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令和３年第１回浜松市議会定例会議案付託件目表 

（令和３年度関係） 

総務委員会 

第  27 号議案 令和３年度浜松市一般会計予算 

第１条（歳入歳出予算）中 

第１項 

第２項中 

歳入予算中 

第１款 市税 

第２款 地方譲与税 

第３款 利子割交付金 

第４款 配当割交付金 

第５款 株式等譲渡所得割交付金 

第６款 分離課税所得割交付金 

第７款 法人事業税交付金 

第８款 地方消費税交付金 

第９款 ゴルフ場利用税交付金 

第10款 環境性能割交付金 

第11款 軽油引取税交付金 

第12款 国有提供施設等所在市町村助成交付金 

第13款 地方特例交付金 

第14款 地方交付税 

第15款 交通安全対策特別交付金 

第17款 使用料及び手数料中 

第１項 使用料中 

第１目 総務使用料中 

地域情報センター使用料 

行政財産使用料 

第３目 衛生使用料中 

行政財産使用料 

第８目 消防使用料 

第９目 教育使用料中 

 行政財産使用料 

第２項 手数料中 

第１目 総務手数料中 

不服申立関係手数料 

税務証明等手数料 

第３項 証紙収入 

第18款 国庫支出金中 

第２項 国庫補助金中 

第１目 総務費国庫補助金中 

地方創生推進交付金 

障害者自立支援事業費補助金 

防災・安全社会資本整備交付金 

外国人受入環境整備交付金 
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文化芸術振興費補助金 

帰国・外国人児童生徒支援事業費補助金 

社会保障・税番号制度システム整備費補助金 

第３項 委託金中 

第１目 総務費委託金中 

自衛官募集事務費委託金 

地方公共団体消費状況等調査費委託金 

在外選挙人名簿登録事務費委託金 

衆議院議員選挙費委託金 

第19款 県支出金中 

第２項 県補助金中 

第１目 総務費県補助金中 

障害者自立支援事業費補助金 

地震・津波対策等減災交付金 

第６目 土木費県補助金中 

地震・津波対策等減災交付金 

地震・津波対策促進費交付金 

第７目 消防費県補助金中 

地震・津波対策等減災交付金（防災） 

第３項 委託金中 

第１目 総務費委託金中 

統計調査費委託金 

県民税徴収費委託金 

県知事選挙費委託金 

第７目 権限移譲事務交付金 

第20款 財産収入中 

第１項 財産運用収入中 

第１目 財産貸付収入中 

土地貸付料 

家屋貸付料 

第３目 基金運用収入中 

財政調整基金運用収入 

減債基金運用収入 

資産管理基金運用収入 

土地開発基金運用収入 

津波対策事業基金運用収入 

新型コロナウイルス感染症対策基金運用収入 

第２項 財産売払収入中 

第１目 不動産売払収入 

第２目 物品売払収入中 

不用品売払収入 

第21款 寄附金中 

第１項 寄附金中 

第１目 総務費寄附金中 

一般寄附金 

第６目 消防費寄附金 

第22款 繰入金中 

第１項 基金繰入金中 
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第１目 財政調整基金繰入金 

第２目 減債基金繰入金 

第３目 資産管理基金繰入金 

第23款 繰越金 

第24款 諸収入中 

第１項 延滞金、加算金及び過料 

第２項 市預金利子 

第５項 収益事業収入中 

第１目 宝くじ収入 

第６項 雑入中 

第１目 滞納処分費 

第３目 弁償金 

第４目 総務費雑入中 

雇用保険納入金 

民放中波ラジオ放送受信施設管理費事業者負担金 

社会情報基盤整備充実事業費受益者負担金 

光ファイバ設備第三者加害賠償金 

県証紙売りさばき事務受入金 

県証紙売りさばき収入 

公営企業納入金 

保険金収入 

広告収入 

その他収入 

第６目 衛生費雑入中 

その他収入 

第10目 土木費雑入中 

地域海洋センター修繕助成金 

公営企業納入金 

その他収入 

第11目 消防費雑入中 

クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金 

第12目 教育費雑入中 

その他収入 

第25款 市債中 

第１項 市債中 

第５目 土木債中 

 公共施設長寿命化対策事業債 

公共施設耐震化推進事業債 

 公共施設ユニバーサルデザイン推進事業債 

第９目 臨時財政対策債 

歳出予算中 

第１款 議会費 

第２款 総務費中 
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 第１項 総務管理費 

第13目 ＵＤ・男女共同参画費 

第16目 市民協働推進費 

第17目 中山間地域振興費 

第18目 市民生活費 

第20目 市民サービスセンター費 

第21目 旅券窓口費    を除く 

第12項 徴税費 

第14項 選挙費 

第15項 統計調査費 

第16項 人事委員会費 

第17項 監査委員費 

第８款 土木費中 

第１項 土木管理費中 

第１目 技術監理費 

第３目 公共建築費 

第２項 道路橋りよう費中 

第３目 県債償還金負担金 

第９款 消防費中 

第４項 災害対策費 

第11款 災害復旧費中 

第１項 災害復旧費中 

第５目 その他公共・公用施設災害復旧費 

第12款 公債費 

第13款 予備費 

第２条（債務負担行為）中 

令和３年度における地方債証券の共同発行によって生ずる連帯債務 

公有財産売却業務委託費 

本庁舎受変電設備改修工事費 

本庁舎防火防煙ダンパー交換工事費 

市税印刷帳票作成等業務委託費（令和３年度設定分） 

固定資産税土地評価支援業務委託費（令和６年度評価替対応分） 

固定資産税路線価算定業務委託費（令和６年度評価替対応分） 

かわな野外活動センター小規模改修事業費 

積志保育園他２施設大規模改修事業費（積志保育園、神田原保育園、三ヶ日保

育園） 

南消防署白脇出張所大規模改修事業費 

総合産業展示館大規模改修事業費 

積志保育園他２施設仮設建築物リース料（積志保育園、神田原保育園、三ヶ日

保育園） 

南消防署白脇出張所仮設建築物リース料 

積志保育園他１施設耐震化事業費（積志保育園、三ヶ日保育園） 

総合産業展示館ユニバーサルデザイン化整備事業費 

第３条（地方債） 

第４条（一時借入金） 

第５条（歳出予算の流用） 

第  40 号議案 令和３年度浜松市公債管理特別会計予算 
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第  44 号議案 浜松市固定資産評価審査委員会条例及び浜松市消防団に関する条例の一部改正に

ついて 

第  45 号議案 浜松市職員定数条例の一部改正について 

第  62 号議案 包括外部監査契約締結について 



令和３年３月１日付託 

６ 

厚生保健委員会 

第  27 号議案 令和３年度浜松市一般会計予算 

第１条（歳入歳出予算）中 

第２項中 

歳入予算中 

第16款 分担金及び負担金中 

第２項 負担金中 

第１目 民生費負担金 

第２目 衛生費負担金 

第17款 使用料及び手数料中 

第１項 使用料中 

第２目 民生使用料 

第３目 衛生使用料中 

引佐鎮玉診療所使用料 

引佐渋川診療所使用料 

引佐伊平診療所使用料 

春野歯科診療所使用料 

夜間救急室使用料 

天竜休日救急診療所使用料 

歯科診療所使用料 

精神保健福祉センター診療所使用料 

看護専門学校授業料 

第９目 教育使用料中 

市立幼稚園預かり保育料 

市立幼稚園保育料（滞納繰越分） 

第２項 手数料中 

第２目 民生手数料 

第３目 衛生手数料 

墓地関係手数料 

一般廃棄物処理業許可手数料 

連絡ごみ処理手数料 

一般廃棄物処理手数料 

浄化槽関係手数料 

産業廃棄物等関係手数料   を除く 

第18款 国庫支出金中 

第１項 国庫負担金中 

第１目 総務費国庫負担金 

第２目 民生費国庫負担金 

第３目 衛生費国庫負担金 

第５目 教育費国庫負担金中 

 施設等利用費負担金 

第２項 国庫補助金中 

第１目 総務費国庫補助金中 

生活保護運営対策事業費等補助金 

子ども・子育て支援交付金 

第２目 民生費国庫補助金 
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第３目 衛生費国庫補助金 

地方創生推進交付金 

廃棄物処理施設整備事業費補助金 

浄化槽設置事業費補助金 

生物多様性保全推進交付金    を除く 

第９目 教育費国庫補助金中 

子ども・子育て支援交付金（幼児教育） 

第３項 委託金中 

第２目 民生費委託金 

第３目 衛生費委託金 

第19款 県支出金中 

第１項 県負担金中 

第１目 民生費県負担金 

第２目 衛生費県負担金 

第５目 教育費県負担金 

第２項 県補助金中 

第１目 総務費県補助金中 

子ども・子育て支援交付金 

第２目 民生費県補助金 

第３目 衛生費県補助金 

消費者行政強化促進事業費補助金 

海岸漂着物等対策事業費補助金  を除く 

第８目 教育費県補助金中 

子ども・子育て支援交付金 

第３項 委託金中 

第２目 民生費委託金 

第３目 衛生費委託金 

第20款 財産収入中 

第１項 財産運用収入中 

第２目 利子及び配当金中 

国民健康保険高額療養費貸付基金利子 

第３目 基金運用収入中 

友愛の福祉基金運用収入 

交通遺児等福祉事業等基金運用収入 

医療振興基金運用収入 

第21款 寄附金中 

第１項 寄附金中 

第２目 民生費寄附金 

第22款 繰入金中 

第１項 基金繰入金中 

第11目 友愛の福祉基金繰入金 

第12目 交通遺児等福祉事業等基金繰入金 

第13目 医療振興基金繰入金 

第23目 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 

第24款 諸収入中 

第３項 貸付金元利収入中 

第１目 住宅新築資金等貸付金元利収入 

第２目 看護師等修学資金貸付金元利収入 
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第６項 雑入中 

第５目 民生費雑入 

第25款 市債中 

第１項 市債中 

第２目 民生債 

歳出予算中 

第３款 民生費 

第４款 衛生費中 

第１項 保健衛生費 

第４目 斎場費 

第５目 墓園費 を除く 

第２項 保健所費 

第４項 環境費中 

第４目 環境監視費 

第７項 公営企業会計支出金中 

第１目 病院会計支出金 

第10款 教育費中 

第１項 教育総務費中 

第６目 私立学校教育振興費 

第５項 幼稚園費 

第２条（債務負担行為）中 
福祉交流センター物品等移送業務委託費 
相談支援システム運用支援業務委託費 
特別養護老人ホーム「一空園」改築費補助金 
佐鳴台保育園移転改築工事設計業務委託費 
医事会計システム保守業務委託費 

第  28 号議案 令和３年度浜松市国民健康保険事業特別会計予算 

第  29 号議案 令和３年度浜松市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 

第  30 号議案 令和３年度浜松市介護保険事業特別会計予算 

第  31 号議案 令和３年度浜松市後期高齢者医療事業特別会計予算 

第  41 号議案 令和３年度浜松市病院事業会計予算 

第  47 号議案 浜松市手数料条例の一部改正について（別表保健・衛生の項） 

第  48 号議案 浜松市介護保険条例の一部改正について 

第  49 号議案 浜松市国民健康保険条例の一部改正について 

第  50 号議案 浜松市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について 

第  51 号議案 浜松市食品衛生法の施行に関する条例の一部改正について 
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環境経済委員会 

第  27 号議案 令和３年度浜松市一般会計予算 

第１条（歳入歳出予算）中 

第２項中 

歳入予算中 

第16款 分担金及び負担金中 

第１項 分担金中 

第２目 災害復旧費分担金 

第２項 負担金中 

第３目 農林水産業費負担金 

第17款 使用料及び手数料中 

第１項 使用料中 

第４目 労働使用料 

第５目 農林水産業使用料 

第６目 商工使用料 

第２項 手数料中 

第３目 衛生手数料中 

一般廃棄物処理業許可手数料 

連絡ごみ処理手数料 

一般廃棄物処理手数料 

産業廃棄物等関係手数料 

第４目 農林水産手数料 

第５目 商工手数料 

第18款 国庫支出金中 

第２項 国庫補助金中 

第３目 衛生費国庫補助金中 

地方創生推進交付金 

廃棄物処理施設整備事業費補助金 

生物多様性保全推進交付金 

第４目 労働費国庫補助金 

第５目 農林水産業費国庫補助金 

第６目 商工費国庫補助金 

第19款 県支出金中 

第２項 県補助金中 

第３目 衛生費県補助金中 

消費者行政強化促進事業費補助金 

海岸漂着物等対策事業費補助金 

第４目 農林水産業費県補助金 

第５目 商工費県補助金 

第９目 災害復旧費県補助金 

第３項 委託金中 

第４目 農林水産業費委託金 

第５目 商工費委託金 

第20款 財産収入中 

第１項 財産運用収入中 

第３目 基金運用収入中 

一般廃棄物処理施設整備事業基金運用収入 
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ふるさと・水と土基金運用収入 

旧春野地域自治区水窪ダム取水工事補償基金運用収入 

森林環境基金運用収入 

商工業振興施設整備基金運用収入 

新エネルギー等活用推進基金運用収入 

観光施設整備基金運用収入 

新型コロナウイルス感染症対策貸付金利子助成事業基金運用収入 

第21款 寄附金中 

第１項 寄附金中 

第３目 農林水産業費寄附金 

第４目 商工費寄附金 

第22款 繰入金中 

第１項 基金繰入金中 

第14目 一般廃棄物処理施設整備事業基金繰入金 

第15目 旧春野地域自治区水窪ダム取水工事補償基金繰入金 

第16目 ふるさと・水と土基金繰入金 

第17目 森林環境基金繰入金 

第18目 商工業振興施設整備基金繰入金 

第19目 新型コロナウイルス感染症対策貸付金利子助成事業基金繰入 

    金 

第20目 新エネルギー等活用推進基金繰入金 

第24款 諸収入中 

第３項 貸付金元利収入中 

第３目 労働対策融資資金貸付金元金収入 

第４目 大型商業施設建設資金貸付金元金収入 

第４項 受託事業収入中 

第２目 衛生費受託事業収入 

第３目 農林水産業費受託事業収入 

第５項 収益事業収入中 

第２目 小型自動車競走事業収入 

第３目 競艇事業収入 

第６項 雑入中 

第６目 衛生費雑入 

 有価物売却収入 

 生活用水宅配サービス事業収入 

 その他収入          を除く 

第７目 労働費雑入 

第８目 農林水産業費雑入 

第９目 商工費雑入 

第25款 市債中 

第１項 市債中 

第３目 衛生債 

第４目 農林水産業債 

第８目 災害復旧債中 

農林水産施設災害復旧債 

歳出予算中 

第４款 衛生費中 
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第３項 清掃費 

〔第７目 浄化槽普及費〕を除く 

第４項 環境費 

〔第４目 環境監視費〕を除く 

第６項 と畜場・市場費 

第７項 公営企業会計支出金中 

第３目 下水道会計支出金 

第５款 労働費 

第６款 農林水産業費 

〔第６項 農業集落排水費〕を除く 

第７款 商工費 

第11款 災害復旧費中 

第１項 災害復旧費中 

第１目 林業施設災害復旧費 

第２目 農地・農業用施設災害復旧費 

第２条（債務負担行為）中 

西部清掃工場更新基本計画等策定業務委託費 

勤労者住宅建設資金等償還利子補助金（令和３年度設定分） 

浜北土地改良区が県営土地改良事業等に対して負担する地元負担金の助成（令

和３年度設定分） 

浜松土地改良区が県営水利施設整備事業等に対して負担する地元負担金の助成 

（令和３年度設定分） 

浜名湖北部用水土地改良区が県営農地整備事業等に対して負担する地元負担金

の助成（令和３年度設定分） 

浜松市西南部土地改良区が県営土地改良事業等に対して負担する地元負担金の

助成（令和３年度設定分） 

都田上土地改良区が県営土地改良事業に対して負担する地元負担金の助成（令

和３年度設定分） 

浜松市東南部土地改良区が非補助土地改良事業に対して負担する地元負担金の

助成（令和３年度設定分） 

浜松市庄和村櫛土地改良区が非補助土地改良事業に対して負担する地元負担金

の助成（令和３年度設定分） 

中小企業資金融資制度償還利子補助金（令和３年度設定分） 

マル経融資償還利子補助金 

公式オンラインアンテナショップ運営業務委託費 

第  32 号議案 令和３年度浜松市と畜場・市場事業特別会計予算 

第  34 号議案 令和３年度浜松市中央卸売市場事業特別会計予算 

第  38 号議案 令和３年度浜松市小型自動車競走事業特別会計予算 

第  52 号議案 浜松市県施行建設事業等分担金徴収条例の一部改正について 

第  60 号議案 浜松市新川モール条例の制定について 
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建設消防委員会 

第  27 号議案 令和３年度浜松市一般会計予算 

第１条（歳入歳出予算）中 

第２項中 

歳入予算中 

第16款 分担金及び負担金中 

第１項 分担金中 

第１目 衛生費分担金 

第２項 負担金中 

第４目 土木費負担金 

第17款 使用料及び手数料中 

第１項 使用料中 

第７目 土木使用料 

第２項 手数料中 

第３目 衛生手数料中 

浄化槽関係手数料  

第６目 土木手数料 

第18款 国庫支出金中 

第１項 国庫負担金中 

第４目 消防費国庫負担金 

第６目 災害復旧費国庫負担金 

第２項 国庫補助金中 

第３目 衛生費国庫補助金中 

浄化槽設置事業費補助金 

第７目 土木費国庫補助金 

第８目 消防費国庫補助金 

第３項 委託金中 

第４目 土木費委託金 

第５目 消防費委託金 

第19款 県支出金中 

第１項 県負担金中 

第３目 土木費県負担金 

第４目 消防費県負担金 

第２項 県補助金中 

第６目 土木費県補助金 

地震・津波対策等減災交付金 

地震・津波対策促進費交付金 を除く 

第７目 消防費県補助金中 

地震・津波対策等減災交付金（消防） 

第３項 委託金中 

第６目 土木費委託金 

第20款 財産収入中 

第１項 財産運用収入中 

第１目 財産貸付収入中 

広告板貸付料 

第３目 基金運用収入中 

天竜浜名湖鉄道経営助成基金運用収入 
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花と緑の基金運用収入 

動物園施設整備基金運用収入 

第２項 財産売払収入中 

第２目 物品売払収入中 

物品売払収入 

第21款 寄附金中 

第１項 寄附金中 

第５目 土木費寄附金 

第22款 繰入金中 

第１項 基金繰入金中 

第21目 天竜浜名湖鉄道経営助成基金繰入金 

第22目 花と緑の基金繰入金 

第２項 特別会計繰入金 

第24款 諸収入中 

第３項 貸付金元利収入中 

第５目 駐車場事業特別会計貸付金元利収入 

第６目 保留床取得資金貸付金元金収入 

第６項 雑入中 

第６目 衛生費雑入中 

生活用水宅配サービス事業収入 

第10目 土木費雑入 

地域海洋センター修繕助成金 

公営企業納入金  

その他収入         を除く 

第11目 消防費雑入 

〔クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金〕を除く 

第25款 市債中 

第１項 市債中 

第５目 土木債中 

 都市計画事業債 

 土木施設整備事業債 

第６目 消防債 

第８目 災害復旧債中 

土木施設災害復旧債 

歳出予算中 

第４款 衛生費中 

第３項 清掃費中 

第７目 浄化槽普及費 

第５項 飲料水供給費 

第７項 公営企業会計支出金中 

第２目 水道会計支出金 

第６款 農林水産業費中 

第６項 農業集落排水費 
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第８款 土木費 

第１項 土木管理費中 

第１目 技術監理費 

第３目 公共建築費 

第２項 道路橋りよう費中 

第３目 県債償還金負担金 を除く 

第９款 消防費 

〔第４項 災害対策費〕を除く 

第11款 災害復旧費中 

第１項 災害復旧費中 

第３目 土木施設災害復旧費 

第２条（債務負担行為）中 

県道湖東和合線（湖東工区）道路改良工事費 

市道鴨江倉松線鴨江倉松跨線橋橋りょう修繕事業費 

県道舞阪竜洋線向橋橋りょう修繕工事費 

県道中部天竜停車場線中部大橋橋りょう修繕工事費 

県道両島二俣線塩見渡橋耐震補強工事費 

西部排水機場長寿命化第６期工事費 

バス路線運行業務委託費（令和３年度設定分） 

国庫補助系統バス運行業務委託費 

中瀬南部土地区画整理事業区域内公園整備工事費 

消防指令管制システム調達支援業務委託費 

第  33 号議案 令和３年度浜松市農業集落排水事業特別会計予算 

第  35 号議案 令和３年度浜松市公共用地取得事業特別会計予算 

第  39 号議案 令和３年度浜松市駐車場事業特別会計予算 

第  42 号議案 令和３年度浜松市水道事業会計予算 

第  43 号議案 令和３年度浜松市下水道事業会計予算 

第  47 号議案 浜松市手数料条例の一部改正について（別表土木・建築の項） 

第  53 号議案 浜松市違法駐車等の防止に関する条例の一部改正について 

第  54 号議案 浜松市自転車等の放置の防止に関する条例の一部改正について 

第  55 号議案 浜松市道路法等施行条例の一部改正について 

第  56 号議案 浜松市道路占用料徴収条例の一部改正について 

第  57 号議案 浜松市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について 

第  58 号議案 浜松市火災予防条例の一部改正について 
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市民文教委員会 

第  27 号議案 令和３年度浜松市一般会計予算 

第１条（歳入歳出予算）中 

第２項中 

歳入予算中 

第16款 分担金及び負担金中 

第２項 負担金中 

第５目 教育費負担金 

第17款 使用料及び手数料中 

第１項 使用料中 

第１目 総務使用料 

 地域情報センター使用料 

 行政財産使用料     を除く 

第３目 衛生使用料中 

斎場使用料 

霊柩車使用料 

墓地使用料 

納骨堂使用料 

墓地公園使用料 

第９目 教育使用料中 

高等学校授業料 

高等学校施設使用料 

第２項 手数料中 

第１目 総務手数料中 

戸籍等手数料 

第３目 衛生手数料中 

墓地関係手数料 

第７目 教育手数料 

第18款 国庫支出金中 

第１項 国庫負担金中 

第５目 教育費国庫負担金中 

 義務教育費国庫負担金 

第２項 国庫補助金中 

第１目 総務費国庫補助金中 

電源立地地域対策交付金 

特定防衛施設周辺整備費補助金 

文化芸術による地域活性化・国際発信推進事業補助金 

文化財保存費補助金 

個人番号カード交付事業費補助金 

個人番号カード交付事務費補助金 

第９目 教育費国庫補助金 

〔子ども・子育て支援交付金（幼児教育）〕を除く 

第３項 委託金中 

第１目 総務費委託金中 

基地対策事務費委託金 

中長期在留者住居地届出等事務費委託金 

人口動態統計事務費委託金 
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第６目 教育費委託金 

第19款 県支出金中 

第１項 県負担金中 

第６目 災害復旧費県負担金 

第２項 県補助金中 

第１目 総務費県補助金中 

移住就業支援事業費補助金 

消費者行政強化促進事業費補助金 

第８目 教育費県補助金 

〔子ども・子育て支援交付金〕を除く 

第３項 委託金中 

第１目 総務費委託金中 

人口世帯調査費委託金 

第20款 財産収入中 

第１項 財産運用収入中 

第２目 利子及び配当金中 

株式配当金 

第３目 基金運用収入中 

市民協働推進基金運用収入 

過疎地域自立促進事業基金運用収入 

地域振興等基金運用収入 

ふるさと北遠振興基金運用収入 

教育文化奨励基金運用収入 

文化振興基金運用収入 

スポーツ施設整備基金運用収入 

社会教育振興基金運用収入 

国際児童年記念児童文庫基金運用収入 

美術館資料購入基金運用収入 

第21款 寄附金中 

第１項 寄附金中 

第１目 総務費寄附金 

〔一般寄附金〕を除く 

第７目 教育費寄附金 

第22款 繰入金中 

第１項 基金繰入金中 

第４目 市民協働推進基金繰入金 

第５目 地域振興等基金繰入金 

第６目 教育文化奨励基金繰入金 

第７目 文化振興基金繰入金 

第８目 社会教育振興基金繰入金 

第９目 国際児童年記念児童文庫基金繰入金 

第10目 美術館資料購入基金繰入金 

第24款 諸収入中 

第４項 受託事業収入中 

第１目 総務費受託事業収入 

第６項 雑入中 

第２目 違約金及び延納利息 

第４目 総務費雑入中 
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空家代執行徴収金 

収入印紙売りさばき事務受入金 

収入印紙売りさばき収入 

市有財産損害金 

クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金 

学習等供用施設整備事業収入 

美術館特別展等事業収入 

指定管理施設特定収入 

命名権収入 

第６目 衛生費雑入中 

有価物売却収入 

第12目 教育費雑入 

〔その他収入〕を除く 

第25款 市債中 

第１項 市債中 

第１目 総務債 

第７目 教育債 

第８目 災害復旧債中 

文教施設災害復旧債 

歳出予算中 

第２款 総務費中 

第１項 総務管理費中 

第13目 ＵＤ・男女共同参画費 

第16目 市民協働推進費 

第17目 中山間地域振興費 

第18目 市民生活費 

第20目 市民サービスセンター費 

第21目 旅券窓口費 

第２項 中区役所費 

第３項 東区役所費 

第４項 西区役所費 

第５項 南区役所費 

第６項 北区役所費 

第７項 浜北区役所費 

第８項 天竜区役所費 

第９項 文化振興費 

第10項 スポーツ振興費 

第11項 生涯学習費 

第13項 戸籍住民基本台帳費 

第４款 衛生費中 

第１項 保健衛生費中 

第４目 斎場費 

第５目 墓園費 

第10款 教育費 

第１項 教育総務費中 

第６目 私立学校教育振興費 

第５項 幼稚園費       を除く 

第11款 災害復旧費中 
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第１項 災害復旧費中 

第４目 文教施設災害復旧費 

第２条（債務負担行為）中 

北区役所空調設備更新事業費 

アクトシティ浜松舞台特殊設備基本方針策定業務委託費 

遠州灘海浜公園江之島地区水泳場他解体事業費 

天竜体育館法面安全対策事業費 

科学館プラネタリウム機器リース料 

中央図書館大規模改修事業費 

放課後児童会運営業務委託費 

神久呂小学校校舎解体事業費 

可美小学校改築事業費（令和３年度設定分） 

西部中学校改築事業費 

高台中学校空調設備改修事業費 

市立高校体育館メインアリーナ床面張替工事費 

学校給食費コンビニエンスストア収納業務委託費 

学校給食食材調達業務委託費 

第  36 号議案 令和３年度浜松市育英事業特別会計予算 

第  37 号議案 令和３年度浜松市学童等災害共済事業特別会計予算 

第  59 号議案 浜松市立小学校、中学校及び高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例

の一部改正について 

第  61 号議案 浜松市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例の制定について 


