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ⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠ 平成２６年度の施政方針平成２６年度の施政方針平成２６年度の施政方針平成２６年度の施政方針平成２６年度の施政方針平成２６年度の施政方針平成２６年度の施政方針平成２６年度の施政方針
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ⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠ．平成２６年度の施政方針．平成２６年度の施政方針．平成２６年度の施政方針．平成２６年度の施政方針．平成２６年度の施政方針．平成２６年度の施政方針．平成２６年度の施政方針．平成２６年度の施政方針

◆最近の日本経済においては、円安の進行や株価の上昇などにより企業の収益が回復し、

国民経済に明るい兆しが見え始めている一方、地方においては、まだまだ景気回復を実

感するまでには至っていない。

◆本市においても、生活保護者数や待機児童数が年々増加するなど、市民生活の不安が続

いている。

背景背景背景背景背景背景背景背景

目標目標目標目標目標目標目標目標

１１１１
平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度 当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明

◆雇用、安心・安全、健康など、「地域で暮らす市民の普通の生活を守る」ことを基本と

し、まちの活性化を目指します。

◆まちづくり自治基本条例の趣旨に基づき、行政ができること、市民ができることを共に

考えながら、参加と協働によるまちづくりを進めます。

◆これらの取組によって、より多くの市民が幸福感を実感できるような地域社会の実現を

目指します。

市民の幸福感の向上市民の幸福感の向上市民の幸福感の向上市民の幸福感の向上市民の幸福感の向上市民の幸福感の向上市民の幸福感の向上市民の幸福感の向上

目標目標目標目標目標目標目標目標



ⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡ．平成２６年度当初予算．平成２６年度当初予算．平成２６年度当初予算．平成２６年度当初予算．平成２６年度当初予算．平成２６年度当初予算．平成２６年度当初予算．平成２６年度当初予算

平成２６年度の予算総額平成２６年度の予算総額平成２６年度の予算総額平成２６年度の予算総額

会計会計会計会計 予算額予算額予算額予算額 増減増減増減増減

一般会計一般会計一般会計一般会計 ８９７億円８９７億円８９７億円８９７億円

４５億円４５億円４５億円４５億円

（＋５．３％）（＋５．３％）（＋５．３％）（＋５．３％）

特別会計特別会計特別会計特別会計

（国民健康保険など３会計）

３２０億３，１００万円３２０億３，１００万円３２０億３，１００万円３２０億３，１００万円

△６，９００万円△６，９００万円△６，９００万円△６，９００万円

（△０．２％）（△０．２％）（△０．２％）（△０．２％）

自動車運送事業自動車運送事業自動車運送事業自動車運送事業

１億２００万円１億２００万円１億２００万円１億２００万円

２２２２平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度 当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明

自動車運送事業自動車運送事業自動車運送事業自動車運送事業 １２億４，２００万円１２億４，２００万円１２億４，２００万円１２億４，２００万円

１億２００万円１億２００万円１億２００万円１億２００万円

（＋８．９％）（＋８．９％）（＋８．９％）（＋８．９％）

水道事業水道事業水道事業水道事業 ６３億４，０００万円６３億４，０００万円６３億４，０００万円６３億４，０００万円

７億３，８００万円７億３，８００万円７億３，８００万円７億３，８００万円

（＋１３．２％）（＋１３．２％）（＋１３．２％）（＋１３．２％）

下水道事業下水道事業下水道事業下水道事業 １５４億９，４００万円１５４億９，４００万円１５４億９，４００万円１５４億９，４００万円

１８億８００万円１８億８００万円１８億８００万円１８億８００万円

（＋１３．２％）（＋１３．２％）（＋１３．２％）（＋１３．２％）

工業用水道事業工業用水道事業工業用水道事業工業用水道事業 １，５００万円１，５００万円１，５００万円１，５００万円

４００万円４００万円４００万円４００万円

（＋３６．４％）（＋３６．４％）（＋３６．４％）（＋３６．４％）

富士大和温泉病院事業富士大和温泉病院事業富士大和温泉病院事業富士大和温泉病院事業 １７億９，４００万円１７億９，４００万円１７億９，４００万円１７億９，４００万円

△９，８００万円△９，８００万円△９，８００万円△９，８００万円

（△５．２％）（△５．２％）（△５．２％）（△５．２％）



歳入予算の概況歳入予算の概況歳入予算の概況歳入予算の概況歳入予算の概況歳入予算の概況歳入予算の概況歳入予算の概況

【歳入総額 ８９７億円】

（単位：百万円）

その他

0.8%

地方譲与税

0.8%

市債

諸収入

2.4%

使用料及び手数料

1.8%

分担金及び負担金

1.2%

繰入金

0.9%

(807)

(1,583)

(698)
(1,077)

(634)
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※端数処理のため構成比が一致しない場合があります。

市税

32.7%

地方交付税

21.7%

国・県支出金

21.7%

市債

13.0%

地方消費税交付金

3.0%

(29,322)

(19,500)

(19,497)

(11,657)

(2,730)

(2,195)



歳出予算の概況歳出予算の概況歳出予算の概況歳出予算の概況歳出予算の概況歳出予算の概況歳出予算の概況歳出予算の概況

【歳出総額 ８９７億円】

（単位：百万円）

≪款別≫ ≪性質別≫

土木費

商工費

3.5%

消防費

3.9%

その他

0.3%

議会費

0.7%

農林水産業費

3.2%

(3,493)

(3,128)

(2,853)
(612)

(269)

その他

1.4%

維持補修費

2.9%

扶助費

補助費等

7.5%

(2,598)

(1,227)

(6,710)

４４４４平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度 当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明

※端数処理のため構成比が一致しない場合があります。

民生費

35.9%

総務費

12.1%

教育費

12.0%

公債費

11.2%

衛生費

10.4%

土木費

6.8%

(32,205)

(10,881)
(10,763)

(9,308)

(6,132)

扶助費

23.4%

人件費

15.7%

投資的経費

14.9%

繰出金

12.6%

公債費

11.2%

物件費

10.4%

(20,972)

(14,104)

(13,363)

(10,076)

(11,295)

(9,355)

(6,710)

(10,056)



投資的経費の推移投資的経費の推移投資的経費の推移投資的経費の推移投資的経費の推移投資的経費の推移投資的経費の推移投資的経費の推移

（単位：億円）
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◎一般会計の実質的投資の額

※実質的投資の額：主な繰上償還や用地購入費などを除いて算出したもの

※点線部分は、国の経済対策等に伴う３月（２月）補正前倒し分（Ｈ２６は前倒し予定分）
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ⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢ．平成．平成．平成．平成．平成．平成．平成．平成2626年度の重点政策年度の重点政策年度の重点政策年度の重点政策年度の重点政策年度の重点政策年度の重点政策年度の重点政策

安心・安全なまちづくり

経済の活性化・まちの活力の向上１

２

６６６６
平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度 当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明

バイオマス産業都市さがの実現

子育て支援、教育・福祉の充実

地域力のアップ

３

４

５



■予算 3,179千円

■概要 平成34年頃に見込まれる九州新幹線西九州ルートの開業に向け

て、JR佐賀駅前にコンベンションを誘致できる複合ビルの整備

など、駅周辺の整備構想の策定に向けた調査・検討を行う。

経済の活性化・まちの活力の向上経済の活性化・まちの活力の向上１

（１）まちの活力の向上（１）まちの活力の向上（１）まちの活力の向上（１）まちの活力の向上（１）まちの活力の向上（１）まちの活力の向上（１）まちの活力の向上（１）まちの活力の向上

○○佐賀駅周辺再開発構想検討経費（総合政策課）

７７７７平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度 当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明

○○中央大通り再生計画策定経費（商業振興課）中央大通り再生計画策定経費（商業振興課）

■予算 8,500千円

■概要 JR佐賀駅周辺と４核エリアを結ぶ主要導線である中央大通りの

再生計画を策定し、市のシンボルロードとして企業や店舗等の

進出意欲を創出する方策等を実施する。

○○バルーンミュージアム整備事業（観光振興課）バルーンミュージアム整備事業（観光振興課）

■予算 573,494千円

■概要 観光客や市民が年間を通してバルーンに関する情報に触れること

ができるバルーンをテーマとした国内初の常設展示館「バルーンバルーンバルーンバルーン

ミュージアムミュージアムミュージアムミュージアム」を中央大通り沿い（㈱マルキョウ佐賀店跡地）に

整備する。[平成28年にオープン予定]
バルーンミュージアム（イメージ）



○○首都圏・海外販路開拓強化事業（商業振興課）首都圏・海外販路開拓強化事業（商業振興課）

■■■■予算 15,494千円

■概要 首都圏における市産品の販売や飲食メニューへの活用によっ

て、市産品の売り上げと認知度の向上を図るとともに、海外

市場への売り込みも進める。

【事業内容】

経済の活性化・まちの活力の向上経済の活性化・まちの活力の向上１

（２）経済の活性化（２）経済の活性化（２）経済の活性化（２）経済の活性化（２）経済の活性化（２）経済の活性化（２）経済の活性化（２）経済の活性化

商談会

○○６次産業化・農商工連携推進事業（農業振興課）６次産業化・農商工連携推進事業（農業振興課）

８８８８平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度 当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明

【事業内容】

・首都圏流通関係者、メディア関係者に対するPRの強化

・台湾、香港などへの農水産品、加工食品の売り込み

■■■■予算 7,120千円

■概要 生産・加工・販売を一環して行う６次産業化を支援し、農業

経営の多角化を図るとともに、農・商・工が連携した新しい

商品やサービスの開発・提供、販路の拡大などの取組を推進

する。あわせて、佐賀市の農水産品・６次産品のブランド化

を進め、特に隣接する大消費地である福岡都市圏に売り込み

を図る。



○○浸水軽減対策浸水軽減対策事業事業（河川砂防課・上下水道局）（河川砂防課・上下水道局）

■予算 243,892千円

■概要 低平地という特性による浸水被害を軽減するため、佐賀市排水対

策基本計画に基づき、ポンプ整備や排水路整備に着手する。さら

に、豪雨時の遊水池として、城内のお濠やクリークの活用を図る。

災害・防犯対策の充実災害・防犯対策の充実災害・防犯対策の充実災害・防犯対策の充実災害・防犯対策の充実災害・防犯対策の充実災害・防犯対策の充実災害・防犯対策の充実

安心・安全なまちづくり安心・安全なまちづくり２

排水ポンプ

９９９９平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度 当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明

○○自主防災組織育成強化事業（消防防災課）自主防災組織育成強化事業（消防防災課）

○○防犯灯設置助成経費（市民活動推進課）防犯灯設置助成経費（市民活動推進課）

■予算 14,691千円

■概要 自助・共助による地域防災力の向上を図るため、平成25年度に引

き続き、自主防災組織の結成促進と活動活性化のための取組を進

める。

[組織率：平成24年度 39.8％ ⇒ 平成26年度目標 65％]

■予算 46,981千円

■概要 環境負荷を減らし、自治会の維持管理費等の負担を軽減するため、

防犯灯のLED化を３箇年で集中的に推進する。

[LED灯設置率：平成24年度 10.3％ ⇒ 平成28年度目標 90％]

「土のうづくり体験」と「炊き出し訓練」



○○バイオマス産業都市構築推進経費（循環型社会推進課バイオマス産業都市構築推進経費（循環型社会推進課 ※※以下の事業も同じ以下の事業も同じ ））

■予算 6,565千円

■概要 「バイオマス産業都市構想」を策定し、国の認定を目指すとともに、地域のバイオマス（木質、食

品廃棄物、下水汚泥等）を活用した佐賀ならではの炭素循環社会を創造する。

そのために、「バイオマス産業都市推進課バイオマス産業都市推進課バイオマス産業都市推進課バイオマス産業都市推進課」を新設し、強力に事業を推進する。

エネルギーの創造と効率的利用エネルギーの創造と効率的利用エネルギーの創造と効率的利用エネルギーの創造と効率的利用エネルギーの創造と効率的利用エネルギーの創造と効率的利用エネルギーの創造と効率的利用エネルギーの創造と効率的利用

バイオマス産業都市さがの実現３

バイオマス産業都市構想のイメージ

10平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度 当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明

○○清掃工場冷却水小水力発電設備整備事業清掃工場冷却水小水力発電設備整備事業

■予算 53,840千円

■概要 清掃工場で使用する機器冷却水を有効利用して、小水力発電を行うことにより、エネルギーの創

出と温室効果ガスの排出削減を図る。さらに、売電による収益が通算で約5,000万円見込まれる。

[稼動期間を20年とし、導入コストを差し引いて試算]

○○清掃工場バイオマスエネルギー利活用促進事業清掃工場バイオマスエネルギー利活用促進事業

■予算 15,790千円

■概要 排出ガスから分離回収した二酸化炭素を農産物の栽培や

藻類の培養等において有効に利活用するシステムを構築

することで地球温暖化対策に寄与するとともに、関連企

業や施設等の誘致につなげる。

バイオマス産業都市構想のイメージ



子育て支援、教育・福祉の充実４

○○ICTICT教育環境整備事業（学校教育課）教育環境整備事業（学校教育課）

（１）子育て支援、教育の充実（１）子育て支援、教育の充実（１）子育て支援、教育の充実（１）子育て支援、教育の充実（１）子育て支援、教育の充実（１）子育て支援、教育の充実（１）子育て支援、教育の充実（１）子育て支援、教育の充実

電子黒板を使用した授業

○○子ども・子育て支援事業計画策定経費（保育幼稚園課）子ども・子育て支援事業計画策定経費（保育幼稚園課）

■予算 2,479千円

■概要 平成27年度から開始する「子ども・子育て支援事業」を実施するため、

佐賀市の実情に即した事業計画を策定する。

11平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度 当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明

■予算 472,753千円

■概要 電子黒板を小・中学校の全学年に導入して、子どもたちの「集中力」や

「学習意欲」などの教育の質を高めるとともに、ICT支援員を配置し、

効果的な活用を支援する。

【導入対象学年】（平成25年度からの３箇年計画を１年前倒し）

・平成25年度 小学校（4～6年生）

・平成26年度 小学校（1～3年生）・中学校

○○スポーツ合宿補助事業（スポーツ振興課）スポーツ合宿補助事業（スポーツ振興課）

■予算 1,030千円

■概要 スポーツ合宿を行う団体等に対する補助制度を創設し、スポーツを通じた

多様な交流を促進し、市民のスポーツに対する理解を深めるとともに、ス

ポーツ団体等の競技力の向上を図る。

嘉瀬川ダム湖面でのボート練習



子育て支援、教育・福祉の充実

（２）福祉の充実（２）福祉の充実（２）福祉の充実（２）福祉の充実（２）福祉の充実（２）福祉の充実（２）福祉の充実（２）福祉の充実

４

○○障がい児通所施設開設等支援事業障がい児通所施設開設等支援事業 （障がい福祉課）（障がい福祉課）

○○生活困窮者自立促進支援事業生活困窮者自立促進支援事業 （福祉総務課）（福祉総務課）

■予算 41,242千円

■概要 生活困窮者が生活困窮状況からの脱却して自立するため、相談体制

の充実や就労・学習支援などの個々に応じた総合的な支援を行う。

通所施設での指導員とのひと時

○○高齢者バス優待乗車券購入助成事業高齢者バス優待乗車券購入助成事業 （高齢福祉課）（高齢福祉課）

12平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度 当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明

■予算 218,602千円

■概要 高齢者が気軽に外出して、いきいきと生活できるように、市営バスな

どのワンコイン・シルバーパス購入助成の対象年齢を75歳から70歳へ

引き下げる。

【シルバーパスの概要】

・年間パス券を購入 ⇒ １回の乗車当たり100円のみの支払い

○○障がい児通所施設開設等支援事業障がい児通所施設開設等支援事業 （障がい福祉課）（障がい福祉課）

■予算 6,000千円

■概要 ニーズの高い障がい児の放課後等の居場所（日中活動の場）づくりと

家族の負担軽減のため、放課後等デイサービス事業所などの開設・増築

に関わる費用について補助を行い、受け入れ体制の充実を図る。

ワンコイン・シルバーパス



地域力のアップ５

○○地域コミュニティ推進事業（総合政策課）地域コミュニティ推進事業（総合政策課）

■予算 51,577千円

■概要 住民が自ら地域の課題に向き合い、行政と連携して解決する

仕組みを構築することにより、住民自身の手による地域の特

性を活かしたまちづくりを推進する。

さらに、モデル事業から本格実施に発展することにあわせ、

（１）市民主体のまちづくり（１）市民主体のまちづくり（１）市民主体のまちづくり（１）市民主体のまちづくり（１）市民主体のまちづくり（１）市民主体のまちづくり（１）市民主体のまちづくり（１）市民主体のまちづくり

まちづくり座談会

13平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度 当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明

さらに、モデル事業から本格実施に発展することにあわせ、

地域コミュニティ・市民活動推進・公民館支援を一体的に担

当する「協働推進課協働推進課協働推進課協働推進課」を新設する。

○○自治公民館建設等補助事業（社会教育課）自治公民館建設等補助事業（社会教育課）

■予算 54,500千円

■概要 自治公民館の老朽化、利用者の高齢化に対応するため、これ

までの自治公民館の建設補助制度を改修工事まで拡大するな

ど、活発な自治公民館活動を支援する。

【補助の概要】

・建設補助／新築・改築・増築・改修改修改修改修に対する助成

補助率：20％、補助限度額：300万円

・トイレ洋式化補助／トイレ洋式化に対する助成（県補助）

１便房当たり20万円・40万円・60万円

地域でのクリーンアップ作戦



○○シティプロモーションシティプロモーション事業事業（秘書課）（秘書課）

■予算 19,726千円

■概要 市のイメージアップと認知度の向上のため、経済・観光・文

化・自然などの情報について、トップセールスやＳＮＳ等を

積極的に用いながら、効果的な情報発信を目指す。さらに、

（２）シティプロモーションの推進（２）シティプロモーションの推進（２）シティプロモーションの推進（２）シティプロモーションの推進（２）シティプロモーションの推進（２）シティプロモーションの推進（２）シティプロモーションの推進（２）シティプロモーションの推進

地域力のアップ５

シティプロモーション

○○ホームページ再構築事業（秘書課）ホームページ再構築事業（秘書課）

積極的に用いながら、効果的な情報発信を目指す。さらに、

若い世代から佐賀市のイメージアップに関するアイデアを募

集して、情報の発信力を高めていく。

そのために、「シティプロモーション室シティプロモーション室シティプロモーション室シティプロモーション室」を設置し、総合的

な取組を進める。

14平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度 当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明

■予算 7,000千円

■概要 市内外の閲覧者が欲しい情報を的確に入手できるように、市

の情報発信の主要なツールであるホームページを全面的にリ

ニューアルする。



「三重津海軍所跡」を構成資産のひとつとする「明治日本の産業革命遺産」が

政府による世界文化遺産候補としてユネスコに推薦されました。これからは、

国際機関による現地調査や審議といった最終段階に移ります。

◆ トピックス（１）

三重津海軍所跡を世界遺産に！三重津海軍所跡を世界遺産に！

世界遺産への道世界遺産への道世界遺産への道世界遺産への道世界遺産への道世界遺産への道世界遺産への道世界遺産への道

三重津海軍所跡を身近に感じることができる展示スペースを佐野常民記念館内

に整備しており、11月頃にオープンする予定です。
【展示内容】

・原寸大ドライドックの写真展示、出土遺物の展示、映像ガイダンス など

①世界遺産暫定一覧表に記載

②文化財指定などの国内法の整備

③国内の推薦資産に選定

④国からユネスコへの推薦書の提出

⑤国際記念物遺産会議（イコモス）による現地調査（平成26年度）

⑥ユネスコ世界遺産委員会での審議（平成27年夏）

15平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度 当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明

展示施設の整備展示施設の整備展示施設の整備展示施設の整備展示施設の整備展示施設の整備展示施設の整備展示施設の整備



全国の市と東京２３区を対象に、日本経済新聞社が実施した「第２回経営

革新度調査」において、佐賀市が全国８１２市区（うち有効回答784市区）中、

総合７位総合７位総合７位総合７位（前回20位）となりました。

◆ トピックス（２）

経営革新度ランキングで全国第７位に！経営革新度ランキングで全国第７位に！

経営革新度調査とは経営革新度調査とは経営革新度調査とは経営革新度調査とは経営革新度調査とは経営革新度調査とは経営革新度調査とは経営革新度調査とは

★市民参加度：全国５位

［参加と協働をまちづくりのルールとした「まちづくり自治基本条例」の制定 など］

★利便度：全国９位

［日曜窓口の開設（本庁）、市税と水道・下水道使用料のコンビニ収納 など］

次の４つの要素ごとに設定した指標（計７８項目）をもとに得点化し、全体評価を行うものです。

①情報公開や住民への説明責任の観点を評価する「透明度」「透明度」「透明度」「透明度」

②効率的運営や積極性を評価する「効率化・活性化度」「効率化・活性化度」「効率化・活性化度」「効率化・活性化度」

③住民との共生・協働を測る「市民参加度」「市民参加度」「市民参加度」「市民参加度」

④公共サービスの便利さを見る「利便度」「利便度」「利便度」「利便度」

16平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度 当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明

経営革新度調査とは経営革新度調査とは経営革新度調査とは経営革新度調査とは経営革新度調査とは経営革新度調査とは経営革新度調査とは経営革新度調査とは

高評価の理由高評価の理由高評価の理由高評価の理由高評価の理由高評価の理由高評価の理由高評価の理由


