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■生活対策・経済対策に係る臨時交付金事業について

　地方公共団体が地域の活性化に積極的に取り組むことができるよう各種臨時交付金が交付され
ることとなり、本市としてもこの施策の趣旨を踏まえ、将来に向けたインフラ整備等に財源を充
て各種事業を実施したものである。
　なお、当該事業については311頁以降に一覧で掲載するとともに、既存事業への財源として交
付金を充当した事業については、事業名に下記のとおり表記した。

 ◇ 地域活性化・生活対策臨時交付金　：　○○○事業〔生活〕
 ◇ 地域活性化・経済危機臨時交付金　：　○○○事業〔経済〕
 ◇ 地域活性化・公共投資臨時交付金　：　○○○事業〔公共〕


