
 

Ⅱ 主な事業 
（単位：千円,［  ］は債務負担行為） 

 
１ 新型コロナウイルス感染症対策                              

 

・医療提供体制整備費 １３,６０８,０００ 医療政策課 

     新型コロナウイルス感染症患者専用の病棟を設定する医療機関等における病床の確保等 

 

・診療・検査医療機関等経営支援費 ２００,０００ 医療政策課 

     外来診療等の休止・縮小を余儀なくされた診療・検査医療機関等への経営支援 

 

・医療機関等設備整備支援費 １,１００,０００ 疾病・感染症対策室 

     外来診療等を行う医療機関等に対する設備整備等への助成 

 

・検査体制構築費 ７６４,９８８ 疾病・感染症対策室 

     ドライブスルー形式による検査体制の整備とＰＣＲ検査等の実施 

 

・地域外来体制整備費 ４８８,６５０ 疾病・感染症対策室 

     診療・検査体制の更なる充実に向けた地域外来・検査センターの整備 

 

・宿泊療養施設確保費 ４,５９１,９９３ 疾病・感染症対策室 

     民間宿泊施設の借上げや医療従事者の確保など療養体制の整備 

 

・ケア付き宿泊療養施設確保費 ３７０,０００ 疾病・感染症対策室 

     軽症・無症状である要介護高齢者を対象とした宿泊療養施設の確保 

 

・ワクチン接種体制整備費 ８０,０００ 疾病・感染症対策室 

     新型コロナワクチンの有効性及び安全性が確認された際の速やかな接種体制の整備 

 

・看護職員確保支援費 ４２３,０００ 医療人材対策室 

     医療機関に対する看護職員の派遣支援による医療提供体制の確保 

 

・保健所体制強化費 １０６,０００ 疾病・感染症対策室 

     民間委託等による保健師・看護師の確保を通じた保健所の業務体制の強化 

 

・社会福祉施設等感染症対策費 １７４,０００ 長寿社会政策課、子ども・家庭支援課、 

子育て社会推進室、障害福祉課 

     介護施設、児童福祉施設及び障害福祉施設における感染症対策の推進 

 



 

・社会福祉施設等介護職員等確保支援費 １３６,０５０ 長寿社会政策課、障害福祉課 

     介護職員等の応援派遣に向けた体制構築及び派遣に要する経費への助成等 

 

・介護基盤整備等支援費 ６９５,７４８ 長寿社会政策課 

     介護施設等における簡易陰圧装置等整備への助成 

 

・妊産婦総合対策費 １４３,６５５ 子ども・家庭支援課 

     強い不安を抱える妊婦への希望に応じた分娩前のウイルス検査の実施等 

 

・中小企業経営安定資金等貸付金（新型コロナウイルス感染症対応分） 

 ７１,２３９,０００［２２４,０００］ 商工金融課 

     中小企業の資金需要に対応した安定的な資金調達を支援 

 
・被災中小企業者対策資金利子補給（新型コロナウイルス感染症対応分） 

 ３,５１３,５９０［７,２４９,０００］ 商工金融課 

     中小企業経営安定資金等貸付に伴う利子補給 

 

・フードバンク支援費（新型コロナウイルス感染症対応分） １０,０００ 社会福祉課 

     生活困窮者や子ども食堂等への食料支援を実施しているフードバンク活動団体への助成 

 

・子どもの食緊急支援費 ５,０００ 子育て社会推進室 

     子ども食堂に対する食堂再開や食糧配送への助成 

 

２ 被災地の復興完了に向けたきめ細かなサポート                       

 

・みやぎ地域復興支援費（震災復興基金） １３９,０００ （R2:192,200）地域復興支援課 

被災者の生活再建等をきめ細かに支援するＮＰＯ等への助成 

 

・地域コミュニティ再生支援費（震災復興基金） ２８５,８００  

（R2:245,900）地域復興支援課 

住民主体の地域コミュニティ再生活動への支援 

 

・ＮＰＯ等の絆力を活かした震災復興支援費 １０６,５００  

（R2:122,886）共同参画社会推進課 

     復興の進展に伴う課題に対応した切れ目のない支援による被災者の心の復興の促進 

 

・被災地域福祉推進費 ５４３,１１８ （R2:829,820）社会福祉課 

     被災者への相談支援や孤立防止のための見守り活動等への助成 

 



 

・心のケアセンター運営支援費 ２７０,０００ （R2:290,000）精神保健推進室 

     被災者の心の問題への対応拠点となる心のケアセンターの運営への助成 

 

・被災児童生徒等就学支援費 ３８８,４１５ （R2:2,483,534）義務教育課、高校教育課ほか 

被災児童生徒や保護者等への支援 

 

・緊急スクールカウンセラー等派遣費 ８７１,０４８ 

（R2:762,297）義務教育課、高校教育課ほか 

公立学校等へのスクールカウンセラー派遣等 

 

・みやぎ子どもの心のケアハウス運営支援費 ３００,０００ （R2:397,000）義務教育課 

学校生活に困難を抱えている児童生徒への支援 

 

・中小企業等復旧・復興支援費 １１,５１４,０００  

（R2:16,710,000）企業復興支援室、商工金融課 

     中小企業グループ等の復興事業計画に基づく生産施設や商店街施設等の復旧への助成 

 

・中小企業経営安定資金等貸付金（震災対応分） １４,５８７,０００[１７,０００]  

（R2:18,439,000）商工金融課 

     被災中小企業の資金需要に対応した安定的な資金調達を支援 

 

・緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費 ３３７,１７５[２０５,０００]  

（R2:389,351）雇用対策課 

     被災求職者の安定的な雇用の創出等 

 

・東北デスティネーションキャンペーン推進費（地域整備推進基金） ７０,０００  

（R2:100,000）観光課 

     東北デスティネーションキャンペーン推進協議会への負担金等 

 

・輸出基幹品目販路開拓費（震災復興基金） ２４,９００ （R2:39,600）食産業振興課 

県産ホヤの海外販路拡大に向けた取組への支援等 

 

・主要水産物販路開拓費（震災復興基金・地域整備推進基金） 

 １５,９１０ （R2:12,571）水産業振興課 

県産ホヤの国内販路拡大に向けた取組への支援等 

 

 

 

 



 

・第４０回全国豊かな海づくり大会推進費（震災復興基金） ４００,０００ 

（R2:393,874）全国豊かな海づくり大会推進室 

第４０回全国豊かな海づくり大会の開催等 

 

・松島海岸駅整備支援費（地域整備推進基金） １９６,６４５ 総合交通対策課 

駅舎のバリアフリー化のためのホーム改良やエレベーター設置等への助成 

 

（新規）・仙台空港運用時間２４時間化環境整備費（地域整備推進基金） １,０２２,０００ 

空港臨空地域課 

仙台空港の運用時間２４時間化に伴う環境整備 

 

（新規）・仙台空港運用時間２４時間化騒音対策費（地域整備推進基金） ２０２,７００ 

空港臨空地域課、環境対策課 

仙台空港の運用時間２４時間化に要する騒音対策 

 

・食の安全確保対策費 ２５５,４０２ （R2:317,495）自然保護課、食と暮らしの安全推進課、 

食産業振興課、みやぎ米推進課、畜産課、水産業振興課、林業振興課 

     農林水産物や粗飼料等の放射性物質検査の実施 

 

（拡充）・震災伝承展示管理費（地域整備推進基金） ５３,８００ （R2:11,000）震災復興推進課 

石巻南浜津波復興祈念公園みやぎ東日本大震災津波伝承館の震災伝承展示運営 

 

・東日本大震災復興検証費（地域整備推進基金） ５８,０００ （R2:58,800）震災復興推進課 

県職員の経験を基にした復旧・復興の取組の検証 

 

・広域防災拠点整備費 ４,０９０,５００ （R2:3,631,980）都市計画課 

宮城野原地区における広域防災拠点整備のための公共補償等 

 

３ 富県宮城を支える県内産業の持続的な成長促進                       

 

・ＥＭＣ総合試験棟整備費 ５５７,７９０ （R2:275,414）新産業振興課 

     産業技術総合センターＥＭＣ総合試験棟の整備 

 

・放射光施設設置推進費 ８,７００ （R2:5,214）新産業振興課 

     リサーチコンプレックス形成の推進と地域での利用促進に向けた支援 

 

・サテライトオフィス設置推進費 ４４,１００ 地域復興支援課 

サテライトオフィス県内設置への支援 

 



 

・企業立地促進奨励金 ５,３６６,０００ （R2:2,281,600）産業立地推進課ほか 

     県内に工場等を新増設した企業への奨励金等 

 

（新規）・産業用地整備促進費 １００,０００ 産業立地推進課 

     産業用地造成を検討する市町村に対する調査等への助成 

 

（新規）・ＡＩ・ＩｏＴ産業創出・活用促進支援費 ４５,８００ 新産業振興課 

     ＡＩ・ＩｏＴの社会実装に向けた実証と人材育成や異業種間連携の推進 

 

・次世代自動車技術実証推進費 １１,０００ （R2:21,000）自動車産業振興室 

     環境負荷の少ない電動モビリティを活用した、地域における新ビジネスの創出等の推進 

 

（拡充）・ユニバーサルデザインタクシー普及促進費 ５７,０００ （R2:60,000）自動車産業振興室 

     ユニバーサルデザインタクシーを導入する事業者への助成 

 

・北米及び欧州における販路開拓・定着促進費 ２２,０００ （R2:22,237）国際企画課 

     県産品プロモーション等による県内事業者の欧米市場進出への支援 

 

（新規）・ものづくり海外販路開拓支援費 １０,０００ アジアプロモーション課 

     海外市場での販路開拓を目指す企業への支援 

 

（新規）・県制１５０周年記念事業費 ２,２２５[１０,０００] 震災復興・企画総務課 

     記念行事、観光キャンペーン及び記念誌発行に向けた準備等 

 

・中小企業経営安定資金等貸付金 １３０,４８８,０００[８１４,０００]  

（R2:58,770,000）商工金融課 

     中小企業の資金需要に対応した安定的な資金調達を支援 

 

・松島湾周遊体験観光地整備費 １５６,０００ （R2:140,000）観光課 

     松島湾エリアの長期滞在化促進に向けた観光コンテンツの整備等 

 

（拡充）・県産食品海外ビジネスマッチング支援費 １５,１２８ （R2:13,511）食産業振興課 

県産食品の輸出拡大に向けた取組への支援 

 

（新規）・県産品デジタルマーケティングモデル構築費 ５９,０００ 食産業振興課 

県産品のＥＣ販売及びデジタルマーケティングの推進 

 

 

 



 

（拡充）・アグリテック活用推進費 ３２,１２７ （R2:25,442）農業振興課、畜産課 

     アグリテック活用による農畜産業の生産性向上、仙台牛の高品質化の推進 

 

・実需対応型みやぎ米普及費 ８４,２５９ （R2:90,065）みやぎ米推進課 

     金のいぶき、だて正夢及び多収米の普及促進等 

 

（拡充）・みやぎの園芸振興プロジェクト推進費 ３２７,１７８ （R2:217,827）園芸振興室 

     園芸生産の拡大に向けた取組の総合的な推進 

 

（新規）・水産加工イノベーション推進費 １３,５９５ 水産業振興課 

     ＩＣＴ活用や新しい生活様式によるビジネスモデル変化への対応促進 

 

（新規）・みやぎ材イノベーション創出支援費 １２,８５４ 林業振興課 

     県内木材産業による新たな木質建材開発への支援 

 

（新規）・デジタルみやぎ推進費 １０,０００ 情報政策課 

５Ｇを活用した地域課題解決のための実証モデル事業の実施 

 

（新規）・みやぎ学生・企業コミュ活促進費 ７,３００ 産業人材対策課 

     学生・経営者間の交流の機会を通した県内企業への就職促進や早期離職防止の推進 

 

・移住・起業・就業支援費 １５５,０７４ 

 （R2:188,400）地域復興支援課、中小企業支援室、雇用対策課 

     首都圏からのＵＩＪターンの促進 

 

（新規）・みやぎ人財活躍推進費 １４４,２００ 雇用対策課 

     潜在的労働者の掘り起こしや就職支援を行うみやぎ人財活躍応援センターの設置・運営等 

 

・農林水産業担い手対策費 ５５９,７３５ （R2:617,668）農業振興課ほか  

新規就業者支援や女性就労環境整備等の農林水産業の総合的な担い手確保対策 

 

（新規）・水産業人材・経営体育成推進費 ３９,５０６ 水産業振興課  

新規就業者確保や漁業者の技術向上・連携強化、漁業経営体育成の一体的な推進 

 

（新規）・みやぎ森林・林業未来創造カレッジ運営費 ７,７５３ 林業振興課 

 みやぎ森林・林業未来創造機構を中心とした人材育成 

 

 

 



 

４ 社会全体で支える宮城の子ども・子育て                          

 

・乳幼児医療助成費 １,４００,０００ （R2:1,540,000）子ども・家庭支援課 

     就学前の子どもの医療費への助成 

 

（拡充）・不妊治療医療助成費 ５８４,２７０ （R2:148,483）子ども・家庭支援課 

     不妊治療費の助成を通じた経済的・精神的な負担の軽減及び少子化対策の推進 

 

・待機児童解消推進費（震災復興基金） ４３８,４７６ （R2:719,691）子育て社会推進室 

     待機児童解消に向けた保育所等の整備支援 

 

・地域子ども・子育て支援費 ２,７７０,０００ （R2:2,760,000）子育て社会推進室 

     放課後児童クラブ等の地域子ども・子育て支援への助成 

 

（拡充）・若い世代への少子化対策強化費 ５７,９００ （R2:6,600）子育て社会推進室 

     ＡＩマッチングシステムによる結婚希望者への支援強化や学生へのライフプラン形成支援 

 

・幼児教育無償化推進費 ４,１２９,３５４ 

 （R2:4,774,233）私学・公益法人課、子育て社会推進室、障害福祉課 

     幼児教育無償化に係る市町村への負担金等 

 

（新規）・多様な子どもの安心子育て支援費 １２,０００ 精神保健推進室 

     障害児の早期発見・早期療育に向けた支援体制の整備 

 

（拡充）・児童虐待対策費 １４２,１６１ （R2:76,000）子ども・家庭支援課 

     児童虐待の未然防止と早期発見に向けた体制整備の推進 

 

・子どもの貧困対策推進費 ２１,１１０ （R2:16,185）子育て社会推進室 

     子どもの貧困対策に取り組む市町村や団体への助成及び子ども食堂ネットワークへの支援 

 

（新規）・コミュニティ・スクール推進費 １３,１６６ 義務教育課、高校教育課 

学校運営協議会設置の推進による学校・家庭・地域の連携・協働体制の構築 

 

（新規）・教育ＩＣＴ活用促進費 ３６,０００ 教育企画室 

情報機器の活用促進に向けた県立学校へのＩＣＴ支援員の派遣等 

 

・学力向上推進費 ７３,１３８ （R2:86,499） 義務教育課、高校教育課ほか 

児童生徒に対する学習支援、校内指導体制への支援等 

 



 

（拡充）・部活動指導員配置促進費 ２９,０４３ （R2:16,334）義務教育課、スポーツ健康課 

県立学校への部活動指導員の配置、市町村立中学校への配置に対する助成等 

 

（新規）・個別最適な学びに関するモデル事業費 ４,４９２ 義務教育課 

個別最適な学びの実現に向けた大学等との連携による実践的なモデルの構築 

 

（拡充）・みやぎグローバル人材育成費 ４２４,２１０（R2:253,957）教職員課、高校教育課、施設整備課 

県立学校における国際バカロレア・ディプロマプログラムの推進 

 

（新規）・英語実践力向上推進費 ４,４４４ 高校教育課 

ＩＣＴを活用した海外在住のネイティブ講師との英語コミュニケーションの実施等 

 

・いじめ対策・不登校児童生徒支援等推進費 ４４４,３６９ 

（R2:454,584）義務教育課、高校教育課 

いじめ・不登校等に対応するための学校への支援員配置等 

 

（拡充）・不登校等児童生徒学び支援教室運営費 ２３,０６７ （R2:17,610）義務教育課 

小中学校への学び支援教室の設置による学習指導及び社会的自立支援モデルの構築 

 

・県立学校施設整備費 ８,９８８,２８６[１５,５６９,０００]（R2:13,058,821）施設整備課 

校舎改築（宮城第一高校、佐沼高校等）、南部地区職業教育拠点校整備等 

 

・私立学校助成費 １０,７４４,６８８ （R2:10,921,979）私学・公益法人課 

私立学校に対する運営費や保護者の負担軽減を図る授業料軽減への助成等 

 

（新規）・私立高等学校不登校生徒支援費 ２４,８００ 私学・公益法人課 

私立高等学校の不登校生徒支援に対する助成 

 

（拡充）・私立高等学校等就学支援費 ４,３９５,０９０ （R2:4,344,883）私学・公益法人課 

就学支援金制度に加え世帯収入の支給格差に対する追加支援 

 

・公立高等学校就学支援費 ４,０７３,１３４ （R2:4,212,420）高校教育課 

授業料負担軽減のための就学支援金の助成 

 

５ 誰もが安心していきいきと暮らせる地域社会づくり                     

 

（新規）・宮城県戦略的魅力発信費 ２４,８５８ 広報課 

デジタル媒体を活用した宮城の魅力の戦略的な情報発信 

 



 

・移住・定住推進費 ５４,５２６ （R2:57,000）地域復興支援課 

県内全市町村が参加する首都圏での移住イベント開催等による移住・定住の推進 

 

・ＮＰＯ活動推進費 ４,５６０ （R2:4,803）共同参画社会推進課 

     多様な主体の協働に向けたＮＰＯ活動への支援 

 

（新規）・地域共生社会形成推進費 ８,５７３ 社会福祉課 

     地域共生社会の実現に向けた市町村支援等 

 

（新規）・ＢＰＯを活用した障害者工賃向上モデル推進費 ５,０００ 障害福祉課 

     障害者の就労機会の拡大と工賃向上に向けた受注開拓への支援 

 

・就職氷河期世代支援費 ５３,０００ （R2:50,000）雇用対策課 

     就職説明会や相談会の開催等による就職氷河期世代への就労支援 

 

（新規）・外国人材マッチング支援費 １７,０７３ 国際企画課 

     人手不足対策やグローバル化対応等に向けた外国人材の活用推進 

 

・オリンピック・パラリンピック推進費 ５２７,４７７ 

（R2:590,191）オリンピック・パラリンピック大会推進課 

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の推進 

 

・慶長使節船ミュージアムリニューアル整備費 ４５５,０００  

（R2:114,786）消費生活・文化課 

     慶長使節船ミュージアム改修基本計画に基づくリニューアルの推進 

 

（新規）・美術館リニューアル整備費 ５６,０２２［７９,０００］ 生涯学習課 

美術館リニューアル基本方針を踏まえた施設改修等 

 

・スマートみやぎプロジェクト推進費 ２３,２４５ （R2:13,983）健康推進課 

     健康づくりが日常的に実践できる社会環境の整備 

 

（拡充）・医療機関勤務環境改善費 ３３２,６７９ （R2:162,778）医療人材対策室 

     医師の労働時間短縮に向けた総合的な取組を実施する医療機関への支援等 

 

（新規）・病床機能再編支援費 ２９２,０００ 医療政策課 

     医療機能の分化・連携に必要な病床削減への支援 

 

 



 

・病床機能分化・連携推進基盤整備費 ５８０,２５０ （R2:480,000）医療政策課 

     地域医療構想を踏まえた回復期病床等を整備する医療機関への支援 

 

（拡充）・ロボット等介護機器導入促進費 １６８,３００ （R2:52,336）長寿社会政策課 

     介護職員の勤務環境改善に向けた介護ロボット・ＩＣＴの導入への支援 

 

（拡充）・介護人材確保対策緊急アクションプラン推進費 １８４,５６９（R2:120,000）長寿社会政策課 

     介護施設の働き方改革、介護人材確保への支援、イメージアップキャンペーンの実施等 

 

（新規）・福祉系高校修学資金等貸付金 ３３,６００ 長寿社会政策課 

     福祉系高校生への返済免除付き貸付金等による介護分野における人材確保・定着の推進 

 

（新規）・障害者差別のない共生社会推進費 １７,０００ 障害福祉課 

     障害を理由とする差別を解消し障害の有無に関わらず共生する社会づくりの推進 

 

・船形の郷建替整備費  ２,４４４,４１５[１４７,０００] （R2:1,375,170）障害福祉課 

     高齢化や障害の重度化への対応や利用者の生活の質の向上を目的等とした船形の郷の整備 

 

（新規）・鉄道駅舎等エレベーター整備助成費 １０,０００［２０,０００］ 総合交通対策課 

鉄道駅舎等のバリアフリー化を推進するためのエレベーター設置に対する助成 

 

    ・警察官耐刃防護衣改良費 ５３,０７３ （R2:55,000）警察本部 

警察官の安全確保のための改良型耐刃防護衣の整備 

 

（新規）・岩沼警察署建設費 ８３,６００[７９,０００] 警察本部 

岩沼警察署の新庁舎建設に係る基本・実施設計等 

 

（拡充）・サイバー犯罪対策推進費 １５,７４５ （R2:4,487）警察本部 

サイバー犯罪に的確に対応するためのサイバーパトロール支援システムの導入等 

 

６ 強靱で自然と調和した県土づくり                             

 

（拡充）・２０５０ゼロカーボン推進費 ４１,０００ （R2:21,022）環境政策課  

     ２０５０年二酸化炭素排出実質ゼロに向けた地球温暖化対策と気候変動適応策の推進 

 

・みやぎ二酸化炭素排出削減支援費 ２８１,６３０ （R2:295,851）環境政策課 

     脱炭素社会の形成に向けた二酸化炭素排出削減に取り組む事業者への支援 

 

 



 

・水素エネルギー利活用推進費 １３８,８００ （R2:203,728）再生可能エネルギー室 

     燃料電池自動車や水素ステーション整備への助成等による水素エネルギーの利活用促進 

 

（新規）・太陽光発電を活用したＥＶ利用モデル等導入促進費 ２５,０００ 再生可能エネルギー室 

     需給一体型の再生可能エネルギー利用モデルの導入に向けた取組への支援 

 

・再生可能エネルギー地域共生推進費 ２,０００ （R2:1,380）再生可能エネルギー室 

     地域社会と共生できる太陽光発電事業の実施に向けた事業者への普及啓発等 

 

・湿地環境保全・利活用推進費 ７８,６８０ （R2:68,665）自然保護課 

     伊豆沼・内沼の生物多様性の回復と魅力の発信に向けた取組推進 

 

・野生鳥獣保護管理対策費 ２６０,４９８ （R2:256,758）自然保護課 

     保護管理事業の実施強化、鳥獣被害対策専門指導員の設置等 

 

・鳥獣害防止対策費 ３７７,７２９ （R2:351,403）農山漁村なりわい課 

市町村が取り組む鳥獣害防止対策への助成等 

 

・令和のむらづくり推進費 ２７,８５６ （R2:29,650）農山漁村なりわい課 

地域資源ビジネスの創出や都市農村交流の推進等 

 

・家畜伝染病予防費 ２７１,１４９ 畜産課 

     飼養豚に対する豚熱予防のためのワクチン接種 

 

（新規）・地震被害等想定調査費 １６,６９０ 危機対策課 

防災・減災対策の基礎資料となる第５次地震被害想定調査の実施 

 

（新規）・水災補償付き火災保険等加入支援費 ２３,５００ 消防課 

被災からの生活再建の迅速化を図るための水災・地震保険等への加入促進支援 

 

・防災・減災・国土強靱化対策費 １,４８２,８４３ （R2:9,090,255）農村整備課 

防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策 

 

（新規）・田んぼダム実証モデル構築費 ２０,２００ 農村振興課 

洪水被害緩和対策としての田んぼダムの効果検証 

 

 

 

 



 

・新・災害に強い川づくり緊急対策費 １,４０４,９００[１,２３０,０００] 

（R2:2,775,535）河川課 

河川の再度災害防止と河川堤防の安全度確保対策等 

 

（拡充）・土砂災害基礎調査費 ７９６,９５０ （R2:47,250）防災砂防課 

土砂災害防止法に基づく基礎調査 

 

（拡充）・防災教育等研修費 ４,３２５ （R2:1,268）教職員課 

被災地訪問型の教職員研修、防災教育及び地域と連携した防災体制の推進 

 

（新規）・地域連携型学校防災体制構築推進費 １０,０００ スポーツ健康課 

地域と連携した学校防災体制の構築 

 

・公共施設等長寿命化対策費 ２８,５０３,０９４  

 （R2:34,110,218）管財課、道路課、スポーツ健康課ほか 

公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進 

 

・上工下水一体官民連携運営構築費（企業会計） ７４,４５６ （R2:58,300）水道経営課 

水道用水供給・工業用水道・流域下水道の３事業一体とした公共施設等運営権の設定 

 

 

 


