
（ 担当：福光庁舎　土木課　　問合せ先　　２３-２０２１） （ 担当：福光庁舎　土木課　　問合せ先　　２３-２０２１）

○整備路線
・高堀太美山線（福野）・ ○整備路線
・二日町広安線（福野）・ ・ ・中の平線（平）
・高屋井口線（井波） ・下出入谷線（平） ・安居七村線(福野） ・上村口線（平）
・是安信末線（城端） ・新屋成出線（上平） ・北野児童公園線（城端）・西赤尾小瀬形線（上平）
・小坂岩木線（福光） ・ ・遊部１２号線（福光） ・皆葎猪谷線（上平）
・ ・小山１号線（福光） ・

・祖谷４号線（福光） ・
・理休公民館横線（城端）・
・是安１号線（城端） ・上梨小原線（上平）
・専勝寺院瀬見線（井波）・菅沼田下線（上平）
・飛騨屋山斐線（井波）
・上川崎１号線（福野）
・宗守６号線（福光）
・中ノ江６号線（福光）
・高堀太美山線（福光）
・西町八幡線（福光）
・荒木高宮線（福光）

財源
国県支出金 財源
起債 起債

（ 担当：福光庁舎　土木課　　問合せ先　　２３-２０２１） （ 担当：福光庁舎　土木課　　問合せ先　　２３-２０２１）

○整備路線
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・その他
・

財源
起債

金沢湯涌福光線（福光）

井波福野線（井波）

福野城端線（城端）
利賀河合線（利賀） 小森谷庄川線（福野）

金沢井波線（福光） 林道温泉線（城端）

市の負担額 90 万円
1,590 万円

道路新設改良事業（補助）

　南砺市の道路網を構築する幹線市道の整備を、国
の補助金を活用して進めています。

171 万円

城端サービスエリア

坂上上百瀬線（利賀）

万円

　東海北陸自動車道城端サービスエリアに要望して
いるスマートインターチェンジの設置に向けて検討
を行います。

城端SAスマートIC設置検討業務委託

万円県道整備事業負担金 1,680スマートIC設置検討業務 171

4億3,680 万円
市の負担額 2,320 万円

　富山県が単独費で実施する県道の道路改良事業、
道路舗装事業、雪寒対策施設事業に対して事業費の
10～20％を負担金として納入します。

一般県道小森谷庄川線

城端嫁兼線（城端）

下出入谷線

市の負担額

高畠城端栄町線（福光）

2億　350 万円
1,120

是安信末線

万円

3億1,955 万円 西赤尾小瀬形線

万円5億3,425 万円 4億6,000道路新設改良事業（単独）

　除雪等の生活環境の改善や、他事業の実施を支援
する市道の整備を、起債を活用して進めています。

吉松川上中線（城端）

東上理休線（城端）

来栖岩野線（平）

高堀専勝寺線（福野,井波）

豆谷菅沼線（利賀）

舘市野沢線（福光）
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（ 担当：福光庁舎　土木課　　問合せ先　　２３-２０２１） （ 担当：福光庁舎　土木課　　問合せ先　　２３-２０２１）

道路橋梁維持費 2億362 万円 道路橋梁施設整備費 1億4,211

　南砺市には約1,330ｋｍの市道があります。道路
や橋を常に良好な状態に保ち、歩行者や交通車両に
支障が出ないように舗装補修、安全柵修繕、照明灯
電気代などや自治会より要望のあった事項への対応
にかかる費用です。

万円

　南砺市の道路網を構築する重要な路線の維持や施
設整備について国の交付金や起債によって整備を進
めています。

（コンクリート補修）遊部大橋 他

大門川橋 他

中の平来栖線

市道祖山線
道路落石対応 堀之内１号線他

中ノ江岩木線他

　南砺市には約1,330ｋｍの市道があります。道路
や橋を常に良好な状態に保ち、歩行者や交通車両に
支障が出ないように舗装補修、安全柵修繕、照明灯
電気代などや自治会より要望のあった事項への対応
にかかる費用です。

修繕作業

（落石防護柵新設）
（落石防護柵新設）

（コンクリート補修）

（鋼製桁塗装）

（側溝改修）

（舗装路盤修繕）

市道祖山線
（落石防護柵）

財源
国県支出金 万円

財源 起債 万円
万円 万円
万円 万円

（ 担当：福光庁舎　土木課　　問合せ先　　２３-２０２１） （ 担当：福光庁舎　土木課　　問合せ先　　２３-２０２１）

（２台）

除雪ドーザー　１０ｔ級

保険料

財源
国県支出金 千円
起債 千円

千円

その他（基金繰入等） 1億5,929
4,433市の負担額

万円

　冬季間の交通確保のため車道７４０ｋｍ、歩道８
０ｋｍの機械除雪を市内９の除雪企業体に委託し、
南砺市所有と民間建設業者が所有する計１４７台の
除雪車で除雪作業を行っています。

　市の除雪車両の車検整備費やチェーン・凍結防止
剤などの消耗品・企業体への委託経費です。

　除雪時間が遅いなどの苦情も多く有りますが、よ
りよき除雪となるよう今後も努力してまいりますの
で、ご協力をお願いいたします。

除雪対策費 3億5,028

安全施設管理

万円4,203除雪機械購入費

4,950

 南砺市所有の除雪車１１５台のうち老朽化した車両
を国の補助金により更新を進めてまいります。

歩道用ロータリー除雪車
（１台）

3,230
4,300その他（基金繰入等）

市の負担額 1,731

除雪ドーザー ロータリー除雪車

（上記３台）

市の負担額 73
1,330
2,800
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（ 担当：福光庁舎　土木課　　問合せ先　　２３-２０２１） （ 担当：福光庁舎　土木課　　問合せ先　　２３-２０２１）

H25年度は１５団体を予定しています。

 機械活用による地域除雪

財源
国県支出金 万円
起債 万円

万円
万円

（ 担当：福光庁舎　土木課　　問合せ先　　２３-２０２１） （ 担当：福光庁舎　土木課　　問合せ先　　２３-２０２１）

*小型除雪車運転
は講習会受講が必
要です1,884

920

地域ぐるみ除排雪機械購入費 5,141 万円 小型除雪車運転講習会事業 10 万円

　富山県が実施する富山県地域ぐるみ除排雪促進事
業を活用し小型除雪機械を除雪活動を行う団体（自
治会・協議会等）へ貸し出ししています。
負担割合　県1/3、地元1/10、市残り1７/30
　　　　　（上限額があります）
　貸し出し後は、団体において保管・保険・修理費
が必要です。

　地域ぐるみ除排雪促進事業を推進するにあたり、
団体（自治会・協議会等）での除雪作業を安全にお
こなっていただくために運転講習会を行います。

タイヤショベルなどの建設機械系の除雪機械を運転
する場合は講習会受講が義務付けられています。
※本事業費では会場準備費・機械リース代を計上し
ています。
※受講にあたっては14,000円の個人負担が必要で
す。

万円

703
市の負担額 1,634
その他（地元負担金）

2,400消雪融雪装置管理費 6,905 万円 消融雪施設整備費（補助）

　地下水や河川水を利用した消雪・融雪装置に必要
な電気代やポンプ取替え等の修繕、散水管の点検費
用です。

　融雪の電力は第２融雪電力として安価な契約をし
ているため、１１時～１２時・１３時～１４時まで
は散水できませんのでご理解をお願いいたします。

　消雪・融雪装置の新設や設備の更新工事を、国の
補助金を活用して整備を進めています。

（更新）新町線他

七ツ屋荒木町線他

　地下水や河川水を利用した消雪・融雪装置に必要
な電気代やポンプ取替え等の修繕、散水管の点検費
用です。

　融雪の電力は第２融雪電力として安価な契約をし
ているため、１１時～１２時・１３時～１４時まで
は散水できませんのでご理解をお願いいたします。

（更新）

（更新）

消雪電気　及び
　監視装置電話代 万円

1,884
3,239

修繕・工事代 万円

点検委託料 万円

その他 万円

1,884
1,745
37

財源
国県支出金 万円
起債 万円

万円50

1,440
910

市の負担額
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（ 担当：福光庁舎　土木課　　問合せ先　　２３-２０２１） （ 担当：福光庁舎　土木課　　問合せ先　　２３-２０２１）

消雪貯水槽新設（井波：新規） 刀利ダム親水公園 城端ダム公園
下梨川手線凍結防止（平：新規） 臼中ダム親水公園 井波大門川桜並木樹木
田尻２号線他（福野：新規） 西赤尾河川公園 七福の森砂防公園
吉江中中ノ江線・田中11号線（福光：新規） 下梨砂防公園 東梅谷川砂防公園
苗島軸屋線（福野：新規） 利賀川砂防公園 山田川河川敷遊歩道

　　　松島貯水槽 利賀川ダム公園

　　　刀利ダム親水公園

財源
起債 万円

万円
万円

万円 河川環境公園管理費 483 万円消融雪施設整備費（単独） 5億679

　補助事業の対象とならない消雪・融雪装置の新設
や古くなった設備の更新工事を、まちづくり基金と
起債を活用して整備を進めます。

　水辺空間を活用し、市民の憩いの場となるダム湖
畔や河川の桜並木など、公園施設の電気代、修繕、
樹木の管理費用です。

4億4,130
4,200

市の負担額 2,349
その他（まちづくり基金）
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（ 担当：福光庁舎　土木課　　問合せ先　　２３-２０２１） （ 担当：福光庁舎　土木課　　問合せ先　　２３-２０２１）

対象事業
事業内容
・道路路肩・道路法面・植樹帯等の草刈り
・歩道・道路路肩・植樹帯等の草むしり
・歩道・道路路肩の清掃、土砂上げ 補助対象経費・補助率
申請団体
・自治振興会
補助金額

（ 担当：福光庁舎　土木課　　問合せ先　　２３-２０２１）

事業内容
・インターチェンジ設置に伴う市道改良工事
・中日本高速道路株式会社への工事負担金

財源
国県支出金
起債

万円

　市道の草刈りや清掃活動を行う自治振興会に活動
経費の一部を補助金として交付します。（１団体年
１回分）

地域の生活道路や生活用雑排水路の整備に対して、
住民自治組織が行う土木工事に補助金を交付しま
す。（農業用施設や林道は除きます。）

・法定外公共物（道路・水路）の整備
・上記に準ずる公共性の高い施設（道路・
水路）の整備

200南砺市生活基盤整備事業補助金

・申請年度の４月１日現在の世帯数×200円 ※申請書類

市道クリーンアップ補助金 350 万円

・100万円以下の事業
補助率
・40%以内

申請書、位置図、写真、見積書

　　　　生活道路の舗装、水路整備など

道路清掃活動

万円

　福野北部地域に、東海北陸道に連結する（仮称）
南砺スマートＩＣを設置します。市では、スマート
ＩＣの設置により、高速道路利用者の利便性向上、
一般道の混雑軽減、救急医療機関への所要時間短縮
を図るほか、企業誘致や観光振興を進め、市の発展
につなげます。

(仮称)南砺スマートＩＣ関連事業 2億1,520

1億1,112
9,880

万円
万円
万円市の負担額 528
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都市計画街路費
（ 担当：福光庁舎　都市計画課　問合せ先　２３-２０２２）

　(都)荒木小林線ほか（荒木地内）2億円

財源
国県支出金 万円
起債 万円
市の負担額 万円

（ 担当：福光庁舎　都市計画課　問合せ先　２３-２０２２） （ 担当：福光庁舎　都市計画課　問合せ先　２３-２０２２）

財源
起債 万円
市の負担額 万円

5,080
270 （桜ヶ池公園）

万円

　富山県により事業実施中の都市計画道路建設にか
かる負担金です。市街地交通の円滑化と良好な市街
地環境の整備を進めます。

○(都)谷今町線（東町地内ほか）　　5,350万円

万円

　都市公園等の管理については、市民に開かれた緑
豊かで潤いのあるレクリエーションやコミュニケー
ション、憩いの場として良好な維持管理に努めま
す。また利用者ニーズへの対応も図ります。

主な都市公園

　　城端地域：桜ヶ池公園、城南公園ほか
　　井波地域：井波児童公園、大門川河川公園ほか
　　福野地域：安居寺公園、猿ヶ辻緑地ほか
　　福光地域：福光公園、小矢部川公園ほか

県施行都市計画道路事業負担金 5,350

4,692

都市公園管理費 5,114

万円7億5,320

○都市計画街路事業

　南砺市施行の実施中および着手予定の都市計画道
路等の建設事業です。快適で利便性の高い道路網を
形成するため、幹線道路と生活道路の整備を進め、
市街地での交通環境の整備充実を図ります。

　(都)百町二日町線(百町地内ほか)2億1,100万円

○都市再生整備計画事業

　南砺市施行の実施中の都市計画道路等の建設事業
です。井波地区では都市再生整備計画事業で歴史・
文化・自然環境等の特性を活かした都市再生を効率
的に推進し市街地環境の整備充実を図ります。

　　(都)谷今町線ほか　3億4,220万円

3億4,928
3億5,700
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財源
国県支出金 万円

万円

財源
国県支出金 万円
市の負担額 万円

景観づくり住民協定等締結・支援事業 150 万円 景観づくり住民協定等推進事業補助金 400 万円
（ 担当：福光庁舎　都市計画課　　問合せ先　　２３-２０２２） （ 担当：福光庁舎　都市計画課　　問合せ先　　２３-２０２２）
 “なんと元気なまちづくり事業”の一環として、町
内会、商店街、住宅団地などの団体により計画され
る、住民自らによる景観づくりに対する話合いの経
費や景観づくり計画に基づき行う修景事業につい
て、南砺市景観づくり事業補助金交付要綱に基づき
補助をしています。

　地域の特性を生かした住民の自主的・主体的な景
観づくりへの取り組みについて、景観づくり住民協
定の締結に向けた取り組み又は、その協定に基づき
住民が行う修景事業について、南砺市景観づくり事
業補助金交付要綱に基づき補助をしています。
　景観づくり住民協定は、井波区域の八日町、上新
町、三日町地区で締結され、協定に基づき修景事業
に取り組まれています。

水辺空間の緑化 200

住宅団地の緑化 ポケットパーク整備

市の負担額 200

福野駅公衆トイレ新築事業 1,884 万円 優良住宅団地開発支援事業補助金 2,000 万円
（ 担当：福光庁舎　都市計画課　　問合せ先　　２３-２０２２） （ 担当：福光庁舎　都市計画課　　問合せ先　　２３-２０２２）
　城端線の利用促進を図るための活性化策の一つと
して、福野駅構内に公衆トイレを新築し、利用環境
の向上を図ります。
   建築面積は42.63㎡、男　小２基、大１基、女
２基、多目的トイレ(オストメイト完備）として、
計画しています。

　民間住宅団地造成の誘導及び良好で質の高い、低
価格な住宅団地の供給により、定住化の促進を図る
ことを目的として補助金制度を設けています。
　H24年度より、補助金の交付要件を５区画以上の
規模に緩和し（１区画の最低面積等の要件は従来の
まま）、また、補助金の交付対象施設に、調整池施
設を追加しました。

900
1,100
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（ 担当：福光庁舎　都市計画課　　問合せ先２３-２０２２） （ 担当：福光庁舎　都市計画課　　問合せ先２３-２０２２）

財源 財源
国県支出金 万円 国県支出金 万円

万円 万円

（ 担当：福光庁舎　都市計画課　　問合せ先２３-２０２２）

財源
国県支出金 万円

万円

300木造住宅耐震改修支援事業 万円 克雪住宅普及事業 190 万円

　市では、地震発生時における木造住宅の倒壊等に
よる災害を防止するため、木造住宅の耐震改修を行
う方に県と連携してその経費の一部を補助していま
す。
　対象となる住宅は、①木造の一戸建で、２階建て
以下のもの②昭和56年5月31日以前に着工して建
築されたもの③在来軸組工法によるもの－－以上の
要件を全て満たす住宅です。
　また、対象となる工事は、（財）日本建築防災協
会による一般耐震診断、精密診断等により、耐震補
強の必要性があるとされた住宅（診断結果、総合判
定が1.0未満の場合）を耐震改修工事後、総合判定
が1.0以上とする耐震改修工事です。
　補助金の額は、耐震改修工事に要する費用の３分
の２です。ただし、補助金額が６０万円を超える場
合は６０万円となります。

　主な経費
　・木造住宅耐震改修支援事業補助金　300万円

　市では、市民の屋根雪下ろしの負担軽減と危険防
止を図るため、克雪住宅を新築、改築又は改良する
方に補助金を交付しています。
　克雪住宅とは住宅の屋根雪を人力で下ろす必要の
ない落雪式又は融雪式の住宅です。落雪式は屋根を
金属板でふき雪割を設けた構造で、雪が自然滑落す
る住宅です。融雪式は熱エネルギーを使用し、屋根
融雪設備を設置した住宅です。
　補助の対象となる工事費は、屋根施設（構造）の
克雪住宅化に要する費用で、補助金の額は落雪式は
対象工事費100万円以上のものに対し30万円、融
雪式は対象工事費150万円以上のものに対し50万
円です。

　主な経費
　・克雪住宅普及事業補助金　　　　　190万円

217 85
市の負担額 83 市の負担額 105

万円

　平成２３年度策定の公営住宅等長寿命化計画に基
づき居住性向上や長寿命化を図るため既存ストック
の個別改善事業をするものです。改善事業により将
来の維持管理コスト削減と住棟の長寿命化につなげ
ます。
　昭和５６・５８年建設の旅川団地と昭和６３年建
設の梅ヶ島団地について屋上防水工事と外断熱工事
をします。

　主な経費
　・実施設計・施工監理業務委託料      217万円
　・工事費                                    8,143万円

　○旅川団地　　　　　　○梅ヶ島団地

8,360公営住宅等ストック総合改善事業

3,600
市の負担額 4,760
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（ 担当：福光庁舎　都市計画課　　問合せ先２３-２０２２） （ 担当：福光庁舎　都市計画課　　問合せ先２３-２０２２）

財源
国県支出金 万円

万円

（ 担当：福光庁舎　都市計画課　　問合せ先２３-２０２２）

南砺市に住んでみんまいけ事業 1,500 万円 南砺市で暮らしてみんまいけ事業 650 万円

　市では、定住人口の増加を図るため、市内に住宅
用地及び新築住宅、建売住宅又は中古住宅を取得
し、市内に定住しようとする方に奨励金を交付して
います。
　対象となる住宅は、居住部分の床面積が７０平方
メートル以上で平成20年4月１日以降に取得した住
宅です。
　奨励金は２種類あります。５年以上市外に居住し
ている方が住宅用地と住宅を取得した場合の「転入
奨励金」は、新築住宅５０万円、中古住宅３０万円
を交付します。さらに申請者以外の世帯員１人につ
き５万円を加算します。また、市内居住者が市内で
新たな住宅用地と住宅を取得し入居した場合の「持
ち家奨励金」は、新築住宅３０万円、中古住宅１０
万円を交付します。

　主な経費
・南砺市定住奨励金

　1,500万円

　市では、定住人口の増加を図るため、市内民間賃
貸住宅に新たに入居する方に補助金を交付します。
　対象となる方は、平成24年3月1日以後に市内民
間賃貸住宅に入居された転入世帯、新婚世帯又は学
生世帯です。
　補助金額は対象世帯の区分により①転入世帯は月
額１万円（１年間）②新婚世帯は月額１万円（２年
間）③転入世帯でかつ新婚世帯は月額２万円（２年
目は１万円）④転入世帯でかつ学生世帯は月額２万
円（２年間）を補助します。
　補助要件（上記②を除く。）として１年以上市内
に住所を有しない世帯で、かつ、市内民間賃貸に入
居した日までの期間が１年未満の世帯です。
　また、学生世帯は高等専門学校（第１年次から第
３年次までを除く。）、専修学校の専門課程、短期
大学又は大学（大学院を含む。）に在学する世帯で
す。

　主な経費
　・南砺市民間賃貸住宅居住補助金

　650万円

675
市の負担額 825

公営住宅等整備費 3,274 万円

　市では、昭和４６年に建築した天神住宅が老朽化
したため福光地域の遊部地区に建替え住宅を建設し
ました。
　新しい住宅「遊部住宅のぞみ」が平成２４年８月
に完成したため、平成２５年３月に天神住宅の用途
を廃止しました。不用になった天神住宅を解体する
工事をします。

　主な経費
　・実施設計・施工監理業務委託料  127万円
　・工事費                                3,147万円
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（ 担当：福野庁舎　総務課　　問合せ先　２３－２００３） （ 担当：福野庁舎　総務課　　問合せ先　２３－２００３）

・
・
・
・
・
・
・
・

・ ・

・
・
・
・
・

万円
その他（受託収入等） 万円

万円

（ 担当：福野庁舎　総務課　　問合せ先　２３－２００３） （ 担当：福野庁舎　総務課　　問合せ先　２３－２００３）

○
○ ○
○

起債 万円
万円

万円
その他（諸収入） 万円

万円

・消防専用配管消火栓新設
万円

市の負担額 3,458

市の負担額 1,104

50
起債 5,500

1,780

万円

777
市の負担額 8億4,496

万円

万円

　消防団の施設（屯所、車庫、機械器具置場）や装
備（車両、ポンプ等）の維持管理に係る経費です。
　今年度の整備事業は、屯所１箇所、車庫１箇所、
消防ポンプ車１台、積載車３台、資機材車１台、小
型動力ポンプ１台の整備・購入を予定しています。
また、高岡市、氷見市との消防指令業務の共同運用
を進め、その効果と消防署所との連携を高めるた
め、消防団車両にAVM（車両動態監視装置）を配
備します。

施設・装備維持管理費 1,590 万円

・屯所等２棟の工事費 1,338 万円

万円

・屯所等２棟の設計監理委託料 138 万円

消防団施設費

整備・更新に係る費用

万円

消防水利の維持管理費 859

・消防ポンプ車　１台

1億6,179指令業務共同運用施設整備負担金

再編消防署１実施設計　負担金 3,232

砺波地域消防組合運営　負担金

消防無線通信波施設整備負担金

財源
起債

富山県消防協会他負担金 215
出初式・操法・訓練経費

万円
万円
万円
万円

消防団員報酬

消防団員出動手当
806

消防団運営費・公務災害補償 1億643

2,632

常備消防費 10億613 万円

婦人防火クラブ他活動補助金 42
消防協会南砺支部補助金

　南砺市消防団は、８方面団に３７分団、なんとレ
ディー分団及び音楽隊で組織され、団員定数は
1,264人です。消防団の諸事業（出初式、消防操法
大会、訓練など）、団員の報酬、出動手当、災害補
償費、福祉共済費、被服、定例表彰費のほか、幼
年・少年消防クラブの報償費、婦人防火クラブ活動
補助に係る経費です。

　砺波地域消防組合、消防署所の運営、救急車等装
備の維持管理・整備等に係る負担金です。
　南砺市域には、福光に基幹署の南砺消防署、福
野・城端・井波庄川・五箇山の各出張所、利賀分遣
所の６箇所に消防署員が配置されています。火災対
応はもとより、救急搬送、救助活動などの常備消防
業務を行っています。火災予防、自主防災組織や各
事業所の防火訓練、応急対策訓練にも出動し、市内
の防災・防火活動、迅速な災害時初動体制の確保に
努めています。
　平野部消防署所の再編の取り組みでは、福光と城
端市街地間の再編署所１の実施設計や井波・庄川と
福野間の再編署所２の用地測量調査など関連事業を
予定しています。また、高岡市、氷見市との消防指
令業務の共同運用や消防救急無線のデジタル化を推
進する計画です。

幼年・少年消防クラブ報償費など 173

264 万円
万円

万円

3,144 万円
万円

消防団福祉共済掛金 379

　消防水利（消火栓、防火水槽、消防専用配管、水
利標識など）の維持管理及び施設整備に係る経費で
す。水道・簡易水道事業区域の消火栓は、水道事業
管理者への負担金で整備し、防火水槽、消防専用配
管などは直営で整備しています。
　今年度の整備事業は、翌年度耐震性貯水槽実施設
計３箇所、消火栓（地上・地下式）新設４箇所、更
新４箇所を計画しています。

※別に、国の平成２４年度補正予算を活用し、消防署所再
編の市街地対策として耐震性貯水槽100ｔ型2箇所、市街
地以外にも40ｔ型１箇所を、繰越事業で平成２５年度に
計画しています。

・積載車、資機材車・小型ポンプ
・AVM(車両動態監視装置)整備

・耐震性貯水槽実施設計委託料 139

352
170

整備・更新に係る費用

財源

財源

1,442 万円
・消火栓新設負担金 264 万円

万円
・井波地域消防専用配管工事 1,100 万円

・消火栓更新負担金
1,651 万円
2,849

万円

H25.1.5
南砺市消防団
出初式
分列行進

消防団員公務災害補償負担金 2,988

9,008 万円 消防施設整備費 2,884

1億5,340

万円
万円

万円

万円
199

万円

署所運営委託料、賃借料など 505
再編消防署２用地調査等業務委託 641

7億9,857
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