
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　議案第２８号参考資料

 (単位：千円)

予算額 頁

5,269 P.193

　　 環境基本計画等策定委託料 （5,269）

　環境基本法に基づき、令和４年度からの１０か年を計画期間とする
本市における環境の保全に関する基本的な計画を策定する。

　環境基本法の目的である環境の保全と市民の健康で文化的な生活の
確保に寄与できる。

7,000 P.195

　　 クリーンエネルギー推進補助金 （7,000）

　地球温暖化防止に対する取り組みを促進するため、住宅用省エネル
ギーシステムの設置に対する補助金に加え、令和３年度は、新たに電
気自動車や燃料電池自動車の購入に対しても、補助金を交付する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≪拡充≫

　家庭におけるエネルギーの安定確保及びエネルギー利用の効率化と
ともに、温室効果ガスの排出抑制が図られ、地球温暖化防止に寄与で
きる。

7,164 P.199

　　 一般廃棄物処理基本計画策定委託料 （5,107）

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、令和４年度からの
１０か年を計画期間とする本市における一般廃棄物処理の基本方針と
なる計画を策定する。

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律の目的である生活環境の保全と
公衆衛生の向上が図られる。

概　要

狭山市一般会計予算案（重点事業）

第１章　緑豊かで環境と共生するまちをめざして
（環境共生）

 １　環境基本計画推進事業費
　【財源  ：　一般財源　5,269】
　　  4款　1項　5目　　　　　環境課

 【効果】

 【事業内容】

 【事業内容】

 【効果】

 ２　クリーンエネルギー推進補助事業費
　【財源　：　特定財源　5,000　一般財源　2,000】
　　  4款　1項　5目　　　　　環境課

 ３　清掃総務管理事業費
　【財源  ：　特定財源　129　一般財源　7,035】
　　  4款　2項　1目　　　　　資源循環推進課

 【事業内容】

 【効果】

令和３年度
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 (単位：千円)

予算額 頁概　要

　

92,317 P.143

　　 学習・生活支援業務委託料 （19,804）

　県がモデル事業として実施していた生活困窮者世帯の小学生向け学
習支援事業が令和２年度をもって終了することから、令和３年度から
は市の事業として、これまでの中学生・高校生に加え、小学生につい
ても子ども食堂と連携しながら学習支援や生活支援を実施する。

　学習支援や家庭訪問を通じ、学習支援員との関わりの中で世帯の問
題の解決を図り、子どもの自己肯定感が向上する。

11,323 P.143

　

　　 成年後見制度推進体制整備業務委託料 （7,848）

　　 成年後見人制度支援費 （3,160）

　成年後見制度利用促進法に基づき、中核機関を設置し、成年後見制
度の周知、利用相談や支援を拡充していくとともに、経済的困難者に
対し、申立費用や後見人等の報酬助成を行う。≪拡充≫

　認知症等により判断能力が不十分な高齢者等の財産及び権利を擁護
することができる。

21,297 P.159

　　 ＰＰＰアドバイザリー業務委託料 （10,450）

　　 ＰＰＰモニタリング業務委託料 （4,500）

　入曽地区子育て支援拠点施設等整備基本計画に基づき、子育て支援
の中心的役割を担い、子育てに関する包括的な支援を行う拠点施設等
を整備する。
　令和３年度は、民間事業者の選定と施設整備の着手に向けて準備を
進めていく。

　子育て支援環境の向上や地域コミュニティの形成の促進等、入曽地
区の機能向上に寄与できる。また、ＰＰＰ（官民連携手法）により、
維持管理の効率化と財政負担の平準化が図られる。

第２章　幸せに生き生きと暮らせるまちをめざして
（健康福祉）

 【事業内容】

 【効果】

 ２　権利擁護事業利用支援事業費
　【財源　：　特定財源　260　一般財源　11,063】
　    3款　1項　2目　　　　　長寿安心課

 【事業内容】

 ３　入曽地区子育て支援拠点施設等整備事業費
　【財源　：　特定財源　2,647　一般財源　18,650】
　　　3款　2項　1目　　　　　保育幼稚園課

 【事業内容】

 【効果】

 【効果】

 １　生活困窮者自立支援事業費
　【財源　：　特定財源　63,963　一般財源　28,354】
　　　3款　1項　1目　　　　　福祉政策課
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 (単位：千円)

予算額 頁概　要

165,610 P.165

　　 保育所等整備事業費補助金 （165,004）

　待機児童解消に向けた取り組みとして、第２期狭山市子ども・子育
て支援事業計画に基づき、堀兼・奥富・新狭山提供区域に定員９０人
の認可保育所を整備する。

　待機児童の解消が図られる。

4,062 P.275

　　 学童保育室整備設計業務委託料 （4,062）

　学童保育室の待機児童解消に向け、増改築工事のための設計を行
う。

　保育環境の改善が図られ、適正規模の学童保育室を確保することが
できる。

 ４　民間保育所等施設整備補助事業費
　【財源　：　特定財源　146,670　一般財源　18,940】
　　　3款　2項　2目　　　　　保育幼稚園課

 【事業内容】

 【効果】

 ５　学童保育室改修整備事業費
　【財源　：　一般財源　4,062】

 【事業内容】

 　  10款　2項　3目　　　 　学務課

 【効果】
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 (単位：千円)

予算額 頁概　要

　

30,700 P.115

　
　　 新たな公共交通実証運行等支援業務委託料 （13,000）

　　 新たな公共交通導入地区交通会議運営助成金 （500）

　市内循環バス（茶の花号）の利用実態等を検証し、適正な運行と利
用促進に取り組む。また、地域の特性に応じた新たな地域公共交通の
導入を推進していく。≪拡充≫

　交通空白地域が解消され、高齢者や障害者をはじめとした地域住民
の移動手段を確保することができ、市民の利便性の向上が図られる。

807,921 P.241

　

　　 道路等用地取得費 （353,200）

　　 入曽駅橋上駅舎実施設計負担金 （95,425）

　　 入曽駅東西自由通路実施設計負担金 （23,375）

入曽駅周辺の安全性や利便性を高めるため、駅前広場の整備や駅周
辺の活性化に資する民間施設の誘導などを実施し、市民生活の新たな
拠点を整備する。

令和３年度は建物移転等を実施するとともに、民間の商業施設の誘
致について、事業者の募集と選定を行う。また、橋上駅舎と東西自由
通路の整備について、鉄道事業者と締結した協定に基づき、実施設計
を進める。

　地域拠点の一つである入曽駅周辺地区の整備により、安全性及び利
便性の向上が図られ、良好な都市環境が実現できる。

283,176 P.243

　

　　 道路改良工事費 （145,116）

　　 道路用地取得費 （90,300）

狭山市駅東口土地区画整理事業区域境から東京狭山線までの延長約
９３０ｍの区間について、整備を推進する。

令和３年度は、用地取得、雨水管築造工事及び道路改良工事を実施
する。

　東京狭山線から狭山市駅東口へのアクセス強化を図るだけでなく、
道路網が充実することにより円滑な交通と利便性の向上が図られ、周
辺地域の土地利用の促進にも寄与できる。

第３章　快適な都市空間を形成するまちをめざして
（都市基盤）

 １　地域公共交通対策事業費
　【財源　：　特定財源　15,000　一般財源　15,700】
　    2款　1項 17目          交通防犯課

 【事業内容】

 【効果】

 ３　狭山市駅加佐志線整備事業費
　【財源　：　特定財源　197,700　一般財源　85,476】
　　　8款　3項　3目　　　　　街路整備課

 【事業内容】

 【効果】

 ２　入曽駅周辺整備事業費（総合戦略事業）
　【財源　：　特定財源　768,500　一般財源　39,421】
　　　8款　3項　2目　　　　　都市計画課

 【事業内容】

 【効果】
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 (単位：千円)

予算額 頁概　要

289,800 P.243

　

　　 道路改良工事費 （251,600）

　　 道路用地取得費 （6,700）

令和３年度は、工業団地日高線から東京狭山線までの一部区間延長
約４２０ｍの道路改良工事を実施する。また、国道４０７号から上広
瀬土地区画整理事業区域までの延長約５９０ｍの区間の用地取得、雨
水管築造工事及び道路改良工事を実施する。

　東京狭山線と国道４０７号、さらに首都圏中央連絡自動車道狭山日
高ＩＣへのアクセス性が向上し、物流・物資等配送に寄与するととも
に、周辺地域の土地利用の促進が期待でき、また、渋滞の解消が図ら
れる。

 ４　笹井柏原線整備事業費
　【財源　：　特定財源  257,481　一般財源　32,319】
　　　8款　3項　3目　　　　　街路整備課

 【事業内容】

 【効果】
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 (単位：千円)

予算額 頁概　要

　

17,182 P.215

　

　　 さやま農産物生産力強化支援事業費補助金 （5,500）

　農業経営基盤の安定化や野菜の品質向上、安心安全な農作物の供
給、地場農産物の消費拡大に向けた事業に対して補助を行う。

付加価値の高い安心安全な農作物の生産性向上を促進することによ
り、地場産物の販路拡大と消費者への安定供給が図られる。

3,550 P.217

　

　　 茶樹改植推進事業費補助金 （300）

　　 狭山茶振興事業費補助金（総合戦略事業） （1,000）

　優良品種茶の新植や老朽化した茶園への改植に対して補助を行う。
また、茶業の振興と消費拡大に向けて、狭山市茶業協会が実施するイ
ベント等を支援するとともに、婚姻届提出者へ急須・茶葉を配布す
る。

　生葉の生産性と品質の向上が図られるとともに、茶園の生産基盤を
強化することができる。また、消費の拡大を通じて、狭山茶のブラン
ド力の向上が図られる。

13,861 P.217

　

　　 土地改良施設維持管理適正化事業工事費 （9,130）

　土地改良事業により整備された施設の適正な維持管理を行う。

　国の土地改良施設維持管理適正化事業を活用して、既存の農業施設
を改修することで、コストの最小化や財政負担の平準化が図られ、食
料の安定供給につながる。

98,185 P.223

　　 産業労働センター指定管理料（狭山市ビジネスサポートセンター業務分） （40,887）

　センターの管理業務と、平成３１年４月からスタートした狭山市ビ
ジネスサポートセンターを運営し、中小企業・小規模事業者・創業希
望者の幅広い課題に対する解決策の提案などによる伴走型ビジネスコ
ンサルティングを行う。

　地域経済の活性化と市民福祉の向上に寄与できる。

（産業経済）

 １  農業振興事業費
　【財源　：　特定財源　4,607　一般財源　12,575】
　　　6款　1項　3目　　　　　農業振興課

 【事業内容】

 【効果】

 ２  狭山茶消費拡大振興事業費
　【財源　：　特定財源　500　一般財源　3,050】
　　　6款　1項　3目　　　　 農業振興課

 【事業内容】

第４章　活力のある産業を育てるまちをめざして

　【財源　：　特定財源　7,669　一般財源　6,192】
　　　6款　1項　4目　　　　 農業振興課

 【事業内容】

 【効果】

 【効果】

 【効果】

 ４　産業労働センター管理事業費
　【財源　：　一般財源　98,185】
　　　7款　1項　2目　　　　　産業振興課

 【事業内容】

 ３  農業施設管理事業費
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 (単位：千円)

予算額 頁概　要

　

6,506 P.263

　　 部活動指導員報酬 （4,608）

　　 部活動支援員謝礼金 （1,440）

　部活動指導員８名と部活動支援員２４名を中学校に配置し、専門的
技術の指導を行う。

　学校教育における文化・スポーツ活動の充実とともに、顧問を務め
る教員の負担軽減が図られ、より生徒のために教育活動に専念できる
環境が整備される。

74,975 P.263
　

　　 非常勤講師等職員報酬 （29,874）

　　 スクール・サポート・スタッフ報酬 （7,644）

　小中学校にわくわく支援員、アシスタントティーチャー、学校図書
館司書、スクール・サポート・スタッフ等を配置するとともに、学校
の要請に応じ派遣非常勤講師、小中学校代替教諭を派遣する。
　令和３年度は、新型コロナウイルス感染症対策のための消毒等、教
員を補助するため、スクール・サポート・スタッフを全校に１名配置
する。≪拡充≫

　児童生徒の相談に対応できる職員を配置することで、高度な学校運
営の構築に寄与できる。

2,455 P.265

　　 学校運営協議会委員報酬 （2,220）

　学校区ごとに地域の実情を踏まえた特色ある学校づくりを推進する
ため、保護者や地域の教育団体等も交えた情報交換・意見交換を行う
学校運営協議会を設置し、コミュニティ・スクール化を推進する。
　令和３年度は、水富小学校、広瀬小学校、笹井小学校、西中学校の
４校に設置する。

　学校と地域が一体的に子供たちの教育に携わることにより、様々な
課題が顕在化し、それに対応することにより、教育環境の充実が図ら
れる。

第５章　人を育み文化を創造するまちをめざして
（教育文化）

 ３　コミュニティ・スクール事業費
　【財源　：　一般財源　2,455】

　　　10款　1項　3目　　　　　教育指導課

 【事業内容】

 【効果】

 ２　教育指導支援事業費
　【財源　：　特定財源　8,945　一般財源　66,030】

 【効果】

 １　中学校文化・スポーツ活動支援事業費
　【財源　：　特定財源　3,072　一般財源　3,434】

　　　10款　1項　3目　　　　　教育指導課

 【事業内容】

　　　10款　1項　3目　　　　　教育指導課

 【事業内容】

 【効果】
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 (単位：千円)

予算額 頁概　要

69,744 P.267

　　 語学指導助手報酬 （43,445）

　小中学校へ語学指導助手、小学校へ英語活動支援員を配置すること
で、児童生徒の英語学習の充実を図り、国際理解教育を推進する。
  日本語指導員を学校に派遣し、帰国・外国人児童生徒の学習を支援
する。

　児童生徒の英語への興味関心を高め、英語の技能向上と国際感覚の
育成が図られる。
　日本語指導を必要とする帰国・外国人児童生徒を支援することによ
り、学校生活への適応が図られる。

38,153 P.269

     会計年度任用職員報酬（教育相談員等報酬 等） （23,858）

教育センターに教育相談員、さやまっ子スクールソーシャルワー
カー、学校課題解決支援員、各小中学校にスクールカウンセラー、さ
らに各中学校にさやまっ子相談員、さやまっ子相談支援員を配置し
て、児童生徒や保護者、教職員の様々な相談に対応する。

また、適応指導教室においては、不登校児童生徒の社会的な自立に
向けた指導を行う。

いじめ、不登校、非行等の問題行動の未然防止、また、これらへの
適切な対応が可能になるとともに、発達に課題のある児童生徒への適
切な支援が図られる。

52,504 P.269

　　 教育センター改修工事費 （50,854）

　老朽化が進行している教育センターの施設保全のため、屋上・外壁
防水工事、エレベーター改修工事等を実施する。≪新規≫

　老朽化した施設の改修により、機能の維持が図られる。

 ４　国際理解教育推進事業費
　【財源　：　一般財源　69,744】

 【事業内容】

　　　10款　1項　4目　　　　　教育センター

 【効果】

　　　10款　1項　4目　　　　　教育センター

 【事業内容】

 【効果】

 【効果】

 ６　教育センター改修事業費
　【財源　：　特定財源　40,000　一般財源　12,504】

 ５　教育相談事業費
　【財源　：　特定財源　6,049　一般財源　32,104】
　　　10款　1項　4目　　　　　教育センター

 【事業内容】
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 (単位：千円)

予算額 頁概　要

40,741 P.269

　　 教育情報ネットワークシステム運用支援業務委託料 （14,938）

　ＧＩＧＡスクール構想実現のため、市内小中学校へＩＣＴ支援員を
配置し、児童生徒が１人１台端末を活用できる教育環境の実現を目指
す。
　また、市内小中学校及び教育委員会を結ぶ教育情報ネットワークシ
ステムの安定した運用と活用を図る。≪拡充≫

　国が示すＧＩＧＡスクール構想に則した授業や校務が促進される。

235,451 P.281

　　 西中学校トイレ改修工事費 （41,668）

　　 堀兼中学校トイレ改修工事費 （52,217）

　　 中央中学校トイレ改修工事費 （55,605）

　　 入間川中学校トイレ改修工事費 （50,820）

　　 西中学校職員トイレ改修工事費 （7,040）

　　 堀兼中学校職員トイレ改修工事費 （6,336）

　　 中央中学校職員トイレ改修工事費 （12,672）

　老朽化した校舎等の改修を計画的に実施し、快適な学習環境を確保
する。令和３年度は、中央中・入間川中・堀兼中・西中学校の生徒用
トイレ縦一系統の改修工事及び職員用トイレ改修工事を実施する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≪拡充≫

　中学校の老朽化したトイレの洋式化により、教育環境の改善が図ら
れる。

29,355 P.301

　　 図書館屋上防水等改修工事費 （29,355）

老朽化が進行している中央図書館の施設保全のため、屋上防水等改
修工事を実施する。≪新規≫

　老朽化した施設の改修により、機能の維持が図られる。

460,157 P.307

　　 武道館整備工事費 （427,678）

　武道館の令和４年度の供用開始を目指して、整備工事を令和２年度
から継続して実施する。

　武道の振興及び武道教育の拠点の確保が図られるとともに、災害時
の避難所としても活用をすることができる。

　　　10款　1項　4目　　　 　教育センター

 【事業内容】

 【効果】

 ７　教育情報ネットワーク運用事業費
　【財源　：　一般財源　40,741】

　【財源　：　特定財源　23,000　一般財源　6,355】
　　　10款　5項　5目　　　 　中央図書館

　　　10款　3項　3目　　　　　教育総務課

 【事業内容】

 【効果】

 ８　中学校校舎等改修事業費
　【財源　：　特定財源　202,672　一般財源　32,779】

 【事業内容】

 【効果】

 【事業内容】

 【効果】

 １０　スポーツ施設整備推進事業費
　【財源　：　特定財源　418,625　一般財源　41,532】
　　　10款　6項　4目　　　　 スポーツ振興課

 ９　図書館改修事業費
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 (単位：千円)

予算額 頁概　要

 

67,236 P.117

　
　　 安全運転支援装置設置助成費 （3,750）

　　 高齢者運転免許証自主返納支援事業助成費 （8,400）

　関係機関、団体などと連携し、交通事故防止運動を推進するととも
に、幼児から高齢者までの年齢層に応じた交通安全教室を実施し、交
通安全意識の高揚を図る。さらに、高齢運転者の事故防止の推進と日
常生活における移動手段の確保を図る観点から、運転免許証の自主返
納促進事業及びペダル踏み間違い時加速抑制装置の購入及び取り付け
費用の一部助成を継続する。

　交通安全意識の高揚が図られ、交通事故の減少につながる。

31,281 P.253

　
　　 消防団車庫用地取得費 （7,590）

　　 消防ポンプ自動車購入費 （21,975）

　老朽化した消防団車庫の建替えや、消防ポンプ自動車を計画的に更
新配備し、消防団の装備の充実強化を図る。
　令和３年度は、消防団車庫用地取得及び消防ポンプ自動車１台の更
新を行う。≪拡充≫

　地域防災における消防力の充実強化が図られる。

10,796 P.257

　
　　 九都県市合同防災訓練会場設営委託料 （10,000）

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県とこれらの県に所在する政令指
定都市による九都県市合同防災訓練が、本年１１月７日、上奥富運動
公園をメイン会場として実施予定であり、埼玉県、埼玉西部消防組
合、航空自衛隊入間基地などの関係機関や自治会などと連携し、訓練
を実施する。

　関係機関の責務及び役割を明確にするとともに、相互に連携し、協
力することで、地域防災力の向上が図られる。

第６章　安全で安心して暮らせるまちをめざして
（市民生活）

 【事業内容】

 【効果】

 ２　非常備消防機械施設等整備事業費
　【財源　：　特定財源　18,800　一般財源　12,481】
　　　9款　1項　3目　　　　　危機管理課

 １　交通安全推進事業費
　【財源　：　一般財源　67,236】
　　　2款　1項　17目　　　　 交通防犯課

 【事業内容】

 【効果】

 【事業内容】

 【効果】

 ３　防災体制強化事業費
　【財源　：　一般財源　10,796】
　　　9款　1項　4目       　 危機管理課
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 (単位：千円)

予算額 頁概　要

　

39,733 P.91

　
　　ふるさと納税運用業務代行委託料 （31,067）

  寄附金額に応じて魅力ある返礼品等を贈呈する。

寄附の増加に伴い財源確保だけでなく返礼品を通じて地元産業の育
成、振興につながり、シティセールス、シティプロモーションの促進
が図られる。

40,900 P.97

　
　　 親元同居・近居補助金 （18,900）

　　 若い世代の住宅取得支援補助金 （21,900）

市内に居住する親世帯と同居または近居するために、住宅を新築、
購入または増改築する子世帯を支援する親元同居・近居支援補助制度
や、市内で住宅を新築または新築住宅を購入した40歳未満の方を支援
する若い世代の住宅取得支援補助制度を実施する。

若い世代の転入促進及び転出抑制により、人口減少の速度の低下が
図られる。

14,906 P.101

　　 プログラム作成等委託料 （3,350）

将来予測される労働力不足への対応や長時間勤務を抑止するため、
ＲＰＡやＡＩ音声認識議事録作成システムの活用を拡充する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≪拡充≫

　事務の効率化により、職員は市民サービスの向上や政策立案などの
業務に専念できる。

3,944 P.107

　　 協働事業推進委託料 （1,600）

　協働によるまちづくり条例に基づき、協働事業提案制度を活用した
協働によるまちづくりを推進するとともに、アフターコロナを視野に
入れた市民活動の在り方について検討する。

　市民と市の互いの強みを生かした事業が可能になり、地域の課題を
解決することができる。また、市民活動団体と事業者、行政等、多様
な主体が連携することにより、市民の手による協働のまちづくりを推
進することができる。

（計画推進）
第７章　構想実現のために

 １　 ふるさと納税事業費
　【財源　：　一般財源　39,733】
　　　2款　1項  3目          財政課

 【事業内容】

 【効果】

 ３　情報化推進事業費
　【財源　：　特定財源　2,224　一般財源　12,682】
　　　2款　1項　10目       　情報政策課

 【事業内容】

 【効果】

 ２　 移住・定住促進事業費（総合戦略事業）
　【財源　：　一般財源　40,900】
 　   2款　1項  6目          政策企画課

 【事業内容】

 【効果】

 【事業内容】

 【効果】

 ４　協働推進事業費
　【財源　：　一般財源　3,944】
　　　2款　1項　12目       　協働自治推進課
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 (単位：千円)

予算額 頁概　要

5,567 P.121

　
　　 大会関連コンテンツ製作委託料 （2,521）

　開催が延期となった東京２０２０大会に向けた機運の再醸成を目的
とした都市装飾を展開するほか、小中学校におけるオリンピック・パ
ラリンピック教育の推進を目的として、実際に競技を観戦できる機会
を提供する。

　東京２０２０大会への期待感が創出されるとともに、市民がオリン
ピックという世界的なイベントを身近に体験することにより、心に残
るレガシーが創出される。

21,804 P.121

　
　　 狭山流おもてなし事業運営委託料 （18,168）

　東京２０２０オリンピック競技大会のゴルフ競技観戦者の安全・確
実な輸送を実現するとともに、大会期間中には来訪者に対して本市の
魅力を生かした狭山流おもてなしを展開する。

　東京２０２０オリンピックゴルフ競技の開催会場市として大会の円
滑な運営につながる。また本市の魅力が市内外に認識され、交流人口
の増加が図られる。

23,531 P.121

　
　　 聖火リレー事業運営委託料 （19,078）

　安全、確実にオリンピック聖火リレーを運営できる体制を構築する
ほか、市民との協働により、沿道に狭山市入間川七夕まつりの装飾を
展開する。

　聖火リレーを通じて、市の魅力をＰＲできる。また、市民参加の取
組により、市に対する愛着や誇りの認識が醸成され、市の活性化につ
ながる。

15,550 P.125

　　 収納業務委託料 （8,209）

市税が納付しやすい環境の整備に努めるとともに、口座振替の推進
や電話による納税呼びかけを実施することにより、納期限内納付を促
進し、市税収入の安定的確保を図る。
　令和３年度は、スマートフォンによる電子納税を促進する。

　納税環境の整備により利便性が向上し、現年課税分の納税率の向上
につながる。

 ６　狭山流おもてなし事業費
　【財源　：　特定財源　9,410　一般財源　12,394】
　　　2款　1項  19目         政策企画課

 ５　 東京オリンピック・パラリンピック推進事業費
　【財源　：　特定財源　1,876　一般財源　3,691】
　　　2款　1項  19目         政策企画課

 【事業内容】

 【効果】

 【事業内容】

 【効果】

 ８　市税等納税促進事業費
　【財源　：　特定財源　15,181　一般財源　369】
　　　2款　2項　2目       　 収税課

 【事業内容】

 【効果】

 ７　聖火リレー事業費
　【財源　：　一般財源　23,531】
　　　2款　1項  19目      　 政策企画課

 【事業内容】

 【効果】

- 12 -


