 5,231,505 600,759 24,000 4,717,585 △110,839

(主な充当事業等) 別紙のとおり

２ 地域活性化・公共投資臨時交付金関連事業

(補正予算額) (単位：千円)

財源内訳

内 訳 補正予算額 国(交付金以外) その他 起 交付金

追加事業への充当 3,233,461 138,521 67,640 1,427,300 1,600,000

既決予算の財源振替 － － － △1,400,000 1,400,000

計 3,233,461 138,521 67,640 27,300 3,000,000

(主な充当事業等) 別紙のとおり



地域活性化・経済危機対策臨時交付金について 

 

Ⅰ 本県分交付金予算総額 

  4,717,585 千円 

 

Ⅱ 交付目的 

地方公共団体において、地球温暖化対策、少子高齢化対策への対応、安全・安心の実現、その他将

来に向けた地域の実情に応じた地域活性化に資する事業を行うために交付されたもの。 

 

Ⅲ 充当内訳（単位：千円） 

 

 

 

   滋賀県対空表示・空から見える防災事業        9,880 

滋賀県自主防災組織活動マニュアル整備事業    2,000 

      特定疾患治療研究事業             29,000 

      救急救命センター設備整備費補助金              83,453 

   単独交通安全施設整備                 105,000 

   水位観測局等の機器更新            120,000 

   道路標識・標示の整備              62,552 

県立施設長寿命化への対応                   1,094,813     ほか 

 

 

 

   住宅太陽光発電導入支援対策補助事業      66,800 

   小学生のための温暖化学習普及推進事業     13,700 

      県庁太陽光発電システム整備事業        23,288 

県立施設長寿命化への対応                     128,264      ほか 

 

 

 

   子育て環境緊急整備事業費補助金         2,400 

   不妊治療費助成事業              25,738 

   自立支援給付金事業補助金            2,202 

福祉のまちづくり推進費             4,200 

    スクールバス整備費              144,756 

県立施設長寿命化への対応                     780,394          ほか 

２ 地球温暖化対策への対応                                                 647,035 

３ 少子高齢化社会、特別支援教育等への対応                                959,851  

１ 安全・安心の実現への対応                                             2,192,795  



 

 

 

   ① 観光産業の影響等への対応 

      地域元気発信事業            35,000 

修学・教育旅行誘致事業          2,956 

      国内旅行誘致事業            19,092      ほか 

      ② その他地域を元気にするための緊急対応 

      滋賀・琵琶湖ブランド推進事業       1,350 

      プロジェクトチャレンジ支援事業     18,000 

            近江ものづくり中小企業製品開発支援事業 48,469 

      滋賀のエコ商品等市場拡大推進事業    10,000      ほか 

 

 

 

   地上デジタル化への対応                        130,236   

既決予算（平成 21 年度５月補正予算）における 

県単独事業への財源更正            105,170 

産業教育用コンピュータ更新          300,000 

県立施設長寿命化への対応                       89,487          ほか 

 

５ その他の事業                                                           770,487 

４ 新型インフルエンザ等による地域経済の悪化への対応                       147,417 



地域活性化・公共投資臨時交付金について 

 

Ⅰ 本県分交付金予算 

  3,000,000 千円 

 

Ⅱ 交付目的 

「経済危機対策」における公共事業および施設費（以下、「公共事業等」）の追加に伴う地方の負担

軽減を図り、地方公共団体が国の施策と歩調を合わせ、地域における公共投資を円滑に実施するため

に交付されたもの。 

 

Ⅲ 充当内訳（単位：千円） 

 

 

   県立児童福祉施設等整備事業費         218,115 

   民間社会福祉施設設備等助成費          40,466 

土木単独公共事業費                         1,031,260 

   交通信号機の更新等                            65,238 

高等学校建設費（太陽光発電）                   4,529 

特別支援学校建設費（教室不足解消）           240,392 

 

 

 

   本交付金が充当することができない国庫補助事業（法令に国の補助率または負担率の定めがある

もの。補助公共事業、国直轄事業等。）にかかる地方負担の軽減のために、平成 21 年度当初予算に

計上している起債との財源振替 

 

 注：本交付金については、制度詳細が未確定であることから、６月補正予算では 30 億円を計上 

１ 事業への充当                             1,600,000 

２ 追加公共事業等にかかる地方負担のための財源振替                         1,400,000



Ⅱ 各種基金の増額・新設
１ 障害者自立支援対策臨時特例基金事業(増額)

(補正予算額) (単位：千円)

補正予算額 財源内訳

国 財 繰 一般財源

2,741,460 2,118,730 12,384 610,346 －

(事業実施期間) 平成１８年度～平成２３年度

(事業概要)

基金の積み立て 2,131,114 (原資積立2,118,730、利息積立12,384)

基金の取り崩し 610,346

①市町障害者自立支援臨時特例事業費補助(拡充) 68,415

②介護職員等処遇改善交付金(新規) 302,400

③日本の障害者作品フランス展覧会開催事業費補助(大臣特認事業) 35,000

④障害者自立支援基盤整備事業費補助(継続) 200,000

⑤福祉人材確保緊急対策事業費(拡充) 4,531

２ 子育て支援対策臨時特例基金事業(増額)

(補正予算額) (単位：千円)

補正予算額 財源内訳

国 財 繰 一般財源

1,633,492 1,458,000 8,523 166,969 －

(事業実施期間) 平成２１年度～平成２３年度

(事業概要)

基金の積み立て 1,466,523(原資積立1,458,000、利息積立8,523)

基金の取り崩し 166,969

①「新規待機児童ゼロ作戦」による保育所・認定子ども園等の整備に対する助成 137,841

② 児童養護施設等入所措置費 4,360

③ 自立支援給付金事業費補助 6,768

④ 私立幼稚園緊急環境整備費補助 18,000

３ 緊急雇用創出事業臨時特例基金事業(増額)

(補正予算額) (単位：千円)

補正予算額 財源内訳

国 財 繰 一般財源

7,105,467 6,250,000 31,893 823,574 －

(事業実施期間) 平成２０年度～平成２３年度

(事業概要)

基金の積み立て 6,281,893 (原資積立6,250,000、利息積立31,893)

基金の取り崩し 823,574

①県事業 617,116

②市町事業 200,000

③生活・就業総合支援事業 6,458(求職者総合支援ｾﾝﾀｰに県内6か所の出張相談窓口を設置)



４ 森林整備加速化・林業再生特別基金事業(新規)

(補正予算額) (単位：千円)

補正予算額 財源内訳

国 財 繰 一般財源

579,412 500,000 2,927 76,485 －

(事業実施期間) 平成２１年度～平成２３年度

(事業概要)

基金の積み立て 502,927(原資積立500,000、利息積立2,927)

基金の取り崩し 76,485

①間伐 10,000

②路網整備(基幹作業道) 30,000

③路網整備(作業路) 36,000

④地域協議会運営費 485

５ 社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金事業(新規)

(補正予算額) (単位：千円)

補正予算額 財源内訳

国 財 繰 一般財源

382,685 300,000 1,753 80,932 －

(事業実施期間) 平成２１年度～平成２３年度

(事業概要)

基金の積み立て 301,753(原資積立300,000、利息積立1,753)

基金の取り崩し 80,932

社会福祉施設耐震化等整備費補助(耐震化整備事業、スプリンクラー整備事業) 80,932

６ 地域自殺対策強化基金事業(新規)

(補正予算額) (単位：千円)

補正予算額 財源内訳

国 財 繰 一般財源

173,039 136,952 800 35,287 －

(事業実施期間) 平成２１年度～平成２３年度

(事業概要)

基金の積み立て 137,752(原資積立136,952、利息積立800)

基金の取り崩し 35,287

①自殺予防と遺族支援のための調査研究委託 3,000

②自殺総合対策策定事業 601

③自殺予防啓発強化事業 20,322

④自殺対策人材の育成強化事業 614

⑤当事者団体活動強化支援事業 750

⑥市町が取り組む自殺対策事業に対する補助 10,000



７ 介護職員処遇改善等臨時特例基金事業(新規)

(補正予算額) (単位：千円)

補正予算額 財源内訳

国 財 繰 一般財源

4,730,250 3,800,857 22,218 907,175 －

(事業実施期間) 平成２１年度～平成２３年度

(事業概要)

基金の積み立て 3,823,075(原資積立3,800,857、利息積立22,218)

基金の取り崩し 907,175

①介護職員処遇改善交付金 671,975

②介護施設等開設準備経費補助 235,200

８ 介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業(新規)

(補正予算額) (単位：千円)

補正予算額 財源内訳

国 財 繰 一般財源

1,619,678 807,479 4,720 807,479 －

(事業実施期間) 平成２１年度～平成２３年度

(事業概要)

基金の積み立て 812,199(原資積立807,479、利息積立4,720)

基金の取り崩し 807,479

①介護基盤緊急整備等補助 555,500

②スプリンクラー整備費補助 251,979

○基金事業合計

(補正予算額) (単位：千円)

補正予算額 財源内訳

国 財 繰 一般財源

18,965,483 15,372,018 85,218 3,508,247 －



Ⅲ 公共事業費
１ 林野公共事業費

(補正予算額) (単位：千円)

区 分 財源内訳

事業費 国 起 一般財源

補助林道事業費 95,000 47,500 47,500 －

補助治山事業費 134,750 66,150 68,600 －

計 229,750 113,650 116,100 －

事業費 地域活性化・経済危機対策交付金

単独治山事業費 40,000 事業として実施。

２ 土木公共事業費

(補正予算額) (単位：千円)

区 分 財源内訳

事業費 国 諸 起 一般財源

補助道路事業費 1,728,000 894,500 － 833,500 －

直轄道路事業費 1,898,600 － － 1,898,600 －

補助河川事業費 2,494,000 1,237,000 － 1,257,000 －

直轄河川事業費 265,700 － － 248,100 17,600

補助ダム事業費 82,000 30,545 20,910 30,500 45

補助砂防事業費 18,000 9,000 － 9,000 －

計 6,486,300 2,171,045 20,910 4,276,700 17,645

区 分 事業費 分 起 交付金

単独道路事業費 1,435,000 67,640 1,142,900 224,460

単独河川事業費 1,065,000 － 105,600 959,400

計 2,500,000 67,640 1,248,500 1,183,860

(地域活性化・公共投資臨時交付金および地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業として実施)

(別途、河川事業について、1,400,000千円を起債から交付金に財源更正)



◎総額 340億円【一般会計】

■本年度に事業を実施し早期に内需拡大の
効果を図るもの １８５億円

(1)経済危機に立ち向かい、厳しい雇用情勢に対応 ８億円
(2)重点的なインフラ、施設・設備の整備等 １０８億円
(3)本県の特性を活かし､未来に向け種まきとなる事業等の展開 ６９億円

■各種基金に積み立てるもの １５５億円

◇平成２１年度予算額 補正前 493,996百万円
補正後 527,990百万円

平成２１年度６月補正予算案の概要



◆県事業
森林と農業、琵琶湖を活用した「水と緑の雇用事業」
○森林獣害対策事業 【9人・31百万円】
○里山の安全・安心推進事業 【15人・48百万円】
医療、福祉、教育分野における「人と人がつながる事業」
○情報教育推進サポーター設置事業 【140人・120百万円】
○介護職員等研修派遣支援事業 【40人・40百万円】
その他
○小規模事業者支援強化事業 【12人・15百万円】
○交通安全対策支援委託事業 【24人・44百万円】

◆市町事業 【200百万円】

◆生活・就業支援
○生活・就業総合支援事業 【6百万円】
○若年者就業相談緊急強化事業 【6百万円】

(1)経済危機に立ち向かう緊急雇用対策(1)経済危機に立ち向かう緊急雇用対策 (2)重点的なインフラ、施設・設備整備等(2)重点的なインフラ、施設・設備整備等

◆公共事業関連
○土木公共事業 【6,486百万円】
○林野公共事業 【230百万円】
○土地改良公共事業 【55百万円】
○水産基盤整備事業 【200百万円】
○森林整備加速化・林業再生特別基金事業 【76百万円】

◆ＩＴ関連
○地上デジタルテレビ中継局整備事業 【17百万円】
○県有施設地上デジタル放送対策事業 【112百万円】
○産業教育設備整備費 【600百万円】

◆学校施設・設備関連
○特別支援学校建設費（教室不足解消） 【495百万円】
○高等学校理科教育設備整備費 【52百万円】
○スクールバス整備費 【169百万円】

10,796百万円830百万円

新規雇用者数 536人

新規雇用者数 194人

主な事業



■保健医療・福祉
特定疾患治療研究事業
救急救命センター設備整備費補助金
介護職員処遇改善等臨時特例基金事業（処
遇改善交付金、施設等開設準備経費補助）
障害者自立支援対策臨時特例基金事業（処
遇改善交付金、基盤整備補助 ほか）

◆保健医療・福祉提供の体制づくり
○特定疾患治療研究事業 【58百万円】
○救命救急センター設備整備費補助金 【83百万円】
○介護職員処遇改善等臨時特例基金事業 【907百万円】

（処遇改善交付金、施設等開設準備経費補助）
○障害者自立支援対策臨時特例基金事業 【610百万円】

（処遇改善交付金、基盤整備補助 ほか）

①県民の「生命（いのち）」を守る

◆安全・安心の実現への対応
○滋賀県対空表示・空から見える防災事業 【10百万円】
○滋賀県自主防災組織活動マニュアル整備事業 【2百万円】
○単独交通安全施設整備（表示板整備） 【105百万円】
○水位観測局等の機器更新 【120百万円】
○道路標識・標示の整備 【63百万円】
○地域自殺対策強化基金事業 【35百万円】

（自殺予防啓発強化、市町への取組支援 ほか）
○社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金事業 【81百万円】

（耐震化整備、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ整備）
○介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業 【807百万円】

（介護基盤緊急整備、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ整備）

◆子育て・子育ちの環境づくり
○子育て支援対策臨時特例基金事業 【167百万円】
「新待機児童ゼロ作戦」による保育所・認定こども園等の
整備助成
私立幼稚園緊急環境整備費補助 ほか

○不妊治療費助成事業 【51百万円】

◆地球温暖化対策への対応
○住宅用太陽光発電導入支援対策補助事業 【67百万円】
○小学生のための温暖化学習普及推進事業 【14百万円】
○太陽光発電システム整備(県庁､県立学校) 【74百万円】

◆新型インフルエンザによる観光産業への
影響等に対する対応

○地域元気発信事業 【35百万円】
○修学・教育旅行誘致事業 【3百万円】
○国内旅行誘致事業 【19百万円】

◆地域を元気にするための緊急対応
○滋賀・琵琶湖ブランド推進事業 【1百万円】
○プロジェクトチャレンジ支援事業 【18百万円】
○近江ものづくり中小企業製品開発支援事業 【48百万円】
○滋賀のエコ商品等市場拡大推進事業 【10百万円】

③琵琶湖の保全と脱温暖化対策

②社会で子育てを支え、子どもの生きる力を育む

④滋賀の特性を活かした産業の育成

5,840百万円

230百万円

639百万円

202百万円

(3)本県の特性を活かした未来への種まき等(3)本県の特性を活かした未来への種まき等

○介護職員処遇改善等臨時特例基金 【3,823百万円】
○介護基盤緊急整備等臨時特例基金 【812百万円】
○障害者自立支援対策臨時特例基金 【2,131百万円】
○社会福祉施設等耐震化臨時特例基金 【302百万円】
○地域自殺対策強化基金 【138百万円】
○子育て対策臨時特例基金 【1,467百万円】
○森林整備加速化・林業再生基金 【503百万円】
○緊急雇用創出事業臨時特例基金 【6,282百万円】

各種基金の積立て
15,457百万円

6,911百万円


