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Ⅲ 施策体系別主要施策・新規事業の概要 

                     （職員給与費、一般事務費等を除く） 

 

１『青い海と緑の丘のある美しいまち』づくり 

 

（１） 緑豊かな居住環境をつくる          241,130千円 

〔緑の保全〕 

○緑地管理事業（4,401千円） 

  ・緑地保全奨励金等 

○枯れ松伐倒事業（321千円） 

○鳥獣保護管理対策事業（3,915千円） 

   ・移入鳥獣の被害対策（タイワンリス、アライグマの捕獲等） 

〔市街地の整備〕 

○まちづくり審議会運営経費（80千円） 

○地域まちづくり推進事業(ゼロ予算事業) 

○都市計画推進事業（ゼロ予算事業）  

○景観計画関連事業（42千円） 

        ・景観計画の策定を進める。 

・ 屋外広告物許認可等の事務 

○いけがき設置奨励補助事業（220千円）         

    〔公園・緑地の整備〕 

○緑化事業（300千円） 

○公園管理事業（19,179千円） 

・湘南国際村グリーンパーク維持管理 

・一般公園等の管理      

 ○公園用地取得事業(40,000千円) 

        ・主馬寮跡地を公園用地として取得する。(全体1,111.82㎡) 

○葉山しおさい公園管理事業（11,935千円） 

○南郷上ノ山公園管理事業（8,657千円） 

   ・テニスコート休園日使用（無休園化試行事業） 

〔道路の整備〕 

○街路整備事業（37,673千円） 

  ・都市計画道路（五ツ合森戸線）の整備 

○道路管理事業（5,615千円） 
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○道路維持整備事業（79,772千円） 

   ・道路整備等  ７件 

○道路維持管理事業（9,713千円） 

     ○道路境界査定事業（再掲2,286千円） 

       ・道路管理事業へ統合 

    〔河川・橋りょうの整備〕 

     ○河川維持補修事業（きめ細かな臨時交付金・21年度前倒し対応） 

 

（２）環境に配慮したまちをつくる        1,923,766千円 

〔海・海岸・川の保全〕 

○環境保全対策事業（166千円） 

 ○クリーン運動経費（236千円） 

○環境基本計画推進事業（261千円） 

    〔下水道の整備〕 

○下水道事業特別会計（1,176,652千円） 

  ・幹線、管渠築造工事委託 

    〔廃棄物の処理・再資源化の推進〕 

○合併処理浄化槽設置整備補助事業（1,754千円） 

○汚水処理施設維持管理事業（14,776千円） 

○資源化・減量化推進事業（ゼロ・ウェイスト推進事業へ統合） 

○ゼロ・ウェイスト推進事業（11,640千円） 

・資源回収協力奨励金（町内会・自治会） 

・家庭用生ごみ処理機購入費補助 

・生ごみ関連モニターの設置 

       ・推進委員会の設置 

        ・講演会の開催、チラシの配布等 

○ごみ収集事業（42,863千円） 

  ・ふれあいごみ収集事業 

○ごみ焼却処理事業（117,766千円） 

   ・ダイオキシン類等分析調査 

・焼却施設補修・修繕工事 １２件 

○ごみ資源化・減量化事業（14,321千円） 

ごみの分別収集により資源化、減量化を図る。 

・容器包装プラスチック分別収集等 

○クリーンセンター維持管理運営事業（100,209千円） 

       ・し尿処理方法変更による焼却燃料の減（重油63万ℓ へ削減） 
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○不燃物処理事業（6,096千円） 

○焼却灰等運搬処分事業（181,039千円） 

       ・容器包装プラスチック運搬処分委託等 

○し尿収集運搬事業（58,434千円） 

○し尿運搬処分委託事業（193,313千円） 

   ・し尿処理施設の運転を休止し、し尿処理を外部委託する  

○ 下水道投入施設整備事業（59,850千円） 

    ・し尿、浄化槽汚泥を下水道投入するための施設整備工事 

    〔公害の防止〕 

○河川水質検査事業(1,770千円) 

・下山川、森戸川、その他小河川 計33箇所 

○ 病害虫防除対策事業（715千円） 

○ 地球温暖化対策事業（7,709千円） 

・ 住宅用太陽光発電設備設置費補助等 

・ ＜新規＞湘南国際村街路灯ＬＥＤ化改修工事 

 

２『文化をはぐくむうるおい、ふれあいのまち』づくり 

 

（１）資源を生かし地域の活性化を図る        7,982千円 

    〔地域資源を生かした生活文化の継承と創造〕 

○くれ竹の郷葉山推進事業（6,161千円） 

        ・町民まちづくり活動の支援 

〔国際交流の推進〕 

○国際交流事業（100千円）  

・国際交流協会への支援 

○ホールドファストベイ市親善交流事業（交流休止） 

    〔姉妹都市交流〕 

○草津町親善交流事業（149千円） 

○スポーツ親善振興事業（1,182千円） 

○姉妹都市宿泊費助成事業（390千円） 

 

（２）豊かな心を創造する             384,747千円 

    〔生涯学習を支援する基盤の整備〕 

○生涯学習事業（164千円） 

・町づくり参画セミナーの開催 

・町民大学講座の開催等 
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○社会教育関係団体助成事業（1,733千円） 

○公民館教室運営事業（584千円） 

・公民館教室、初心者の料理教室 

・ハヤマＦＭセミナーの放送（トーク・イン・ハヤマへ統合） 

○余裕教室管理事業（740千円） 

○資料収集保存事業(しおさい博物館)（701千円） 

○教育活動及び調査研究事業（しおさい博物館）（642千円） 

        ・「潮騒だより№22」の発行、ガイドブックの作成等 

○管理運営事業（しおさい博物館）（3,469千円） 

○芝崎ナチュラル・リザーブ（233千円） 

○図書館運営費（18,596千円） 

○電算業務事業（図書館）（8,713千円） 

・インターネット蔵書検索・予約システム 

○資料整備事業（図書館）（6,654千円） 

   ・図書資料、視聴覚資料等の購入 

    〔豊かな自己実現力（生きる力）をはぐくむ学校教育の推進〕 

○各種団体助成事業（1,653千円） 

   ・町立学校研究会等補助 

○学校評議員運営事業（ゼロ予算事業） 

     ○教育センター維持管理事業（12,000千円） 

○教育総合プラン推進懇談会運営事業（ゼロ予算事業） 

教育総合プランの推進を図るための懇談会 

        ・学区検討委員会の開催 

○学校経営・研究推進事業（9,365千円） 

・町費教員の配置（インテリジェント・ティーチャー） 

       きめ細やかな学習指導による基礎学力の向上と安定した情緒

の下での成長を図る。 

・特色ある学校づくり、中学校運動部活動外部指導等 

○国際教育推進事業（7,651千円） 

        ・日本語指導講師の配置（英語等） 

        ・小中学校外国人等英語指導講師の配置 

○「まごころ」教育推進事業（1,043千円） 

・人権教育研修会、創意くふう展、小中学校作品展、情操教育推進

事業助成等 

・中学校に心の教室相談員の配置 

○教育研究・研修事業（2,091千円） 

①教育研究・調査・研修事業（120千円） 
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        ②教育情報整備事業（172千円） 

③副読本等発刊事業（1,749千円） 

○教育相談事業（506千円） 

        ・スクールカウンセラーによる定期的な教育相談 

        ・不登校児童・生徒の原籍校への復帰を目的としたカウンセリング、

適応指導を行う教育支援センター(相談教室)の運営支援 

        ・児童・生徒の心理的諸問題に対する教育相談 

○教育研究所維持管理事業（10,869千円） 

○小学校運営事業（26,881千円） 

  ①葉山小学校(9,751千円) 

  ②上山口小学校(4,309千円) 

  ③長柄小学校(6,262千円) 

  ④一色小学校(6,739千円) 

○小学校管理事業（38,678千円） 

○小学校施設整備事業（21年度前倒し対応・ゼロ予算事業） 

○児童健康管理事業（8,058千円） 

○学校教育課小学校運営事業（878千円） 

○小学校教育振興運営事業（1,446千円） 

        ・教師用教科書の購入 

        ・クラブ活動補助 

        ・理科教育教材等購入 

○小学校特別支援学級振興事業（5,851千円） 

○小学校情報教育推進事業（12,434千円） 

        ・ＰＣ教室運営 

○小学校児童就学援助事業（15,461千円） 

        ・要保護、準要保護児童援助 

        ・特別支援教育就学奨励 

○給食施設運営事業（7,623千円） 

○学校給食推進事業（3,351千円） 

○中学校運営事業（9,793千円） 

  ①葉山中学校(5,638千円) 

  ②南郷中学校(4,155千円) 

○中学校管理事業（24,938千円） 

○中学校施設整備事業（21年度前倒し対応・ゼロ予算事業） 

○生徒健康管理事業（3,763千円） 

○学校教育課中学校運営事業（240千円） 

○中学校教育振興運営事業（3,131千円） 
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        ・教師用教科書の購入 

        ・クラブ活動補助、理科教材等の整備 

        ・逗葉中学体育大会・体育連盟負担金 

○中学校情報教育推進事業（11,480千円） 

        ・ＰＣ教室運営 

○中学校生徒就学援助事業（5,898千円） 

        ・要保護、準要保護生徒援助 

        ・特別支援教育就学奨励 

        ・中学校生徒バス通学費助成 

○中学校特別支援学級振興事業（1,600千円） 

〔幼児教育、青少年健全育成の推進〕 

○就園援助事業（48,716千円） 

①幼稚園就園奨励事業（47,081千円） 

・町単独分（国の就園奨励補助対象者）3,384千円   

②幼稚園補助事業（町単独：私立幼稚園運営費補助）(1,635千円) 

      ○青少年育成事業（1,457千円） 

青少年健全育成のため、ジュニアキャンプ、あいさつ運動推進、

成人式等を実施する。 

〔芸術・地域文化の振興〕 

○文化行政推進事業（ゼロ予算事業） 

○文化公演事業（休止事業）  

○会館維持管理事業（福祉文化会館）（39,784千円）  

○文化財啓発事業（2,795千円） 

○美術品展示事業（ゼロ予算事業） 

○長柄桜山古墳群調査整備事業（6,982千円） 

長柄桜山古墳群第１号・第２号墳の国指定(平成14年12月19日)を

受け、保存管理、調査、普及啓発等を行う。 

        ・整備基本計画策定業務委託 

・長柄桜山古墳群発掘出土品整理業務委託等 

○埋蔵文化財対策事業（75千円） 

    〔生涯スポーツ・レクリェーション活動の推進〕 

○スポーツ振興事業（3,086千円） 

   ・楽しく歩こう!ウォーキングはやま 

  ・少年少女スポーツ体験講座等 

○ヨットスクール事業（2,575千円） 

○体育指導委員経費（671千円） 

○学校体育施設開放事業（1,493千円） 
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・プール開放（小学校２校）７月～８月 

・体育館、校庭開放（小中学校６校） 

    〔人権意識の高揚、男女共同参画社会の実現〕 

○男女共同参画推進事業（136千円） 

・啓発事業（講演会）の開催等 

○人権・同和啓発事業（603千円） 

・人権啓発活動 

○社会人権・同和啓発事業（103千円） 

  ・人権を考える集いの開催 

 

（３）活力ある産業をつくる           221,343千円 

    〔農業の振興〕 

○町民農園促進事業（1,001千円） 

        ・上山口地区77区画・木古庭地区50区画 

○地場産業・地場農産物振興対策事業（478千円） 

       ・よこすか葉山農業協同組合補助等 

○地産地消対策事業（313千円） 

        地元で生産される農産物等を地元で消費する活動を推進する。 

○畜産振興対策事業（286千円） 

〔漁業の振興〕 

○水産振興対策事業（410千円） 

○漁港管理事業（676千円） 

○真名瀬漁港再整備事業（140,500千円） 

     ・船揚場改修工事 

   ・施工監理・効果調査業務委託等 

    〔観光資源の発掘とネットワーク化〕 

○観光振興対策事業（623千円） 

○観光支援事業（9,715千円） 

・葉山ふるさとひろば補助 

・葉山海岸花火大会補助他 

○観光施設維持管理事業（21,477千円） 

   ・公衆トイレ維持管理 

     ・かながわ海岸美化財団清掃事業負担金 

   ・真名瀬駐車場管理機器賃貸借料 

○海水浴場開設事業（15,743千円） 

             ・森戸海岸、一色海岸、長者ヶ崎・大浜海岸の３箇所 

     ○葉山海岸創出・整備事業（ゼロ予算事業） 
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葉山海岸の美化・保全を推進し、安全で快適な海岸の創出を図る。 

    〔商業の振興〕 

○永年勤続者等表彰事業（40千円） 

○商工活動等支援事業（10,181千円） 

・商工会補助等 

 

 

３『安全で安心して暮らせるまち』づくり 

 

（１）うるおいのある生活と安心して子育てができるまちをつくる

                          3,629,637千円 

    〔地域福祉の充実〕 

○民生委員（児童委員）活動事業（4,120千円） 

○各種福祉団体等補助金（78,595千円） 

・社会福祉協議会、生きがい事業団、遺族会、はやまボランティア

センター活動事業、葉山あんしんセンター事業等補助 

○町民いこいの家等維持管理事業（1,358千円） 

○障害者施設指定管理業務推進事業（5,226千円） 

指定管理者による知的障害者授産施設の円滑な管理運営を図る。 

        ○成年後見制度利用支援委託事業（150千円） 

         高齢者や障害者に対し、成年後見制度の利用を支援する。 

        ○災害見舞金支給事業(30千円) 

    〔高齢者福祉の充実〕 

○在宅老人への生活支援事業（7,041千円） 

介護保険の適用を受けない要援護高齢者を対象に、高齢者福祉の

向上を図る。 

①生活支援サービス事業（2,775千円） 

・生活支援型ホームヘルプサービス事業 

・生活支援型デイサービス事業（指定管理者） 

②短期入所事業（1千円） 

③在宅高齢者福祉サービス事業（3,735千円） 

・緊急通報システム等 

④在宅高齢者住宅改修費助成事業（500千円） 

在宅高齢者が居住する住宅を改修する場合、費用の一部を

助成する（10万円限度）。 

○入所措置事業（高齢者）（7,370千円） 
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○生きがい対策推進事業（1,485円） 

①生きがい対策交流事業（450千円） 

②老人クラブ補助金交付事業（1,020千円） 

○各種福祉団体等補助金（5,037千円）再掲 

            ・特別養護老人ホーム運営費補助等 

○在日外国人高齢者福祉給付金給付事業（240千円） 

○介護保険特別会計（2,290,582千円） 

〔障害者（児）福祉の充実〕 

○障害者機能訓練・社会参加支援・啓発事業（3,025千円） 

①雇用報奨金支給事業（2,160千円） 

  ・知的障害者、精神障害者の雇用促進と就労の安定 

②手話通訳者派遣等事業（865千円） 

 ・手話通訳者の配置 

○在宅障害者への生活支援事業（125,341千円） 

①送迎サービス運営事業（4,301千円） 

②補装具給付事業（5,000千円） 

③障害児者医療費助成事業（100,127千円） 

 ・身障者手帳保持者（１～２級） 

・知的障害認定者（指数３５以下） 

・身障3級かつ指数50以下の者 

 ・精神障害者保健福祉手帳(１級) 

④在宅障害者福祉対策推進事業（6,000千円） 

・住宅設備改良費補助事業 

・日常生活用具給付事業 

⑤在宅障害者福祉サービス事業（13,099千円） 

・自動車燃料費助成事業 

・訪問入浴サービス事業 

・障害児者通所交通費支給事業 

・障害者タクシー券交付事業 

○心身障害者手当支給事業（7,050千円） 

    ・重度（20歳未満）、中度、軽度者に給付 

○障害者自立支援事業（215,556千円） 

   ①障害者自立支援給付事業（212,183千円） 

・ 介護、訓練等給付 

・ 地域生活支援事業 

・ 障害福祉システム借上げ 

②障害認定審査会運営事業（1,093千円） 
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③障害者福祉施設利用者助成事業（2,280千円） 

・グループホーム、ケアホーム入居者への家賃助成  

○重症心身障害児者助成事業（804千円） 

ショートステイ事業において医療機関における支援費と福祉施設

における支援費との差額分を助成する。 

○障害者スポーツ推進事業（112千円） 

     ○発達支援システム推進事業（ゼロ予算事業） 

    発達障害児及び特別な支援を必要とする児童の早期発見、早期

の発達支援を図ると共に保健・福祉・医療・教育等が連携して

一貫した相談・支援体制を整備する。 

○発達障害児等支援推進事業（旧たんぽぽ教室推進事業）

（6,008千円） 

〔児童・母子父子福祉の充実〕 

○ひとり親家庭等医療費助成事業（10,281千円） 

○小児医療助成事業（53,971千円） 

・０歳児～７歳未満児童   入院・通院医療費 

   （未就学児所得制限なし、就学児童はあり） 

・７歳児童～中学卒業   入院医療費（所得制限あり） 

○次世代育成支援対策推進事業（110千円） 

   ・次世代育成支援対策地域協議会 

   ・子育てガイドブック作成、配布 

○児童相談事業（ゼロ予算事業） 

○乳児誕生すこやか育児推進事業（ゼロ予算事業） 

○養育支援家庭訪問事業（260千円） 

養育困難家庭で支援の必要性がある家庭に対し、子育て経験者・

保健師等による具体的な育児支援等を行う。 

○子育て支援推進事業（21,351千円） 

        ・子育て支援センター指定管理委託 

○児童館等運営事業（21,509千円） 

○放課後児童健全育成事業（6,819千円） 

○<新>子ども手当等支給事業（児童手当支給事業統合） 

（564,016千円） 

・中学校修了までの児童を対象に1人つき月額13,000円を支給 

     ○入所児童委託事業（130,084千円） 

○保育園運営事業（31,741千円） 

     ・定員を90人から100人へ増 
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    〔住宅の充実〕 

○町営住宅維持管理事業（553千円） 

○勤労者住宅資金利子補給及び生活資金貸付事業（6,500千円） 

○住宅リフォーム資金助成事業（1,000千円） 

・町内業者により住宅のリフォーム工事を行った者への補助              

（20件） 

 

（２）いきいきと誰もが健康に暮らすことのできるまちをつくる

                          4,345,391千円 

    〔地域保健活動の充実〕 

○保健福祉サービス調整機構運営費（73千円） 

○健康増進事業（18,428千円） 

             ・健康づくり推進のための知識の普及を目的に、健康イベント  

         や広報啓発活動を行う。 

・健康増進施設利用助成（町外プール２施設等） 

・各種がん検診の実施（集団９回、施設） 

・ヘルスアップサポーター養成講座の開催等 

      ○<新>地域自殺対策緊急強化事業（506千円） 

        ・地域社会全体が自殺対策に取り組むための、講演会等普及・啓発

事業を行う。 

○保健衛生関連団体等助成事業（21,687千円） 

・逗葉医師会、逗葉地域医療センター補助等 

○乳幼児等予防接種事業（18,347千円）    

○後期高齢者健診事業（11,669千円） 

○高齢者等予防接種事業（12,208千円） 

○感染症患者隔離対策事業（28千円） 

○狂犬病予防事業（329千円） 

○母子保健事業（18,732千円） 

・妊婦健康診査（14回） 

・健康相談、健康教育、乳幼児健康診査等 

○保健センター維持管理事業（4,133千円） 

    〔地域医療の充実〕 

     ○救急医療対策事業（35,184千円） 

    〔老人保健医療・国民健康保険の充実〕 

     ○後期高齢者医療特別会計（695,225千円） 

○老人保健医療特別会計（5,508千円） 

○国民健康保険特別会計（3,560,828千円） 
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（３）災害に強く安全なまちをつくる  

447,494千円 

    〔消防体制の確立〕 

○常備消防事務運営事業（5,339千円）  

        ①消防管理経費（3,802千円） 

            ②消防出初式等事業費（222千円） 

        ③消防職員研修費（1,315千円） 

     ○常備消防活動事業（13,456千円） 

①消防活動事業（8,563千円） 

・火災予防運動、歳末火災特別警戒等 

・<新>水難救助用ゴムボート等購入 

②救急活動事業（4,893千円） 

・救急救命士教育経費 

○消防庁舎維持管理事業（38,857千円） 

・<新>非常用照明予備電池交換 

    ・気象観測装置更新 

    ・消防指令台部分更新リース 

    ・下水道接続工事 

○消防署車両等維持管理事業（2,478千円） 

○消防団運営・活動事業（28,454千円） 

        ①消防団運営事業（20,817千円） 

        ②消防団活動事業（4,887千円） 

        ③消防団詰所維持管理事業（1,730千円） 

        ④消防団車両等維持管理事業（1,020千円） 

○消防用水利費（1,067千円） 

 

    〔防災体制の確立〕 

○住宅耐震推進事業（2,303千円） 

        ・耐震診断相談業務委託 

 ・補助金（耐震診断補助、改修計画書補助、耐震補強工事実施設計

補助、耐震補強工事費補助、工事監理・立会補助） 

○急傾斜地崩壊対策事業（21,800千円） 

○小学校耐震整備事業（52,956千円） 

・<新>上山口小学校屋内運動場耐震補強工事監理業務委託 

・<新>上山口小学校屋内運動場耐震補強工事 

○中学校耐震整備事業（230,901千円） 
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   ・<新>南郷中学校校舎・屋内運動場耐震補強工事 

   ・<新>南郷中学校校舎・屋内運動場耐震補強工事監理業務委託 

○防災対策事務運営事業（2,772千円） 

  ①防災対策事務経費（2,248千円） 

   ②防災会議運営事業（90千円） 

③防災訓練実施事業（434千円） 

 ・葉山小学校区対象 

○自主防災組織防災資機材購入事業（休止） 

○防災行政無線維持管理事業（9,355千円） 

      ・防災行政無線保守点検 

    ・ＭＣＡ無線リース 

    ・県防災行政無線等回線使用料  

○防災資機材備蓄食糧整備事業（1,673千円） 

○女性防火防災クラブ育成事業（834千円） 

○国民保護計画運営経費（108千円） 

〔交通安全対策の確立〕 

○交通安全・防犯対策事業（2,984千円） 

○交通安全施設整備事業（4,000千円） 

    〔防犯体制の確立〕 

     ○街路灯設置管理事業（22,784千円） 

    〔消費生活の安全の確保〕 

     ○消費者育成対策事業（1,582千円） 

・消費生活相談の実施、消費生活展の開催 

 

４『住民が参加する自治のまち』づくり 

 

（１）コミュニティをつくる             12,869千円 

    〔地域活動の活発化と連携の促進〕 

○町民相談事業（12,798千円） 

・町内会等への補助 

・長柄下会館借上げ 

・町内回覧等配布謝礼 

・東伏見町内会館耐震補強工事費補助 

    〔平和の推進〕 

○非核平和推進事業（ゼロ予算事業） 

○戦没者慰霊祭経費（71千円） 
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（２）町民と行政の協力関係をつくる         53,852千円 

    〔広報・広聴活動の充実〕 

○町民相談事業（1,152千円）再掲 

法律相談、行政相談、人権相談等 

○広報紙発行事業（9,741千円） 

・教育委員会だより「いそぎく」合併号年３回発行 

   ・保健センターだより「健康はやま」合併号年６回発行 

     ・「議会だより」合併号年４回発行 

○広報板・地域案内板管理事業（46千円） 

○町ＰＲ事業（11,442千円） 

   ・議会インターネット中継 

   ・湘南ビーチＦＭによるＰＲ等 

○ 統計調査実施事業（13,000千円） 

 ・国勢調査等 

〔情報公開の推進〕 

     ○情報公開・個人情報保護事業（79千円） 

        町民参加によるより一層の開かれた町政を実現するため、公文

書の公開と個人情報保護制度の運営を行う。 

〔町民参加・参画の推進〕 

○町への提案事業（ゼロ予算事業） 

 

（３）効率的な行財政運営を図る          166,637千円 

    〔行政組織の簡素化・効率化〕 

○行政評価事業（ゼロ予算事業） 

      行政評価導入・実施 

○電算機活用運営事業（134,788千円）  

   ①電算機事業（79,436千円） 

  ②事務処理ＯＡ化事業（37,137千円） 

  ③システム開発事業（18,215千円） 

   ・住民税システム修正費 

・固定資産税システム修正費 

   ・国民健康保険システム修正費 

         ・後期高齢者医療システム修正費 

         ・国民投票における投票人名簿システム開発費 

○行政改革推進事業（105千円） 

○職員研修事業（848千円） 



 - 15 - 

○住民基本台帳ネットワークシステム事業（9,439千円） 

○戸籍業務電算事業（6,743千円） 

〔広域行政の推進〕 

○企画調整事業（2,512千円） 

○電子自治体基盤整備事業（6,158千円） 

①総合行政ネットワーク事業（5,402千円） 

②共同運営システム開発事業（756千円） 

神奈川県及び市町村における電子自治体構築の円滑な推進に向

けて、連携し、共同でシステムの構築と運営を行う。 

・県市町村電子自治体電子申請システム運用委託 

・共同運営協議会負担金 


