
公表済みの経営戦略一覧（令和２年３月３１日時点。「経営戦略の策定状況等に関する調査」より）
都道府県名 団体名 事業名 会計名（施設名） URL

北海道 北海道 電気事業（法適用） 電気事業会計 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kg/sum/keiei_senryaku.htm
北海道 北海道 工業用水道事業 工業用水道事業会計 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kg/sum/keiei_senryaku.htm
北海道 石狩西部広域水道企業団 水道事業（上水道：用水供給） 水道用水供給事業会計 http://www.ishikariseibu.or.jp/finance.html
北海道 札幌市 駐車場整備事業（法非適用） 円山公園駐車場 http://www.city.sapporo.jp/zaisei/kohyo/zaimu/keieihikaku.html
北海道 札幌市 交通事業（路面電車） 軌道事業会計 http://www.city.sapporo.jp/st/zaimu/keieikeikaku2019-2028.html
北海道 札幌市 交通事業（都市高速鉄道） 高速電車事業会計 http://www.city.sapporo.jp/st/zaimu/keieikeikaku2019-2028.html
北海道 札幌市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.sapporo.jp/suido/riyosya/plan/shihyo/vision-kaitei/vision-kaitei.html
北海道 札幌市 下水道事業（公共下水道：法適用） 札幌市下水道事業会計 http://www.city.sapporo.jp/gesui/keieiplan/keieiplan2020.html
北海道 札幌市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 札幌市下水道事業会計 http://www.city.sapporo.jp/gesui/keieiplan/keieiplan2020.html
北海道 函館市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014011500167/
北海道 函館市 交通事業（路面電車） 交通事業会計 https://www.city.akodate.hokkaido.jp/docs/2014030800156/
北海道 函館市 下水道事業（公共下水道：法適用） 公共下水道事業会計 https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014011500167/
北海道 函館市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 公共下水道事業会計 https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014011500167/
北海道 小樽市 下水道事業（公共下水道：法適用） 小樽市下水道事業会計 https://www.city.otaru.lg.jp
北海道 小樽市 水道事業（簡易水道：法適用） 小樽市簡易水道事業会計 https://www.city.otaru.lg.jp
北海道 小樽市 水道事業（上水道：末端給水） 小樽市水道事業会計 https://www.city.otaru.lg.jp
北海道 旭川市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/440/441/44281/d067530.html
北海道 旭川市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/440/441/44281/d067530.html
北海道 旭川市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/440/441/44281/d067530.html
北海道 室蘭市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.muroran.lg.jp/main/org8350/gesudou.html
北海道 室蘭市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.muroran.lg.jp/main/org8340/sisetu_suidou.html#suidoubijon
北海道 帯広市 水道事業（簡易水道：法非適用） 帯広市簡易水道事業会計 http://www.water-sewage-obihiro.jp/pages_zigyo/zigyo_vision.html
北海道 帯広市 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 帯広市農村下水道事業会計 http://www.water-sewage-obihiro.jp/pages_zigyo/zigyo_vision.html
北海道 帯広市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.water-sewage-obihiro.jp/pages_zigyo/zigyo_vision.html
北海道 帯広市 水道事業（上水道：末端給水） 帯広市水道事業会計 http://www.water-sewage-obihiro.jp/pages_zigyo/zigyo_vision.html
北海道 帯広市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 帯広市下水道事業会計 http://www.water-sewage-obihiro.jp/pages_zigyo/zigyo_vision.html
北海道 帯広市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 帯広市農村下水道事業会計 http://www.water-sewage-obihiro.jp/pages_zigyo/zigyo_vision.html
北海道 北見市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.kitami.lg.jp/docs/2020030400043/
北海道 北見市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.kitami.lg.jp/docs/2020030400043/
北海道 北見市 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 漁業集落環境整備排水事業特別会計 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2014112700077/
北海道 北見市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.kitami.lg.jp/docs/2020030400043/
北海道 夕張市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業会計 www.city.yubari.lg.jp/kurashi/sumaiseikatsu/gesuidoukeieisenryak.html
北海道 夕張市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.yubari.lg.jp/kurashi/sumaiseikatsu/jogesuido/suido/suisyoc20180306.html
北海道 網走市 水道事業（上水道：末端給水） 網走市水道事業会計 https://www.city.abashiri.hokkaido.jp/060soshiki/240suidoeigyo/files/suido-keieisenryaku.pdf
北海道 網走市 水道事業（簡易水道：法非適用） 網走市簡易水道特別会計 https://www.city.abashiri.hokkaido.jp/280josuido/170keiei_bunseki.html
北海道 網走市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道特別会計 http://www.city.abashiri.hokkaido.jp/290gesuido/files/koukyou.pdf
北海道 網走市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）公共下水道特別会計 http://www.city.abashiri.hokkaido.jp/290gesuido/files/koukyou.pdf
北海道 網走市 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 個別排水処理施設整備特別会計 http://www.city.abashiri.hokkaido.jp/290gesuido/files/kohai.pdf
北海道 留萌市 水道事業（上水道：末端給水） 留萌市水道事業会計 www.e-rumoi.jp/content/000050046.pdf
北海道 留萌市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 留萌市下水道事業特別会計 www.e-rumoi.jp/content/000011502.pdf
北海道 苫小牧市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kurashi/jogesuido/sokatsu/keieihikaku/keieisenryaku.html
北海道 苫小牧市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kurashi/jogesuido/sokatsu/keieihikaku/keieisenryaku.html
北海道 稚内市 水道事業（上水道：末端給水） 稚内市水道事業会計 https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kurashi/sumaisuido/jigyo/suidokeieisenryaku.html
北海道 稚内市 下水道事業（公共下水道：法適用） 稚内市下水道事業会計 https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kurashi/sumaisuido/jigyo/keieisenryaku.html
北海道 稚内市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 稚内市下水道事業会計 https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kurashi/sumaisuido/jigyo/keieisenryaku.html
北海道 美唄市 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 下水道会計 http://www.city.bibai.hokkaido.jp/jyumin/docs/2017032900053/files/20170329_keieisennryaku.pdf
北海道 美唄市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道会計 http://www.city.bibai.hokkaido.jp/jyumin/docs/2017032900053/files/20170329_keieisennryaku.pdf
北海道 美唄市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道会計 http://www.city.bibai.hokkaido.jp/jyumin/docs/2017032900053/files/20170329_keieisennryaku.pdf
北海道 美唄市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.bibai.hokkaido.jp/jyumin/docs/2015070200098/files/suidou_keieisenryaku.pdf
北海道 芦別市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 https//www.city.ashibetsu.hokkaido.jp/fs/3/9/1/5/4/ /keieisenryaku.pdf
北海道 江別市 水道事業（上水道：末端給水） 江別市水道事業会計 http://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/site/suidou/65729.html
北海道 江別市 下水道事業（公共下水道：法適用） 江別市下水道事業会計 http://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/site/suidou/65729.html
北海道 赤平市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 赤平市下水道事業特別会計 https://www.city.akabira.hokkaido.jp
北海道 紋別市 下水道事業（公共下水道：法適用） 紋別市下水道事業会計 http://mombetsu.jp/soshiki/suido/somu/news/keieisenryaku.html
北海道 紋別市 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業特別会計 http://mombetsu.jp/soshiki/suido/somu/news/keieisenryaku.html
北海道 紋別市 水道事業（上水道：末端給水） 紋別市水道事業会計 http://mombetsu.jp/soshiki/suido/somu/news/keieisenryaku.html
北海道 紋別市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 紋別市下水道事業会計 http://mombetsu.jp/soshiki/suido/somu/news/keieisenryaku.html
北海道 士別市 水道事業（上水道：末端給水） 士別市水道事業会計 http://www.city.shibetsu.lg.jp/www/contents/1522210336321/index.html
北海道 士別市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 士別市公共下水道事業特別会計 http://www.city.shibetsu.lg.jp/www/index.html
北海道 士別市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）公共下水道事業特別会計 http://www.city.shibetsu.lg.jp/www/index.html
北海道 士別市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 士別市農業集落排水事業特別会計 http://www.city.shibetsu.lg.jp/www/index.html
北海道 士別市 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 士別市農業集落排水事業特別会計 http://www.city.shibetsu.lg.jp/www/index.html
北海道 名寄市 水道事業（上水道：末端給水） 名寄市水道事業会計 http://www.city.nayoro.lg.jp/section/suidou/prkeql000001ju01.html
北海道 名寄市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 名寄市下水道事業特別会計 http://www.city.nayoro.lg.jp/section/suidou/prkeql0000016f7z.html
北海道 名寄市 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 名寄市個別排水処理施設整備事業特別http://www.city.nayoro.lg.jp/section/suidou/prkeql0000016f7z.html
北海道 三笠市 下水道事業（公共下水道：法適用） 三笠市下水道事業会計 http://www.city.mikasa.hokkaido.jp/hotnews/category/102.html
北海道 滝川市 下水道事業（個別排水処理施設：法適用） 滝川市下水道事業会計 http://www.city.takikawa.hokkaido.jp/240kensetsu/02tosikei/04gesui/01gesuidou/keieisenryaku_sakutei.html
北海道 砂川市 下水道事業（個別排水処理施設：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.sunagawa.hokkaido.jp/seikatsu_kurashi/suidou_gesuidou/2017-0223-1020-48.html
北海道 砂川市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.sunagawa.hokkaido.jp/seikatsu_kurashi/suidou_gesuidou/2017-0223-1020-48.html
北海道 歌志内市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 歌志内市公共下水道特別会計 http://www.city.utashinai.hokkaido.jp/hotnews/detail/00001307.html
北海道 深川市 水道事業（上水道：末端給水） 深川市水道事業 https://www.city.fukagawa.lg.jp/
北海道 深川市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 深川市下水道事業特別会計 https://www.city.fukagawa.lg.jp/
北海道 深川市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 深川市農業集落排水事業特別会計 https://www.city.fukagawa.lg.jp/
北海道 深川市 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 深川市農業集落排水事業特別会計 https://www.city.fukagawa.lg.jp/
北海道 富良野市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.furano.hokkaido.jp/docs/2017020800020/
北海道 富良野市 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業特別会計 http://www.city.furano.hokkaido.jp/docs/2017020800020/
北海道 富良野市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 http://www.city.furano.hokkaido.jp/docs/2017020800020/
北海道 富良野市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）公共下水道事業特別会計 http://www.city.furano.hokkaido.jp/docs/2017020800020/
北海道 登別市 水道事業（上水道：末端給水） 登別市水道事業会計 http://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2018011700039/file_contents/keieisenryaku.pdf
北海道 登別市 水道事業（簡易水道：法適用） 登別市簡易水道事業会計 http://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2019012100057/file_contents/kansuikeieisenryaku.pdf
北海道 登別市 下水道事業（公共下水道：法適用） 公共下水道事業会計 http://www.city.noboribetsu.lg.jp
北海道 登別市 下水道事業（個別排水処理施設：法適用） 公共下水道事業会計 http://www.city.noboribetsu.lg.jp
北海道 恵庭市 水道事業（上水道：末端給水） 恵庭市水道事業会計 https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/kurashi/shiseijoho/shinokakushukeikaku/kurashi_kotsu/2/8801.html
北海道 恵庭市 下水道事業（公共下水道：法適用） 恵庭市下水道事業会計 htpps://www.city.eniwa.hokkaido.jp/kurashi/shiseijoho/shinokakushukeikaku/kurashi kotsu/2/5361.html
北海道 恵庭市 下水道事業（個別排水処理施設：法適用） 恵庭市下水道事業会計 htpps://www.city.eniwa.hokkaido.jp/kurashi/shiseijoho/shinokakushukeikaku/kurashi kotsu/2/5361.html
北海道 北広島市 水道事業（上水道：末端給水） 北広島市水道事業会計 https://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/detail/00129471.html
北海道 北広島市 下水道事業（公共下水道：法適用） 北広島市下水道事業会計 https://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/detail/00132254.html
北海道 石狩市 水道事業（上水道：末端給水） 石狩市水道事業会計 http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/soshiki/s-eigyo/29439.html
北海道 石狩市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）公共下水道事業会計 http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/soshiki/gesui/31003.html
北海道 北斗市 水道事業（上水道：末端給水） 北斗市水道事業会計 https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/docs/2029.html
北海道 北斗市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/docs/2029.html
北海道 北斗市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/docs/2029.html
北海道 北斗市 下水道事業（漁業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/docs/2029.html
北海道 北斗市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法適用）下水道事業会計 https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/docs/2029.html
北海道 当別町 水道事業（上水道：末端給水） 当別町水道事業会計 http://www.town.tobetsu.hokkaido.ｊｐ/soshiki/suidou/14661.html
北海道 当別町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 当別町下水道事業特別会計 http://www.town.tobetsu.hokkaido.ｊｐ/soshiki/suidou/14661.html
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北海道 松前町 水道事業（上水道：末端給水） 松前町水道事業会計 http://www.town.matsumae.hokkaido.jp/
北海道 福島町 水道事業（簡易水道：法適用） 福島町水道事業会計 http://www.town.fukushima.hokkaido.jp/top/
北海道 木古内町 水道事業（簡易水道：法適用） 木古内町簡易水道事業会計 http://www.town.kikonai.hokkaido.jp/kurashi/seikatsu/suido/josuido/keieisenryaku.html
北海道 木古内町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 木古内町下水道事業特別会計 http:/www.town.kikonai.hokkaido.jp/kurashi/seikatsu/suido/gesuido/keieisenryaku.html
北海道 七飯町 水道事業（上水道：末端給水） 七飯町水道事業会計 http://www.town.nanae.hokkaido.jp/hotnews/detail/00006865.html
北海道 七飯町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 七飯町水道事業会計 http://www.town.nanae.hokkaido.jp/hotnews/detail/00006986.html
北海道 七飯町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）七飯町下水道事業特別会計 http://www.town.nanae.hokkaido.jp/hotnews/detail/00006986.html
北海道 鹿部町 水道事業（上水道：末端給水） 鹿部町水道事業会計 http://www.town.shikabe.lg.jp/
北海道 森町 水道事業（上水道：末端給水） 森町水道事業 https://www.town.hokkaido-mori.lg.jp/docs/2019031600019/
北海道 森町 下水道事業（公共下水道：法適用） 森町公共下水道事業 https://www.town.hokkaido-mori.lg.jp/docs/2017033100018/
北海道 森町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 森町公共下水道事業 https://www.town.hokkaido-mori.lg.jp/docs/2017033100018/
北海道 八雲町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 八雲町下水道事業特別会計 https://www.town.yakumo.lg.jp/soshiki/suidou/content0111.html
北海道 八雲町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）八雲町下水道事業特別会計 https://www.town.yakumo.lg.jp/soshiki/suidou/content0111.html
北海道 八雲町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 八雲町農業集落排水事業特別会計 https://www.town.yakumo.lg.jp/soshiki/suidou/content0112.html
北海道 長万部町 水道事業（上水道：末端給水） 長万部町　水道事業 http://town.oshamambe.lg.jp
北海道 長万部町 ガス事業 長万部町　ガス事業 http://town.oshamambe.lg.jp
北海道 長万部町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 長万部町　下水道事業 http://town.oshamambe.lg.jp
北海道 江差町 水道事業（上水道：末端給水） 江差町水道事業会計 https://www.hokkaido-esashi.jp/modules/chousei/content0238.html
北海道 江差町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 江差町公共下水道事業特別会計 https://www.hokkaido-esashi.jp/modules/chousei/content0238.html
北海道 上ノ国町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）上ノ国町下水道特別会計 http://www.town.kaminokuni.lg.jp/hotnews/detail/00001424.html
北海道 上ノ国町 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 上ノ国町下水道特別会計 http://www.town.kaminokuni.lg.jp/hotnews/detail/00001424.html
北海道 上ノ国町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用上ノ国町下水道特別会計 http://www.town.kaminokuni.lg.jp/hotnews/detail/00001424.html
北海道 上ノ国町 水道事業（簡易水道：法非適用） 上ノ国町簡易水道事業特別会計 http://www.town.kaminokuni.lg.jp/hotnews/detail/00001672.html
北海道 厚沢部町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 ｈttp//www.town.assabu.lg.jp/lifenfo/content0170.html
北海道 乙部町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）乙部町公共下水道事業特別会計 http://www.town.otobe.lg.jp/section/zaisei/lfsrqq0000002fun.html
北海道 乙部町 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 乙部町漁業集落排水事業特別会計 http://www.town.otobe.lg.jp/section/zaisei/lfsrqq0000002fun.html
北海道 乙部町 水道事業（簡易水道：法非適用） 乙部町簡易水道事業特別会計 http://www.town.otobe.lg.jp/section/zaisei/lfsrqq0000002fun.html
北海道 奥尻町 港湾整備事業（法非適用） 奥尻港港湾施設用地造成事業特別会計http://www.town.okushiri.ｌg.jp/hotnews/detail/00004746.html
北海道 奥尻町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）奥尻町公共下水道事業特別会計  http://www.town.okushiri.lg.jp/hotnews/detail/00004746.html
北海道 奥尻町 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 奥尻町漁業集落排水事業特別会計  http://www.town.okushiri.lg.jp/hotnews/detail/00004746.html
北海道 奥尻町 水道事業（簡易水道：法非適用） 奥尻町簡易水道事業特別会計  http://www.town.okushiri.lg.jp/hotnews/detail/00004746.html
北海道 今金町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 今金町公共下水道事業特別会計 https://www.town.imakane.lg.jp/gyousei/kurashi/jyougesuidou/post_1801.html
北海道 せたな町 下水道事業（公共下水道：法非適用） せたな町公共下水道事業特別会計 http://www.town.setana.lg.jp/
北海道 せたな町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）せたな町公共下水道事業特別会計 http://www.town.setana.lg.jp/
北海道 島牧村 水道事業（簡易水道：法非適用） 島牧村簡易水道事業特別会計 https://www.vill.shimamaki.lg.jp/category/detail.php?category=administration&content=158
北海道 寿都町 水道事業（簡易水道：法非適用） 寿都町簡易水道事業 http://www.town.suttu.lg.jp/town/detail.php?id=122
北海道 寿都町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）寿都町公共下水道事業 http://www.town.suttu.lg.jp/town/detail.php?id=91
北海道 寿都町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用寿都町公共下水道事業 http://www.town.suttu.lg.jp/town/detail.php?id=91
北海道 黒松内町 水道事業（簡易水道：法非適用） 黒松内町簡易水道特別会計 http://www.kuromatsunai.com/town/townadmin/kouei/keiei_kani.pdf
北海道 黒松内町 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 黒松内町公共下水道事業特別会計 http://www.kuromatsunai.com/town/townadmin/kouei/keieisenryakukobetsu.pdf
北海道 黒松内町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）黒松内町公共下水道事業特別会計 http://www.kuromatsunai.com/town/townadmin/kouei/keieisenryakutokukan.pdf
北海道 黒松内町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用黒松内町公共下水道事業特別会計 http://www.kuromatsunai.com/town/townadmin/kouei/keieisenryakutokuhai.pdf
北海道 蘭越町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 蘭越町農業集落排水事業特別会計 http://www.town.rankoshi.hokkaido.jp/information/index2.html
北海道 蘭越町 介護サービス事業（法非適用） 蘭越町介護保険サービス事業特別会計http://www.town.rankoshi.hokkaido.jp/information/index2.html
北海道 蘭越町 水道事業（簡易水道：法非適用） 蘭越町簡易水道事業特別会計 http://www.town.rankoshi.hokkaido.jp/information/index2.html
北海道 蘭越町 観光施設事業（休養宿泊施設：法非適用） 蘭越町温泉旅館幽泉閣事業特別会計 http://www.town.rankoshi.hokkaido.jp/information/index2.html
北海道 ニセコ町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）ニセコ町公共下水道事業特別会計 https://www.town.niseko.lg.jp/chosei/zaisei/kigyo_senryaku/
北海道 ニセコ町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 https://www.town.niseko.lg.jp/chosei/zaisei/kigyo_senryaku/
北海道 真狩村 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業特別会計 https://www.vill.makkari.lg.jp/gyosei/keikaku/kankyo/kansui/
北海道 真狩村 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）公共下水道事業特別会計 https://www.vill.makkari.lg.jp/gyosei/keikaku/kankyo/gesuido/
北海道 留寿都村 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 公共下水道事業特別会計 https://www.vill.rusutsu.lg.jp/hotnews/detail/00001780.html
北海道 喜茂別町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）喜茂別町公共下水道事業特別会計 www.town.kimobetsu.hokkaido.jp/soshiki_shigoto/kensetsu_suidou/index.html
北海道 喜茂別町 水道事業（簡易水道：法非適用） 喜茂別町簡易水道事業特別会計 www.town.kimobetsu.hokkaido.jp/soshiki_shigoto/kensetsu_suidou/index.html
北海道 倶知安町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 http://www.town.kutchan.hokkaido.jp
北海道 倶知安町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）公共下水道事業特別会計 http://www.town.kutchan.hokkaido.jp
北海道 共和町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 共和町公共下水道事業特別会計 http://town.kyowa.hokkaido.jp/soshiki/
北海道 共和町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）共和町公共下水道事業特別会計 http://town.kyowa.hokkaido.jp/soshiki/
北海道 岩内町 下水道事業（公共下水道：法適用） 岩内町下水道事業会計 https://www.town.iwanai.hokkaido.jp/
北海道 岩内町 水道事業（上水道：末端給水） 岩内町水道事業会計 https://www.town.iwanai.hokkaido.jp/
北海道 神恵内村 水道事業（簡易水道：法非適用） 神恵内村簡易水道特別会計 http.www.vill.kamoenai.hokkaido.jp/hotnews/detail/00000624.html
北海道 積丹町 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 積丹町下水道事業特別会計 http://www.town.shakotan.lg.jp/contents/content0133.html
北海道 積丹町 水道事業（簡易水道：法非適用） 積丹町簡易水道事業特別会計 http://www.town.shakotan.lg.jp/contents/content0133.html
北海道 古平町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 古平町公共下水道事業特別会計 http://www.town.furubira.jp/
北海道 仁木町 水道事業（簡易水道：法非適用） 仁木町簡易水道事業特別会計 http://www.town.niki.hokkaido.jp/
北海道 余市町 水道事業（上水道：末端給水） 余市町水道事業会計 http://www.town.yoichi.hokkaido.jp/kurashi/kurashinojouhou/gesui-suidou/keieisennryaku-suidou.html
北海道 余市町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 余市町公共下水道特別会計 http://www.town.yoichi.hokkaido.jp/kurashi/kurashinojouhou/gesui-suidou/keieisennryaku-gesui.html
北海道 赤井川村 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）赤井川村公共下水道事業特別会計 https://www.akaigawa.com/kurashi/gyosei/post_49.html
北海道 赤井川村 水道事業（簡易水道：法非適用） 赤井川村簡易水道事業特別会計 https://www.akaigawa.com/kurashi/gyosei/post_49.html
北海道 南幌町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 南幌町公共下水道事業特別会計 http//www.town.nanporo.hokkaido.jp
北海道 南幌町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 南幌町公共下水道事業特別会計 http//www.town.nanporo.hokkaido.jp
北海道 奈井江町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業会計 http://www.town.naie.hokkaido.jp/kurashi/suidou/senryaku/
北海道 奈井江町 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 下水道事業会計 http://www.town.naie.hokkaido.jp/kurashi/suidou/senryaku/
北海道 上砂川町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）上砂川町下水道事業特別会計 http://www.town.kamisunagawa.hokkaido.jp/4637-2
北海道 上砂川町 水道事業（簡易水道：法適用） 上砂川町水道事業会計 http://www.town.kamisunagawa.hokkaido.jp/4637-2
北海道 由仁町 水道事業（上水道：末端給水） 由仁町水道事業会計 http://www.town.yuni.lg.jp/01020108kensui_jogesuido01.html
北海道 由仁町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 由仁町農業集落排水事業特別会計 http://www.town.yuni.lg.jp/01020108kensui_jogesuido01.html
北海道 長沼町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 https://www.maoi-net.jp/gyosei/gesui/gesuidou_keieisenryaku.pdf
北海道 長沼町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業特別会計 https://www.maoi-net.jp/gyosei/gesui/gesuidou_keieisenryaku.pdf
北海道 長沼町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 集落排水事業特別会計 https://www.maoi-net.jp/gyosei/gesui/gesuidou_keieisenryaku.pdf
北海道 栗山町 下水道事業（公共下水道：法適用） 栗山町下水道事業 http://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/docs/2017031600022
北海道 栗山町 水道事業（上水道：末端給水） 栗山町水道事業 http://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/docs/2017031600022
北海道 栗山町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 栗山町下水道事業 http://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/docs/2017031600022
北海道 月形町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 月形町農業集落排水事業 http://www.town.tsukigata.hokkaido.jp/4607.htm
北海道 浦臼町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）浦臼町下水道事業特別会計 https://www.town.urausu.hokkaido.jp/kurashi/kurashitetsuzuki/jyougesuidou.html
北海道 新十津川町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 新十津川町下水道事業特別会計 http://www.town.shintotsukawa.lg.jp/hotnews/detail/00002707.html
北海道 新十津川町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）新十津川町下水道事業特別会計 http://www.town.shintotsukawa.lg.jp/hotnews/detail/00002707.html
北海道 新十津川町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 新十津川町農業集落排水事業特別会計http://www.town.shintotsukawa.lg.jp/hotnews/detail/00002707.html
北海道 妹背牛町 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 妹背牛町農業集落排水事業特別会計 http//town.moseushi.hokkaido.jp
北海道 妹背牛町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用妹背牛町農業集落排水事業特別会計 http//town.moseushi.hokkaido.jp
北海道 妹背牛町 水道事業（簡易水道：法非適用） 妹背牛町簡易水道事業特別会計 http://www.town.moseushi.hokkaido.jp/kurashi/jyougesui/keiei_senryaku.html
北海道 妹背牛町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 妹背牛町農業集落排水事業特別会計 http//town.moseushi.hokkaido.jp
北海道 秩父別町 介護サービス事業（法非適用） 一般会計 http://www.town.chippubetsu.hokkaido.jp/index.php?cat=5&sec=3
北海道 秩父別町 水道事業（簡易水道：法適用） 簡易水道事業会計 https://www.town.chippubetsu.hokkaido.jp/
北海道 秩父別町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業 https://www.town.chippubetsu.hokkaido.jp/
北海道 北竜町 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 北竜町個別排水処理事業 http://www.town.hokuryu.hokkaido.jp/content/kurashi75.php
北海道 北竜町 水道事業（簡易水道：法適用） 北竜町簡易水道事業 http://www.town.hokuryu.hokkaido.jp/content/kurashi75.php
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北海道 北竜町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 北竜町農業集落排水事業 http://www.town.hokuryu.hokkaido.jp/content/kurashi75.php
北海道 沼田町 水道事業（上水道：末端給水） 沼田町水道事業 http://www.town.numata.hokkaido.jp/section/kensetu/h0opp20000005r2l.html
北海道 沼田町 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 沼田町公共下水道特別会計(個別排水抜http://www.town.numata.hokkaido.jp/section/kensetu/h0opp20000005r2l.html
北海道 沼田町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）沼田町公共下水道特別会計(特環下水抜http://www.town.numata.hokkaido.jp/section/kensetu/h0opp20000005r2l.html
北海道 東神楽町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.town.higashikagura.lg.jp/docs/657.html
北海道 当麻町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.town.tohma.hokkaido.jp/kurashino-madoguchi/kurashi-sumai/jougesuidou/keieisenryaku/
北海道 当麻町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）公共下水道事業特別会計 http://www.town.tohma.hokkaido.jp/kurashino-madoguchi/kurashi-sumai/jougesuidou/keieisenryaku/
北海道 比布町 水道事業（簡易水道：法非適用） 比布町簡易水道事業特別会計 http://www.town.pippu.hokkaido.jp/cms/section/kensetsu/i9kb6d000000i51g.html
北海道 比布町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）比布町公共下水道事業特別会計 http://www.town.pippu.hokkaido.jp/cms/section/kensetsu/i9kb6d000000i51g.html
北海道 比布町 観光施設事業（索道：法非適用） 比布町観光事業特別会計 http://www.town.pippu.hokkaido.jp/cms/section/sangyou/i9kb6d000000i6j0.html
北海道 愛別町 水道事業（簡易水道：法適用） 愛別町簡易水道事業特別会計 http://www.town.aibetsu.hokkaido.jp/guide/livingtraffic/water/keieisennryaku.html
北海道 愛別町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）愛別町公共下水道事業特別会計 http://www.town.aibetsu.hokkaido.jp/guide/livingtraffic/water/keieisennryaku.html
北海道 上川町 水道事業（簡易水道：法適用） 上川町簡易水道事業会計 http://www.town.hokkaido-kamikawa.lg.jp/section/kensetsusuidou/d57c9r00000055db.html
北海道 東川町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）東川町公共下水道事業特別会計 https://town.higashikawa.hokkaido.jp/topics/index.php?y=2017&m=3
北海道 美瑛町 水道事業（上水道：末端給水） 美瑛町水道事業会計 http://town.biei.hokkaido.jp/
北海道 上富良野町 水道事業（上水道：末端給水） 上富良野町水道事業会計 http://www.town.kamifurano.hokkaido.jp/contents/07kensui/0730suido/keiei/suidou-keieisenryaku.pdf?updt=20180
北海道 上富良野町 水道事業（簡易水道：法非適用） 上富良野町簡易水道事業特別会計 http://www.town.kamifurano.hokkaido.jp/contents/07kensui/0730suido/keiei/kannisuidou-keieisenryaku.pdf?updt=2
北海道 上富良野町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 上富良野町公共下水道事業特別会計 http://www.town.kamifurano.hokkaido.jp/contents/07kensui/0730suido/keiei/geduidou-keieisenryaku.pdf?updt=201 
北海道 中富良野町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）中富良野町公共下水道事業特別会計 http://www.town.nakafurano.lg.jp/hotnews/detail/00000971.html
北海道 南富良野町 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業特別会計 http://town.minamifurano.hokkaido.jp/
北海道 南富良野町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）公共下水道事業特別会計 http://town.minamifurano.hokkaido.jp/
北海道 占冠村 水道事業（簡易水道：法非適用） 占冠村簡易水道事業特別会計 www.vill.shimukappu.lg.jp/shimukappu/section/kensetsu/nmudtq000003i8tm.html
北海道 占冠村 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）占冠村公共下水道事業特別会計 www.vill.shimukappu.lg.jp/shimukappu/section/kensetsu/nmudtq000003i91r.html
北海道 占冠村 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 占冠村公共下水道事業特別会計 www.vill.shimukappu.lg.jp/shimukappu/section/kensetsu/nmudtq000003i91r.html
北海道 和寒町 水道事業（簡易水道：法非適用） 和寒町簡易水道事業特別会計 http://www.town.wassamu.hokkaido.jp/construction/water/for-water/
北海道 和寒町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）和寒町公共下水道事業特別会計 http://www.town.wassamu.hokkaido.jp/construction/water/for-sewer/
北海道 剣淵町 水道事業（簡易水道：法非適用） 剣淵町簡易水道事業特別会計 http.www.town.kembuchi.hokkaido.jp
北海道 剣淵町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）剣淵町下水道事業特別会計 https:www.town.kembuchi.hokkaido.jp
北海道 剣淵町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 剣淵町下水道事業特別会計 https:www.town.kembuchi.hokkaido.jp
北海道 下川町 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業特別会計 https://www.town.shimokawa.hokkaido.jp/section/2018/03/post-116.html
北海道 下川町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 https://www.town.shimokawa.hokkaido.jp/section/2018/03/post-116.html
北海道 下川町 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 下水道事業特別会計 https://www.town.shimokawa.hokkaido.jp/section/2018/03/post-116.html
北海道 美深町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 美深町公共下水道事業特別会計 http://www.town.bifuka.hokkaido.jp/
北海道 美深町 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 美深町下水道事業特別会計 http://www.town.bifuka.hokkaido.jp/
北海道 音威子府村 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業特別会計 https://www.vill.otoineppu.hokkaido.jp
北海道 音威子府村 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 https://www.vill.otoineppu.hokkaido.jp
北海道 中川町 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業 http://www.town.nakagawa.hokkaido.jp
北海道 中川町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業 http://www.town.nakagawa.hokkaido.jp
北海道 中川町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用農業集落排水事業 http://www.town.nakagawa.hokkaido.jp
北海道 中川町 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 農業集落排水事業 http://www.town.nakagawa.hokkaido.jp
北海道 幌加内町 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業特別会計 http://www.town.horokanai.hokkaido.jp/archives/1642
北海道 幌加内町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 下水道事業特別会計 http://www.town.horokanai.hokkaido.jp/archives/1642
北海道 幌加内町 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 下水道事業特別会計 http://www.town.horokanai.hokkaido.jp/archives/1642
北海道 増毛町 水道事業（上水道：末端給水） 増毛町水道事業会計 https://www.town.mashike.hokkaido.jp/division/kikakuka/keieisenryaku/index.html
北海道 増毛町 水道事業（簡易水道：法適用） 増毛町簡易水道事業会計 https://www.town.mashike.hokkaido.jp/division/kikakuka/keieisenryaku/index.html
北海道 増毛町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 増毛町公共下水道事業特別会計 https://www.town.mashike.hokkaido.jp/division/kikakuka/keieisenryaku/index.html
北海道 増毛町 港湾整備事業（法非適用） 増毛町港湾整備事業特別会計 https://www.town.mashike.hokkaido.jp/division/kikakuka/keieisenryaku/index.html
北海道 増毛町 観光施設事業（索道：法非適用） 増毛町観光施設事業特別会計 https://www.town.mashike.hokkaido.jp/division/kikakuka/keieisenryaku/index.html
北海道 増毛町 観光施設事業（その他観光施設：法非適用） 増毛町観光施設事業特別会計 https://www.town.mashike.hokkaido.jp/division/kikakuka/keieisenryaku/index.html
北海道 小平町 水道事業（簡易水道：法適用） 小平町水道事業 http://town.obira.hokkaido.jp
北海道 小平町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業特別会計 http://town.obira.hokkaido.jp
北海道 苫前町 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業特別会計 http://www.town.tomamae.lg.jp/
北海道 苫前町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業特別会計 http://www.town.tomamae.lg.jp/section/somu/oa5p850000002yae.html
北海道 羽幌町 水道事業（簡易水道：法非適用） 羽幌町簡易水道事業特別会計 http://www.town.haboro.lg.jp/gyousei/zaisei/2017-0328-1922-33.html
北海道 羽幌町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 羽幌町下水道事業特別会計 http://www.town.haboro.lg.jp/gyousei/zaisei/2017-0328-1922-33.html
北海道 羽幌町 港湾整備事業（法非適用） 羽幌町港湾上屋事業特別会計 https://www.town.haboro.lg.jp/
北海道 初山別村 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業特別会計 http://www.vill.shosanbetsu.lg.jp/?pege_id=376
北海道 初山別村 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://www.vill.shosanbetsu.lg.jp/?pege_id=376
北海道 初山別村 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://www.vill.shosanbetsu.lg.jp/?pege_id=376
北海道 遠別町 水道事業（簡易水道：法非適用） 遠別町簡易水道特別会計 http://www.town.embetsu.hokkaido.jp/docs/2017040400026/files/H28_kansui_keieisenryaku.pdf
北海道 遠別町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）遠別町下水道特別会計 http://www.town.embetsu.hokkaido.jp/docs/2017040400033/files/H28_tokkan_keieisenryaku.pdff
北海道 遠別町 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 遠別町下水道特別会計 http://www.town.embetsu.hokkaido.jp/docs/2017040400040/files/H28_kohai_keieisenryaku.pdf
北海道 天塩町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業特別会計 http://www.teshiotown.hokkaido.jp/?page_id=13568
北海道 猿払村 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 猿払村下水道事業特別会計 http://www.vill.sarufutsu.hokkaido.jp/hotnews/detail/00002265.html
北海道 猿払村 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 猿払村下水道事業特別会計 http://www.vill.sarufutsu.hokkaido.jp/hotnews/detail/00002265.html
北海道 猿払村 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 猿払村下水道事業特別会計 http://www.vill.sarufutsu.hokkaido.jp/hotnews/detail/00002265.html
北海道 浜頓別町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 www.town.hamatonbetsu.hokkaido.jp/docs/2017033100018/
北海道 中頓別町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）中頓別町下水道事業特別会計 http://www.town.nakatombetsu.hokkaido.jp/bunya/11089
北海道 礼文町 水道事業（簡易水道：法非適用） 礼文町簡易水道事業特別会計 http://www.town.rebun.hokkaido.jo/
北海道 礼文町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業特別会計 ｈｔｔｐ://www.town.rebun.hokkaido.jp/hotnews/detail/00001180.html
北海道 利尻町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業会計 http://www.town.rishiri.hokkaido.jp/rishiri/1172.htm
北海道 利尻町 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 下水道事業会計 http://www.town.rishiri.hokkaido.jp/rishiri/1172.htm
北海道 幌延町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）幌延町下水道事業特別会計 https://www.town.horonobe.lg.jp/www4/section/kensetsu/le009f000001axxn-att/le009f000001axye.pdf
北海道 幌延町 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 幌延町下水道事業特別会計 https://www.town.horonobe.lg.jp/www4/section/kensetsu/le009f000001axxn-att/le009f000001axye.pdf
北海道 美幌町 水道事業（上水道：末端給水） 美幌町水道事業会計 http://www.town.bihoro.hokkaido.jp/docs/2018022700035/
北海道 美幌町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道特別会計 www.town.bihoro.hokaido.jp/docs/2017041400025/
北海道 美幌町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）公共下水道特別会計 www.town.bihoro.hokaido.jp/docs/2017041400025/
北海道 美幌町 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 個別排水処理特別会計 http://www.town.bihoro.hokkaido.jp/docs/2017041400025/
北海道 津別町 水道事業（簡易水道：法適用） 津別町簡易水道事業特別会計 http://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/02kurashi/40kankyo/01jousuidou/files/kansui02.pdf
北海道 津別町 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 津別町下水道事業特別会計 http://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/02kurashi/40kankyo/01jousuidou/files/kansui02.pdf
北海道 津別町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）津別町下水道事業特別会計 http://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/02kurashi/40kankyo/01jousuidou/files/kansui02.pdf
北海道 斜里町 水道事業（上水道：末端給水） 斜里町水道事業会計 http://www.town.shari.hokkaido.jp/02life/10seikatsu_kankyo/60suidou/index.html
北海道 斜里町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）斜里町公共下水道事業特別会計 https://www.town.shari.hokkaido.jp/02life/10seikatsu_kankyo/60suidou/2017-0330-1529-40gesuikeieisenryaku.html
北海道 斜里町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 斜里町公共下水道事業特別会計 https://www.town.shari.hokkaido.jp/02life/10seikatsu_kankyo/60suidou/2017-0330-1529-40gesuikeieisenryaku.html
北海道 清里町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 https://www.town.kiyosato.hokkaido.jp/gyousei/kurashi/douro-tatemono-suidou/suidou/2017-0131-1543-149.html
北海道 小清水町 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道特別会計 http://www.town.koshimizu.hokkaido.jp/hotnews/detail/00003208.html
北海道 小清水町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://www.town.koshimizu.hokkaido.jp/hotnews/detail/00003208.html
北海道 訓子府町 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 訓子府町下水道事業特別会計 http：//www.town.kunneppu.hokkaido.jp/life/jyougesuido/keieisenryaku-bunswki/senryaku-bunseki/html
北海道 置戸町 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道特別会計 http://www.town.oketo.hokkaido.jp/kurashi/sumai/suidou/
北海道 置戸町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道特別会計 http://www.town.oketo.hokkaido.jp/kurashi/sumai/suidou/
北海道 置戸町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 下水道特別会計 http://www.town.oketo.hokkaido.jp/kurashi/sumai/suidou/
北海道 佐呂間町 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道特別会計 https://www.town.saroma.hokkaido.jp
北海道 佐呂間町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）公共下水道特別会計 https://www.town.saroma.hokkaido.jp
北海道 佐呂間町 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 公共下水道特別会計 https://www.town.saroma.hokkaido.jp
北海道 遠軽町 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 個別排水処理事業特別会計 https://engaru.jp/information/page.php?id=329
北海道 遠軽町 下水道事業（公共下水道：法適用） 遠軽町下水道事業会計 https://engaru.jp/information/page.php?id=328
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北海道 遠軽町 水道事業（上水道：末端給水） 遠軽町水道事業会計 https://engaru.jp/information/page.php?id=327
北海道 遠軽町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 遠軽町下水道事業会計 https://engaru.jp/information/page.php?id=328
北海道 湧別町 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 下水道事業会計 https://www.town.yubetsu.lg.jp/
北海道 湧別町 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 下水道事業会計 https://www.town.yubetsu.lg.jp/
北海道 湧別町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.town.yubetsu.lg.jp/
北海道 湧別町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業会計 https://www.town.yubetsu.lg.jp/
北海道 滝上町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道特別会計 http://www.town.takinoue.hokkaido.jp/chosei/oshirase/20170329.html
北海道 興部町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 簡易水道事業特別会計 http://www.town.okoppe.lg.jp
北海道 興部町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）簡易水道事業特別会計 http://www.town.okoppe.lg.jp
北海道 興部町 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業特別会計 http://www.town.okoppe.lg.jp
北海道 西興部村 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業特別会計 https://www.vill.nishiokoppe.lg.jp/section/sangyou/feeuub00000do3f6.html
北海道 西興部村 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 下水道事業特別会計 https://www.vill.nishiokoppe.lg.jp/section/sangyou/feeuub00000do3f6.html
北海道 西興部村 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業特別会計 https://www.vill.nishiokoppe.lg.jp/section/sangyou/feeuub00000do3f6.html
北海道 雄武町 水道事業（簡易水道：法非適用） 雄武町簡易水道事業特別会計 http://www.town.oumu.hokkaido.jp/hotnews/detail/00004399.html
北海道 雄武町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 雄武町公共下水道事業特別会計 http://www.town.oumu.hokkaido.jp/hotnews/detail/00003886.html
北海道 大空町 水道事業（簡易水道：法非適用） 大空町簡易水道事業特別会計 http：//www. town.ozora.hokkaido.jp/
北海道 大空町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 大空町下水道事業特別会計 http：//www. town.ozora.hokkaido.jp/
北海道 大空町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）大空町下水道事業特別会計 http：//www. town.ozora.hokkaido.jp/
北海道 大空町 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 大空町個別排水処理業特別会計 http：//www. town.ozora.hokkaido.jp/
北海道 白老町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 白老町公共下水道事業特別会計 http://www.town.shiraoi.hokkaido.jp/docs/2017032700011/
北海道 白老町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）白老町公共下水道事業特別会計 http://www.town.shiraoi.hokkaido.jp/docs/2017032700011/
北海道 壮瞥町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用集落排水事業特別会計 www.town.sobetsu.lg.jp
北海道 壮瞥町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 集落排水事業特別会計 www.town.sobetsu.lg.jp
北海道 厚真町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 http://www.town.atsuma.lg.jp/office/politics/soshiki/water_supply_sewerage_group/
北海道 厚真町 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業特別会計 http://www.town.atsuma.lg.jp/office/politics/soshiki/water_supply_sewerage_group/
北海道 厚真町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用公共下水道事業特別会計 http://www.town.atsuma.lg.jp/office/politics/soshiki/water_supply_sewerage_group/
北海道 洞爺湖町 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業特別会計 WWW.town.toyako.hokkaido.jp
北海道 洞爺湖町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計(公共下水道) WWW.town.toyako.hokkaido.jp
北海道 洞爺湖町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業特別会計 WWW.town.toyako.hokkaido.jp
北海道 洞爺湖町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）公共下水道事業特別会計(特定環境保全WWW.town.toyako.hokkaido.jp
北海道 安平町 水道事業（上水道：末端給水） 安平町水道事業 http://www.town.abira.lg.jp
北海道 安平町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 安平町下水道事業特別会計 ｈｔｔｐ//www.abira.lg.jp
北海道 安平町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）安平町下水道事業特別会計 ｈｔｔｐ//www.abira.lg.jp
北海道 むかわ町 下水道事業（公共下水道：法適用） むかわ町下水道事業会計 http://www.town.mukawa.lg.jp/3303.htm
北海道 むかわ町 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） むかわ町下水道事業会計 http://www.town.mukawa.lg.jp/3303.htm
北海道 むかわ町 水道事業（上水道：末端給水） むかわ町水道事業会計、むかわ町簡易http://www.town.mukawa.lg.jp/3303.htm
北海道 豊浦町 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 公共下水道事業特別会計 http://www.town.toyoura.hokkaido.jp/hotnews/detail/00002990.html
北海道 豊浦町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）公共下水道事業特別会計 http://www.town.toyoura.hokkaido.jp/hotnews/detail/00002990.html
北海道 豊浦町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 公共下水道事業特別会計 http://www.town.toyoura.hokkaido.jp/hotnews/detail/00002990.html
北海道 日高町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.town.hidaka.hokkaido.jp/soshiki/kurashi/suido-keieisennryaku.html
北海道 日高町 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計 http://www.town.hidaka.hokkaido.jp/soshiki/kurashi/suido-keieisennryaku.html
北海道 平取町 水道事業（簡易水道：法非適用） 平取町簡易水道事業 http://www.town.biratori.hokkaido.jp/machi/keieisenryaku/
北海道 新冠町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）新冠町下水道事業特別会計 www.niikappu.jp/kurashi/sekatsu/suido/gesui/2017-0309-1931-35.html
北海道 浦河町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 浦河町下水道事業特別会計 https://www.https://www.town.urakawa.hokkaido.jp/kurashi/jyouge-suidou/gesui/gesuidoujigyou-keieisennryaku.ht
北海道 浦河町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 浦河町下水道事業特別会計 https://www.town.urakawa.hokkaido.jp/kurashi/jyouge-suidou/gesui/gesuidoujigyou-keieisennryaku.html
北海道 様似町 水道事業（上水道：末端給水） 様似町水道事業会計 http://www.samani.jp/news/2017/03/post-200.html
北海道 様似町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）様似町下水道事業特別会計 http://www.samani.jp/news/2017/03/post-201.html
北海道 えりも町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）えりも町下水道特別会計 http://www.town.erimo.lg.jp/section/kensetsu/sg6h940000003t4b-att/sg6h940000003t7g.pdf
北海道 えりも町 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） えりも町下水道特別会計 http://www.town.erimo.lg.jp/section/kensetsu/sg6h940000003t4b-att/sg6h940000003t7o.pdf
北海道 新ひだか町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 http://www.shinhidaka-hokkaido.jp/hotnews/detail/00001392.html
北海道 新ひだか町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業特別会計 http://www.shinhidaka-hokkaido.jp/hotnews/detail/00001392.html
北海道 新ひだか町 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業特別会計 http://www.shinhidaka-hokkaido.jp/hotnews/detail/00001391.html
北海道 音更町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/town/zaisei-keikaku/keikaku/suidouzigyoukeieisennryaku.html
北海道 士幌町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）士幌町公共下水道事業特別会計 http://www.shihoro.jp/uploads/2017/03/63e561ffa5c5f9803566594890451b0a.pdf
北海道 士幌町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 士幌町公共下水道事業特別会計 http://www.shihoro.jp/uploads/2017/03/efe81a476ebcc61bd47c9530a3ed618b.pdf
北海道 士幌町 水道事業（簡易水道：法非適用） 士幌町簡易水道事業特別会計 http://www.shihoro.jp/uploads/2017/03/f9a41bbc65e1a0e819e67cda8418368b.pdf
北海道 上士幌町 水道事業（簡易水道：法非適用） 上士幌町簡易水道事業 https://www.kamishihoro.jp
北海道 鹿追町 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 下水道特別会計 https://www.tow.shikaoi.lg.jp/kurashi/living/suido/gesuidoukeieisenryaku/
北海道 鹿追町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道特別会計 https://www.tow.shikaoi.lg.jp/kurashi/living/suido/gesuidoukeieisenryaku/
北海道 鹿追町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 下水道特別会計 https://www.tow.shikaoi.lg.jp/kurashi/living/suido/gesuidoukeieisenryaku/
北海道 清水町 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.town.shimizu.hokkaido.jp/town/others_f.html
北海道 清水町 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計 http://www.town.shimizu.hokkaido.jp/town/others_f.html
北海道 清水町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.town.shimizu.hokkaido.jp/town/others_f.html
北海道 芽室町 水道事業（簡易水道：法非適用） 芽室町簡易水道特別会計 dministration/soshiki/suidou/senryaku/sui_keiei.html
北海道 芽室町 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 芽室町集落排水特別会計（個別排水処dministration/soshiki/suidou/senryaku/sui_keiei.html
北海道 芽室町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 芽室町公共下水道特別会計 dministration/soshiki/suidou/senryaku/sui_keiei.html
北海道 芽室町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 芽室町集落排水特別会計 dministration/soshiki/suidou/senryaku/sui_keiei.html
北海道 芽室町 水道事業（上水道：末端給水） 芽室町上水道事業会計 dministration/soshiki/suidou/senryaku/sui_keiei.html
北海道 中札内村 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）中札内村簡易水道事業特別会計 http://www.vill.nakasatsunai.hokkaido.jp/kurashi/suidou_douro/
北海道 大樹町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.town.taiki.hokkaido.jp/soshiki/kensetsu/keiei.html
北海道 大樹町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 http://town.taiki.hokkaido.jp/soshiki/kensetsu/keiei.html
北海道 大樹町 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 公共下水道事業特別会計 http:/www.town.taiki.hokkaido.jp/soshiki/kensetsu/keiei.html
北海道 広尾町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.hiroo.town.lg.jp
北海道 広尾町 水道事業（簡易水道：法非適用） 広尾町簡易水道事業 https://www.town.hiroo.lg.jp/
北海道 広尾町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 広尾町下水道事業特別会計 https://www.town.hiroo.lg.jp/
北海道 広尾町 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 広尾町下水道事業特別会計 https://www.town.hiroo.lg.jp/
北海道 幕別町 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 個別排水特別会計 www.town.makubetsu.lg.jp/chosei/zaisei/files/kobetsu-haisui.pdf
北海道 幕別町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水特別会計 www.town.makubetsu.lg.jp/chosei/zaisei/files/kobetsu-haisui.pdf
北海道 池田町 水道事業（上水道：末端給水） 池田町水道事業会計 https://www.town.hokkaido-ikeda.lg.jp/kurashi/jogesuido/4017.html
北海道 豊頃町 水道事業（簡易水道：法非適用） 豊頃町簡易水道特別会計 www.toyokoro.jp/docs/2017030800010/
北海道 豊頃町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）豊頃町公共下水道特別会計 www.toyokoro.jp/docs/2018022300020/
北海道 本別町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.town.honbetsu.hokkaido.jp/web/administration/details/post_18.html
北海道 本別町 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道特別会計 http://www.town.honbetsu.hokkaido.jp/web/administration/details/post_18.html
北海道 本別町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道特別会計 http://www.town.honbetsu.hokkaido.jp/web/administration/details/post_18.html
北海道 本別町 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 公共下水道特別会計 http://www.town.honbetsu.hokkaido.jp/web/administration/details/post_18.html
北海道 足寄町 水道事業（上水道：末端給水） 足寄町水道事業 https://www.town.ashoro.hokkaido.jp/index.html
北海道 足寄町 水道事業（簡易水道：法非適用） 足寄町簡易水道事業 https://www.town.ashoro.hokkaido.jp/index.html
北海道 足寄町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 https//www.town.ashoro.hokkaido.jp/index.html
北海道 陸別町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）公共下水道事業特別会計 https://www.rikubetsu.jp/kurashi/suidou/tokkan_keieisenryaku/
北海道 浦幌町 水道事業（簡易水道：法非適用） 浦幌町簡易水道特別会計 https://www.urahoro.jp/soshiki_shigoto/sisetuka/suidogyomu/2017-0317-1705-65.html
北海道 浦幌町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 浦幌町公共下水道特別会計 https://www.urahoro.jp/soshiki_shigoto/sisetuka/suidogyomu/2017-0317-1705-65.html
北海道 浦幌町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）浦幌町公共下水道特別会計 https://www.urahoro.jp/soshiki_shigoto/sisetuka/suidogyomu/2017-0317-1705-65.html
北海道 浦幌町 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 浦幌町個別排水処理特別会計 https://www.urahoro.jp/soshiki_shigoto/sisetuka/suidogyomu/2017-0317-1705-65.html
北海道 釧路町 水道事業（簡易水道：法非適用） 釧路町簡易水道事業特別会計 http://www.town.kushiro.lg.jp/information/41201/00032/200510380311.html
北海道 厚岸町 水道事業（上水道：末端給水） 厚岸町水道事業会計 https://www.akkeshi-town.jp/gyosei/seisaku/kankyo/keieisenryaku/
北海道 厚岸町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 厚岸町下水道事業特別会計 https://www.akkeshi-town.jp/gyosei/seisaku/kankyo/keieisenryaku/
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北海道 浜中町 水道事業（上水道：末端給水） 浜中町水道事業会計 http://www.townhamanaka.jp/gyousei/2018-0330-suidoujigyoukeieisenryaku.html
北海道 浜中町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）浜中町下水道事業特別会計 http://www.townhamanaka.jp/kakuka/kensetuka/gesuidou/2017-0331-keieisenryakusakutei.html
北海道 浜中町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 浜中町下水道事業特別会計 http://www.townhamanaka.jp/kakuka/kensetuka/gesuidou/2017-0331-keieisenryakusakutei.html
北海道 浜中町 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 浜中町下水道事業特別会計 http://www.townhamanaka.jp/kakuka/kensetuka/gesuidou/2017-0331-keieisenryakusakutei.html
北海道 標茶町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 標茶町下水道事業特別会計 https://town.shibecha.hokkaido.jp/gyousei/sesaku_keikaku_kouhyoushiryou/suidou/files/koukyo_senryaku.pdf
北海道 標茶町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）標茶町下水道事業特別会計 https://town.shibecha.hokkaido.jp/gyousei/sesaku_keikaku_kouhyoushiryou/suidou/files/koukyo_senryaku.pdf
北海道 標茶町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 標茶町下水道事業特別会計 https://town.shibecha.hokkaido.jp/gyousei/sesaku_keikaku_kouhyoushiryou/suidou/files/koukyo_senryaku.pdf
北海道 弟子屈町 水道事業（上水道：末端給水） 弟子屈町水道事業会計 https://www.town.teshikaga.jp/kurashi/soshikiichiran/suidoka/2663.html
北海道 弟子屈町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 弟子屈町下水道事業特別会計 https://www.town.teshikaga.hokkaido.jp/kurashi/soshikiichiran/suidoka/2663.html
北海道 弟子屈町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）弟子屈町下水道事業特別会計 https://www.town.teshikaga.hokkaido.jp/kurashi/soshikiichiran/suidoka/2663.html
北海道 白糠町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 白糠町公共下水道事業特別会計 https://www.town.shiranuka.lg.jp
北海道 別海町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）別海町下水道事業特別会計 https://betsukai.jp/kurashi/water/gesuidou/gwsui osirase/gesuidou keieisennryaku/
北海道 別海町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 別海町下水道事業特別会計 https://betsukai.jp/kurashi/water/gesuidou/gwsui osirase/gesuidou keieisennryaku/
北海道 別海町 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 別海町下水道事業特別会計 https://betsukai.jp/kurashi/water/gesuidou/gwsui osirase/gesuidou keieisennryaku/
北海道 中標津町 水道事業（上水道：末端給水） 中標津町公営企業水道事業会計 http://www.nakashibetsu.jp/
北海道 中標津町 水道事業（簡易水道：法非適用） 中標津町簡易水道事業特別会計 http://www.nakashibetsu.jp/
北海道 中標津町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 中標津町下水道事業特別会計 http://www.nakashibetsu.jp/
北海道 中標津町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）中標津町下水道事業特別会計 http://www.nakashibetsu.jp/
北海道 中標津町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 中標津町下水道事業特別会計 http://www.nakashibetsu.jp/
北海道 羅臼町 水道事業（上水道：末端給水） 羅臼町水道事業会計 http://www.rausu-town.jp/mach/05-1/pust-154.php
北海道 長幌上水道企業団 水道事業（上水道：末端給水） 長幌上水道企業団水道事業会計 http://www.nagahoro.jp/information/strategy/
北海道 十勝圏複合事務組合（普通下水道事業（流域下水道：法非適用） 十勝圏複合事務組合一般会計 www.tokachiken.hokkaido.jp/finance/index/html
北海道 西空知広域水道企業団 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業　　公営企業会計 www.west-sorachi.server-shared.com
北海道 十勝中部広域水道企業団 水道事業（上水道：用水供給） 水道用水供給事業会計 http://www.water-tokachi.jp/zaimu.html
北海道 中空知広域水道企業団 水道事業（上水道：末端給水） 公営企業会計 http://www.nakasorachi-kousui.jp/keikaku.html
青森県 青森県 工業用水道事業 青森県工業用水道事業会計 http://www.pref.aomori.lg.jp
青森県 青森市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 青森市下水道事業特別会計 https://www.city.aomori.aomori.jp/gesui-somu/kurashi-guide/jougesuidou/gesuidou/keieisenryaku.html
青森県 青森市 水道事業（上水道：末端給水） 青森市水道事業会計 https://www.city.aomori.aomori.jp/josui-somu/oshirase/suido_keieiplan.html
青森県 青森市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 青森市農業集落排水事業特別会計 https://www.city.aomori.aomori.jp/gesui-somu/kurashi-guide/jougesuidou/gesuidou/keieisenryaku.html
青森県 弘前市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業 http://www.city.hirosaki.aomori.jp/kurashi/suidou/data/keieisenryaku.html
青森県 弘前市 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法適用） 下水道事業 http://www.city.hirosaki.aomori.jp/kurashi/suidou/data/keieisenryaku.html
青森県 弘前市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.hirosaki.aomori.jp/kurashi/suidou/data/keieisenryaku.html
青森県 弘前市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業 http://www.city.hirosaki.aomori.jp/kurashi/suidou/data/keieisenryaku.html
青森県 弘前市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 下水道事業 http://www.city.hirosaki.aomori.jp/kurashi/suidou/data/keieisenryaku.html
青森県 八戸市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 都市計画下水道事業特別会計 https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/gesuidogyomuka/sumai_kotsuu_jougesuido/1/3970.html
青森県 八戸市 交通事業（自動車運送） 八戸市自動車運送事業会計 https://www.city.hachinohe.aomori.jp/section/bus/kigyo_jouhou.html
青森県 八戸市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/gesuidogyomuka/sumai_kotsuu_jougesuido/1/3970.html
青森県 黒石市 水道事業（簡易水道：法非適用） 黒石市簡易水道特別会計 http://www.city.kuroishi.aomori.jp/shisei/keikaku/keieisenryaku.html
青森県 黒石市 下水道事業（公共下水道：法適用） 黒石市下水道事業会計 http://www.city.kuroishi.aomori.jp/shisei/keikaku/keieisenryaku.html
青森県 黒石市 水道事業（上水道：末端給水） 黒石市水道事業会計 http://www.city.kuroishi.aomori.jp/shisei/keikaku/keieisenryaku.html
青森県 黒石市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 黒石市農業集落排水事業特別会計 http://www.city.kuroishi.aomori.jp/shisei/keikaku/keieisenryaku.html
青森県 五所川原市 下水道事業（漁業集落排水施設：法適用） 五所川原市下水道事業会計 http://www.city.goshogawara.lg.jp/kurashi/machi/gesui/2018-0912-1444-359.html
青森県 五所川原市 下水道事業（公共下水道：法適用） 五所川原市下水道事業会計 http://www.city.goshogawara.lg.jp/kurashi/machi/gesui/2018-0912-1444-359.html
青森県 五所川原市 工業用水道事業 五所川原市工業用水道事業会計 http://www.city.goshogawara.lg.jp/kurashi/machi/suido/keieisenryaku.html
青森県 五所川原市 水道事業（上水道：末端給水） 五所川原市水道事業会計 http://www.city.goshogawara.lg.jp/kurashi/machi/suido/keieisenryaku.html
青森県 五所川原市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 五所川原市下水道事業会計 http://www.city.goshogawara.lg.jp/kurashi/machi/gesui/2018-0912-1444-359.html
青森県 五所川原市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 五所川原市下水道事業会計 http://www.city.goshogawara.lg.jp/kurashi/machi/gesui/2018-0912-1444-359.html
青森県 十和田市 下水道事業（簡易排水施設：法適用） 公共下水道・農業集落排水施設・簡易www.city.towada
青森県 十和田市 下水道事業（公共下水道：法適用） 公共下水道・農業集落排水施設・簡易www.city.towada
青森県 十和田市 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法適用） 公共下水道・農業集落排水施設・簡易www.city.towada
青森県 十和田市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計・簡易水道事業会計 www.city.towada
青森県 十和田市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 公共下水道・農業集落排水施設・簡易www.city.towada
青森県 十和田市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法適用）公共下水道・農業集落排水施設・簡易www.city.towada
青森県 十和田市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 公共下水道・農業集落排水施設・簡易www.city.towada
青森県 三沢市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 三沢市下水道事業特別会計 https://www.city.misawa.lg.jp/index.cfm/22,25729,75,369,html 
青森県 三沢市 水道事業（上水道：末端給水） 三沢市水道事業会計 http://www.city.misawa.lg.jp/index.cfm/22,29639,18,547.html
青森県 三沢市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 三沢市農業集落排水事業特別会計 http://www.city.misawa.lg.jp/sp/index.cfm/22,25729,75,369,html
青森県 むつ市 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） むつ市下水道事業特別会計 http://city.mutsu.lg.jp/index.cfm/38,59526,42,862,html
青森県 むつ市 下水道事業（公共下水道：法非適用） むつ市下水道事業特別会計 http://city.mutsu.lg.jp/index.cfm/38,59526,42,862,html
青森県 むつ市 水道事業（上水道：末端給水） むつ市水道事業会計 http://www.city.mutsu.lg.jp/index.cfm/38,59526,42,862,html
青森県 むつ市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）むつ市下水道事業特別会計 http://city.mutsu.lg.jp/index.cfm/38,59526,42,862,html
青森県 つがる市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 https://www.city.tsugaru.aomori.jp/soshiki/kensetsu/gesuido/990.html
青森県 つがる市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）公共下水道事業特別会計 https://www.city.tsugaru.aomori.jp/soshiki/kensetsu/gesuido/990.html
青森県 つがる市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 https://www.city.tsugaru.aomori.jp/soshiki/kensetsu/gesuido/990.html
青森県 平川市 水道事業（簡易水道：法非適用） 平川市簡易水道特別会計 https://www.city.hirakawa.lg.jp/kurashi/suidou/keiei/kansuisenryaku.html
青森県 平川市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.hirakawa.lg.jp/kurashi/suidou/keiei/senryaku_gesuidou.html
青森県 平川市 水道事業（上水道：末端給水） 平川市水道事業会計 https://www.city.hirakawa.lg.jp/kurashi/suidou/keiei/keieisenryaku.html
青森県 平川市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.hirakawa.lg.jp/kurashi/suidou/keiei/senryaku_gesuidou.html
青森県 平川市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法適用）下水道事業会計 https://www.city.hirakawa.lg.jp/kurashi/suidou/keiei/senryaku_gesuidou.html
青森県 平川市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.hirakawa.lg.jp/kurashi/suidou/keiei/senryaku_gesuidou.html
青森県 平内町 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 漁業集落環境整備事業 http://www.town.hiranai.aomori.jp/index.cfm/11.0.86.287.html
青森県 平内町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 http://www.town.hiranai.aomori.jp/index.cfm/11.0.86.287.html
青森県 平内町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用農業集落排水事業 http://www.town.hiranai.aomori.jp/index.cfm/11.0.86.287.html
青森県 平内町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業 http://www.town.hiranai.aomori.jp/index.cfm/11.0.86.287.html
青森県 今別町 水道事業（簡易水道：法非適用） 今別町簡易水道事業 https://www.town.imabetsu.lg.jp/news/gyousei/2017-1227-1148-9.html
青森県 蓬田村 水道事業（簡易水道：法非適用） 蓬田村簡易水道事業特別会計 http://www.vill.yomogita.lg.jp/life/life_2_2.html
青森県 外ヶ浜町 水道事業（簡易水道：法適用） 外ヶ浜町簡易水道事業会計 http://www.town.sotogahama.lg.jp/administration/index.html
青森県 鰺ヶ沢町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 鰺ヶ沢町公共下水道事業会計 www.town.ajigasawa.lg.jp
青森県 鰺ヶ沢町 水道事業（上水道：末端給水） 鰺ヶ沢町水道事業会計 http://www.town.ajigasawa.lg.jp/g2_section./suidou/jyousui/keieiS.pdf
青森県 鰺ヶ沢町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 鰺ヶ沢町農業集落排水事業会計 www.town.ajigasawa.lg.jp
青森県 深浦町 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 深浦町下水道事業特別会計 https://www.town.fukaura.lg.jp/fixed-docs/2019071900131/
青森県 深浦町 水道事業（上水道：末端給水） 深浦町水道事業会計 https://www.town.fukaura.lg.jp/fixed-docs/2019071900131/
青森県 深浦町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）深浦町下水道事業特別会計 https://www.town.fukaura.lg.jp/fixed-docs/2019071900131/
青森県 西目屋村 水道事業（簡易水道：法非適用） 西目屋村簡易水道事業特別会計 http://www.nishimeya.jp/kurashi/kankyo/suidou/post-140.html
青森県 西目屋村 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://www.nishimeya.jp/kurashi/kankyo/suidou/post-140.html
青森県 藤崎町 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.town.fujisaki.lg.jp/index.cfm/9,0,42,327,html
青森県 藤崎町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.town.fujisaki.lg.jp/index.cfm/9,0,42,326,html
青森県 藤崎町 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計 http://www.town.fujisaki.lg.jp/index.cfm/9,0,42,327,html
青森県 大鰐町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 http://www.town.owani.lg.jp/index.cfm/7,0,20,152,html
青森県 大鰐町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用公共下水道事業特別会計 http://www.town.owani.lg.jp/index.cfm/7,0,20,145,html
青森県 田舎館村 下水道事業（公共下水道：法適用） 田舎館村下水道事業会計 http://www.vill.inakadate.lg.jp/docs/201703000037/
青森県 田舎館村 水道事業（上水道：末端給水） 田舎館村水道事業会計 http://www.vill.inakadate.lg.jp/docs/201703000037/
青森県 田舎館村 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 田舎館村農業集落排水事業会計 http://www.vill.inakadate.lg.jp/docs/201703000037/
青森県 板柳町 下水道事業（公共下水道：法適用） 板柳町公共下水道事業会計 https://www.town.itayanagi.aomori.jp/info/info-details.php?BunruiID=&id=2297
青森県 板柳町 水道事業（上水道：末端給水） 板柳町水道事業会計 https://www.town.itayanagi.aomori.jp/info/info-details.php?id=2297
青森県 板柳町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 板柳町農業集落排水事業特別会計 https://www.town.itayanagi.aomori.jp/info/info-details.php?BunruiID=&id=2297
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青森県 鶴田町 下水道事業（公共下水道：法適用） 鶴田町下水道事業会計 http://www.town.tsuruta.lg.jp/syoukai/syoukai-gyousei/post-301.html
青森県 鶴田町 水道事業（上水道：末端給水） 鶴田町水道事業会計 http://www.town.tsuruta.lg.jp/syoukai/syoukai-gyousei/post-301.html
青森県 鶴田町 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 鶴田町下水道事業会計 http://www.town.tsuruta.lg.jp/syoukai/syoukai-gyousei/post-301.html
青森県 中泊町 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 中泊町漁業集落排水事業特別会計 http://www.town.nakadomari.lg.jp/index.cfm/10,0,24,12,html
青森県 中泊町 水道事業（上水道：末端給水） 中泊町水道事業特別会計 http://www.town.nakadomari.lg.jp/index.cfm/10.0.24.11.html
青森県 中泊町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 中泊町農業集落排水事業特別会計 http://www.town.nakadomari.lg.jp/index.cfm/10,0,24,12,html
青森県 七戸町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 七戸町公共下水道事業特別会計 http://www.town.shichinohe.lg.jp/kurashi/kankyou/jyougesuidou/post-166.html
青森県 七戸町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.town.shichinohe.lg.jp/kurashi/kankyou/post-158.html
青森県 七戸町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）七戸町公共下水道事業特別会計 http://www.town.shichinohe.lg.jp/kurashi/kankyou/jyougesuidou/post-166.html
青森県 七戸町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 七戸町農業集落排水事業特別会計 http://www.town.shichinohe.lg.jp/kurashi/kankyou/jyougesuidou/post-166.html
青森県 六戸町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 http://www.town.rokunohe.aomori.jp/machi_jougesuidou_keieisenryaku.html
青森県 六戸町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://www.town.rokunohe.aomori.jp/machi_jougesuidou_keieisenryaku.html
青森県 横浜町 水道事業（簡易水道：法適用） 横浜町水道会計事業 http://www.town.yokohama.lg.jp/index.cfm/6,7221,18,134,html
青森県 横浜町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 百目木地区農業集落排水事業特別会計http://www.town.yokohama.lg.jp/index.cfm/6,7252,18,134,html
青森県 東北町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 東北町公共下水道事業特別会計 http://www.town.tohoku.lg.jp/chousei/info/info_yakuba_11-04.html
青森県 東北町 水道事業（上水道：末端給水） 東北町上水道事業会計 http://www.town.tohoku.lg./chousei/info_yakuba_14-02.html
青森県 東北町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 東北町農業集落排水事業特別会計 http://www.town.tohoku.lg.jp/chousei/info/info_yakuba_11-04.html
青森県 おいらせ町 下水道事業（公共下水道：法非適用） おいらせ町公共下水道事業特別会計 http://www.town.oirase.aomori.jp
青森県 おいらせ町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） おいらせ町農業集落排水事業特別会計http://www.town.oirase.aomori.jp
青森県 大間町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業特別会計 https://www.town.ooma.lg.jp/
青森県 東通村 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 下水道事業特別会計 http://www.vill.higashidoori.lg.jp/mizushigen/page000012.html
青森県 東通村 水道事業（上水道：末端給水） 東通村水道事業会計 http://www.vill.higashidoori.ig.jp/mizushigen/page000011.html
青森県 東通村 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業特別会計 http://www.vill.higashidoori.lg.jp/mizushigen/page000012.html
青森県 三戸町 水道事業（簡易水道：法非適用） 三戸町営簡易水道事業特別会計 https://www.town.sannohe.aomori.jp/
青森県 三戸町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 三戸町下水道事業特別会計 https://www.town.sannohe.aomori.jp/material/files/group/10/gesui_keieisenryaku_2903.pdf
青森県 五戸町 水道事業（簡易水道：法非適用） 五戸町簡易水道事業特別会計 http://www.town.gonohe.aomori.jp/chosei/keieisenryaku.html
青森県 五戸町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 五戸町下水道事業特別会計 http://www.town.gonohe.aomori.jp/chosei/keieisenryaku.html
青森県 五戸町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 五戸町農業集落排水処理施設事業特別http://www.town.gonohe.aomori.jp/chosei/keieisenryaku.html
青森県 田子町 水道事業（上水道：末端給水） 田子町水道事業特別会計 http://www.town.takko.lg.jp/index.cfm/9,4363,21,html
青森県 南部町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 南部町公共下水道事業特別会計 http://www.town.aomori-nanbu.lg.jp/index.cfm/6,8004,20,125,html
青森県 南部町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 南部町農業集落排水事業特別会計 http://www.town.aomori-nanbu.lg.jp/index.cfm/6,10031,20,125,html
青森県 階上町 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 階上町漁業集落排水事業特別会計 http://www.town.hashikami.lg.jp/index.cfm/9,6545,117,347,html
青森県 階上町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 階上町公共下水道事業特別会計 http://www.town.hashikami.lg.jp/index.cfm/9,6545,117,347,html
青森県 久吉ダム水道企業団 水道事業（上水道：末端給水） 久吉ダム水道企業団水道事業会計 http://www.hisayoshidam.jp/publics/index/44/
青森県 津軽広域水道企業団 水道事業（上水道：用水供給） 津軽広域水道用水供給事業 http://www.tusui.jp
青森県 津軽広域水道企業団 水道事業（上水道：末端給水） 津軽広域水道企業団水道事業会計(西北http://www.tusui.jp/seihoku/images/pdf/keieisenryaku3.pdf
青森県 八戸圏域水道企業団 水道事業（上水道：末端給水） 八戸圏域水道企業団水道事業会計 http://www.water-supply.hachinohe.aomori.jp/about/unei/sougou/sougoukeikaku2019.html
岩手県 岩手県 工業用水道事業 工業用水道事業会計 https://www.pref.iwate.jp/kigyoukyoku/keiei/1028027.html
岩手県 岩手県 電気事業（法適用） 電気事業会計 https://www.pref.iwate.jp/kigyoukyoku/keiei/1028027.html
岩手県 岩手県 下水道事業（流域下水道：法非適用） 流域下水道事業特別会計 https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/toshigesui/gesui/1010229.html
岩手県 盛岡市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.morioka-water.jp/about/kihon_about.html
岩手県 盛岡市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.morioka-water.jp/about/ge_plan_27-36.html
岩手県 盛岡市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業費特別会計 http://www.morioka-water.jp/about/ge_plan_27-36.html
岩手県 盛岡市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用公設浄化槽事業費特別会計 http://www.morioka-water.jp/about/ge_plan_27-36.html
岩手県 宮古市 市場事業（法非適用） 魚市場事業特別会計 https://www.city.miyako.iwate.jp/suisan/uoitiba_top.html
岩手県 宮古市 下水道事業（公共下水道：法適用） 宮古市下水道事業会計 http://www.city.miyako.iwate.jp/keiei/gesuidoukeieisenryaku.html
岩手県 宮古市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 宮古市下水道事業会計 http://www.city.miyako.iwate.jp/keiei/gesuidoukeieisenryaku.html
岩手県 宮古市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 宮古市農業集落排水事業特別会計 http://www.city.miyako.iwate.jp/keiei/gesuidoukeieisenryaku.html
岩手県 宮古市 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 宮古市漁業集落排水事業特別会計 http://www.city.miyako.iwate.jp/keiei/gesuidoukeieisenryaku.html
岩手県 宮古市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用宮古市浄化槽事業特別会計 http://www.city.miyako.iwate.jp/keiei/gesuidoukeieisenryaku.html
岩手県 大船渡市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 大船渡市公共下水道事業特別会計 http://www.city.ofunato.iwate.jp/www/contents/1079660109339/index.html
岩手県 大船渡市 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 大船渡市漁業集落排水事業特別会計 http://www.city.ofunato.iwate.jp/www/contents/1079660109339/index.html
岩手県 花巻市 下水道事業（公共下水道：法適用） 花巻市下水道事業会計 https://www.city.hanamaki.iwate.jp/kurashi/sumai_seikatsu/suidou/1001199/1001204.html
岩手県 花巻市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 花巻市下水道事業会計 https://www.city.hanamaki.iwate.jp/kurashi/sumai_seikatsu/suidou/1001199/1001204.html
岩手県 花巻市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 花巻市下水道事業会計 https://www.city.hanamaki.iwate.jp/kurashi/sumai_seikatsu/suidou/1001199/1001204.html
岩手県 花巻市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用花巻市汚水処理事業特別会計 https://www.city.hanamaki.iwate.jp/kurashi/sumai_seikatsu/suidou/1001199/1001204.html
岩手県 北上市 電気事業（法非適用） 電気事業特別会計 https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/kurashi_tetsuduki/kankyo_gomi_pet/kankyou/1/15523.html
岩手県 北上市 下水道事業（公共下水道：法適用） 北上市下水道事業会計 https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/kurashi_tetsuduki/jo_gesuido/gesuido/10131.html
岩手県 北上市 下水道事業（特定公共下水道：法適用） 北上市下水道事業会計 https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/kurashi_tetsuduki/jo_gesuido/gesuido/10131.html
岩手県 北上市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 北上市下水道事業会計 https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/kurashi_tetsuduki/jo_gesuido/gesuido/10131.html
岩手県 久慈市 水道事業（上水道：末端給水） 久慈市水道事業会計 http://www.city.kuji.iwate.jp/kurashi/jyogesuido/keieijoho/keieisenryaku.html
岩手県 久慈市 下水道事業（公共下水道：法適用） 久慈市下水道事業会計 http://www.city.kuji.iwate.jp/kurashi/jyogesuido/keieijoho/gesuidoujigyou_keieisenryaku.html
岩手県 久慈市 下水道事業（漁業集落排水施設：法適用） 久慈市下水道事業会計 http://www.city.kuji.iwate.jp/kurashi/jyogesuido/keieijoho/gesuidoujigyou_keieisenryaku.html
岩手県 遠野市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.tono.iwate.jp/index.cfm/45,38434,249,481,html
岩手県 遠野市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.tono.iwate.jp/index.cfm/45,38560,249,482,html
岩手県 遠野市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.tono.iwate.jp/index.cfm/45,38560,249,482,html
岩手県 遠野市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.tono.iwate.jp/index.cfm/45,38560,249,482,html
岩手県 一関市 水道事業（上水道：末端給水） 一関市水道事業会計 http://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.cfm/8,89984,187,html
岩手県 一関市 工業用水道事業 一関市工業用水道事業 http://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.cfm/8,89984,187,html
岩手県 一関市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 一関市下水道事業特別会計 https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.cfm/8,89984,187,html
岩手県 一関市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）一関市下水道事業特別会計 https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.cfm/8,89984,187,html
岩手県 一関市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 一関市農業集落排水事業特別会計 https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.cfm/8,89984,187,html
岩手県 陸前高田市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 www.city.rikuzentakata.iwate.jp/kategorie/kurashi/suidou/ge-suidou/keiei-senryaku.html
岩手県 陸前高田市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 下水道事業特別会計 www.city.rikuzentakata.iwate.jp/kategorie/kurashi/suidou/ge-suidou/keiei-senryaku.html
岩手県 陸前高田市 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 下水道事業特別会計 www.city.rikuzentakata.iwate.jp/kategorie/kurashi/suidou/ge-suidou/keiei-senryaku.html
岩手県 釜石市 水道事業（上水道：末端給水） 釜石市水道事業会計 https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2017062100034/
岩手県 釜石市 下水道事業（公共下水道：法適用） 釜石市公共下水道事業会計 https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2017030600023/
岩手県 釜石市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 釜石市農業集落排水事業 https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2017030600023/
岩手県 釜石市 下水道事業（漁業集落排水施設：法適用） 釜石市漁業集落排水事業 https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2017030600023/
岩手県 二戸市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.ninohe.lg.jp/info/944
岩手県 二戸市 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業特別会計 https://www.city.ninohe.lg.jp
岩手県 二戸市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 https://www.city.ninohe.lg.jp/info/938
岩手県 二戸市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業特別会計 https://www.city.ninohe.lg.jp/info/938
岩手県 二戸市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用生活排水処理事業特別会計 https://www.city.ninohe.lg.jp/info/938
岩手県 八幡平市 水道事業（上水道：末端給水） 八幡平市水道事業会計 https://www.city.hachimantai.lg.jp/soshiki/jogesuika/1607.html
岩手県 八幡平市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 八幡平市公共下水道事業特別会計 https://www.city.hachimantai.lg.jp/soshiki/jogesuika/1607.html
岩手県 八幡平市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）八幡平市公共下水道事業特別会計 https://www.city.hachimantai.lg.jp/soshiki/jogesuika/1607.html
岩手県 八幡平市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 八幡平市農業集落排水事業特別会計 https://www.city.hachimantai.lg.jp/soshiki/jogesuika/1607.html
岩手県 八幡平市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用八幡平市浄化槽事業特別会計 https://www.city.hachimantai.lg.jp/soshiki/jogesuika/1607.html
岩手県 奥州市 水道事業（上水道：末端給水） 奥州市水道事業 https://www.city.oshu.iwate.jp/site/suidou/
岩手県 奥州市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 https://www.city.oshu.iwate.jp/site/suidou/
岩手県 奥州市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業特別会計 https://www.city.oshu.iwate.jp/site/suidou/
岩手県 奥州市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 https://www.city.oshu.iwate.jp/site/suidou/
岩手県 奥州市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用浄化槽事業特別会計 https://www.city.oshu.iwate.jp/site/suidou/
岩手県 滝沢市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 www.city.takizawa.iwate.jp/life/taki_kurashi/suidou/goannai/mizu-keikaku.html
岩手県 滝沢市 下水道事業（公共下水道：法適用） 滝沢市下水道事業会計 http://www.city.takizawa.iwate.jp/life/taki_kurashi/gesuidou
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岩手県 雫石町 下水道事業（公共下水道：法適用） 雫石町下水道事業会計 http://www.town.shizukuishi.iwate.jp/docs/2017032100026/
岩手県 雫石町 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 雫石町下水道事業会計 http://www.town.shizukuishi.iwate.jp/docs/2017032100026/
岩手県 葛巻町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.town.kuzumaki.iwte.jp/docs/2015110500119/
岩手県 葛巻町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業会計 https://www.town.kuzumaki.iwte.jp/docs/2015110500119/
岩手県 葛巻町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用農業集落排水事業会計 https://www.town.kuzumaki.iwte.jp/docs/2015110500119/
岩手県 岩手町 水道事業（上水道：末端給水） 岩手町水道事業会計 http://town.iwate.iwate.jp/town/suido/waterworks_management_strategy/
岩手県 岩手町 下水道事業（公共下水道：法適用） 岩手町下水道事業会計 http://town.iwate.iwate.jp/town/suido/sewer_management_strategy/
岩手県 紫波町 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.town.shiwa.iwate.jp./kurashi/gesui/1/1434.html
岩手県 紫波町 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計 http://www.town.shiwa.iwate.jp./kurashi/gesui/1/1434.html
岩手県 紫波町 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法適用） 下水道事業会計 http://www.town.shiwa.iwate.jp./kurashi/gesui/1/1434.html
岩手県 紫波町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法適用）下水道事業会計 http://www.town.shiwa.iwate.jp./kurashi/gesui/1/1434.html
岩手県 矢巾町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 httpｓ://suidou.town.yahaba.iwate.jp/release
岩手県 西和賀町 水道事業（上水道：末端給水） 西和賀町水道事業 town.nishiwaga.lg.jp/soshikikarasagasu/jogesuidouka/1/1/2/2/836.html
岩手県 西和賀町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）西和賀町下水道事業特別会計 https://www.town.nishiwaga.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/jogesuido/1/1957.html
岩手県 西和賀町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 西和賀町下水道事業特別会計 https://www.town.nishiwaga.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/jogesuido/1/1957.html
岩手県 西和賀町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用西和賀町下水道事業特別会計 https://www.town.nishiwaga.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/jogesuido/1/1957.html
岩手県 金ケ崎町 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.town.kanegasaki.iwate.jp/docs/2017102900594/
岩手県 金ケ崎町 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計 http://www.town.kanegasaki.iwate.jp/docs/2017102900594/
岩手県 金ケ崎町 下水道事業（個別排水処理施設：法適用） 下水道事業会計 http://www.town.kanegasaki.iwate.jp/docs/2017102900594/
岩手県 平泉町 水道事業（上水道：末端給水） 平泉町水道事業会計 https://www.town.hiraizumi.iwate.jp/index.cfm/27,2572,85,284,html
岩手県 平泉町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 http://www.town.hiraizumi.iwate.jp/index.cfm/27,2572,85,284,html
岩手県 平泉町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://www.town.hiraizumi.iwate.jp/index.cfm/27,2572,85,284,html
岩手県 平泉町 駐車場整備事業（法非適用） 町営駐車場特別会計 https://www.town.hiraizumi.iwate.jp/index.cfm/26,5079,126,272,html
岩手県 住田町 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業特別会計 https://www.town.sumita.iwate.jp/docs/2016120600011/files/keieisenryaku_kansui.pdf
岩手県 住田町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業特別会計 https://www.town.sumita.iwate.jp/docs/2016120600011/files/keieisenryaku_gesui.pdf
岩手県 大槌町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 https://www.town.otsuchi.iwate.jp/gyosei/docs/374757.html
岩手県 大槌町 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 漁業集落排水処理事業特別会計 https://www.town.otsuchi.iwate.jp/gyosei/docs/374757.html
岩手県 山田町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 山田町公共下水道事業特別会計 ｈｔｔｐｓ：//www.town.yamada/docs/1324.html
岩手県 山田町 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 山田町漁業集落排水処理事業特別会計ｈｔｔｐｓ：//www.town.yamada/docs/1324.html
岩手県 岩泉町 水道事業（簡易水道：法非適用） 岩泉町簡易水道特別会計 https//:www.town.iwaizumi.lg.jp/docs/2016121600010/
岩手県 岩泉町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 岩泉町公共下水道事業特別会計 https://www.town.iwaizumi.lg.jp/docs/2016121600010/
岩手県 田野畑村 水道事業（簡易水道：法非適用） 田野畑村簡易水道特別会計 https://www.vill.tanohata.iwate.jp/docs/2020040100025/files/kansui-senryaku.pdf
岩手県 田野畑村 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道特別会計 https://www.vill.tanohata.iwate.jp/docs/2017030700020/files/H29_keieisenryaku.pdf
岩手県 普代村 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 普代村漁業集落排水事業特別会計 http://www.vill.fudai.iwate.jp/docs/2018042500011/
岩手県 軽米町 水道事業（上水道：末端給水） 軽米町水道事業会計 http://www.town.karumai.iwate.jp/gyosei/somuzaisei/post-281.html
岩手県 軽米町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）軽米町下水道事業特別会計 http://www.town.karumai.iwate.jp/gyosei/somuzaisei/post-281.html
岩手県 野田村 水道事業（簡易水道：法非適用） 野田村簡易水道事業特別会計 vill.noda.iwate.jp
岩手県 野田村 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 http://www.vill.noda.iwate.jp/jyougesuidouhann/674.html
岩手県 野田村 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 公共下水道事業特別会計 http://www.vill.noda.iwate.jp/jyougesuidouhann/674.html
岩手県 野田村 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 公共下水道事業特別会計 http://www.vill.noda.iwate.jp/jyougesuidouhann/674.html
岩手県 九戸村 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.vill.kunohe.iwate.jp
岩手県 九戸村 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業特別会計 http://www.kunohe.iwate.jp/docs/22.html
岩手県 九戸村 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://www.kunohe.iwate.jp/docs/22.html
岩手県 洋野町 水道事業（上水道：末端給水） 洋野町水道事業 http:town,horono.iwate.jp/docs/2017032100026/
岩手県 洋野町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）洋野町公共下水道事業特別会計 http://www.town.hirono.iwate.jp/docs/2017022100012/
岩手県 洋野町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 洋野町農業集落排水事業特別会計 http://www.town.hirono.iwate.jp/docs/2019040300023/
岩手県 洋野町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用洋野町生活排水処理事業特別会計 http://www.town.hirono.iwate.jp/docs/2019040300023/
岩手県 洋野町 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 洋野町生活排水処理事業特別会計 http://www.town.hirono.iwate.jp/docs/2019040300023/
岩手県 洋野町 介護サービス事業（法適用） 洋野町国民健康保険種市病院事業会計http://www.town.hirono.iwate.jp/docs/2017081500013/
岩手県 一戸町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 一戸町下水道事業特別会計 https://www.town.ichinohe.iwate.jp/kurashi_tetsuzuki/jogesuido/5/1334.html
岩手県 一戸町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 一戸町農業集落排水事業特別会計 https://www.town.ichinohe.iwate.jp/kurashi_tetsuzuki/jogesuido/5/1334.html
岩手県 一戸町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用一戸町個別生活排水処理事業特別会計https://www.town.ichinohe.iwate.jp/kurashi_tetsuzuki/jogesuido/5/1334.html
岩手県 一戸町 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 一戸町個別生活排水処理事業特別会計https://www.town.ichinohe.iwate.jp/kurashi_tetsuzuki/jogesuido/5/1334.html
岩手県 岩手中部水道企業団 水道事業（上水道：末端給水） 岩手中部水道企業団水道事業会計 https://www.iwatetyubu-suido.jp/jigyo/2474/
宮城県 宮城県 下水道事業（流域下水道：法適用） 流域下水道事業 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kigyo/31-keieisenryaku.html
宮城県 宮城県 工業用水道事業 工業用水道事業会計 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kigyo/purantokeieikeikaku.html
宮城県 宮城県 水道事業（上水道：用水供給） 水道用水供給事業 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kigyo/purantokeieikeikaku.html
宮城県 宮城県 その他事業（法適用） 地域整備事業会計 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kigyo/purantokeieikeikaku.html
宮城県 仙台市 その他事業（法適用） 仙台市下水道事業会計 http://www.city.sendai.jp/keesenryaku/kurashi/machi/lifeline/gesuido/gesuido/gaiyo/kee.html
宮城県 仙台市 下水道事業（公共下水道：法適用） 仙台市下水道事業会計 http://www.city.sendai.jp/keesenryaku/kurashi/machi/lifeline/gesuido/gesuido/gaiyo/kee.html
宮城県 仙台市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 仙台市下水道事業会計 http://www.city.sendai.jp/keesenryaku/kurashi/machi/lifeline/gesuido/gesuido/gaiyo/kee.html
宮城県 仙台市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法適用）仙台市下水道事業会計 http://www.city.sendai.jp/keesenryaku/kurashi/machi/lifeline/gesuido/gesuido/gaiyo/kee.html
宮城県 仙台市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 仙台市下水道事業会計 http://www.city.sendai.jp/keesenryaku/kurashi/machi/lifeline/gesuido/gesuido/gaiyo/kee.html
宮城県 仙台市 水道事業（上水道：末端給水） 仙台市水道事業会計 http://www-suido-city-sendai-jp/nx_html/01-jigyou/01-309.html
宮城県 仙台市 交通事業（自動車運送） 仙台市自動車運送事業会計 https://www.kotsu.city.sendai.jp/kigyou/keiei/bus_kaizen_29_33.html
宮城県 仙台市 ガス事業 仙台市ガス事業会計 https://www.gas.city.sendai.jp/top/about_us/keieisennryaku/index.php
宮城県 石巻市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 https://www.city.ishinomaki.lg.jp/
宮城県 石巻市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業特別会計 https://www.city.ishinomaki.lg.jp/
宮城県 石巻市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 https://www.city.ishinomaki.lg.jp/
宮城県 石巻市 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 漁業集落排水事業特別会計 https://www.city.ishinomaki.lg.jp/
宮城県 石巻市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用浄化槽整備事業特別会計 https://www.city.ishinomaki.lg.jp/
宮城県 塩竈市 水道事業（上水道：末端給水） 塩竈市水道事業会計 http://cms.city.shiogama.miyagi.jp/control/preview/soshiki/detail.php?lif_id=13897
宮城県 気仙沼市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.kesennuma.miyagi.jp/sec/s141/20190814152912.html
宮城県 気仙沼市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道特別会計 http://www.kesennuma.miyagi.jp/sec/s111/010/010/010/020/koukyou2.pdf
宮城県 気仙沼市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）公共下水道特別会計 http://www.kesennuma.miyagi.jp/sec/s111/010/010/010/020/koukyou2.pdf
宮城県 気仙沼市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 公共下水道特別会計 http://www.kesennuma.miyagi.jp/sec/s111/010/010/010/020/koukyou2.pdf
宮城県 気仙沼市 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 公共下水道特別会計 http://www.kesennuma.miyagi.jp/sec/s111/010/010/010/020/koukyou2.pdf
宮城県 白石市 水道事業（上水道：末端給水） 白石市水道事業会計 http://www.city.shiroishi.miyagi.jp
宮城県 白石市 下水道事業（公共下水道：法適用） 白石市下水道事業会計 http://www.city.shiroishi.miyagi.jp
宮城県 白石市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 白石市下水道事業会計 http://www.city.shiroishi.miyagi.jp
宮城県 名取市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.natori.miyagi.jp/bunya/environment/node_31369/node_37047/node_31482
宮城県 名取市 下水道事業（公共下水道：法適用） 名取市下水道事業等会計 https://cms.city.natori.miyagi.jp/soshiki/kensetsu/gesui/node_43665/node_44174
宮城県 名取市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 名取市下水道事業等会計 https://cms.city.natori.miyagi.jp/soshiki/kensetsu/gesui/node_43665/node_44174
宮城県 角田市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.kakuda.lg.jp/suido/page00001.shtml
宮城県 角田市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 http:/www.city.kakuda.lg.jp/gesuido/page00021.shtml
宮城県 角田市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http:/www.city.kakuda.lg.jp/gesuido/page00021.shtml
宮城県 多賀城市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.tagajo.miyagi.jp/keiei/keieisenryaku.html
宮城県 岩沼市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 岩沼市下水道事業会計 https://www.city.iwanuma.miyagi.jp/kurashi/waterworks/gesuido/index.html
宮城県 登米市 水道事業（上水道：末端給水） 登米市水道事業会計 http://tome-suido.com
宮城県 登米市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 登米市下水道事業特別会計 http://tome-suido.com
宮城県 登米市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）登米市下水道事業特別会計 http://tome-suido.com
宮城県 登米市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 登米市下水道事業特別会計 http://tome-suido.com
宮城県 登米市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用登米市下水道事業特別会計 http://tome-suido.com
宮城県 登米市 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 登米市下水道事業特別会計 http://tome-suido.com
宮城県 登米市 介護サービス事業（法適用） 登米市老人保健施設事業会計 http://www.city.tome.miyagi.jp/iryou/iryou/img/tyutyokikeikaku.pdf
宮城県 栗原市 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 栗原市合併処理浄化槽事業特別会計 https://www.kuriharacity.jp/w029/010/010/010/010/180/43536.html
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宮城県 栗原市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用栗原市合併処理浄化槽事業特別会計 https://www.kuriharacity.jp/w029/010/010/010/010/180/43536.html
宮城県 栗原市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 栗原市農業集落排水事業特別会計 https://www.kuriharacity.jp/w029/010/010/010/010/180/43536.html
宮城県 栗原市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）栗原市下水道事業特別会計 https://www.kuriharacity.jp/w029/010/010/010/010/180/43536.html
宮城県 栗原市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 栗原市下水道事業特別会計 https://www.kuriharacity.jp/w029/010/010/010/010/180/43536.html
宮城県 栗原市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.kuriharacity.jp/w029/010/010/010/020/260/43335.html
宮城県 東松島市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 東松島市下水道事業特別会計 https://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/index.cfm/26,900,84,180,html
宮城県 東松島市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 東松島市農業集落排水事業特別会計 https://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/index.cfm/26,900,84,180,html
宮城県 東松島市 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 東松島市漁業集落排水事業特別会計 https://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/index.cfm/26,900,84,180,html
宮城県 大崎市 水道事業（上水道：末端給水） 大崎市水道事業会計 http://www.city.osaki.miyagi.jp/index.cfm/10,18849,28,428,html
宮城県 大崎市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 大崎市公共下水道事業特別会計 http://www.city.osaki.miyagi.jp/index.cfm/10,18878,28,427,html
宮城県 大崎市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）大崎市公共下水道事業特別会計 http://www.city.osaki.miyagi.jp/index.cfm/10,18878,28,427,html
宮城県 大崎市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 大崎市農業集落排水事業特別会計 http://www.city.osaki.miyagi.jp/index.cfm/10,18878,28,427,html
宮城県 富谷市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業（公共下水道：法非適用）https://www.tomiya-city.miyagi.jp/soshiki/jyougesuidou/keieisenryaku-gesui.html
宮城県 蔵王町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.town.zao.miyagi.jp/kurashi_guide/shisaku_machi/shisaku_machi/yosan/keieisenryaku.html
宮城県 蔵王町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）蔵王町下水道事業特別会計 http://www.town.zao.miyagi.jp/kurashi_guide/shisaku_machi/shisaku_machi/yosan/keieisenryaku.html
宮城県 村田町 水道事業（上水道：末端給水） 村田町上水道事業会計 http://www.town.murata.miyagi.jp/kurashi/suidou/keiei/index.html
宮城県 村田町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 村田町公共下水道事業特別会計 http://www.town.murata.miyagi.jp/kurashi/suidou/keiei/index.html
宮城県 村田町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 村田町農業集落排水事業特別会計 http://www.town.murata.miyagi.jp/kurashi/suidou/keiei/index.html
宮城県 柴田町 水道事業（上水道：末端給水） 柴田町水道事業会計 https://www.town.shibata.miyagi.jp/index.cfm/75,38157,133,268,html
宮城県 川崎町 水道事業（上水道：末端給水） 川崎町水道事業会計 http://www.town.kawasaki.miyagi.jp
宮城県 川崎町 観光施設事業（その他観光施設：法非適用） 川崎町温泉事業会計 http://www.town.kawasaki.miyagi.jp
宮城県 丸森町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 丸森町公共下水道特別会計 http://www.town.marumori.miyagi.jp/kensetsu/suidou/keieisenryaku.html
宮城県 丸森町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 丸森町農業集落排水事業特別会計 http://www.town.marumori.miyagi.jp/kensetsu/suidou/keieisenryaku.html
宮城県 丸森町 水道事業（上水道：末端給水） 丸森町水道事業 http://www.town.marumori.miyagi.jp/kensetsu/suidou/keieisenryaku.html
宮城県 亘理町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 亘理町公共下水道事業特別会計 http://www.town.watari.miyagi.jp/index.cfm/28,35683,84,110,html
宮城県 山元町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業（上水道：末端給水） http://www.town.yamamoto.miyagi.jp/soshiki/16/6939.html
宮城県 山元町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.town.yamamoto.miyagi.jp/soshiki/16/6939.html
宮城県 山元町 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計 http://www.town.yamamoto.miyagi.jp/soshiki/16/6939.html
宮城県 松島町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.town.miyagi-matsushima.lg.jp/index.cfm/7,0,77,237,html
宮城県 松島町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 https://www.town.miyagi-matsushima.lg.jp/index.cfm/7,0,77,237,html
宮城県 七ヶ浜町 水道事業（上水道：末端給水） 七ヶ浜町水道事業会計 ｈｔｔｐｓ：//www.shichigahama.com/benricho/joho/d60-408.html
宮城県 七ヶ浜町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 ｈｔｔｐｓ：//www.shichigahama.com/benricho/joho/d60-408.html
宮城県 利府町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 利府町下水道特別会計 https://www.town.rifu.miyagi.jp/gyosei/kurashi_tetsuzuki/suido_gesuido/1876.html
宮城県 利府町 水道事業（上水道：末端給水） 利府町水道事業会計 https://www.town.rifu.miyagi.jp/gyosei/kurashi_tetsuzuki/suido_gesuido/1876.html
宮城県 大和町 水道事業（上水道：末端給水） 大和町水道事業会計 https://www.town.taiwa.miyagi.jp/uploaded/attachment/4338.pdf
宮城県 大郷町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業特別会計 https://www.town.miyagi-osato.lg.jp/soshiki/tiikiseibi/suidoujigyoukeieisenryaku.html
宮城県 大衡村 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 www.village.ohira.miyagi.jp/03kurashi/04seikatsu/files/keieisennryaku.pdf
宮城県 色麻町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.town.shikama.miyagi.jp/6,18688,103.html
宮城県 色麻町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業特別会計 http://www.town.shikama.miyagi.jp
宮城県 色麻町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 下水道事業特別会計 http://www.town.shikama.miyagi.jp
宮城県 色麻町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用下水道事業特別会計 http://www.town.shikama.miyagi.jp
宮城県 色麻町 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 下水道事業特別会計 http://www.town.shikama.miyagi.jp
宮城県 加美町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 加美町下水道事業特別会計 http://www.town.kami.miyagi.jp/index.cfm/6,8394,110,1,html
宮城県 加美町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）加美町下水道事業特別会計 http://www.town.kami.miyagi.jp/index.cfm/6,8394,110,1,html
宮城県 加美町 下水道事業（簡易排水施設：法非適用） 加美町下水道事業特別会計 http://www.town.kami.miyagi.jp/index.cfm/6,8394,110,1,html
宮城県 加美町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用加美町下水道事業特別会計 http://www.town.kami.miyagi.jp/index.cfm/6,8394,110,1,html
宮城県 涌谷町 水道事業（上水道：末端給水） 涌谷町水道事業 http://www.town.wakuya.miyagi.jp/
宮城県 涌谷町 下水道事業（公共下水道：法適用） 涌谷町下水道事業会計 http://www.town.wakuya.miyagi.jp/kurashi/sekatsu/gesui/documents/h30gesuikeieisennryaku.pdf
宮城県 涌谷町 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 涌谷町下水道事業会計 http://www.town.wakuya.miyagi.jp/kurashi/sekatsu/gesui/documents/h30gesuikeieisennryaku.pdf
宮城県 涌谷町 介護サービス事業（法適用） 涌谷町老人保健施設事業会計 http://www.town.wakuya.miyagi.jp/kenko/kenko/hospital/gaiyou/documents/byouinkaikakupdf.pdf
宮城県 涌谷町 介護サービス事業（法適用） 涌谷町訪問看護ステーション事業会計http://www.town.wakuya.miyagi.jp/kenko/kenko/hospital/gaiyou/documents/byouinkaikakupdf.pdf
宮城県 美里町 水道事業（上水道：末端給水） 美里町水道事業会計 http://www.town.misato.miyagi.jp/07kurashi/suidou/suidousennryaku.html
宮城県 美里町 下水道事業（公共下水道：法適用） 美里町下水道事業会計 http://www.town.misato.miyagi.jp/13jyoho/2017-0331-1835-32.html
宮城県 美里町 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 美里町下水道事業会計 http://www.town.misato.miyagi.jp/13jyoho/2017-0331-1835-32.html
宮城県 女川町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 女川町下水道事業特別会計 http://www.town.onagawa.miyagi.jp/05_07_01.html
宮城県 南三陸町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）公共下水道事業事業特別会計 http://www.town.minamisanriku.miyagi.jp
宮城県 南三陸町 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 漁業集落排水事業特別会計 http://www.town.minamisanriku.miyagi.jp/
宮城県 南三陸町 介護サービス事業（法適用） りあす訪問看護ステーション http://www.minamisanriku-hp.jp/PDF/2017/20170403future_plan_minamisanriku_hsp.pdf
秋田県 秋田県 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業特別会計 https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/40065
秋田県 秋田県 下水道事業（流域下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/40065
秋田県 秋田県 工業用水道事業 工業用水道事業会計 https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/48851
秋田県 秋田県 電気事業（法適用） 電気事業会計 https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/48851
秋田県 秋田市 水道事業（上水道：末端給水） 秋田市水道事業会計 https://www.city.akita.lg.jp/suido/jigyo-shokai/1008416.html
秋田県 秋田市 下水道事業（公共下水道：法適用） 秋田市下水道事業会計 https://www.city.akita.lg.jp/suido/jigyo-shokai/1008416.html
秋田県 秋田市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 秋田市下水道事業会計 https://www.city.lg.jp/suido/jigyo-shokai/1008416.html
秋田県 秋田市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 秋田市農業集落排水事業会計 https://www.city.akita.lg.jp/suido/jigyo-shokai/1008416.html
秋田県 秋田市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法適用）秋田市農業集落排水事業会計 https://www.city.akita.lg.jp/suido/jigyo-shokai/1008416.html
秋田県 秋田市 下水道事業（個別排水処理施設：法適用） 秋田市農業集落排水事業会計 https:www.city.akita.lg.jp/suido/jigyo-shokai/1008416.html
秋田県 秋田市 電気事業（法非適用） 秋田市廃棄物発電会計 https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/recycle/1006072/1006107.html
秋田県 秋田市 市場事業（法非適用） 秋田市中央卸売市場会計、秋田市公設https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/1009912/1006827.html
秋田県 秋田市 観光施設事業（その他観光施設：法非適用） 大森山動物園 https://www.city.akita.lg.jp/zoo/milve/1008930.html
秋田県 能代市 水道事業（上水道：末端給水） 能代市水道事業会計 https://www.city.noshiro.lg.jp/section/toshi-seibi/koei-kigyo/12357
秋田県 能代市 下水道事業（公共下水道：法適用） 能代市下水道事業 https://www.city.noshiro.lg.jp/section/toshi-seibi/koei-kigyo/12358
秋田県 能代市 水道事業（簡易水道：法非適用） 能代市簡易水道事業特別会計 https://www.city.noshiro.lg.jp/kurashi/suido/kan-i/12257
秋田県 能代市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 能代市農業集落排水事業特別会計 http://www.city.noshiro.akita.jp/c.html?seq=12264
秋田県 能代市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用能代市浄化槽整備事業特別会計 https://www.city.noshiro.lg.jp/kurashi/suido/jokaso/12262
秋田県 能代市 介護サービス事業（法非適用） 介護保険特別会計 http://www.city.noshiro.akita.jp/c.html?seq=12251
秋田県 横手市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.yokote.lg.jp/keieikanri/page000085.html
秋田県 横手市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.yokote.lg.jp/keieikanri/page000085.html
秋田県 横手市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.yokote.lg.jp/keieikanri/page000085.html
秋田県 横手市 下水道事業（林業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.yokote.lg.jp/keieikanri/page000085.html
秋田県 横手市 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.yokote.lg.jp/keieikanri/page000085.html
秋田県 横手市 介護サービス事業（法非適用） 横手市市営介護サービス事業特別会計https://www.city.yokote.lg.jp/hokatsu/page000025.html
秋田県 横手市 介護サービス事業（法非適用） 横手市市営介護サービス事業特別会計 　https://www.city.yokote.lg.jp/hokatsu/page000025.html
秋田県 横手市 介護サービス事業（法非適用） 横手市市営介護サービス事業特別会計https://www.city.yokote.lg.jp/hokatsu/page000025.html
秋田県 横手市 介護サービス事業（法非適用） 横手市市営介護サービス事業特別会計https://www.city.yokote.ｌg.jp/hokatsu/page000025.html
秋田県 横手市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用浄化槽市町村整備推進事業特別会計 https://www.city.yokote.lg.jp/keieikanri/page000085.html
秋田県 大館市 水道事業（上水道：末端給水） 大館市水道事業 https://www.city.odate.lg.jp/city/soshiki/suidoukanri/p952
秋田県 大館市 工業用水道事業 大館市工業用水道事業 https://www.city.odate.lg.jp/city/soshiki/suidoukanri/p952
秋田県 大館市 下水道事業（公共下水道：法適用） 大館市下水道事業会計 https://www.city.odate.lg.jp/city/soshiki/suidoukanri/p952
秋田県 大館市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 大館市下水道事業会計 https://www.city.odate.lg.jp/city/soshiki/suidoukanri/p952
秋田県 大館市 市場事業（法非適用） 大館市公設総合地方卸売市場特別会計https://www.city.odate.lg.jp/city/soshiki/nogyoseisaku/p771
秋田県 大館市 介護サービス事業（法非適用） 介護サービス事業特別会計（特別養護https://www.city.odate.lg.jp/city/soshiki/koireifukushi/p760        
秋田県 大館市 介護サービス事業（法非適用） 介護サービス事業特別会計（デイサーcity.odate.lg.jp/
秋田県 大館市 介護サービス事業（法非適用） 介護サービス事業特別会計（つくし苑https://www.city.odate.lg.jp/city/soshiki/koireifukushi/p760
秋田県 大館市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 大館市農業集落排水事業特別会計 http://www.city.odate.lg.jp/city/soshiki/gesuihaisui/p961
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秋田県 大館市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用大館市戸別浄化槽整備事業特別会計 https://www.city.odate.lg.jp/city/soshiki/gesuihaisui/p964
秋田県 男鹿市 水道事業（上水道：末端給水） 上水道事業会計 http://www.city.oga.akita.jp/index.cfm/12.14257.71.ｈｔｍｌ
秋田県 男鹿市 ガス事業 ガス事業会計 http://www.city.oga.akita.jp/index.cfm/12.14257.71.html
秋田県 男鹿市 下水道事業（公共下水道：法適用） 公共下水道事業会計 http://www.city.oga.akita.jp/index.cfm/12,14257,71,html
秋田県 男鹿市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 特定環境保全公共下水道事業会計 http://www.city.oga.akita.jp/index.cfm/12,14257,71,html
秋田県 男鹿市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 農業集落排水事業会計 http://www.city.oga.akita.jp/index.cfm/12,14257,71,html
秋田県 男鹿市 下水道事業（漁業集落排水施設：法適用） 漁業集落排水事業会計 http://www.city.oga.akita.jp/index.cfm/12,14257,71,html
秋田県 湯沢市 水道事業（上水道：末端給水） 湯沢市水道事業会計 http://www.city-yuzawa.jp/watersewage03/1615
秋田県 湯沢市 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道特別会計 http://www.city-yuzawa.jp/watersewage03/1615
秋田県 湯沢市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道特別会計 http://www.city-yuzawa.jp/watersewage03/3643
秋田県 湯沢市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道特別会計 http://www.city-yuzawa.jp/watersewage03/3643
秋田県 湯沢市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 下水道特別会計 http://www.city-yuzawa.jp/watersewage03/3643
秋田県 湯沢市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用下水道特別会計 http://www.city-yuzawa.jp/watersewage03/3643
秋田県 鹿角市 水道事業（上水道：末端給水） 鹿角市上水道事業会計 https://www.city.kazuno.akita.jp/material/files/group/16/josui_keieisenryaku.pdf
秋田県 鹿角市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 鹿角市下水道事業特別会計 https://www.city.kazuno.akita.jp/material/files/group/16/gesui_keieisenryaku.pdf
秋田県 鹿角市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 鹿角市農業集落排水事業特別会計 https://www.city.kazuno.akita.jp/material/files/group/16/noushu_keieisenryaku.pdf
秋田県 由利本荘市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.yurihonjo.lg.jp/city/zaisei/c1758/c1760/5357
秋田県 由利本荘市 ガス事業 ガス事業 https://www.city.yurihonjo.lg.jp/city/zaisei/c1758/c1760/5357
秋田県 由利本荘市 観光施設事業（索道：法非適用） スキー場運営特別会計 https://www.city.yurihonjo.lg.jp/city/zaisei/c1758/c1760/5357
秋田県 由利本荘市 介護サービス事業（法非適用） 介護サービス事業特別会計（指定介護https://www.city.yurihonjo.lg.jp/city/zaisei/c1758/c1760/5357
秋田県 由利本荘市 介護サービス事業（法非適用） 介護サービス事業特別会計（老人デイhttps://www.city.yurihonjo.lg.jp/city/zaisei/c1758/c1760/5357
秋田県 由利本荘市 介護サービス事業（法非適用） 介護サービス事業特別会計（老人短期https://www.city.yurihonjo.lg.jp/city/zaisei/c1758/c1760/5357
秋田県 由利本荘市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 https://www.city.yurihonjo.lg.jp/city/zaisei/c1758/c1760/5357
秋田県 由利本荘市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業特別会計 https://www.city.yurihonjo.lg.jp/city/zaisei/c1758/c1760/5357
秋田県 由利本荘市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 集落排水事業特別会計 https://www.city.yurihonjo.lg.jp/city/zaisei/c1758/c1760/5357
秋田県 由利本荘市 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 集落排水事業特別会計 https://www.city.yurihonjo.lg.jp/city/zaisei/c1758/c1760/5357
秋田県 由利本荘市 下水道事業（簡易排水施設：法非適用） 集落排水事業特別会計 https://www.city.yurihonjo.lg.jp/city/zaisei/c1758/c1760/5357
秋田県 由利本荘市 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法非適用）集落排水事業特別会計 https://www.city.yurihonjo.lg.jp/city/zaisei/c1758/c1760/5357
秋田県 由利本荘市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用集落排水事業特別会計 https://www.city.yurihonjo.lg.jp/city/zaisei/c1758/c1760/5357
秋田県 由利本荘市 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 集落排水事業特別会計 https://www.city.yurihonjo.lg.jp/city/zaisei/c1758/c1760/5357
秋田県 潟上市 水道事業（上水道：末端給水） 潟上市水道事業会計 http://www.city.katagami.lg.jp/index.cfm/9,16536,66,396,html
秋田県 潟上市 下水道事業（公共下水道：法適用） 潟上市下水道事業会計 http://www.city.katagami.lg.jp/index.cfm/9,16536,66,396,html
秋田県 潟上市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 潟上市下水道事業会計 http://www.city.katagami.lg.jp/index.cfm/9,16536,66,396,html
秋田県 潟上市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 潟上市下水道事業会計 http://www.city.katagami.lg.jp/index.cfm/9,16536,66,396,html
秋田県 潟上市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法適用）潟上市下水道事業会計 http://www.city.katagami.lg.jp/index.cfm/9,16536,66,396,html
秋田県 大仙市 水道事業（上水道：末端給水） 大仙市水道事業 https://www.city.daisen.lg.jp/docs/2020052100037/
秋田県 大仙市 水道事業（簡易水道：法適用） 大仙市簡易水道事業 https://www.city.daisen.lg.jp/docs/2020052100037/
秋田県 大仙市 下水道事業（公共下水道：法適用） 大仙市下水道事業会計（公共下水道事https://www.city.daisen.lg.jp/docs/2013093000169/
秋田県 大仙市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 大仙市下水道事業会計（特定環境保全https://www.city.daisen.lg.jp/docs/2013093000169/
秋田県 大仙市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 大仙市下水道事業会計（農業集落排水https://www.city.daisen.lg.jp/docs/2013093000169/
秋田県 大仙市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法適用）大仙市下水道事業会計（特定地域生活https://www.city.daisen.lg.jp/docs/2013093000169/
秋田県 大仙市 観光施設事業（索道：法非適用） スキー場事業特別会計 https://www.city.daisen.lg.jp/docs/2017032800018/
秋田県 北秋田市 水道事業（上水道：末端給水） 北秋田市水道事業会計 https://www.city.kitaakita.akita.jp/news/news-440
秋田県 北秋田市 介護サービス事業（法非適用） 介護サービス事業特別会計(介護老人保http://www.city.kitaakita.akita.jp/news/news-320
秋田県 北秋田市 介護サービス事業（法非適用） 介護サービス事業特別会計(老人短期入http://www.city.kitaakita.akita.jp/news/news-320
秋田県 北秋田市 介護サービス事業（法非適用） 介護サービス事業特別会計(老人デイサhttp://www.city.kitaakita.akita.jp/news/news-320
秋田県 北秋田市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 https://www.city.kitaakita.akita.jp/news/news-440
秋田県 北秋田市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業特別会計 https://www.city.kitaakita.akita.jp/news/news-440
秋田県 北秋田市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 htts://www.city.kitaakita.akita.jp/news/news-440
秋田県 北秋田市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用特定地域生活排水処理事業特別会計 https://www.city.kitaakita.akita.jp/news/news-440
秋田県 にかほ市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.nikaho.akita.jp/administration/detail.html?id=2585
秋田県 にかほ市 ガス事業 ガス事業会計 https://www.city.nikaho.akita.jp/administration/detail.html?id=2585
秋田県 にかほ市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 https://www.city.nikaho.akita.jp/administration/detail.html?id=2585
秋田県 にかほ市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 https://www.city.nikaho.akita.jp/administration/detail.html?id=2585
秋田県 にかほ市 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法非適用）農業集落排水事業特別会計 https://www.city.nikaho.akita.jp/administration/detail.html?id=2585
秋田県 仙北市 水道事業（上水道：末端給水） 仙北市水道事業会計 http://www.city.semboku.akita.jp/government/information/management-strategy.html
秋田県 仙北市 観光施設事業（その他観光施設：法適用） 仙北市温泉事業会計 http://www.city.semboku.akita.jp/government/information/management-strategy.html
秋田県 仙北市 介護サービス事業（法非適用） 介護保険特別会計（仙北市介護老人保https://www.city.semboku.akita.jp/government/information/management-strategy.html
秋田県 仙北市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 仙北市下水道事業特別会計 https://www.city.semboku.akita.jp/government/information/management-strategy.html
秋田県 仙北市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）仙北市下水道事業特別会計 https://www.city.semboku.akita.jp/government/information/management-strategy.html
秋田県 仙北市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 仙北市集落排水事業特別会計 https://www.city.semboku.akita.jp/government/information/management-strategy.html
秋田県 仙北市 下水道事業（林業集落排水施設：法非適用） 仙北市集落排水事業特別会計 https://www.city.semboku.akita.jp/government/information/management-strategy.html
秋田県 仙北市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用仙北市浄化槽事業特別会計 https://www.city.semboku.akita.jp/government/information/management-strategy.html
秋田県 仙北市 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 仙北市浄化槽事業特別会計 https://www.city.semboku.akita.jp/government/information/management-strategy.html
秋田県 小坂町 水道事業（上水道：末端給水） 小坂町水道事業会計 https://www.town.kosaka.akita.jp/machinososhiki/kensetsuka/suidohan/1/2/420.html
秋田県 小坂町 介護サービス事業（法非適用） 介護保険特別会計 https://www.town.kosaka.akita.jp/kurashi_gyosei/kenko_fukushi/kaigohoken/687.html
秋田県 小坂町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 小坂町下水道事業特別会計 https://www.town.kosaka.akita.jp/machinososhiki/kensetsuka/suidohan/1/2/420.html
秋田県 小坂町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）小坂町下水道事業特別会計 https://www.town.kosaka.akita.jp/machinososhiki/kensetsuka/suidohan/1/2/420.html
秋田県 上小阿仁村 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業特別会計 https://www.vill.kamikoani.akita.jp/forms/info/info.aspx?info_id=8166
秋田県 上小阿仁村 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業特別会計 https://www.vill.kamikoani.akita.jp/forms/info/info.aspx?info_id=8166
秋田県 上小阿仁村 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 https://www.vill.kamikoani.akita.jp/forms/info/info.aspx?info_id=8166
秋田県 上小阿仁村 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 下水道事業特別会計 https://www.vill.kamikoani.akita.jp/forms/info/info.aspx?info_id=8166
秋田県 藤里町 水道事業（簡易水道：法適用） 藤里町簡易水道事業会計 https://www.town.fujisato.akita.jp/doro/c147/1406
秋田県 藤里町 介護サービス事業（法非適用） 介護サービス事業（法非適用） https://www.town.fujisato.akita.jp/town/soshiki/c53/1394
秋田県 藤里町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）公共下水道事業特別会計 https://www.town.fujisato.akita.jp/doro/c147/1406
秋田県 藤里町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 https://www.town.fujisato.akita.jp/doro/c147/1406
秋田県 藤里町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用合併浄化槽事業特別会計 https://www.town.fujisato.akita.jp/doro/c147/1406
秋田県 三種町 水道事業（上水道：末端給水） 三種町水道事業会計 http://www.town.mitane.akita.jp/administration/detail.html?category_id=92&article_id=7876
秋田県 三種町 観光施設事業（その他観光施設：法非適用） 三種町温泉事業特別会計 http://www.town.mitane.akita.jp/administration/detail.html?category_id=92&article_id=7876
秋田県 三種町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）三種町公共下水道事業特別会計 http://www.town.mitane.akita.jp/administration/detail.html?category_id=92&article_id=7876
秋田県 三種町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 三種町農業集落排水事業特別会計 http://www.town.mitane.akita.jp/administration/detail.html?category_id=92&article_id=7876
秋田県 八峰町 水道事業（簡易水道：法非適用） 八峰町営簡易水道事業特別会計 http://www.town.happou.akita.jp/docs/2017030900024/
秋田県 八峰町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）八峰町公共下水道事業特別会計 http://www.town.happou.akita.jp/docs/2017030900024/
秋田県 八峰町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 八峰町公共下水道事業特別会計 http://www.town.happou.akita.jp/docs/2017030900024/
秋田県 八峰町 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 八峰町公共下水道事業特別会計 http://www.town.happou.akita.jp/docs/2017030900024/
秋田県 八峰町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用八峰町合併浄化槽事業特別会計 http://www.town.happou.akita.jp/docs/2017030900024/
秋田県 五城目町 水道事業（上水道：末端給水） 五城目町水道事業特別会計 http://www.town.gojome.akita.jp/suido/675.html
秋田県 五城目町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 五城目町下水道事業特別会計 http://www.town.gojome.akita.jp/suido/675.html
秋田県 五城目町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）五城目町下水道事業特別会計 http://www.town.gojome.akita.jp/suido/675.html
秋田県 八郎潟町 水道事業（上水道：末端給水） 八郎潟町上水道特別会計 https://www.town.hachirogata.akita.jp/c1/c95/c222/1944
秋田県 八郎潟町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 八郎潟町公共下水道事業特別会計 https://www.town.hachirogata.akita.jp/c1/c97/1889
秋田県 井川町 水道事業（上水道：末端給水） 井川町水道事業会計 http://www.town.ikawa.akita.jp/docs/2017032000029/
秋田県 井川町 介護サービス事業（法非適用） 介護サービス事業特別会計（さくら苑http://www.town.ikawa.akita.jp/docs/2017032900015/
秋田県 井川町 介護サービス事業（法非適用） 介護サービス事業特別会計（さくら苑http://www.town.ikawa.akita.jp/docs/2017032900015/
秋田県 井川町 介護サービス事業（法非適用） 介護サービス事業特別会計（さくら苑http://www.town.ikawa.akita.jp/docs/2017032900015/
秋田県 井川町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）井川町公共下水道事業会計 http://www.town.ikawa.akita.jp/docs/2017032000029/files/01ManagementStrategy_GeSuido.pdf
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秋田県 大潟村 水道事業（簡易水道：法非適用） 大潟村水道事業特別会計 http://www.ogata.or.jp/administration/document.html
秋田県 大潟村 介護サービス事業（法非適用） 大潟村介護サービス特別会計（ひだまhttp://www.ogata.or.jp/administration/document.html
秋田県 大潟村 介護サービス事業（法非適用） 大潟村介護サービス特別会計（ひだまhttp://www.ogata.or.jp/administration/document.html
秋田県 大潟村 介護サービス事業（法非適用） 大潟村介護サービス特別会計（ひだまhttp://www.ogata.or.jp/administration/document.html
秋田県 大潟村 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）大潟村公共下水道事業特別会計 http://www.ogata.or.jp/administration/document.html
秋田県 美郷町 水道事業（上水道：末端給水） 美郷町水道事業会計 http://www.town.misato.akita.jp/jyougesuido/655.html
秋田県 美郷町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 https://www.town.misato.akita.jp/jyougesuido/655.html
秋田県 美郷町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 美郷町農業集落排水事業特別会計 https://www.town.misato.akita.jp/jyougesuido/655.html
秋田県 羽後町 水道事業（上水道：末端給水） 羽後町上水道事業会計 http://www.town.ugo.lg.jp/administration/detail.html?id=1871
秋田県 羽後町 介護サービス事業（法非適用） 羽後町老人福祉施設運営特別会計（指http//www.town.ugo.lg.jp/administration/detail.html?id=1871
秋田県 羽後町 介護サービス事業（法非適用） 羽後町老人福祉施設運営特別会計（老http//www.town.ugo.lg.jp/administration/detail.html?id=1871
秋田県 羽後町 介護サービス事業（法非適用） 羽後町老人福祉施設運営特別会計（老http//www.town.ugo.lg.jp/administration/detail.html?id=1871
秋田県 羽後町 介護サービス事業（法非適用） 高瀬ケアセンター運営特別会計（老人http://www.town.ugo.lg.jp/administration/detail.html?id=1871
秋田県 羽後町 介護サービス事業（法非適用） 高瀬ケアセンター運営特別会計（短期http://www.town.ugo.lg.jp/administration/detail.html?id=1871
秋田県 羽後町 介護サービス事業（法非適用） 高瀬ケアセンター運営特別会計（通所http://www.town.ugo.lg.jp/administration/detail.html?id=1871
秋田県 羽後町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）羽後町下水道事業特別会計 http://www.town.ugo.lg.jp/administration/detail.html?id=1871
秋田県 羽後町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 羽後町農業集落排水特別会計 http://www.town.ugo.lg.jp/administration/detail.html?id=1871
秋田県 東成瀬村 水道事業（簡易水道：法非適用） 東成瀬村簡易水道事業特別会計 http://www.higashinaruse.com/wp-content/uploads/2017/04/H29_kanisuido_170404.pdf
秋田県 東成瀬村 介護サービス事業（法非適用） 介護サービス事業勘定特別会計（特別  http://www.higashinaruse.com/?page_id=10736
秋田県 東成瀬村 介護サービス事業（法非適用） 介護サービス事業勘定特別会計（特別  http://www.higashinaruse.com/?page_id=10736
秋田県 東成瀬村 介護サービス事業（法非適用） 介護サービス事業勘定特別会計（デイhttp://www.higashinaruse.com/?page_id=10736
秋田県 東成瀬村 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用東成瀬村下水道事業特別会計 http://www.higashinaruse.com/wp-content/uploads/2017/04/H29_gesuido_170404.pdf
秋田県 本荘由利広域市町村圏組合介護サービス事業（法非適用） 特別養護老人ホーム特別会計（特別養http://www.chokai.ne.jp/honyuko/data/hyk_keieisenryaku.pdf
秋田県 本荘由利広域市町村圏組合介護サービス事業（法非適用） 特別養護老人ホーム特別会計（特別養http://www.chokai.ne.jp/honyuko/data/hyk_keieisenryaku.pdf
秋田県 大仙美郷介護福祉組合 介護サービス事業（法非適用） 大仙美郷介護福祉組合特別会計（指定http://daisenmisato.net/publics/index/98/
秋田県 大仙美郷介護福祉組合 介護サービス事業（法非適用） 大仙美郷介護福祉組合特別会計（老人http://daisenmisato.net/publics/index/98/
秋田県 大仙美郷介護福祉組合 介護サービス事業（法非適用） 大仙美郷介護福祉組合特別会計（老人http://daisenmisato.net/publics/index/98/
山形県 山形県 水道事業（上水道：用水供給） 水道用水供給事業会計 http://www.pref.yamagata.jp/ou/kigyo/500001/kigyoukyokukeieisenryaku.html
山形県 山形県 工業用水道事業 工業用水道事業会計 http://www.pref.yamagata.jp/ou/kigyo/500001/kigyoukyokukeieisenryaku.html
山形県 山形県 電気事業（法適用） 電気事業会計 http://www.pref.yamagata.jp/ou/kigyo/500001/kigyoukyokukeieisenryaku.html
山形県 山形県 その他事業（法適用） 公営企業資産運用事業会計 http://www.pref.yamagata.jp/ou/kigyo/500001/kigyoukyokukeieisenryaku.html
山形県 山形市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://suidou.yamagata.yamagata.jp/
山形県 山形市 下水道事業（公共下水道：法適用） 公共下水道事業会計 http://suidou.yamagata.yamagata.jp/
山形県 山形市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 公共下水道事業会計 http://suidou.yamagata.yamagata.jp/
山形県 米沢市 水道事業（上水道：末端給水） 米沢市水道事業会計 http://city.yonezawa.yamagata.jp
山形県 米沢市 下水道事業（公共下水道：法適用） 米沢市下水道事業会計 http://www.city.yonezawa.yamagata.jp
山形県 米沢市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 米沢市下水道事業会計 http://www.city.yonezawa.yamagata.jp
山形県 米沢市 市場事業（法非適用） 米沢市青果物地方卸売市場費特別会計http://www.city.yonezawa.yamagata.jp/4365.html
山形県 鶴岡市 水道事業（上水道：末端給水） 鶴岡市水道事業 http://www.city.tsuruoka.lg.jp/kurashi/suido/jyosuido/suidobijonn.html
山形県 鶴岡市 下水道事業（公共下水道：法適用） 鶴岡市公共下水道事業 https://www.city.tsuruoka.lg.jp/kurashi/suido/gesuido/suido0120170327.html
山形県 鶴岡市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 鶴岡市公共下水道事業 https://www.city.tsuruoka.lg.jp/kurashi/suido/gesuido/suido0120170327.html
山形県 鶴岡市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 鶴岡市集落排水事業 https://www.city.tsuruoka.lg.jp/kurashi/suido/gesuido/suido0120170327.html
山形県 鶴岡市 下水道事業（漁業集落排水施設：法適用） 鶴岡市集落排水事業 https://www.city.tsuruoka.lg.jp/kurashi/suido/gesuido/suido0120170327.html
山形県 鶴岡市 下水道事業（個別排水処理施設：法適用） 鶴岡市浄化槽事業 https://www.city.tsuruoka.lg.jp/kurashi/suido/gesuido/suido0120170327.html
山形県 鶴岡市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法適用）鶴岡市浄化槽事業 https://www.city.tsuruoka.lg.jp/kurashi/suido/gesuido/suido0120170327.html
山形県 酒田市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.water.sakata.yamagata.jp/shinkihon5.html
山形県 酒田市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.water.sakata.yamagata.jp/shinkihon4.html
山形県 酒田市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.water.sakata.yamagata.jp/shinkihon4.html
山形県 酒田市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計 http://www.water.sakata.yamagata.jp/shinkihon4.html
山形県 酒田市 下水道事業（簡易排水施設：法適用） 下水道事業会計 http://www.water.sakata.yamagata.jp/shinkihon4.html
山形県 酒田市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法適用）下水道事業会計 http://www.water.sakata.yamagata.jp/shinkihon4.html
山形県 酒田市 下水道事業（個別排水処理施設：法適用） 下水道事業会計 http://www.water.sakata.yamagata.jp/shinkihon4.html
山形県 新庄市 水道事業（上水道：末端給水） 新庄市水道事業会計 http://www.city.shinjo.yamagata.jp/s013/020/keieisenryaku1.pdf
山形県 新庄市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道特別会計 http://www.city.shinjo.yamagata.jp
山形県 寒河江市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 寒河江市下水道事業 http://www.city.sagae.yamagata.jp/kurashi/jyogesu
山形県 寒河江市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）寒河江市下水道事業 http://www.city.sagae.yamagata.jp/kurashi/jyogesu
山形県 寒河江市 水道事業（上水道：末端給水） 寒河江市水道事業 https://www.city.sagae.yamagata.jp/kurashi/jyogesuido/oshirase/suidovision.html
山形県 上山市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用浄化槽事業特別会計 https://www.city.kaminoyama.yamagata.jp/soshiki/13/keieisenryaku-tokuteitiiki.html
山形県 村山市 水道事業（上水道：末端給水） 村山市水道事業会計 https://www.city.murayama.lg.jp/kurashi/suidou_gesuidou/suidou/keieisenryaku.html
山形県 村山市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 村山市公共下水道事業特別会計 https://www.city.murayama.lg.jp/kurashi/suidou_gesuidou/gesuidou/gesuikeieisenryaku.html
山形県 村山市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）村山市公共下水道事業特別会計 https://www.city.murayama.lg.jp/kurashi/suidou_gesuidou/gesuidou/gesuikeieisenryaku.html
山形県 長井市 水道事業（上水道：末端給水） 長井市水道事業 https://www.city.nagai.yamagata.jp/soshiki/jougesuido/2/1/2/1245.html
山形県 長井市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 長井市公共下水道事業特別会計 http://www.city.yamagata.jp/soshiki/jougesuido/2/1/1/1033.ｈｔｍｌ
山形県 長井市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）長井市公共下水道事業特別会計 http://www.city.yamagata.jp/soshiki/jougesuido/2/1/1/1033.ｈｔｍｌ
山形県 長井市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 長井市農業集落排水事業特別会計 http://www.city.yamagata.jp/soshiki/jougesuido/2/1/1/1033.ｈｔｍｌ
山形県 天童市 水道事業（上水道：末端給水） 天童市水道事業会計 http//www.city.tendo.yamagata.jp
山形県 天童市 下水道事業（公共下水道：法適用） 天童市公共下水道事業会計 http//www.city.tendo.yamagata.jp
山形県 天童市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 天童市公共下水道事業会計 http//www.city.tendo.yamagata.jp
山形県 尾花沢市 水道事業（簡易水道：法非適用） 尾花沢市簡易水道特別会計 www.city.obanazawa.yamagata.jp/10274.html
山形県 尾花沢市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 尾花沢市農業集落排水事業特別会計 www.city.obanazawa.yamagata.jp/8981.html
山形県 南陽市 水道事業（上水道：末端給水） 南陽市水道事業 www.city.nanyo.yamagata.jp/keiei/1045.html
山形県 南陽市 下水道事業（公共下水道：法適用） 南陽市公共下水道事業 www.city.nanyo.yamagata.jp/keiei/1045.html
山形県 南陽市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 南陽市農業集落排水事業 www.city.nanyo.yamagata.jp/keiei/1045.html
山形県 山辺町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 山辺町公共下水道事業 https://www.town.yamanobe.yamagata.jp/uploaded/life/4075_4878_misc.pdf
山形県 中山町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 中山町公共下水道事業特別会計 https://www.town.nakayama.yamagata.jp/soshiki/8/gesuidou-keiei.html
山形県 中山町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 中山町農業集落排水特別会計 https://www.town.nakayama.yamagata.jp/soshiki/8/gesuidou-keiei.html
山形県 河北町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業会計 http://www.town.kahoku.yamagata.jp/12651.html
山形県 河北町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://www.town.kahoku.yamagata.jp/12651.html
山形県 西川町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 西川町公共下水道事業特別会計 http://www.town.nishikawa.yamagata.jp/chomin/11/2017-gesuido keieisenryaku.html
山形県 西川町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 西川町農業集落排水事業特別会計 http://www.town.nishikawa.yamagata.jp/chomin/11/2017-gesuido keieisenryaku.html
山形県 西川町 下水道事業（簡易排水施設：法非適用） 西川町農業集落排水事業特別会計 http://www.town.nishikawa.yamagata.jp/chomin/11/2017-gesuido keieisenryaku.html
山形県 朝日町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.town.asahi.yamagata.jp/portal/soshikinogoannai/kensetsusuidoka/zyougesuidogakari/3/6288.html
山形県 大江町 水道事業（上水道：末端給水） 大江町水道事業会計 http://www.town.oe.yamagata.jp/
山形県 大江町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 大江町公共下水道事業会計 http://www.town.oe.yamagata.jp/
山形県 大江町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 大江町農業集落排水事業特別会計 http://www.town.oe.yamagata.jp/
山形県 大石田町 水道事業（簡易水道：法非適用） 大石田町次年子簡易水道特別会計 https://www.town.oishida.yamagata.jp
山形県 金山町 水道事業（上水道：末端給水） 金山町水道事業 http://town.kaneyama.yamagata.jp/docs/水道事業経営戦略.pdf
山形県 金山町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 金山町公共下水道事業特別会計 https://town.kaneyama.yamagata.jp/kurashi_tetsuzuki/jogesuido/gesuido/1782.html
山形県 金山町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 金山町農業集落排水事業特別会計 https://town.kaneyama.yamagata.jp/kurashi_tetsuzuki/jogesuido/gesuido/1782.html
山形県 最上町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 mogami.tv
山形県 最上町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業特別会計 mogami.tv
山形県 舟形町 水道事業（上水道：末端給水） 舟形町水道事業会計 http://www.town.funagata.yamagata.jp/docs/2017041300011/
山形県 舟形町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）舟形町公共下水道事業特別会計 http://www.town.funagata.yamagata.jp/docs/2017041300011/
山形県 舟形町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 舟形町農業集落排水事業特別会計 http://www.town.funagata.yamagata.jp/docs/2017041300011/
山形県 真室川町 水道事業（上水道：末端給水） 真室川町水道事業 http://www.town.mamurogawa.yamagata.jp/docs/2018120400271/
山形県 真室川町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 真室川町公共下水道事業特別会計 http://www.town.mamurogawa.yamagata.jp/docs/2018120400271/
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山形県 大蔵村 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業 http://www.vill.ohkura.yamagata.jp/%E6%9C%AA%E5%88%86%E9%A1%9E/5126/
山形県 大蔵村 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）特定環境保全公共下水道事業 http://www.vill.ohkura.yamagata.jp/%E6%9C%AA%E5%88%86%E9%A1%9E/5126/
山形県 大蔵村 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用浄化槽整備事業 http://www.vill.ohkura.yamagata.jp/%E6%9C%AA%E5%88%86%E9%A1%9E/5126/
山形県 鮭川村 水道事業（簡易水道：法非適用） 鮭川村簡易水道事業特別会計 http://www.vill.sakegawa.yamagata.jp/government/jigyo-keikaku/seisaku/349
山形県 鮭川村 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 鮭川村農業集落排水事業特別会計 http://www.vill.sakegawa.yamagata.jp/government/jigyo-keikaku/seisaku/349
山形県 鮭川村 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 鮭川村農業集落排水事業特別会計 http://www.vill.sakegawa.yamagata.jp/government/jigyo-keikaku/seisaku/349
山形県 戸沢村 水道事業（簡易水道：法非適用） 戸沢村簡易水道事業 http://www.vill.tozawa.yamagata.jp/news/14168/
山形県 高畠町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 高畠町下水道事業特別会計 https://www.town.takahata.yamagata.jp/kurashi/gyoseijoho/kakushukeikaku/2/791.html
山形県 高畠町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）高畠町下水道事業特別会計 https://www.town.takahata.yamagata.jp/kurashi/gyoseijoho/kakushukeikaku/2/791.html
山形県 高畠町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用高畠町特定地域生活排水処理事業特別https://www.town.takahata.yamagata.jp/kurashi/gyoseijoho/kakushukeikaku/2/791.html
山形県 高畠町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 高畠町下水道事業特別会計 https://www.town.takahata.yamagata.jp/kurashi/gyoseijoho/kakushukeikaku/2/791.html
山形県 川西町 水道事業（上水道：末端給水） 水道会計 http://www.town.kawanishi.yamagata.jp/kurasi/jogesuido/suidousennryaku.html
山形県 川西町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 https://www.town.kawanishi.yamagata.jp/kurashi/jogesuido/gesuidoukeieisenryaku.html
山形県 川西町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業特別会計 https://www.town.kawanishi.yamagata.jp/kurashi/jogesuido/gesuidoukeieisenryaku.html
山形県 川西町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 https://www.town.kawanishi.yamagata.jp/kurashi/jogesuido/gesuidoukeieisenryaku.html
山形県 小国町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 小国町下水道事業特別会計 http://www.town.oguni.yamagata.jp/data/plan/sewer/strategy.html
山形県 白鷹町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道特別会計 http://www.town.shirataka.lg.jp/2160.html
山形県 白鷹町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道特別会計 http://www.town.shirataka.lg.jp/2160.html
山形県 白鷹町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 下水道特別会計 http://www.town.shirataka.lg.jp/2160.html
山形県 白鷹町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用下水道特別会計 http://www.town.shirataka.lg.jp/2160.html
山形県 白鷹町 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 下水道特別会計 http://www.town.shirataka.lg.jp/2160.html
山形県 白鷹町 水道事業（上水道：末端給水） 白鷹町水道事業 http://www.town.shirataka.lg..jp/dd.aspx?menuid=2193
山形県 飯豊町 水道事業（上水道：末端給水） 飯豊町水道事業会計 http://www.town.iide.yamagata.jp/003/H26suido vision.html
山形県 飯豊町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 飯豊町下水道事業特別会計 http://www.town.iide.yamagata.jp/003iidemati gesuidou keieisenryaku29.html
山形県 飯豊町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用飯豊町下水道事業特別会計 http://www.town.iide.yamagata.jp/003iidemati gesuidou keieisenryaku29.html
山形県 三川町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）三川町下水道事業特別会計 https://www.town.mikawa.yamagata.jp/smph/town/suidou/keieisenryaku.html
山形県 三川町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 三川町農業集落排水事業特別会計 https://www.town.mikawa.yamagata.jp/smph/town/suidou/keieisenryaku.html
山形県 三川町 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法非適用）三川町農業集落排水事業特別会計 https://www.town.mikawa.yamagata.jp/smph/town/suidou/keieisenryaku.html
山形県 庄内町 下水道事業（公共下水道：法適用） 庄内町下水道事業会計 http://www.town.shonai.lg.jp/kigyoka/kigyo/zigyoshokai/gesuidouvision.html
山形県 庄内町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 庄内町下水道事業会計 http://www.town.shonai.lg.jp/kigyoka/kigyo/zigyoshokai/gesuidouvision.html
山形県 庄内町 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 庄内町下水道事業会計 http://www.town.shonai.lg.jp/kigyoka/kigyo/zigyoshokai/gesuidouvision.html
山形県 庄内町 ガス事業 ガス事業会計 http://www.town.shonai.lg.jp/kigyoka/kigyo/zigyoshokai/2018-0329-1305-40.html
山形県 庄内町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.town.shonai.lg.jp/kigyoka/kigyo/zigyoshokai/suidouvision.html
山形県 庄内町 電気事業（法非適用） 庄内町営風力発電事業特別会計 http://www.town.shonai.lg.jp/gyousei/zaisei/koeikigyokeieisenryaku.html
山形県 遊佐町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 www.town.yuza.yamagata.jp/ou/chiiki/gesuido/pd0224111639.html
山形県 遊佐町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）公共下水道事業特別会計 www.town.yuza.yamagata.jp/ou/chiiki/gesuido/pd0224111639.html
山形県 遊佐町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 地域集落排水事業特別会計 www.town.yuza.yamagata.jp/ou/chiiki/gesuido/pd0224111639.html
山形県 遊佐町 下水道事業（簡易排水施設：法非適用） 地域集落排水事業特別会計 www.town.yuza.yamagata.jp/ou/chiiki/gesuido/pd0224111639.html
山形県 遊佐町 水道事業（上水道：末端給水） 遊佐町水道事業会計 http://www.town.yuza.yamagata.jp/living/waterworks/
山形県 尾花沢市大石田町環境衛生下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 http://www.kankyo-e.net/
山形県 尾花沢市大石田町環境衛生下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）尾花沢市特定環境保全公共下水道事業http://www.kankyo-e.net/
福島県 福島市 水道事業（上水道：末端給水） 福島市水道事業 https://www.city.fukushi,a.fukushima.jp/suidou/?p=36993
福島県 福島市 下水道事業（公共下水道：法適用） 福島市下水道事業会計 https://www.city.fukushima.fukushima.jp/gsoumu-syomu/kurashi/gesui/keieisenryaku.html
福島県 福島市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 福島市下水道事業会計 https://www.city.fukushima.fukushima.jp/gsoumu-syomu/kurashi/gesui/keieisenryaku.html
福島県 福島市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 福島市農業集落排水事業会計 https://www.city.fukushima.fukushima.jp/gsoumu-syomu/kurashi/gesui/keieisenryaku.html
福島県 郡山市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.koriyama.lg.jp/kurashi/jogesuido_jokaso/17335.html
福島県 郡山市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.koriyama.lg.jp/soshikinogoannai/jogesuidokyoku/keieikanrika/gomu/1/1/4526.html
福島県 郡山市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.koriyama.lg.jp/soshikinogoannai/jogesuidokyoku/keieikanrika/gomu/1/1/4526.html
福島県 郡山市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.koriyama.lg.jp/soshikinogoannai/jogesuidokyoku/keieikanrika/gomu/1/1/4526.html
福島県 いわき市 水道事業（上水道：末端給水） いわき市水道事業会計 http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1484120065753/index.html
福島県 いわき市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.iwaki.lg.jp/
福島県 白河市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 白河市公共下水道特別会計 http://www.city.shirakawa.fukushima.jp/page/page002910.html
福島県 白河市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 白河市農業集落排水事業特別会計 http://www.city.shirakawa.fukushima.jp/page/page002910.html
福島県 白河市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用白河市個別排水処理事業特別会計 http://www.city.shirakawa.fukushima.jp/page/page002910.html
福島県 須賀川市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 www.city.sukagawa.fukushima.jp
福島県 須賀川市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業特別会計 www.city.sukagawa.fukushima.jp
福島県 須賀川市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 www.city.sukagawa.fukushima.jp
福島県 須賀川市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用特定地域戸別合併処理浄化槽整備事業www.city.sukagawa.fukushima.jp
福島県 喜多方市 水道事業（上水道：末端給水） 喜多方市水道事業会計 http://www.kitakata-suidou.jp/service/strategy.php
福島県 喜多方市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計（公共下水道事業https://www.city.kitakata.fukushima.jp/soshiki/gesuidou/9834.html
福島県 喜多方市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業特別会計（特定環境保全公https://www.city.kitakata.fukushima.jp/soshiki/gesuidou/9834.html
福島県 喜多方市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計（農業集落https://www.city.kitakata.fukushima.jp/soshiki/gesuidou/9834.html
福島県 喜多方市 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法非適用）農業集落排水事業特別会計（小規模集https://www.city.kitakata.fukushima.jp/soshiki/gesuidou/9834.html
福島県 相馬市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 https://www.city.soma.fukushima.jp/kurashi_tetsuzuki/seikatsu/suidp/kankyou/1952.html
福島県 相馬市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道特別会計 https://www.city.soma.fukushima.jp/kurashi_tetsuzuki/seikatsu/suidp/kankyou/1952.html
福島県 二本松市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.nihonmatsu.lg.jp/
福島県 二本松市 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業特別会計 http://www.city.nihonmatsu.lg.jp/
福島県 二本松市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 安達下水道事業特別会計 https://www.city.nihonmatsu.lg.jp/page/page000266.html
福島県 二本松市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）岩代下水道事業特別会計 https://www.city.nihonmatsu.lg.jp/page/page000266.html
福島県 田村市 水道事業（上水道：末端給水） 田村市水道事業 http://www.city.tamura.lg.jp/soshiki/25/suidobivon.html
福島県 田村市 下水道事業（公共下水道：法適用） 田村市公共下水道事業 http://www.city.tamura.lg.jp/soshiki/25/gesuidou-keieisennryaku.html
福島県 南相馬市 水道事業（上水道：末端給水） 南相馬市水道事業会計（小高水道事業https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/life/suido_gesuido/2/5/index.html
福島県 南相馬市 工業用水道事業 南相馬市工業用水道事業会計 https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/life/suido_gesuido/2/5/index.html
福島県 南相馬市 下水道事業（公共下水道：法適用） 南相馬市公共下水道事業 http://www.city.minamisoma.lg.jp/index.cfm/6,34515,27,135,html
福島県 南相馬市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 南相馬市特定環境保全公共下水道事業http://www.city.minamisoma.lg.jp/index.cfm/6,34515,27,135,html
福島県 南相馬市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 南相馬市農業集落排水事業特別会計 http://www.city.minamisoma.lg.jp/index.cfm/6,34515,27,135,html
福島県 南相馬市 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業特別会計 https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/life/suido_gesuido/2/5/index.html
福島県 伊達市 水道事業（上水道：末端給水） 伊達市水道事業会計 https://www.city.fukushima-date.lg.jp/soshiki/25/19962.html
福島県 伊達市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 http://www.city.fukushima-date.lg.jp/soshiki/27/21408.html
福島県 伊達市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 公共下水道事業特別会計 http://www.city.fukushima-date.lg.jp/soshiki/27/21408.html
福島県 本宮市 水道事業（上水道：末端給水） 本宮市水道事業会計 https://www.city.motomiya.lg.jp/soshiki/23/motomiyasisuidouzigyoukeieisennryaku.html
福島県 本宮市 下水道事業（公共下水道：法適用） 本宮市公共下水道事業会計 http://www.city.motomiya.lg.jp/soshiki/23/gesuisennryaku.html
福島県 桑折町 水道事業（上水道：末端給水） 桑折町水道事業会計 https://www.town.koori.fukushima.jp/soshiki/suido/1_1/2/6963.html
福島県 桑折町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 桑折町公共下水道事業特別会計 https://www.town.koori.fukushima.jp/soshiki/suido/1_1/1/3126.html
福島県 国見町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 国見町公共下水道事業特別会計 https://www.town.kunimi.fukushima.jp/soshiki/9/2119.html
福島県 川俣町 水道事業（上水道：末端給水） 川俣町水道事業会計 https：//.town.kawamata.lg.jp
福島県 大玉村 水道事業（上水道：末端給水） 農業集落排水事業特別会計 ｈｔｔｐｓ：//www.vill.otama.fukushima.jp/
福島県 大玉村 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 ｈｔｔｐｓ：//www.vill.otama.fukushima.jp/
福島県 鏡石町 水道事業（上水道：末端給水） 上水道事業会計 https://www.town.kagamiishi.fukushima.jp 
福島県 鏡石町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業会計 http://www.town.kagamiishi.fukushima.jp 
福島県 鏡石町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業会計 http://www.town.kagamiishi.fukushima.jp 
福島県 天栄村 水道事業（上水道：末端給水） 天栄村水道事業会計 http://www.vill.tenei.fukushima.jp/
福島県 天栄村 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 天栄村農業集落排水処理事業特別会計http://www.vill.tenei.fukushima.jp/
福島県 檜枝岐村 水道事業（簡易水道：法非適用） 水道事業特別会計 https://www.vill.hinoemata.lg.jp/sangyo/kurashi/000053.html
福島県 檜枝岐村 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業特別会計 https://www.vill.hinoemata.lg.jp/sangyo/kurashi/000054.html
福島県 只見町 水道事業（簡易水道：法非適用） 只見町簡易水道特別会計 https://www.town.tadami.lg.jp/
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福島県 只見町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 只見町集落排水事業特別会計 https://www.town.tadami.lg.jp/
福島県 南会津町 水道事業（上水道：末端給水） 南会津町水道事業会計 http://www.minamiaizu.org/kurashi/cat6/002311.php
福島県 南会津町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 南会津町公共下水道事業特別会計 http://www.minamiaizu.org/kurashi/cat6/002311.php
福島県 南会津町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）南会津町公共下水道事業特別会計 http://www.minamiaizu.org/kurashi/cat6/002311.php
福島県 南会津町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 南会津町農林業集落排水事業特別会計http://www.minamiaizu.org/kurashi/cat6/002311.php
福島県 南会津町 下水道事業（林業集落排水施設：法非適用） 南会津町農林業集落排水事業特別会計http://www.minamiaizu.org/kurashi/cat6/002311.php
福島県 北塩原村 水道事業（簡易水道：法非適用） 北塩原村簡易水道事業費特別会計 http://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/docs/2017032900022/
福島県 北塩原村 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）北塩原村特定環境保全下水道事業特別http://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/docs/2017032900022/
福島県 北塩原村 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 北塩原村農業集落排水事業特別会計 http://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/docs/2017032900022/
福島県 北塩原村 下水道事業（簡易排水施設：法非適用） 北塩原村簡易排水施設事業特別会計 http://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/docs/2017032900022/
福島県 西会津町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.town.nishiaizu.fukushima.jp/soshiki/8/3244.html
福島県 西会津町 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道等事業特別会計 https://www.town.nishiaizu.fukushima.jp/soshiki/8/3244.html
福島県 西会津町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道施設事業特別会計 https://www.town.nishiaizu.fukushima.jp/soshiki/8/3244.html
福島県 西会津町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水処理事業特別会計 https://www.town.nishiaizu.fukushima.jp/soshiki/8/3244.html
福島県 西会津町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用個別排水処理事業特別会計 https://www.town.nishiaizu.fukushima.jp/soshiki/8/3244.html
福島県 西会津町 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 個別排水処理事業特別会計 https://www.town.nishiaizu.fukushima.jp/soshiki/8/3244.html
福島県 猪苗代町 水道事業（上水道：末端給水） 猪苗代町水道事業会計 https://www.town.inawashiro.fukushima.jp/cb/hpc/Article-30-9852.htm
福島県 猪苗代町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）特定環境保全下水道事業特別会計 https://www.town.inawashiro.fukushima.jp/cb/hpc/Article-32-9852.html
福島県 猪苗代町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 https://www.town.inawashiro.fukushima.jp/cb/hpc/Article-32-9852.html
福島県 猪苗代町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 https://www.town.inawashiro.fukushima.jp/cb/hpc/Article-32-9852.html
福島県 会津坂下町 水道事業（上水道：末端給水） 会津坂下町水道事業会計 https://www.town.aizubange.fukushima.jp/soshiki/28/7903.html
福島県 会津坂下町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 会津坂下町下水道事業特別会計 https://www.town.aizubange.fukushima.jp/soshiki/28/6276.html
福島県 会津坂下町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 会津坂下町農業集落排水事業特別会計https://www.town.aizubange.fukushima.jp/soshiki/28/6276.html
福島県 湯川村 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）湯川村特定環境保全公共下水道事業 www.vill.yugawa.fukushima.jp/data/open/cnt/3/691/1/tokukankeiei.pdf
福島県 湯川村 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 湯川村農業集落排事業 www.vill.yugawa.fukushima.jp/data/open/cnt/3/691/1/noushukeiei.pdf
福島県 柳津町 水道事業（簡易水道：法非適用） 柳津町簡易水道事業特別会計 http://www.town.yanaizu.fukushima.jp/docs/2017040300012/
福島県 柳津町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）柳津町下水道事業特別会計 ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.yanaizu.fukushima.jp/docs/2017040300012
福島県 柳津町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 柳津町農業州ｒ買う排水事業特別会計ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.yanaizu.fukushima.jp/docs/2017040300012
福島県 柳津町 下水道事業（林業集落排水施設：法非適用） 柳津町林業集落排水事業特別会計 ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.yanaizu.fukushima.jp/docs/2017040300012
福島県 柳津町 下水道事業（簡易排水施設：法非適用） 柳津町簡易排水事業特別会計 ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.yanaizu.fukushima.jp/docs/2017040300012
福島県 三島町 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業 http://www.town.mishima.fukushima.jp/sangyou_kensetsuka/20988
福島県 三島町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業 http://www.town.mishima.fukushima.jp/sangyou_kensetsuka/20988
福島県 三島町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用戸別合併処理浄化槽事業 http://www.town.mishima.fukushima.jp/sangyou_kensetsuka/20988
福島県 金山町 水道事業（簡易水道：法非適用） 金山町簡易水道事業特別会計 https://www.town.kaneyama.fukushima.jp/soshiki/34/kaneyama-kansui-keieisennryaku.html
福島県 金山町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）金山町特定環境保全公共下水道事業特https://www.town.kaneyama.fukushima.jp/soshiki/34/kaneyama-kansui-keieisennryaku.html
福島県 金山町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用金山町特定地域生活排水処理事業特別https://www.town.kaneyama.fukushima.jp/soshiki/34/kaneyama-kansui-keieisennryaku.html
福島県 金山町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 金山町農業集落排水処理事業特別会計https://www.town.kaneyama.fukushima.jp/soshiki/34/kaneyama-kansui-keieisennryaku.html
福島県 会津美里町 水道事業（上水道：末端給水） 会津美里町水道事業会計 http://www.town.aizumisato.fukushima.jp/s027/010/010/020/20170330141019.html
福島県 会津美里町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 会津美里町下水道事業特別会計 http://www.town.aizumisato.fukushima.jp/s027/010/010/020/20170330141019.html
福島県 会津美里町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）会津美里町下水道事業特別会計 http://www.town.aizumisato.fukushima.jp/s027/010/010/020/20170330141019.html
福島県 会津美里町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 会津美里町農業集落排水事業特別会計http://www.town.aizumisato.fukushima.jp/s027/010/010/020/20170330141019.html
福島県 会津美里町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用会津美里町個別合併処理浄化槽事業特http://www.town.aizumisato.fukushima.jp/s027/010/010/020/20170330141019.html
福島県 西郷村 水道事業（上水道：末端給水） 西郷村水道事業会計 www.vill.nishigo.fukushima.jp
福島県 西郷村 工業用水道事業 西郷村工業用水道事業会計 www.vill.nishigo.fukushima.jp
福島県 西郷村 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 www.vill.nishigo.fukushima.jp
福島県 西郷村 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 www.vill.nishigo.fukushima.jp
福島県 矢吹町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.town.yabuki.fukushima.jp/page/page002003.html
福島県 矢吹町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 http://www.town.yabuki.fukushima.jp/page/page002003.html
福島県 矢吹町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://www.town.yabuki.fukushima.jp/page/page002003.html
福島県 棚倉町 水道事業（上水道：末端給水） 棚倉町上水道事業会計 http://www.town.tanagura.fukushima.jp/page/page000982.html
福島県 棚倉町 水道事業（簡易水道：法非適用） 棚倉町簡易水道事業特別会計 http://www.town.tanagura.fukushima.jp/page/page000982.html
福島県 棚倉町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 http://www.town.tanagura.fukushima.jp/section.php?code=14
福島県 棚倉町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://www.town.tanagura.fukushima.jp/section.php?code=14
福島県 塙町 水道事業（上水道：末端給水） 上水道事業 http://www.town.hanawa.fukushima.jp/page/page000510.html
福島県 塙町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）公共下水道事業特別会計 http://www.town.hanawa.fukushima.jp/page/page000510.html
福島県 塙町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水処理事業特別会計 http://www.town.hanawa.fukushima.jp/page/page000510.html
福島県 石川町 水道事業（上水道：末端給水） 石川町水道事業会計（企業会計） http://www.town.ishikawa.fukushima.jp
福島県 玉川村 水道事業（上水道：末端給水） 玉川村上水道事業会計 http://www.vill.tamakawa.fukushima.jp/living/living_water/
福島県 玉川村 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 玉川村農業集落排水事業特別会計 http://www.vill.tamakawa.fukushima.jp/living/living_water/
福島県 平田村 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業特別会計 https://www.vill.hirata.fukushima.jp/sonsei/zyouhou
福島県 平田村 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業会計 https://www.vill.hirata.fukushima.jp/sonsei/zyouhou
福島県 浅川町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）公共下水道事業特別会計 http://www.town.asakawa.fukushima.jp/water/94g.html
福島県 浅川町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://www.town.asakawa.fukushima.jp/info/000607.html
福島県 古殿町 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業特別会計 http://www.town.furudono.fukushima.jp/news-topikkusu/oshirase/1853
福島県 古殿町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 古殿町農業集落排水事業特別会計 http://www.town.furudono.fukushima.jp/news-topikkusu/oshirase/1853
福島県 古殿町 下水道事業（林業集落排水施設：法非適用） 古殿町林業集落排水事業特別会計 http://www.town.furudono.fukushima.jp/news-topikkusu/oshirase/1853
福島県 三春町 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業等会計 http://www.town.miharu.fukushimajp/uploaded/attachment/9729.pdf
福島県 三春町 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 下水道事業等会計 http://www.town.miharu.fukushimajp/uploaded/attachment/9729.pdf
福島県 三春町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法適用）下水道事業等会計 http://www.town.miharu.fukushimajp/uploaded/attachment/9729.pdf
福島県 三春町 下水道事業（個別排水処理施設：法適用） 下水道事業等会計 http://www.town.miharu.fukushimajp/upload/attachment/9729.pdf
福島県 川内村 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 川内村農業集落排水事業特別会計 http://www.kawauchimura.jp/page/page000578.html
福島県 飯舘村 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業特別会計 https://www.vill.iitate.fukushima.jp/uploaded/attachment/4403.pdf
福島県 白河地方広域市町村圏整備水道事業（上水道：用水供給） 白河地方広域市町村圏整備組合　水道https://www.shirakawa.jp/
福島県 双葉地方水道企業団 工業用水道事業 工業用水道事業会計 https://f-mizu.jp/
福島県 双葉地方水道企業団 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://f-mizu.jp/
福島県 相馬地方広域水道企業団 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://suido-soma.or.jp/
茨城県 茨城県 水道事業（上水道：用水供給） 茨城県水道事業会計（県南西広域、鹿www.pref.ibaraki.jo/kigyou/001_about/summary//volume.html
茨城県 茨城県 工業用水道事業 那珂川工水、鹿島工水（第１・２・３www.pref.ibaraki.jo/kigyou/001_about/summary//volume.html
茨城県 茨城県 宅地造成事業（その他造成：法適用） 土地造成事業（阿見東部、江戸崎） www.pref.ibaraki.jo/kigyou/001_about/summary//volume.html
茨城県 茨城県 その他事業（法適用） 格納庫事業（つくばヘリポート） www.pref.ibaraki.jo/kigyou/001_about/summary//volume.html
茨城県 茨城県 下水道事業（特定公共下水道：法適用） 鹿島臨海都市計画下水道事業会計 http://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/doboku/gesui/index.html
茨城県 茨城県 下水道事業（流域下水道：法適用） 流域下水道事業会計 http://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/doboku/gesui/index.html
茨城県 水戸市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.mito.lg.jp/000271/000273/000289/000372/p017579.html
茨城県 水戸市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.mito.lg.jp/000271/000273/000289/000372/p017579.html
茨城県 水戸市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業会計 https://www.city.mito.lg.jp/000271/000273/000286/000351/p017604.html
茨城県 水戸市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.mito.lg.jp/000271/000273/000293/002058/002060/p021985.html
茨城県 日立市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.hitachi.lg.jp/kigyo/003/p075549.html
茨城県 日立市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.hitachi.lg.jp/kigyo/003/p075549.html
茨城県 土浦市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業特別会計 http://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page009764.html
茨城県 土浦市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 http://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page009764.html
茨城県 古河市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 https://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/lifetop/soshiki/gesui/2_1/1247.html
茨城県 古河市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）公共下水道事業特別会計 https://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/lifetop/soshiki/gesui/2_1/1247.html
茨城県 古河市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 https://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/lifetop/soshiki/gesui/2_1/1247.html
茨城県 石岡市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 http://www.city.ishioka.lg.jp/page/page004435.html
茨城県 石岡市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業特別会計 http://www.city.ishioka.lg.jp/page/page004435.html
茨城県 石岡市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://www.city.ishioka.lg.jp/page/page004435.html
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茨城県 石岡市 水道事業（上水道：末端給水） 企業会計 http://www.city.ishioka.lg.jp/sp/page/page000299.html
茨城県 結城市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 https://www.city.yuki.lg.jp/page/page006309.html
茨城県 結城市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 https://www.city.yuki.lg.jp/page/page006012.html
茨城県 結城市 水道事業（上水道：末端給水） 結城市水道事業 http://www.city.yuki.lg.jp/page/page000521.html
茨城県 下妻市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 https://www.city.shimotsuma.lg.jp/page/page001751.html
茨城県 下妻市 水道事業（上水道：末端給水） 下妻市水道事業会計 http://www.city.shimotsuma.lg.jp/page/page001754.html
茨城県 常総市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 http://www.city.joso.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/7/kousenn.pdf
茨城県 常総市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://www.city.joso.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/7/nousenn.pdf
茨城県 常総市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.joso.lg.jp/soshiki/toshi/suido/tok14/gyomu/1489723926733.html
茨城県 常陸太田市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業等会計 http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/page004241.html
茨城県 常陸太田市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業等会計 http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/page004241.html
茨城県 常陸太田市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 下水道事業等会計 http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/page004241.html
茨城県 常陸太田市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法適用）下水道事業等会計 http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/page004241.html
茨城県 高萩市 水道事業（上水道：末端給水） 高萩市水道事業会計 http://www.city.takahagi.ibaraki.jp/page/page002603.html
茨城県 高萩市 工業用水道事業 高萩市工業用水道事業会計 http://www.city.takahagi.ibaraki.jp/page/page002603.html
茨城県 北茨城市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 北茨城市公共下水道事業特別会計 http://www.city.kitaibaraki.lg.jp/docs/2017033000011/
茨城県 北茨城市 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 北茨城市漁業集落排水事業特別会計 http://www.city.kitaibaraki.lg.jp/docs/2017033000011/
茨城県 笠間市 下水道事業（公共下水道：法適用） 笠間市公共下水道事業会計 http://www.city.kasama.lg.jp/page/page008343.html
茨城県 笠間市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://www.city.kasama.lg.jp/page/page008343.html
茨城県 笠間市 水道事業（上水道：末端給水） 笠間市水道事業会計 https://www.city.kasama.lg.jp/page/page010910.html
茨城県 つくば市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業特別会計 https://www.city.tsukuba.lg.jp/kurashi/kankyo/suido/1000923/1000926.html
茨城県 つくば市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 https://www.city.tsukuba.lg.jp/kurashi/kankyo/suido/1000923/1000926.html
茨城県 ひたちなか市 水道事業（上水道：末端給水） ひたちなか市水道事業 https://www.city.hitachinaka.lg.jp/kurashi/15/7/6983.html
茨城県 潮来市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 潮来市下水道事業特別会計 https://www.city.itako.lg.jp/page/page003075.html
茨城県 潮来市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 潮来市農業集落排水事業特別会計 https://www.city.itako.lg.jp/page/page003075.html
茨城県 潮来市 水道事業（上水道：末端給水） 潮来市水道事業会計 https://www.city.itako.lg.jp/page/page004939.html
茨城県 潮来市 工業用水道事業 潮来市工業用水道事業会計 https://www.city.itako.lg.jp/page/page004951.html
茨城県 守谷市 下水道事業（公共下水道：法適用） 守谷市公共下水道事業会計 http://www.city.moriya.ibaraki.jp/kurashi/seikatsu/jyougesui/jyougesui/keiei-senryaku.html
茨城県 守谷市 水道事業（上水道：末端給水） 守谷市水道事業会計 http://www.city.moriya.ibaraki.jp/kurashi/seikatsu/jyougesui/jyougesui/keiei-senryaku.html
茨城県 常陸大宮市 水道事業（上水道：末端給水） 上水道事業会計 http://www.city.hitachiomiya.lg.jp/page/page002528.html
茨城県 常陸大宮市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.hitachiomiya.lg.jp/page/page002529.html
茨城県 常陸大宮市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.hitachiomiya.lg.jp/page/page002529.html
茨城県 那珂市 水道事業（上水道：末端給水） 那珂市水道会計 http://www.city.naka.lg.jp/page/page004392.html
茨城県 那珂市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 https://www.city.naka.lg.jp/page/page003156.html
茨城県 那珂市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水整備事業特別会計 https://www.city.naka.lg.jp/page/page003156.html
茨城県 筑西市 水道事業（上水道：末端給水） 筑西市水道事業 http://www.chikusei-waterworks.jp/page/page000020.html
茨城県 筑西市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 https://www.city.chikusei.lg.jp/page/page006982.html
茨城県 筑西市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 筑西市公共下水道事業特別会計 http://www.city.chikusei.lg.jp/page/page003482.html
茨城県 筑西市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）筑西市公共下水道事業特別会計 http://www.city.chikusei.lg.jp/page/page003482.html
茨城県 坂東市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 http://www.city.bando.lg.jp/data/doc/1489730274_doc_31_0.pdf
茨城県 坂東市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）公共下水道事業特別会計 http://www.city.bando.lg.jp/data/doc/1489730274_doc_31_0.pdf
茨城県 稲敷市 水道事業（上水道：末端給水） 稲敷市水道事業会計 http://www.city.inashiki.lg.jp/data/doc/1490054670_doc_148_0.pdf
茨城県 稲敷市 下水道事業（公共下水道：法適用） 公共下水道事業 https://www.city.inashiki.lg.jp/page/page004768.html
茨城県 稲敷市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 特定環境保全公共下水道事業 https://www.city.inashiki.lg.jp/page/page004768.html
茨城県 稲敷市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 農業集落排水施設事業 https://www.city.inashiki.lg.jp/page/page004768.html
茨城県 かすみがうら市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.kasumigaura.lg.jp/data/doc/1488958752_doc_43_0.pdf
茨城県 かすみがうら市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.kasumigaura.lg.jp/page/page002537.html
茨城県 かすみがうら市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.kasumigaura.lg.jp/page/page002537.html
茨城県 かすみがうら市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.kasumigaura.lg.jp/page/page002537.html
茨城県 桜川市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.sakuragawa.lg.jp/page/page005034.html
茨城県 桜川市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://www.city.sakuragawa.lg.jp/page/page005024.html
茨城県 桜川市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用農業集落排水事業特別会計 http://www.city.sakuragawa.lg.jp/page/page005024.html
茨城県 桜川市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 http://www.city.sakuragawa.lg.jp/page/page005025.html
茨城県 神栖市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.kamisu.ibaraki.jp/shisei/plan_policy/1003582/1003587.html
茨城県 行方市 水道事業（上水道：末端給水） 行方市水道事業会計 https://www.city.namegata.ibaraki.jp/page/page005496.html
茨城県 行方市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 行方市流域関連公共下水道事業特別会http://www.city.namegata.ibaraki.jp/data/doc/1490321131_doc_189_1.pdf
茨城県 行方市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）行方市特定環境保全公共下水道事業特http://www.city.namegata.ibaraki.jp/data/doc/1490321131_doc_189_0.pdf
茨城県 鉾田市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.hokota.lg.jp/page/page000763.html
茨城県 鉾田市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 http://www.city.hokota.lg.jp/page/page000764.html
茨城県 鉾田市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 www.city.hokota.lg.jp/page/page000766.html
茨城県 小美玉市 水道事業（上水道：末端給水） 小美玉市水道事業会計 http://www.city.omitama.lg.jp/0016/info-0000006490-2.html
茨城県 小美玉市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 小美玉市公共下水道事業会計 https://www.city.omitama.lg.jp/0118/info-0000003585-0.html
茨城県 小美玉市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）小美玉市公共下水道事業会計 https://www.city.omitama.lg.jp/0118/info-0000003585-0.html
茨城県 小美玉市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 小美玉市農業集落排水事業特別会計 https://www.city.omitama.lg.jp/0118/info-0000003585-0.html
茨城県 茨城町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 http://www.town.ibaraki.lg.jp/soshiki/division4/gesuido/oshirase/1487571557695.html
茨城県 大洗町 水道事業（上水道：末端給水） 大洗町水道事業会計 http://www.town.oarai.lg.jp./viewer/genre3-631_3.html
茨城県 大洗町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 http://www.town.oarai.lg.jp/~suidou/kurasi/info-2570-182_3.html
茨城県 城里町 水道事業（上水道：末端給水） 城里町水道事業会計 http://www.town.shirosato.lg.jp/page/page002922.html
茨城県 城里町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 城里町公共下水道事業特別会計 http://www.town.shirosato.lg.jp/page/page002918.html
茨城県 城里町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）城里町公共下水道事業特別会計 http:/www.town.shirosato.lg.jp/page/page002918.html
茨城県 城里町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 城里町農業集落排水事業特別会計 http://www.town.shirosato.lg.jp/page/page002921.html
茨城県 大子町 水道事業（上水道：末端給水） 大子町水道事業会計 http://www.town.daigo.ibaraki.jp/page/page004857.html
茨城県 美浦村 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 https://www.vill.miho.lg.jp/page/page004622.html
茨城県 阿見町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 http://www.town.ami.lg.jp/0000003523.html
茨城県 阿見町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://www.town.ami.lg.jp/0000003523.html
茨城県 河内町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業特別会計 http://www.town.ibaraki-kawachi.lg.jp/page/page000336.html
茨城県 八千代町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 八千代町下水道事業特別会計 http://www.town.ibaraki-yachiyo.lg.jp/page/page001529.html
茨城県 八千代町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）八千代町下水道事業特別会計 http://www.town.ibaraki-yachiyo.lg.jp/page/page001529.html
茨城県 五霞町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.town.goka.lg.jp/page/page002062.html
茨城県 五霞町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 https://www.town.goka.lg.jp/page/page002063.html
茨城県 五霞町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 https://www.town.goka.lg.jp/page/page002063.html
茨城県 五霞町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）公共下水道事業特別会計 https://www.town.goka.lg.jp/page/page002063.html
茨城県 境町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://www.town.sakai.ibaraki.jp/page/page001202.html
茨城県 境町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 http://www.town.sakai.ibaraki.jp/page/page001202.html
茨城県 利根町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 利根町公共下水道事業特別会計 http://www.town.tone.ibaraki.jp/page/page002819.html
茨城県 茨城県南水道企業団 水道事業（上水道：末端給水） 茨城県南水道企業団水道事業会計 http://www.ibananww.ne.jp/suidou_senryaku.html
茨城県 湖北水道企業団 水道事業（上水道：末端給水） 公営企業会計 http://kohoku.org/publics/index/132/
茨城県 日立・高萩広域下水道組合下水道事業（公共下水道：法適用） 日立・高萩広域下水道事業会計 http://www.jsdi.or.jp/~koiki/sub_keiei_keikaku.html
栃木県 栃木県 水道事業（上水道：用水供給） 水道事業 http://www.pref.tochigi.lg.jp/j01/keikaku/index.html
栃木県 栃木県 工業用水道事業 工業用水道事業 http://www.pref.tochigi.lg.jp/j01/keikaku/index.html
栃木県 栃木県 電気事業（法適用） 電気事業 http://www.pref.tochigi.lg.jp/j01/keikaku/index.html
栃木県 栃木県 宅地造成事業（その他造成：法適用） 用地造成事業 http://www.pref.tochigi.lg.jp/j01/keikaku/index.html
栃木県 栃木県 観光施設事業（その他観光施設：法適用） 施設管理事業 http://www.pref.tochigi.lg.jp/j01/keikaku/index.html
栃木県 栃木県 下水道事業（流域下水道：法非適用） 流域下水道事業特別会計 http://www.pref.tochigi.lg.jp/h09/town/machidukuri/gesuidou/keieisenryaku.html
栃木県 宇都宮市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/josuido/1018141/1018628.html
栃木県 宇都宮市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/josuido/jigyo/keieijokyo/1002779.html
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栃木県 宇都宮市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/josuido/jigyo/keieijokyo/1002779.html
栃木県 宇都宮市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 宇都宮市生活排水処理事業特別会計 http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/josuido/jigyo/keieijokyo/1002779.html
栃木県 宇都宮市 駐車場整備事業（法非適用） 駐車場特別会計 http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/kotsu/chushajo/1013719.html
栃木県 足利市 水道事業（上水道：末端給水） 足利市水道事業会計 http://www.city.ashikaga.tochigi.jp/site/jougesuidou/shin-suidouvision.html
栃木県 栃木市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.tochigi.lg.jp/site/suidou/16218.html
栃木県 栃木市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 栃木市下水道事業会計 ｈttps://www.city.tochigi.lg.jp/site/suidou/14267.html
栃木県 鹿沼市 水道事業（上水道：末端給水） 鹿沼市水道事業会計 https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0448/info-0000004475-0.html
栃木県 鹿沼市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業費特別会計 https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0132/info-0000005224-0.html
栃木県 鹿沼市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業会計 https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0132/info-0000005224-0.html
栃木県 鹿沼市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業費特別会計 https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0252/info-0000003623-0.html
栃木県 鹿沼市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用一般会計 https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0132/info-0000005224-0.html
栃木県 小山市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.oyama.tochigi.jp/soshiki/46/1701.html
栃木県 真岡市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 真岡市公共下水道事業・真岡市農業集https://www.city.moka.lg.jp/toppage/kurashi_tetsuduki/6/2/3922.html
栃木県 真岡市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 https://www.city.moka.lg.jp/toppage/kurashi_tetsuduki/6/2/9972.html
栃木県 大田原市 水道事業（上水道：末端給水） 大田原市水道事業会計 http://www.city.ohtawara.tochigi.jp/docs/2019032000047/
栃木県 大田原市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 大田原市下水道事業特別会計 http://www.city.ohtawara.tochigi.jp/docs/2019031800013/
栃木県 大田原市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）大田原市下水道事業特別会計 http://www.city.ohtawara.tochigi.jp/docs/2019031800013/
栃木県 大田原市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 大田原市農業集落排水事業特別会計 http://www.city.ohtawara.tochigi.jp/docs/2019031800013/
栃木県 大田原市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用大田原市下水道事業特別会計 http://www.city.ohtawara.tochigi.jp/docs/2019031800013/
栃木県 矢板市 水道事業（上水道：末端給水） 矢板市水道事業会計 https://www.city.yaita.tochigi.jp/soshiki/jougesuidou/kihonnkeikaku.html
栃木県 矢板市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 矢板市公共下水道事業特別会計 https://www.city.yaita.tochigi.jp/soshiki/gesuidou/keieisenryaku.html
栃木県 矢板市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 矢板市農業集落排水事業特別会計 https://www.city.yaita.tochigi.jp/soshiki/gesuidou/keieisenryaku.html
栃木県 那須塩原市 水道事業（上水道：末端給水） 那須塩原市水道事業会計 http://www.city.nasushiobara.lg.jp/40/4180.html
栃木県 さくら市 水道事業（上水道：末端給水） さくら市水道事業 www.city.tochigi-sakura.lg.jp/soshiki/20/sakurashi-keieisenryaku.html
栃木県 さくら市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.tochigi-sakura.lg.jp/soshiki/21/keieisenryaku.html
栃木県 さくら市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.tochigi-sakura.lg.jp/soshiki/21/keieisenryaku.html
栃木県 さくら市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.tochigi-sakura.lg.jp/soshiki/21/keieisenryaku.html
栃木県 那須烏山市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 http://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/index.cfm/7,6053,81,152,html
栃木県 那須烏山市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業特別会計 http://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/index.cfm/7,6053,81,152,html
栃木県 那須烏山市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/index.cfm/7,6053,81,152,html
栃木県 下野市 水道事業（上水道：末端給水） 下野市水道事業会計 http://www.city.shimotsuke.lg.jp/0910/info-0000005514-5.html
栃木県 下野市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.shimotsuke.lg.jp/0918/info-0000005505-5.html
栃木県 下野市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.shimotsuke.lg.jp/0918/info-0000005505-5.html
栃木県 下野市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.shimotsuke.lg.jp/0918/info-0000005505-5.html
栃木県 益子町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 http://www.town.mashiko.tochigi.jp/page/page001750.html
栃木県 益子町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://www.town.mashiko.tochigi.jp/page/page001750.html
栃木県 茂木町 水道事業（上水道：末端給水） 茂木町水道事業会計 https://www.town.motegi.tochigi.jp/motegi/nextpage.php?cd=3843&syurui=2
栃木県 茂木町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 https://www.town.motegi.tochigi.jp/motegi/nextpage.php?cd=3843&syurui=2
栃木県 市貝町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 市貝町公共下水道事業特別会計 https://www.town.ichikai.tochigi.jp/div/toshikei/pdf/tosikei/gesuisenryaku.pdf
栃木県 市貝町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 市貝町農業集落排水事業特別会計 https://www.town.ichikai.tochigi.jp/div/toshikei/pdf/tosikei/noshusenryaku.pdf
栃木県 芳賀町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 芳賀町公共下水道事業特別会計 https://www.town.tochigi-haga.lg.jp/kurashi/sumai/haisuishori/gesuidou/keieihikaku/keieihikakubunnsekih26.html
栃木県 壬生町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.town.mibu.tochigi.jp/docs/2019121100030/
栃木県 壬生町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 http://www.town.mibu.tochigi.jp/docs/2019022700018/
栃木県 壬生町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://www.town.mibu.tochigi.jp/docs/2019022700018/
栃木県 野木町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.town.nogi.lg.jp/page/page001454.html
栃木県 塩谷町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.town.shioya.tochigi.jp/info/951
栃木県 高根沢町 下水道事業（公共下水道：法適用） 高根沢町下水道事業 https://www.town.takanezawa.tochigi.jp/life/kankyo/suido/2019-keieisenryaku.html
栃木県 高根沢町 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 高根沢町下水道事業 https://www.town.takanezawa.tochigi.jp/life/kankyo/suido/2019-keieisenryaku.html
栃木県 高根沢町 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法適用） 高根沢町下水道事業 https://www.town.takanezawa.tochigi.jp/life/kankyo/suido/2019-keieisenryaku.html
栃木県 那須町 水道事業（上水道：末端給水） 那須町水道事業 https://www.town.nasu.lg.jp/0092/info-0000001139-1.html
栃木県 那珂川町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp/life/kurashi/2018-0228-1419-59.html
栃木県 那珂川町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp/…/gesuikeieisentyaku.pdf
栃木県 那珂川町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業特別会計 www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp/…/gesuikeieisentyaku.pdf
栃木県 那珂川町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp/…/gesuikeieisentyaku.pdf
栃木県 芳賀中部上水道企業団 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.hagasui.or.jp
栃木県 黒磯那須公設地方卸売市場市場事業（法非適用） 市場会計 http://www.city.nasushiobara.lg.jp/22/007534.html
群馬県 群馬県 電気事業（法適用） 電気事業会計 https://www.pref.gunma.jp/06/q0700065.html
群馬県 群馬県 工業用水道事業 工業用水道事業会計 https://www.pref.gunma.jp/06/q0700065.html
群馬県 群馬県 水道事業（上水道：用水供給） 水道事業会計 https://www.pref.gunma.jp/06/q0700065.html
群馬県 群馬県 宅地造成事業（その他造成：法適用） 団地造成事業会計 https://www.pref.gunma.jp/06/q0700065.html
群馬県 群馬県 観光施設事業（その他観光施設：法適用） 施設管理事業会計（ゴルフ場事業） https://www.pref.gunma.jp/06/q0700065.html
群馬県 群馬県 その他事業（法適用） 施設管理事業会計（格納庫事業） https://www.pref.gunma.jp/06/q0700065.html
群馬県 群馬県 その他事業（法適用） 施設管理事業会計（賃貸ビル事業） https://www.pref.gunma.jp/06/q0700065.html
群馬県 前橋市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi/278/11/281/p019255.html
群馬県 前橋市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi/278/11/281/p019255.html
群馬県 前橋市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi_tetsuzuki/5/3/5/3/4/11644.html
群馬県 桐生市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/suido/suido/jigyo/1013499.html
群馬県 伊勢崎市 水道事業（上水道：末端給水） 伊勢崎市水道事業会計 https://www.city.isesaki.lg.jp/kurashi/sumai/jyogesui/jyosuido/8378.html
群馬県 伊勢崎市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業費特別会計 ｈｔｔｐｓ：//www.city.isesaki.lg.jp/kurashi/sumai/jyogesui/gesuido/8433.html
群馬県 伊勢崎市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業費特別会計 ｈｔｔｐｓ：//www.city.isesaki.lg.jp/kurashi/sumai/jyogesui/gesuido/8433.html
群馬県 伊勢崎市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用特定地域生活排水処理事業費特別会計ｈｔｔｐｓ：//www.city.isesaki.lg.jp/kurashi/sumai/jyogesui/gesuido/8433.html
群馬県 太田市 下水道事業（公共下水道：法適用） 太田市下水道事業等会計 http://www.city.ota.gunma.jp/005gyosei/0100-005tosi-sisetsu/2019-0228-0900-212.html
群馬県 太田市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 太田市下水道事業等会計 http://www.city.ota.gunma.jp/005gyosei/0100-005tosi-sisetsu/2019-0228-0900-212.html
群馬県 太田市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 太田市下水道事業等会計 http://www.city.ota.gunma.jp/005gyosei/0100-005tosi-sisetsu/2019-0228-0900-212.html
群馬県 太田市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法適用）太田市下水道事業等会計 http://www.city.ota.gunma.jp/005gyosei/0100-005tosi-sisetsu/2019-0228-0900-212.html
群馬県 太田市 その他事業（法適用） 太田市下水道事業等会計 http://www.city.ota.gunma.jp/005gyosei/0100-005tosi-sisetsu/2019-0228-0900-212.html
群馬県 沼田市 水道事業（上水道：末端給水） 沼田市水道事業会計 http://www.city.numata.gunma.jp/life/suido/josui/1007656.html
群馬県 沼田市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 沼田市下水道事業会計 http://www.city.numata.gunma.jp
群馬県 沼田市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）沼田市下水道事業会計 http://www.city.numata.gunma.jp
群馬県 館林市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 https://www.city.tatebayashi.gunma.jp/docs/2019032600018/
群馬県 館林市 下水道事業（特定公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 https://www.city.tatebayashi.gunma.jp/docs/2019032600018/
群馬県 館林市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 https://www.city.tatebayashi.gunma.jp/docs/2019032600018/
群馬県 渋川市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 渋川市下水道事業特別会計 http://www.city.shibukawa.lg.jp/kurashi/jyougesuidou/gesuidou/p005605.html
群馬県 渋川市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）渋川市下水道事業特別会計 http://www.city.shibukawa.lg.jp/kurashi/jyougesuidou/gesuidou/p005605.html
群馬県 渋川市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 渋川市農業集落排水事業特別会計 http://www.city.shibukawa.lg.jp/kurashi/jyougesuidou/gesuidou/p005605.html
群馬県 渋川市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用渋川市個別排水処理事業特別会計 http://www.city.shibukawa.lg.jp/kurashi/jyougesuidou/gesuidou/p005605.html
群馬県 渋川市 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 渋川市個別排水処理事業特別会計 http://www.city.shibukawa.lg.jp/kurashi/jyougesuidou/gesuidou/p005605.html
群馬県 藤岡市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.fujioka.gunma.jp/kakuka/f_keiei/2019-0131-1401-158.html
群馬県 藤岡市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業会計 https://www.city.fujioka.gunma.jp/
群馬県 藤岡市 介護サービス事業（法適用） 藤岡市国民健康保険鬼石病院事業会計http://onishi-hp.com
群馬県 富岡市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.tomioka.lg.jp
群馬県 安中市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.annaka.lg.jp
群馬県 安中市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 安中市下水道事業特別会計 http://www.city.annaka.lg.jp/jougesuido.keieisenryaku.html
群馬県 榛東村 下水道事業（公共下水道：法非適用） 榛東村公共下水道事業特別会計 http://www.vill.shinto.gunma.jp/benri/suidou12.htm
群馬県 榛東村 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）榛東村公共下水道事業特別会計 http://www.vill.shinto.gunma.jp/benri/suidou12.htm
群馬県 榛東村 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 榛東村農業集落排水事業特別会計 http://www.vill.shinto.gunma.jp/benri/suidou12.htm
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群馬県 榛東村 水道事業（上水道：末端給水） 榛東村上水道事業会計 http://www.vill.shinto.gunma.jp/benri/suidou12.htm
群馬県 吉岡町 水道事業（上水道：末端給水） 吉岡町水道事業会計 http://www.town.yoshioka.gunma.jp/chousei/keikaku/kankyo/suidou_jigyou.html
群馬県 神流町 水道事業（簡易水道：法非適用） 神流町神流簡易水道事業 http://town.kanna.gunma.jp/
群馬県 下仁田町 水道事業（上水道：末端給水） 下仁田町　水道事業 http://192.168.11.2:8080/gasu-suidou/m01/m01/20190327165645.html
群馬県 下仁田町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用下仁田町浄化槽整備事業特別会計 https://www.town.shimonita.lg.jp/gasu-suidou/m01/m03/20190416115615.html
群馬県 嬬恋村 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 嬬恋村農業集落排水事業特別会計 http://www.vill.tsumagoi.gunma.jp/soshiki/jougesuidou/2017-0331-1441-28.html
群馬県 嬬恋村 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）嬬恋村公共下水道事業特別会計 http://www.vill.tsumagoi.gunma.jp/soshiki/jougesuidou/2017-0331-1441-28.html
群馬県 嬬恋村 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用嬬恋村農業集落排水事業特別会計 http://www.vill.tsumagoi.gunma.jp/soshiki/jougesuidou/2017-0331-1441-28.html
群馬県 嬬恋村 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 嬬恋村農業集落排水事業特別会計 http://www.vill.tsumagoi.gunma.jp/soshiki/jougesuidou/2017-0331-1441-28.html
群馬県 草津町 水道事業（上水道：末端給水） 草津町水道事業会計 https://www.town.kusatsu.gunma.jp
群馬県 草津町 水道事業（簡易水道：法非適用） 前口簡易水道事業特別会計 https://www.town.kusatsu.gunma.jp
群馬県 草津町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 草津町公共下水道事業特別会計 https://www.town.kusatsu.gunma.jp
群馬県 草津町 観光施設事業（その他観光施設：法適用） 草津町温泉温水供給事業会計/千客万来https://www.town.kusatsu.gunma.jp/www/contents/1525830178718/index.html
群馬県 東吾妻町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 https://www.town.higashiagatsuma.gunma.jp/www/contents/1490944535559/index.html
群馬県 東吾妻町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 下水道事業特別会計 https://www.town.higashiagatsuma.gunma.jp/www/contents/1490944535559/index.html
群馬県 東吾妻町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用下水道事業特別会計 https://www.town.higashiagatsuma.gunma.jp/www/contents/1490944535559/index.html
群馬県 東吾妻町 水道事業（簡易水道：法非適用） 東吾妻町簡易水道特別会計 https://www.town.higashiagatsuma.gunma.jp/www/contents/1531356085637/index.html
群馬県 東吾妻町 水道事業（上水道：末端給水） 東吾妻町水道事業会計 https://www.town.higashiagatsuma.gunma.jp/www/contents/1531356085637/index.html
群馬県 片品村 水道事業（簡易水道：法非適用） 片品村簡易水道事業特別会計 www.vill.katashina.gunma.jp
群馬県 片品村 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業等特別会計 http://www.katashina.gunma.jp
群馬県 片品村 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 下水道事業等特別会計 http://www.katashina.gunma.jp
群馬県 川場村 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）川場村下水道事業特別会計 http://www.vill.kawaba.gunma.jp/
群馬県 川場村 水道事業（簡易水道：法非適用） 川場村簡易水道水道事業特別会計 http://www.vill.kawaba.gunma.jp/
群馬県 昭和村 水道事業（簡易水道：法非適用） 昭和村簡易水道事業特別会計 https://www.showa.gunma.jp/kurasi/suiso/files/01/Showa_suido_keiei_201907.pdf
群馬県 昭和村 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 昭和村農業集落排水事業特別会計 https://www.showa.gunma.jp/kurasi/suiso/files/01/nousuiKeieisenryaku.pdf
群馬県 昭和村 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用昭和村農業集落排水事業特別会計 https://www.vill.showa.gunma.jp/kurasi/kurasi/suido/files/01/kobetujyoukasoukeieisenryaku.pdf
群馬県 板倉町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 板倉町下水道事業特別会計 http://www.town.itakura.gunma.jp/cont/s010000/d010010/20170329164306.html
群馬県 明和町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 https://www.town.meiwa.gunma.jp/life/soshiki/toshikensetsu/1_1/1675.html
群馬県 千代田町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 千代田町下水道事業特別会計 http://www.town.chiyoda.gunma.jp/kankyo/gesui/gesui019.html
群馬県 大泉町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 大泉町下水道事業特別会計 town.oizumi.gunma.jp/01soshiki/07toshi/04gesui/1553663786-37.html
群馬県 邑楽町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 邑楽町下水道事業特別会計 https://www.town.ora.gunma.jp/s018/020/050/keieisenryaku.html
群馬県 群馬東部水道企業団 水道事業（上水道：末端給水） 群馬東部水道企業団　水道事業会計 https://www.gtsk.or.jp/jigyo/2370.html
埼玉県 埼玉県 工業用水道事業 埼玉県南部工業用水道事業会計 http://www.pref.saitama.lg.jp/c1301/90a00-5kanen/5kanen-top.html　
埼玉県 埼玉県 水道事業（上水道：用水供給） 埼玉県水道用水供給事業会計 http://www.pref.saitama.lg.jp/c1301/90a00-5kanen/5kanen-top.html　
埼玉県 埼玉県 宅地造成事業（その他造成：法適用） 埼玉県地域整備事業会計 http://www.pref.saitama.lg.jp/c1301/90a00-5kanen/5kanen-top.html　
埼玉県 埼玉県 下水道事業（流域下水道：法適用） 埼玉県流域下水道事業会計 http://www.pre.saitama.lg.jp/c1501/mottogesuido/keieisennryaku.html
埼玉県 さいたま市 水道事業（上水道：末端給水） さいたま市水道事業会計 https://www.city.saitama.jp/001/006/002/048/001/p039608.html
埼玉県 さいたま市 下水道事業（公共下水道：法適用） さいたま市下水道事業会計 https://www.city.saitama.jp/001/006/003/007/006/p053113.html
埼玉県 川越市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.kawagoe.saitama.jp/kurashi/jogesuidobu/jigyonoannai/jigyokeikaku/jogesuikeieisenryaku.html
埼玉県 川越市 下水道事業（公共下水道：法適用） 公共下水道事業会計 https://www.city.kawagoe.saitama.jp/kurashi/jogesuidobu/jigyonoannai/jigyokeikaku/jogesuikeieisenryaku.html
埼玉県 熊谷市 水道事業（上水道：末端給水） 熊谷市水道事業会計 http://www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/jogesuido/keiei/oshirase/suidobijyon.html
埼玉県 熊谷市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 熊谷市農業集落排水事業特別会計 www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/sangyo/nouchiseibi/oshirase/nousyu_keieisenryaku.html
埼玉県 川口市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.water-kawaguchi.jp/acttion/
埼玉県 川口市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 httpｓ://www.water-kawagichi.jp/gesuidouzigyou/
埼玉県 行田市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.gyoda.lg.jp/16/01/10/h29keieisenryaku.html
埼玉県 所沢市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/suido/toukeizaisei/mizu_kihonkeikaku.htmlhttp://www.city.tokorozaw
埼玉県 所沢市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/gesuido/gaiyou/keieikeikakusakutei.files/keikaku.pdf
埼玉県 飯能市 水道事業（上水道：末端給水） 飯能市水道事業会計 https://www.city.hanno.lg.jp/article/detail/1165
埼玉県 加須市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.kazo.lg.jp/shisei/keikaku/kobetsu/15905.html
埼玉県 加須市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 加須市農業集落排水事業特別会計 https://www.city.kazo.lg.jp/shisei/keikaku/kobetsu/11939.html
埼玉県 加須市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.kazo.lg.jp/shisei/keikaku/kobetsu/16061.html
埼玉県 本庄市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.honjo.lg.jp/kurashi/suidou/suidou/1375852822192.html
埼玉県 東松山市 水道事業（上水道：末端給水） 東松山市水道事業会計 https://www.hmywater.jp/shiryou.html
埼玉県 春日部市 水道事業（上水道：末端給水） 春日部市水道事業会計 https://www.city.kasukabe.lg.jp/machi/suidou/keikaku/ikenbosHukekka.html
埼玉県 春日部市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.kasukabe.lg.jp/machi/gesuidou/keikaku/gesui-keieisenryaku.html
埼玉県 春日部市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.kasukabe.lg.jp/machi/gesuidou/keikaku/gesui-keieisenryaku.html
埼玉県 狭山市 水道事業（上水道：末端給水） 狭山市水道事業会計 https://www.city.sayama.saitama.jp/kurashi/dourokotsuu/jogesuido/sayama_m_strategy.html
埼玉県 狭山市 下水道事業（公共下水道：法適用） 狭山市下水道事業会計 https://www.city.sayama.saitama.jp/kurashi/dourokotsuu/jogesuido/sayama_m_strategy.html
埼玉県 鴻巣市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業（上水道：末端給水） http://www.city.kounosu.saitama.jp/soshiki/toshikensetsu/suido/gyomu/5/1522307423235.html
埼玉県 鴻巣市 下水道事業（公共下水道：法適用） 鴻巣市下水道事業会計 www.city.kounosu.saitama.jp/soshiki/toshikensetsu/gesuido/gyomu/4/1551742899590.html        
埼玉県 鴻巣市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 鴻巣市農業集落排水事業特別会計 www.city.kounosu.saitama.jp/shisei/keikaku/1492665174782.html        
埼玉県 深谷市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.fukaya.saitama.jp/kurashi/jogesuido/jyosuido/suidojigyo/1520573288181.html
埼玉県 深谷市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.fukaya.saitama.jp/kurashi/jogesuido/gesuido/gesuidojigyo/1520573288254.html
埼玉県 深谷市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.fukaya.saitama.jp/kurashi/jogesuido/gesuido/gesuidojigyo/1520573288254.html
埼玉県 上尾市 水道事業（上水道：末端給水） 上尾市水道事業会計 http://www.city.ageo.lg.jp/site/suido/058117092101.html
埼玉県 草加市 水道事業（上水道：末端給水） 草加市水道事業 http://www.city.soka.saitama.jp/cont/s4001/010/010/010/030/02.html
埼玉県 草加市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業会計 http://www.city.soka.saitama.jp/cont/s1904/PAGE000000000000062156.html
埼玉県 蕨市 水道事業（上水道：末端給水） 蕨市水道事業 https://www.city.warabi.saitama.jp/kurashi/suido/suido/jigyo/1001441.html
埼玉県 戸田市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.toda.saitama.jp/site/suidou/sui-gyomu-suidou-vision.html
埼玉県 戸田市 下水道事業（公共下水道：法適用） 戸田市下水道事業会計 https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/411/gesuido-vision-overview.html
埼玉県 入間市 水道事業（上水道：末端給水） 入間市水道事業会計 http://www.city.iruma.saitama.jp/kurashi/sumai_kurashi/1001073/jyosuido/suido_04koho/suidoubijyonn/1006659.ht
埼玉県 入間市 下水道事業（公共下水道：法適用） 入間市下水道事業 http://www.city.iruma.saitama.jp/kurashi/sumai_kurashi/1001073/gesuido/1006362/1010106/1006687.html
埼玉県 朝霞市 水道事業（上水道：末端給水） 朝霞市水道事業 http://www.city.asala.lg.jp
埼玉県 志木市 水道事業（上水道：末端給水） 志木市水道事業会計 http://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/37,83092,150,591,html
埼玉県 志木市 下水道事業（公共下水道：法適用） 志木市下水道事業会計 http://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/37,83092,150,591.html
埼玉県 和光市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.wako.lg.jp/var/rev0/0095/1550/2020326162416.pdf
埼玉県 和光市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.wako.lg.jp/var/rev0/0095/1550/2020326162416.pdf
埼玉県 新座市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.niiza.lg.jp/soshiki/37/niizasisuidouzigyouasettomanezimento-keieisenryaku.html
埼玉県 新座市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 https://www.city.niiza.lg.jp/soshiki/39/h31-gesuidou-keiei.html
埼玉県 新座市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業特別会計 https://www.city.niiza.lg.jp/soshiki/39/h31-gesuidou-keiei.html
埼玉県 久喜市 下水道事業（公共下水道：法適用） 久喜市下水道事業会計 https://www.city.kuki.ig.jp/shisei/seisaku_keikaku/plan/machidukuri/gesui_tyuki.html
埼玉県 久喜市 水道事業（上水道：末端給水） 久喜市水道事業会計 https://www.city.kuki.lg.jp/kurasi/jougesuido/josuido/bijyon.html
埼玉県 久喜市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 久喜市下水道事業会計 https://www.city.kuki.ig.jp/shisei/seisaku_keikaku/plan/machidukuri/gesui_tyuki.html
埼玉県 北本市 下水道事業（公共下水道：法適用） 北本市公共下水道事業会計 http://www.city.kitamoto.saitama.jp/soshiki/toshiseibi/gesui/keikaku/
埼玉県 八潮市 水道事業（上水道：末端給水） 上水道会計 https://www.city.yashio.lg.jp/
埼玉県 富士見市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.fujimi.saitama.jp/shisei/10soshiki/kensetsu/33suidou/suido_keieisenryaku.html
埼玉県 三郷市 水道事業（上水道：末端給水） 三郷市上水道事業特別会計 http://www.city.misato.lg.jp/2935.htm
埼玉県 三郷市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 三郷市公共下水道事業特別会計 http://www.city.misato.lg.jp/7493.htm
埼玉県 蓮田市 水道事業（上水道：末端給水） 蓮田市水道事業会計 https://www.city.hasuda.saitama.jp/suido/machi/suido/suido/shiryo/suidouvision.html
埼玉県 幸手市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.satte.lg.jp/sitetop/life_cityadmin/life_procedures/6/4/2/1/4137.html
埼玉県 日高市 水道事業（上水道：末端給水） 日高市水道事業会計 https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/jogesuido/suido/keieisomu/josuido/10214.html
埼玉県 日高市 下水道事業（公共下水道：法適用） 日高市下水道事業会計 https://www.city.hidaka.lg.jp/life_procedure/16/6045.html
埼玉県 日高市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 日高市下水道事業会計 https://www.city.hidaka.lg.jp/life_procedure/16/6045.html
埼玉県 日高市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 日高市下水道事業会計 https://www.city.hidaka.lg.jp/life_procedure/16/6045.html
埼玉県 吉川市 水道事業（上水道：末端給水） 吉川市水道事業会計 https://www.city.yoshikawa.saitama.jp/index.cfm/27,80720,174,1131,html
埼玉県 吉川市 宅地造成事業（その他造成：法非適用） 吉川市吉川美南駅東口周辺地区土地区https://www.city.yoshikawa.saitama.jp/index.cfm/27,62551,179,912,html
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埼玉県 ふじみ野市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.fujimino.saitama.jp/kurashinojoho/jogesuido/suido/4484.html
埼玉県 ふじみ野市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.fujimino.saitama.jp/kurashinojoho/jogesuido/gesuido/4874.html
埼玉県 白岡市 水道事業（上水道：末端給水） 白岡市水道事業会計 http://www.city.shiraoka.lg.jp/13265.htm
埼玉県 伊奈町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 伊奈町公共下水道事業特別会計 https://www.town.saitama-ina.lg.jp/0000004606.html
埼玉県 伊奈町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.town.saitama-ina.lg.jp/0000004404.html
埼玉県 三芳町 水道事業（上水道：末端給水） 三芳町水道事業 http://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/life/suidou/2019-0425-1325-29.html
埼玉県 毛呂山町 水道事業（上水道：末端給水） 毛呂山町水道事業特別会計 http://www.town.moroyama.saitama.jp/www/contents/1536709397090/index.html
埼玉県 滑川町 水道事業（上水道：末端給水） 滑川町水道事業（滑川町役場） http://www.town.namegawa.saitama.jp/gyousei/14/suidozigyou_keieisenryaku.htm
埼玉県 滑川町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 滑川町下水道事業特別会計 www.town.namegawa.saitama.jp/townsman/gesui_index.htm
埼玉県 滑川町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 滑川町農業集落排水事業特別会計 www.town.namegawa.saitama.jp/townsman/gesui_index.htm
埼玉県 滑川町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用滑川町浄化槽事業特別会計 www.town.namegawa.saitama.jp/townsman/gesui_index.htm
埼玉県 嵐山町 水道事業（上水道：末端給水） 嵐山町水道事業会計 http://www.town.ranzan.saitama.jp/0000002844.html
埼玉県 嵐山町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 嵐山町下水道事業特別会計 http://www.town.ranzan.saitama.jp/0000003387
埼玉県 小川町 水道事業（上水道：末端給水） 小川町水道事業 http://www.town.ogawa.saitama.jp/0000001359.html
埼玉県 小川町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 小川町下水道事業会計 http://www.town.ogawa.saitama.jp/0000002056.html
埼玉県 小川町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 小川町下水道事業会計 http://www.town.ogawa.saitama.jp/0000002056.html
埼玉県 川島町 水道事業（上水道：末端給水） 川島町水道事業 hpps://www.town.kawajima.saitama.jp/4589.htm
埼玉県 吉見町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 http://www.town.yoshimi.saitama.jp/section_mizuseikatu_gesuidou.html
埼玉県 吉見町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業特別会計 http://www.town.yoshimi.saitama.jp/section_mizuseikatu_gesuidou.html
埼玉県 ときがわ町 水道事業（上水道：末端給水） ときがわ町水道事業会計 https://www.town.tokigawa.lg.jp/forms/info/info.aspx?info_id=44810
埼玉県 横瀬町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道特別会計 https://www.town.yokoze.saitama.jp/wp-content/uploads/2020/03/gesui-keieisenryaku.pdf
埼玉県 小鹿野町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用浄化槽設置管理等特別会計 https://www.town.ogano.lg.jp
埼玉県 小鹿野町 観光施設事業（休養宿泊施設：法適用） 小鹿野町営国民宿舎事業会計 https://www.town.ogano.lg.jp/cms/wp-content/uploads/2020/06/h30kokuminsyukusyakeieisenryaku.pdf
埼玉県 東秩父村 水道事業（簡易水道：法非適用） 東秩父村簡易水道事業特別会計 https://www.vill.higashichichibu.saitama.jp/soshiki/19/suidoujigyoukeieisenryaku.html
埼玉県 美里町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水処理事業特別会計 http://www.town.saitama-misato.lg.jp/life/water/s-manage.html
埼玉県 神川町 水道事業（上水道：末端給水） 水道会計 http://www.town.kamikawa.saitama.jp/material/files/group/28/keieisenryaku.pdf
埼玉県 上里町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.town.kamisato.saitama.jp/3518.htm
埼玉県 上里町 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.town.kamisato.saitama.jp/2798.htm
埼玉県 上里町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.town.kamsiato.saitama.jp/2798.htm
埼玉県 寄居町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業会計 https://www.town.yorii.saitama.jp/soshiki/18/yorii-gesuidou-keieisenryaku.html
埼玉県 宮代町 水道事業（上水道：末端給水） 宮代町水道事業 http://www.town.miyashiro.lg.jp/0000007980.html
埼玉県 杉戸町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://ｗｗｗ.town.sugito.lg.jp
埼玉県 松伏町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://www.town.matsubushi.lg.jp/www/contents/1554165670686/index.html
埼玉県 越谷・松伏水道企業団 水道事業（上水道：末端給水） 越谷・松伏水道企業団水道事業会計 http://www.koshi-matsu.koshigaya.jp/7,0,21,132.html
埼玉県 桶川北本水道企業団 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業（上水道：末端給水） http://water-okekita.jp/jigyouannai/vision27.html
埼玉県 坂戸、鶴ケ島水道企業団 水道事業（上水道：末端給水） 坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業会計https://www.sakatsuru-suido.or.jp/kigyodan/kigyodan09_04.html
埼玉県 皆野・長瀞下水道組合(事業下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.minanaga.or.jp/
埼玉県 秩父広域市町村圏組合(事業水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.c-kouiki.jp/wd/management-index/
千葉県 千葉県 水道事業（上水道：末端給水） 千葉県特別会計上水道事業会計 http://stg2.chp.pbl.pref.chiba.lg.jp/suidou/souki/keikaku/keiei/managementplan.html
千葉県 千葉県 工業用水道事業 特別会計工業用水道事業会計 http://www.pref.chiba.lg.jp/suidou/kykanri/kougyouyousui/gaiyou/tyoukikeikaku.htmlhttp://www.pref.chiba.lg.jp/sui
千葉県 千葉県 下水道事業（流域下水道：法非適用） 特別会計流域下水道事業会計 https：//www.pref.chiba.lg.jp/gesui/keieisenryaku/r01/sakutei.html
千葉県 かずさ水道広域連合企業団水道事業（上水道：末端給水） かずさ水道広域連合企業団水道事業会https://www.kazusa-kouiki.jp/about-us/action-plan/
千葉県 かずさ水道広域連合企業団水道事業（上水道：用水供給） かずさ水道広域連合企業団水道事業会https://www.kazusa-kouiki.jp/about-us/action-plan/
千葉県 北千葉広域水道企業団 水道事業（上水道：用水供給） 北千葉広域水道企業団水道用水供給事https://www.kitachiba-water.or.jp/site/aboutus/1051.html
千葉県 千葉市 水道事業（上水道：末端給水） 千葉市水道事業会計 http://www.city.chiba.jp/suido/somu/documents/h28_chiba_middle_management_plan.pdf
千葉県 千葉市 下水道事業（公共下水道：法適用） 千葉市下水道事業会計 http://www.city.chiba.jp/kensetsu/gesuidokanri/keiei/keieikeikaku.html
千葉県 千葉市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 千葉市下水道事業会計 http://www.city.chiba.jp/kensetsu/gesuidokanri/keiei/keieikeikaku.html
千葉県 銚子市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.choshi.chiba.jp/suidou/about/2019-0708-1449-85.html
千葉県 市川市 下水道事業（公共下水道：法適用） 市川市下水道事業会計 http://city.ichikawa.lg.jp/gre07/1111000159.html
千葉県 館山市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 http://www.city.tateyama.chiba.jp
千葉県 松戸市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.matsudo.chiba.jp/suidou/suidoubu_jigyou/52120201801.html
千葉県 松戸市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/jyougesuidou/gesuidou/keieikeikaku.html
千葉県 野田市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.noda.chiba.jp/suido/1003802/1005229.html
千葉県 茂原市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://www.city.mobara.chiba.jp/0000004006.html
千葉県 成田市 水道事業（上水道：末端給水） 成田市水道事業会計 https://www.city.narita.chiba.jp/kurashi/page223100.html
千葉県 成田市 水道事業（簡易水道：法適用） 成田市簡易水道事業会計 https://www.city.narita.chiba.jp/kurashi/page223100_00001.html
千葉県 成田市 下水道事業（公共下水道：法適用） 成田市下水道事業会計 https://www.city.narita.chiba.jp/kurashi/page0143_00004.html
千葉県 旭市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.asahi.lg.jp/section/suido/news/2020-0417-1600-18.html
千葉県 旭市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 旭市公共下水道事業会計 http://www.city.asahi.lg.jp/benrichou/c007_03_016.html
千葉県 習志野市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.narashino.lg.jp/kurashi/gassuido/kigyo/johokokai/keiei.files/suido_r2-r11.pdf
千葉県 習志野市 ガス事業 ガス事業会計 https://www.city.narashino.lg.jp/kurashi/gassuido/kigyo/johokokai/keiei.files/gas_r2-r11.pdf
千葉県 習志野市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.narashino.lg.jp/kurashi/gassuido/kigyo/johokokai/keiei.html
千葉県 柏市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/210100/p024918.html
千葉県 柏市 下水道事業（公共下水道：法適用） 柏市下水道事業会計 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/120910/index.html
千葉県 柏市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 柏市公共下水道事業会計 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/120910/index.html
千葉県 市原市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.ichihara.chiba.jp/kurashi/suido/suido/suidou_jigyou/keieikeikaku.html
千葉県 市原市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 市原市農業集落排水事業特別会計 https://www.city.ichihara.chiba.jp/kanko/noringyo/noringyoshisaku/nogyosyurakuhaisui/keieisennryaku.html
千葉県 流山市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/1001972/1002046/1002047/1002049.html
千葉県 流山市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/1001972/1002046/1002047/1018090.html
千葉県 八千代市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.yachiyo.chiba.jp/800500/page100073.html
千葉県 八千代市 下水道事業（公共下水道：法適用） 公共下水道事業会計 http://www.city.yachiyo.chiba.jp/800500/page100123.html
千葉県 我孫子市 水道事業（上水道：末端給水） 末端給水 https://www.city.abiko.chiba.jp/kurashi/suidou/josuidou/shisaku/bijyon_nado.html
千葉県 我孫子市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 我孫子市下水道事業会計 http://www.city.abiko.chiba.jp/kurashi/suidou/gesuidou/gesuidou_shisaku/abk1000600032019020.html
千葉県 我孫子市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）我孫子市下水道事業会計 http://www.city.abiko.chiba.jp/kurashi/suidou/gesuidou/gesuidou_shisaku/abk1000600032019020.html
千葉県 鴨川市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.kamogawa.lg.jp/soshiki_ichiran/suido/gyomuannai/suido/sonota/suido_zaisei/1582093637687.html
千葉県 浦安市 介護サービス事業（法非適用） 介護サービス事業勘定（指定介護老人http://www.city.urayasu.lg.jp/shisei/keikaku/kenkofukushi/1027522.html
千葉県 浦安市 介護サービス事業（法非適用） 介護サービス事業勘定（老人短期入所http://www.city.urayasu.lg.jp/shisei/keikaku/kenkofukushi/1027522.html
千葉県 浦安市 介護サービス事業（法非適用） 介護サービス事業勘定（老人デイサーhttp://www.city.urayasu.lg.jp/shisei/keikaku/kenkofukushi/1027522.html
千葉県 袖ケ浦市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業会計 https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/gesui/keieisenryaku.html
千葉県 袖ケ浦市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 下水道事業会計 https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/gesui/keieisenryaku.html
千葉県 八街市 水道事業（上水道：末端給水） 八街市水道事業会計 https://www.city.yachimata.lg.jp/soshiki/28/1554.html
千葉県 印西市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.inzai.lg.jp/0000006494.html
千葉県 白井市 水道事業（上水道：末端給水） 白井市水道事業 http://www.city.shiroi.chiba.jp/kurashi/suido/s04/1490934319102.html
千葉県 南房総市 水道事業（上水道：末端給水） 南房総市水道事業 http://www.city.minamiboso.chiba.jp/0000010208.html
千葉県 香取市 水道事業（上水道：末端給水） 香取市水道事業会計 http://www.city.katori.lg.jp/living/suido/keieisennryaku.html
千葉県 香取市 水道事業（簡易水道：法適用） 香取市簡易水道事業会計 http://www.city.katori.lg.jp/living/suido/keieisennryaku.html
千葉県 香取市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 https://www.city.katori.lg.jp/living/gesui/gesuisennry
千葉県 香取市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 https://www.city.katori.lg.jp/living/gesui/gesuisennry
千葉県 山武市 水道事業（上水道：末端給水） 山武市水道事業会計 http://www.city.sammu.lg.jp
千葉県 いすみ市 水道事業（上水道：末端給水） いすみ市水道事業 www.city.isumi.lg.jp/shimin/kankyo/suido/post 506.html
千葉県 大網白里市 ガス事業 ガス事業会計 http://www.city.oamishirasato.lg.jp/0000007767.html
千葉県 大網白里市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 大網白里市公共下水道事業特別会計 http://www.city.oamishirasato.lg.jp/0000007707.html
千葉県 大網白里市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 大網白里市農業集落排水事業特別会計http://www.city.oamishirasato.lg.jp/0000007707.html
千葉県 栄町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 栄町公共下水道事業特別会計 http://town.sakae.chiba.jp/index.php?code=4154
千葉県 栄町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）栄町公共下水道事業特別会計 http://town.sakae.chiba.jp/index.php?code=4154
千葉県 九十九里町 ガス事業 ガス事業会計 http://town.kujukuri.chiba.jp
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千葉県 九十九里町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://www.town.kujukuri.chiba.jp/0000003456.html
千葉県 芝山町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計（芝山クリーhttp://www.town.shibayama.lg.jp/0000002805.html
千葉県 芝山町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）公共下水道事業特別会計（芝山クリーhttp://www.town.shibayama.lg.jp/0000002805.html
千葉県 長生村 下水道事業（公共下水道：法非適用） 長生村公共下水道事業特別会計 https://www.vill.chosei.jp/cmsfiles/contents/0000001/1006/keieisenryaku2017.3.pdf
千葉県 長生村 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）長生村公共下水道事業特別会計 https://www.vill.chosei.jp/cmsfiles/contents/0000001/1006/keieisenryaku2017.3.pdf
千葉県 長柄町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水 https://www.town.nagara.chiba.jp/soshiki/5/90.html
千葉県 大多喜町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.town.otaki.chiba.jp/
千葉県 鋸南町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.town.kyonan.chiba.jp/soshiki/12/1593.html
千葉県 三芳水道企業団 水道事業（上水道：末端給水） 三芳水道企業団水道事業会計 https://miyoshisuido.jp
千葉県 九十九里地域水道企業団 水道事業（上水道：用水供給） 水道用水供給事業会計 http://www.kyusuiki.jp/
千葉県 山武郡市広域水道企業団 水道事業（上水道：末端給水） 山武郡市広域水道企業団水道事業会計http://www.water-sansui-ki.jp/04-jigyou/gaidorain/plan2016.html
千葉県 南房総広域水道企業団 水道事業（上水道：用水供給） 南房総広域水道用水供給事業会計 http://www.m-sui.jp/publication/others.html
東京都 東京都 交通事業（路面電車） 交通事業会計（軌道事業） https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/about/information/plan/
東京都 東京都 交通事業（自動車運送） 交通事業会計（自動車運送事業） https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/about/information/plan/
東京都 東京都 交通事業（都市高速鉄道） 高速電車事業会計 https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/about/information/plan/
東京都 東京都 交通事業（懸垂電車等） 交通事業会計（新交通・懸垂電車事業https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/about/information/plan/
東京都 東京都 電気事業（法適用） 電気事業会計 https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/about/information/plan/
東京都 東京都 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.waterworks.metro.tokyo.jp/suidojigyo/torikumi/kadai/plan2016/
東京都 東京都 下水道事業（公共下水道：法適用） 東京都下水道事業会計 http://www.gesui.metro.tokyo.jp/business/plan/management2016/
東京都 東京都 下水道事業（流域下水道：法適用） 東京都下水道事業会計 http://www.gesui.metro.tokyo.jp/business/plan/management2016/
東京都 八王子市 駐車場整備事業（法非適用） 駐車場事業特別会計 https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/life/001/005/p026765.html
東京都 武蔵野市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業会計 http://www.city.musashino.lg.jp/shisei_joho/sesaku_keikaku/kankyoubu/1019568.html
東京都 三鷹市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道特別会計 https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/047/047564.html
東京都 昭島市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.akishima.lg.jp
東京都 日の出町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 日の出町下水道事業特別会計 http//www.town.hinode.tokyo.jp/0000001239.html
東京都 新島村 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）新島村下水道事業特別会計 https://www.niijima.com/soshiki/kensetsuka/news/2017-0210-1033-99.html
東京都 神津島村 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水特別会計 https://vill.kouzushima.tokyo.jp
東京都 八丈町 水道事業（上水道：末端給水） 八丈町水道事業会計 http://www.town.hachijo.tokyo.jp/kakuka/kigyou/w-plan.pdf
東京都 青ヶ島村 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業特別会計 http://www.vill.aogashima.tokyo.jp
東京都 青ヶ島村 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用合併処理浄化槽事業特別会計 http://www.vill.aogashima.tokyo.jp
東京都 小笠原村 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業特別会計 https://www.vill.ogasawara.tokyo.jp/panel-top_topics/kensetusuidouka/oshirase_20171002kansuikeieisenryaku.html
東京都 小笠原村 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用浄化槽事業特別会計 https://www.vill.ogasawara.tokyo.jp/panel-top_topics/kensetusuidouka/oshirase_20170324gesuikeieisenryaku.html/
神奈川県 神奈川県 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/r4a/sui-keikaku.html
神奈川県 神奈川県 電気事業（法適用） 電気事業会計 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/e4b/denki-keiei.html
神奈川県 神奈川県内広域水道企業団水道事業（上水道：用水供給） 水道用水供給事業会計 https://www.kwsa.or.jp/keiei-zaisei/
神奈川県 横浜市 下水道事業（公共下水道：法適用） 横浜市下水道事業会計 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kasen-gesuido/gesuido/keiei/chukikeiei/gesuityuuki2
神奈川県 横浜市 宅地造成事業（臨海土地造成：法適用） 横浜市埋立事業会計 https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokohamashi/org/kowan/yosan/tyuuki.html
神奈川県 横浜市 工業用水道事業 横浜市水道事業会計 https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokohamashi/org/suido/sonota/keikaku/vision-cyuuki.html
神奈川県 横浜市 水道事業（上水道：末端給水） 横浜市水道事業会計 https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokohamashi/org/suido/sonota/keikaku/vision-cyuuki.html
神奈川県 横浜市 交通事業（自動車運送） 横浜市自動車事業会計 https://www.city.yokohama.lg.jp/kotsu/kigyo/keieiplan/chuuki-2019-2022.html
神奈川県 横浜市 交通事業（都市高速鉄道） 横浜市高速鉄道事業会計 https://www.city.yokohama.lg.jp/kotsu/kigyo/keieiplan/chuuki-2019-2022.html
神奈川県 川崎市 交通事業（自動車運送） 自動車運送事業会計 http://www.city.kawasaki.jp/820/category/8-2-3-6-0-0-0-0-0-0.html
神奈川県 川崎市 港湾整備事業（法非適用） 港湾整備事業特別会計 http://www.city.kawasaki.jp/580/page/0000096894.html
神奈川県 川崎市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.kawasaki.jp/800/page/0000085969.html
神奈川県 川崎市 工業用水道事業 工業用水道事業会計 http://www.city.kawasaki.jp/800/page/0000085969.html
神奈川県 川崎市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.kawasaki.jp/800/page/0000085969.html
神奈川県 川崎市 観光施設事業（その他観光施設：法非適用） 生田緑地ゴルフ場事業特別会計 http://www.city.kawasaki.jp/530/page/0000046321.html
神奈川県 相模原市 下水道事業（公共下水道：法適用） 相模原市下水道事業会計 https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisei/gesuido/1004578/1004590/1004591.html
神奈川県 相模原市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 相模原市下水道事業会計 https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisei/gesuido/1004578/1004590/1004591.html
神奈川県 相模原市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法適用）相模原市下水道事業会計 https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisei/gesuido/1004578/1004590/1004591.html
神奈川県 横須賀市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.water.yokosuka.kanagawa.jp/mp/index.html
神奈川県 横須賀市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.water.yokosuka.kanagawa.jp/mp/index.html
神奈川県 藤沢市 宅地造成事業（その他造成：法非適用） 北部第二（三地区）土地区画整理事業http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/hokubu/machizukuri/tochi/kukaku/hokuudai2/keieisenryaku.html
神奈川県 藤沢市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業費特別会計 http://city.fujisawa.kanagawa.jp/gesui-so/machizukuri/gesuido/keieisenryaku.html
神奈川県 小田原市 水道事業（上水道：末端給水） 小田原市水道事業会計 http://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/water/water/vision/bijon.html
神奈川県 小田原市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.odawara.kanagawa.jp/global-image/units/346931/1-20180409170912.pdf
神奈川県 茅ヶ崎市 下水道事業（公共下水道：法適用） 茅ヶ崎市公共下水道事業 https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/
神奈川県 三浦市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 三浦市公共下水道事業特別会計 http://www.city.miura.kanagawa.jp/mizukankyou/keieisenryaku.html
神奈川県 秦野市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/1001000000665/index.html
神奈川県 秦野市 下水道事業（公共下水道：法適用） 公共下水道事業会計 http://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/1485230790847/index.html
神奈川県 厚木市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 厚木市公共下水道事業特別会計 https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/kurasi/gesui/city/keikaku/d042984.html
神奈川県 大和市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 http://www.city.yamato.lg.jp/web/content/000158393.pdf
神奈川県 海老名市 下水道事業（公共下水道：法適用） 海老名市公共下水道事業会計 https://www.city.ebina.kanagawa.jp/guide/sumai/gesui/jigyo/1009337.html
神奈川県 綾瀬市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 https://www.city.ayase.kanagawa.jp/hp/page000034800/hpg000034718.htm
神奈川県 中井町 水道事業（上水道：末端給水） 水道会計 http://www.town.nakai.kanagawa.jp/div/kankyo/pdf/monita/keieisenryaku.pdf
神奈川県 真鶴町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 http://www.town.manazuru.kanagawa.jp/soshiki/machizukuri/gesuido/806.html
神奈川県 湯河原町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.town.yugawara.kanagawa.jp/life/jougesuidou/suido/water-vision.html
神奈川県 湯河原町 観光施設事業（その他観光施設：法適用） 温泉事業会計 https://www.town.yugawara.kanagawa.jp/life/jougesuidou/onsen/keieisenryaku.html   
神奈川県 愛川町 水道事業（上水道：末端給水） 愛川町水道事業会計 https://www.town.aikawa.kanagawa.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/6/R2.3.26-7.pdf
新潟県 新潟県 下水道事業（流域下水道：法非適用） 流域下水道事業特別会計 https://www.pref.niigata.lg.jp/site/gesuido/1356858105837.html
新潟県 新潟市 下水道事業（公共下水道：法適用） 新潟市下水道事業会計 http://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/jyogesuido/gesui/keikaku/index.html
新潟県 新潟市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 新潟市下水道事業会計 http://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/jyogesuido/gesui/keikaku/index.html
新潟県 新潟市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 新潟市下水道事業会計 http://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/jyogesuido/gesui/keikaku/index.html
新潟県 新潟市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法適用）新潟市下水道事業会計 http://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/jyogesuido/gesui/keikaku/index.html
新潟県 新潟市 下水道事業（個別排水処理施設：法適用） 新潟市下水道事業会計 http://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/jyogesuido/gesui/keikaku/index.html
新潟県 新潟市 水道事業（上水道：末端給水） 企業会計 http://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/jyogesuido/suido/sinsui/new_master_plan/new_master_plan.htm
新潟県 三条市 水道事業（上水道：末端給水） 三条市水道事業会計 https://www.city.sanjo.niigata.jp/soshiki/kensetsubu/jogesuidoka/jousuidonituite/suidonogaiyou/4635.htm
新潟県 三条市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 https://www.city.sanjo.niigata.jp/soshiki/kensetsubu/jogesuidoka/gesuidonituite/gesuigaiyou/4637.html
新潟県 三条市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）公共下水道事業特別会計 https://www.city.sanjo.niigata.jp/soshiki/kensetsubu/jogesuidoka/gesuidonituite/gesuigaiyou/4637.html
新潟県 三条市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 https://www.city.sanjo.niigata.jp/soshiki/kensetsubu/jogesuidoka/gesuidonituite/gesuigaiyou/4637.html
新潟県 柏崎市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/shiseijoho/shisaku_keikaku/kakushukeikaku/9/13398.html
新潟県 柏崎市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/shiseijoho/shisaku_keikaku/kakushukeikaku/9/13398.html
新潟県 柏崎市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/shiseijoho/shisaku_keikaku/kakushukeikaku/9/13398.html
新潟県 柏崎市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/shiseijoho/shisaku_keikaku/kakushukeikaku/9/13398.html
新潟県 新発田市 水道事業（上水道：末端給水） 新発田市水道事業 http：//www.city.shibata.lg.jp
新潟県 新発田市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.shibata.lg.jp/kurashi/suido/gesuido/jigyo/1001425.html
新潟県 新発田市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.shibata.lg.jp/kurashi/suido/gesuido/jigyo/1001425.html
新潟県 新発田市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.shibata.lg.jp/kurashi/suido/gesuido/jigyo/1001425.html
新潟県 新発田市 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.shibata.lg.jp/kurashi/suido/gesuido/jigyo/1001425.html
新潟県 小千谷市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.ojiya.niigata.jp/soshiki/gasusuido/odiyasisuidoubijyon.html
新潟県 小千谷市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.ojiya.niigata.jp/soshiki/gasusuido/gesuidokeiei.html
新潟県 小千谷市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.ojiya.niigata.jp/soshiki/gasusuido/gesuidokeiei.html
新潟県 加茂市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 http://www.city.kamo.niigata.jp/section/gesui/index.htm
新潟県 十日町市 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業特別会計 http://www.city.tokamachi.lg.jp/soshiki/js/jogesuidoka/01/gyomu/1490760985486.html
新潟県 十日町市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 http://www.city.tokamachi.lg.jp/soshiki/js/jogesuidoka/01/gyomu/1490760985486.html
新潟県 十日町市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業特別会計 http://www.city.tokamachi.lg.jp/soshiki/js/jogesuidoka/01/gyomu/1490760985486.html
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新潟県 十日町市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 下水道事業特別会計 http://www.city.tokamachi.lg.jp/soshiki/js/jogesuidoka/01/gyomu/1490760985486.html
新潟県 十日町市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用下水道事業特別会計 http://www.city.tokamachi.lg.jp/soshiki/js/jogesuidoka/01/gyomu/1490760985486.html
新潟県 十日町市 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 下水道事業特別会計 http://www.city.tokamachi.lg.jp/soshiki/js/jogesuidoka/01/gyomu/1490760985486.html
新潟県 見附市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.mitsuke.niigata.jp/item/21305.htm#Contentpane
新潟県 見附市 下水道事業（公共下水道：法適用） 見附市下水道事業会計 http://www.city.mitsuke.niigata.jp/item/19958.htm#Contentpane
新潟県 見附市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 見附市下水道事業会計 http://www.city.mitsuke.niigata.jp/item/19958.htm#Contentpane
新潟県 村上市 水道事業（上水道：末端給水） 村上市上水道事業会計 http:www.city.murakami.lg.jp/soshiki/140/suido-keieisenryaku.html
新潟県 村上市 水道事業（簡易水道：法非適用） 村上市簡易水道事業特別会計 http:www.city.murakami.lg.jp/soshiki/140/suido-keieisenryaku.html
新潟県 村上市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 村上市下水道事業特別会計 http://www.city.murakami.lg.jp/soshiki/140/gesuido-keiei-keikaku.html
新潟県 村上市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）村上市下水道事業特別会計 http://www.city.murakami.lg.jp/soshiki/140/gesuido-keiei-keikaku.html
新潟県 村上市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 村上市集落排水事業特別会計 http://www.city.murakami.lg.jp/soshiki/140/gesuido-keiei-keikaku.html
新潟県 村上市 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 村上市集落排水事業特別会計 http://www.city.murakami.lg.jp/soshiki/140/gesuido-keiei-keikaku.html
新潟県 燕市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 燕市公共下水道事業特別会計 http://www.city.tsubame.niigata.jp/lifeline/022001014.html
新潟県 燕市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）燕市公共下水道事業特別会計 http://www.city.tsubame.niigata.jp/lifeline/022001014.html
新潟県 糸魚川市 水道事業（上水道：末端給水） 糸魚川市水道事業会計 https://www.city.itoigawa.lg.jp/7132.htm
新潟県 糸魚川市 水道事業（簡易水道：法適用） 糸魚川市簡易水道事業会計 https://www.city.itoigawa.lg.jp/7132.htm
新潟県 糸魚川市 ガス事業 糸魚川市ガス事業会計 https://www.city.itoigawa.lg.jp/7132.htm
新潟県 糸魚川市 下水道事業（公共下水道：法適用） 糸魚川市下水道事業会計 https://www.city.itoigawa.lg.jp/7132.htm
新潟県 糸魚川市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 糸魚川市下水道事業会計 https://www.city.itoigawa.lg.jp/7132.htm
新潟県 糸魚川市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 糸魚川市下水道事業会計 https://www.city.itoigawa.lg.jp/7132.htm
新潟県 糸魚川市 下水道事業（漁業集落排水施設：法適用） 糸魚川市下水道事業会計 https://www.city.itoigawa.lg.jp/7132.htm
新潟県 糸魚川市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法適用）糸魚川市下水道事業会計 https://www.city.itoigawa.lg.jp/7132.htm
新潟県 妙高市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.myoko.niigata.jp/docs/84.html
新潟県 妙高市 水道事業（簡易水道：法適用） 水道事業会計 https://www.city.myoko.niigata.jp/docs/84.html
新潟県 妙高市 ガス事業 ガス事業会計 https://www.city.myoko.niigata.jp/docs/84.html
新潟県 妙高市 下水道事業（公共下水道：法適用） 公共下水道事業会計 https://www.city.myoko.niigata.jp/docs/84.html
新潟県 妙高市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 公共下水道事業会計 https://www.city.myoko.niigata.jp/docs/84.html
新潟県 妙高市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 公共下水道事業会計 https://www.city.myoko.niigata.jp/docs/84.html
新潟県 五泉市 水道事業（上水道：末端給水） 五泉市水道事業会計 https://www.city.gosen.lg.jp
新潟県 五泉市 水道事業（簡易水道：法非適用） 五泉市簡易水道事業特別会計 https://www.city.gosen.lg.jp
新潟県 五泉市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 五泉市下水道事業特別会計 http://www.city.gosen.lg.jp
新潟県 五泉市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）五泉市下水道事業特別会計 http://www.city.gosen.lg.jp
新潟県 上越市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://gwhp.city.joetsu.niigata.jp/jigyou/zaimu/
新潟県 上越市 水道事業（上水道：用水供給） 水道事業会計 http://gwhp.city.joetsu.niigata.jp/jigyou/zaimu/
新潟県 上越市 工業用水道事業 工業用水道事業会計 http://gwhp.city.joetsu.niigata.jp/jigyou/zaimu/
新潟県 上越市 ガス事業 ガス事業会計 http://gwhp.city.joetsu.niigata.jp/jigyou/zaimu/
新潟県 上越市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 上越市下水道事業特別会計 https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/s-haisui/keiei-senryaku.html
新潟県 上越市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）上越市下水道事業特別会計 https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/s-haisui/keiei-senryaku.html
新潟県 上越市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 上越市農業集落排水事業特別会計 https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/s-haisui/keiei-senryaku.html
新潟県 上越市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用上越市浄化槽整備推進事業特別会計 https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/s-haisui/keiei-senryaku.html
新潟県 上越市 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 上越市浄化槽整備推進事業特別会計 https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/s-haisui/keiei-senryaku.html
新潟県 阿賀野市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.agano.niigata.jp/site/suido/5794.html
新潟県 佐渡市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.sado.niigata.jp/admin/vision/wat09/index.shtml
新潟県 佐渡市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 佐渡市下水道事業会計 https://www.city.sado.niigata.jp/admin/vision/gs_2017/index.shtml
新潟県 佐渡市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）佐渡市下水道事業会計 https://www.city.sado.niigata.jp/admin/vision/gs_2017/index.shtml
新潟県 佐渡市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 佐渡市下水道事業会計 https://www.city.sado.niigata.jp/admin/vision/gs_2017/index.shtml
新潟県 佐渡市 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 佐渡市下水道事業会計 https://www.city.sado.niigata.jp/admin/vision/gs_2017/index.shtml
新潟県 魚沼市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.uonuma.niigata.jp/docs/2017030800164/
新潟県 魚沼市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.uonuma.niigata.jp/docs/2017030800171/
新潟県 魚沼市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.uonuma.niigata.jp/docs/2017030800171/
新潟県 魚沼市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.uonuma.niigata.jp/docs/2017030800171/
新潟県 魚沼市 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.uonuma.niigata.jp/docs/2017030800171/
新潟県 魚沼市 下水道事業（個別排水処理施設：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.uonuma.niigata.jp/docs/2017030800171/
新潟県 南魚沼市 水道事業（上水道：末端給水） 南魚沼市水道事業 http：//www.city.mianamiuonuma.niigata.jp/
新潟県 南魚沼市 下水道事業（公共下水道：法適用） 南魚沼市下水道事業会計 http://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/kurashitetuduki/suidou/gesuidou/oshirase/1490251007154html
新潟県 南魚沼市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 南魚沼市下水道事業会計 http://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/kurashitetuduki/suidou/gesuidou/oshirase/1490251007154html
新潟県 南魚沼市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 南魚沼市下水道事業会計 http://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/kurashitetuduki/suidou/gesuidou/oshirase/1490251007154html
新潟県 南魚沼市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法適用）南魚沼市下水道事業会計 http://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/kurashitetuduki/suidou/gesuidou/oshirase/1490251007154html
新潟県 南魚沼市 下水道事業（個別排水処理施設：法適用） 南魚沼市下水道事業会計 http://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/kurashitetuduki/suidou/gesuidou/oshirase/1490251007154html
新潟県 胎内市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.tainai.niigata.jp/kurashi/sekatsu/suido/keieisenryaku.html
新潟県 胎内市 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業会計 http://www.city.tainai.niigata.jp/kurashi/sekatsu/suido/keieisenryaku.html
新潟県 胎内市 下水道事業（公共下水道：法適用） 公共下水道事業会計 http://www.city.tainai.niigata.jp/kurashi/sekatsu/suido/keieisenryaku.html
新潟県 胎内市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 公共下水道事業会計 http://www.city.tainai.niigata.jp/kurashi/sekatsu/suido/keieisenryaku.html
新潟県 胎内市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業会計 http://www.city.tainai.niigata.jp/kurashi/sekatsu/suido/keieisenryaku.html
新潟県 聖籠町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.town.seiro.niigata.jp
新潟県 聖籠町 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.town.seiro.niigata.jp
新潟県 聖籠町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.town.seiro.niigata.jp
新潟県 弥彦村 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 弥彦村下水道事業会計 http://www.vill.yahiko.niigata.jp
新潟県 田上町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 http://www.town.tagami.niigata.jp/living/kr/gesui-keieisenryaku.html
新潟県 田上町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業特別会計 http://www.town.tagami.niigata.jp/living/kr/gesui-keieisenryaku.html
新潟県 田上町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 集落排水道事業特別会計 http://www.town.tagami.niigata.jp/living/kr/gesui-keieisenryaku.html
新潟県 阿賀町 水道事業（上水道：末端給水） 阿賀町水道事業 http://www.town.aga.niigata.jp
新潟県 阿賀町 水道事業（簡易水道：法非適用） 阿賀町簡易水道事業特別会計 http://www.town.aga.niigata.jp
新潟県 阿賀町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 阿賀町下水道事業特別会計 http://www.town.aga.niigata.jp
新潟県 阿賀町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）阿賀町下水道事業特別会計 http://www.town.aga.niigata.jp
新潟県 阿賀町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 阿賀町下水道事業特別会計 http://www.town.aga.niigata.jp
新潟県 阿賀町 下水道事業（林業集落排水施設：法非適用） 阿賀町下水道事業特別会計 http://www.town.aga.niigata.jp
新潟県 阿賀町 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 阿賀町下水道事業特別会計 http://www.town.aga.niigata.jp
新潟県 出雲崎町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）出雲崎町下水道事業特別会計 http://www.town.izumozaki.niigata.jp/kurashi/suido/keiei.html
新潟県 出雲崎町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 出雲崎町農業集落排水事業特別会計 http://www.town.izumozaki.niigata.jp/kurashi/suido/keiei.html
新潟県 出雲崎町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用出雲崎町特定地域排水処理事業特別会http://www.town.izumozaki.niigata.jp/kurashi/suido/keiei.html
新潟県 湯沢町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道特別会計（湯沢浄化センター）http://www.town.yuzawa.lg.jp/kurashi/suidou/gesuidou/gesui-keieisenryaku.html
新潟県 湯沢町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道特別会計（浅貝、土樽・松川、http://www.town.yuzawa.lg.jp/kurashi/suidou/gesuidou/gesui-keieisenryaku.html
新潟県 津南町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）津南町下水道事業特別会計 http://www.town.tsunan.niigata.jp/soshiki/kensetsu/keieisenryaku.html
新潟県 津南町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 津南町農業集落排水事業特別会計 http://www.town.tsunan.niigata.jp/soshiki/kensetsu/keieisenryaku.html
新潟県 刈羽村 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業及び個別排水処理施vill.kariwa.niigata.jp/www/index.jsp
新潟県 刈羽村 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 農業集落排水事業及び個別排水処理施vill.kariwa.niigata.jp/www/index.jsp
新潟県 関川村 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.sekikawa.niigata.jp/life/1227/1228/1634/index.html
新潟県 関川村 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道特別会計 http://www.sekikawa.niigata.jp/life/1227/1228/1634/index.html
新潟県 関川村 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）公共下水道事業特別会計 http://www.vill.sekikawa.niigata.jp/life/1227/81/1266/index.html
新潟県 関川村 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://www.vill.sekikawa.niigata.jp/life/1227/81/1266/index.html
新潟県 粟島浦村 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業特別会計 http://www.vill.awashimaura.lg.jp/information/vision/
新潟県 粟島浦村 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 漁業集落排水事業特別会計 http://www.vill.awashimaura.lg.jp/information/vision/
新潟県 魚沼地域特別養護老人ホー介護サービス事業（法非適用） 魚沼地域特別養護老人ホーム組合会計http://www.yairoen.jp/disclosure.html
新潟県 魚沼地域特別養護老人ホー介護サービス事業（法非適用） 魚沼地域特別養護老人ホーム組合会計http://www.yairoen.jp/disclosure.html
新潟県 魚沼地域特別養護老人ホー介護サービス事業（法非適用） 魚沼地域特別養護老人ホーム組合会計http://www.yairoen.jp/disclosure.html
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新潟県 三条地域水道用水供給企業水道事業（上水道：用水供給） 水道事業会計 http://www.watersupply-sanjokigyo.jp/
富山県 富山県 水道事業（上水道：用水供給） 富山県水道事業会計 http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/7100/kj00011948-001-01.html
富山県 富山県 工業用水道事業 富山県工業用水道事業会計 http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/7100/kj00011948-001-01.html
富山県 富山県 電気事業（法適用） 富山県電気事業会計 http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/7100/kj00011948-001-01.html
富山県 富山県 駐車場整備事業（法適用） 富山県地域開発事業会計 http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/7100/kj00011948-001-01.html
富山県 富山市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.toyama.toyama.jp/jogesuidokyoku/jogesuidokyokushokai.html
富山県 富山市 工業用水道事業 工業用水道事業会計 http://www.city.toyama.toyama.jp/jogesuidokyoku/jogesuidokyokushokai.html
富山県 富山市 下水道事業（公共下水道：法適用） 公共下水道事業会計 http://www.city.toyama.toyama.jp/jogesuidokyoku/jogesuidokyokushokai.html
富山県 富山市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 公共下水道事業会計 http://www.city.toyama.toyama.jp/jogesuidokyoku/jogesuidokyokushokai.html
富山県 富山市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 富山市農業集落排水事業特別会計 http://www.city.toyama.toyama.jp/norinsuisanbu/nosonseibika/nochiseibikakari_4.html
富山県 富山市 下水道事業（林業集落排水施設：法非適用） 富山市農業集落排水事業特別会計 http://www.city.toyama.toyama.jp/norinsuisanbu/nosonseibika/nochiseibikakari_4.html
富山県 富山市 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法非適用）富山市農業集落排水事業特別会計 http://www.city.toyama.toyama.jp/norinsuisanbu/nosonseibika/nochiseibikakari_4.html
富山県 高岡市 水道事業（上水道：末端給水） 高岡市水道事業会計 https://www.city.takaoka.toyama.jp/sui-soumu/kurashi/suido/keiei/vision.html
富山県 高岡市 工業用水道事業 高岡市工業用水道事業会計 https://www.city.takaoka.toyama.jp/sui-soumu/kurashi/suido/keiei/vision.html
富山県 高岡市 下水道事業（公共下水道：法適用） 高岡市下水道事業会計 https://www.city.takaoka.toyama.jp/sui-soumu/kurashi/suido/keiei/vision.html
富山県 高岡市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 高岡市下水道事業会計 https://www.city.takaoka.toyama.jp/sui-soumu/kurashi/suido/keiei/vision.html
富山県 高岡市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 高岡市下水道事業会計 https://www.city.takaoka.toyama.jp/sui-soumu/kurashi/suido/keiei/vision.html
富山県 魚津市 水道事業（上水道：末端給水） 魚津市水道事業 https://www.city.uozu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=7912&cdkb=scn&cd=0106
富山県 魚津市 下水道事業（個別排水処理施設：法適用） 下水道事業会計（個別排水処理事業）http://www.city.uozu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=11179
富山県 魚津市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計（公共下水道事業） http://www.city.uozu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=11179
富山県 魚津市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計（特定環境保全公共下http://www.city.uozu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=11179
富山県 魚津市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計（農業集落排水事業）http://www.city.uozu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=11179
富山県 氷見市 水道事業（上水道：末端給水） 氷見市水道事業会計 www.city.himi.toyama.jp
富山県 氷見市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道特別会計 https://www.city.himi.toyama.jp/
富山県 氷見市 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 下水道特別会計 https://www.city.himi.toyama.jp/
富山県 氷見市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道特別会計 https://www.city.himi.toyama.jp/
富山県 氷見市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 下水道特別会計 https://www.city.himi.toyama.jp/
富山県 滑川市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.namerikawa.toyama.jp/kurashi/2/4/6/2226.html
富山県 滑川市 下水道事業（公共下水道：法適用） 滑川市下水道事業会計 https://www.city.namerikawa.toyama.jp/kurashi/2/4/5/2398.html 
富山県 滑川市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 滑川市下水道事業会計 https://www.city.namerikawa.toyama.jp/kurashi/2/4/5/2398.html 
富山県 滑川市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 滑川市下水道事業会計 https://www.city.namerikawa.toyama.jp/kurashi/2/4/5/2398.html 
富山県 砺波市 水道事業（上水道：末端給水） 砺波市水道事業会計 http://www.city.tonami.toyama.jp/info/1554370731.html
富山県 砺波市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 砺波市下水道事業特別会計 http://www.city.tonami.toyama.jp/info/1586130508.html
富山県 砺波市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）砺波市下水道事業特別会計 http://www.city.tonami.toyama.jp/info/1586130508.html
富山県 砺波市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 砺波市下水道事業特別会計 http://www.city.tonami.toyama.jp/info/1586130508.html
富山県 砺波市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用砺波市下水道事業特別会計 http://www.city.tonami.toyama.jp/info/1586130508.html
富山県 砺波市 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 砺波市下水道事業特別会計 http://www.city.tonami.toyama.jp/info/1586130508.html
富山県 小矢部市 水道事業（上水道：末端給水） 小矢部市水道事業 http://www.city.oyabe.toyama.jp/soshiki/sangyokensetsuka/jyougesuidouka/jyougesuidou/suidou/1522198077717.h
富山県 小矢部市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 小矢部市下水道事業特別会計 http://www.city.oyabe.toyama.jp/soshiki/sangyokensetsuka/jyougesuidouka/jyougesuidou/gesui/1491457894225.htm
富山県 小矢部市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）小矢部市下水道事業特別会計 http://www.city.oyabe.toyama.jp/soshiki/sangyokensetsuka/jyougesuidouka/jyougesuidou/gesui/1491457894225.htm
富山県 小矢部市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 小矢部市下水道事業特別会計 http://www.city.oyabe.toyama.jp/soshiki/sangyokensetsuka/jyougesuidouka/jyougesuidou/gesui/1491457894225.htm
富山県 南砺市 水道事業（上水道：末端給水） 南砺市水道事業会計 https://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/www/info/detail.jsp?id=21497
富山県 南砺市 下水道事業（個別排水処理施設：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.nanto.toyama.jp
富山県 南砺市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.nanto.toyama.jp
富山県 南砺市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.nanto.toyama.jp
富山県 南砺市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法適用）下水道事業会計 http://www.city.nanto.toyama.jp
富山県 南砺市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.nanto.toyama.jp
富山県 南砺市 下水道事業（林業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.nanto.toyama.jp
富山県 南砺市 宅地造成事業（その他造成：法非適用） 工業用地造成事業特別会計 https://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/www/info/detail.jsp?id=21079
富山県 射水市 下水道事業（公共下水道：法適用） 射水市下水道事業会計 www.city.imizu.toyama.jp/appupload/EDIT/059/059177
富山県 射水市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 射水市下水道事業会計 www.city.imizu.toyama.jp/appupload/EDIT/059/059177
富山県 射水市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 射水市下水道事業会計 www.city.imizu.toyama.jp/appupload/EDIT/059/059177
富山県 上市町 水道事業（上水道：末端給水） 上市町水道事業会計 http://www.town.kamiichi.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=3353
富山県 上市町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）上市町下水道事業特別会計 http://www.town.kamiichi.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=2909
富山県 上市町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 上市町農業集落排水特別事業会計 http://www.town.kamiichi.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=2909
富山県 立山町 水道事業（上水道：末端給水） 立山町水道事業会計 https://www.town.tateyama.toyama.jp/attach/EDIT/004/004942.pdf
富山県 立山町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 立山町農業集落排水事業 http://www.town.tateyama.toyama.jp/pub/guide/svGuideDtl.aspx?servno=4774
富山県 入善町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 https://www.town.nyuzen.toyama.jp/suido/keieisenryaku.html
富山県 入善町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業特別会計 https://www.town.nyuzen.toyama.jp/suido/keieisenryaku.html
富山県 入善町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 下水道事業特別会計 https://www.town.nyuzen.toyama.jp/suido/keieisenryaku.html
富山県 入善町 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 下水道事業特別会計 https://www.town.nyuzen.toyama.jp/suido/keieisenryaku.html
富山県 中新川広域行政事務組合 下水道事業（公共下水道：法適用） 中新川広域行政事務組合下水道事業会www.union.nakaniikawa.toyama.jp/
富山県 中新川広域行政事務組合 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 中新川広域行政事務組合下水道事業会www.union.nakaniikawa.toyama.jp/
富山県 砺波広域圏事務組合 水道事業（上水道：用水供給） 水道事業会計 http://www1.coralnet.or.jp/tksk/
石川県 石川県 下水道事業（流域下水道：法非適用） 石川県流域下水道事業 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/seikatsuhaisui/keieisenryaku/keieisenryaku.html
石川県 石川県 宅地造成事業（臨海土地造成：法適用） 港湾土地造成事業会計 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/nanaokouwan/
石川県 金沢市 ガス事業 ガス事業特別会計 https://www2.city.kanazawa.ishikawa.jp/about_us/management/sennryaku2016/program2016/
石川県 金沢市 電気事業（法適用） 発電事業特別会計 https://www2.city.kanazawa.ishikawa.jp/about_us/management/sennryaku2016/program2016/
石川県 金沢市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業特別会計 https://www2.city.kanazawa.ishikawa.jp/about_us/management/sennryaku2016/program2016/
石川県 金沢市 工業用水道事業 工業用水道事業特別会計 https://www2.city.kanazawa.ishikawa.jp/about_us/management/sennryaku2016/program2016/
石川県 金沢市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業特別会計 https://www2.city.kanazawa.ishikawa.jp/about_us/management/sennryaku2016/program2016/
石川県 金沢市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業特別会計 https://www2.city.kanazawa.ishikawa.jp/about_us/management/sennryaku2016/program2016/
石川県 七尾市 水道事業（上水道：末端給水） 七尾市水道事業会計 http://www.city.nanao.lg.jp/jougesuidou/kurashi/sumai/suido/keiei/keieisenryaku1.html
石川県 七尾市 下水道事業（公共下水道：法適用） 七尾市下水道事業会計 http://www.city.nanao.lg.jp/jougesuidou/kurashi/sumai/suido/keiei/keieisenryaku1.html
石川県 七尾市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 七尾市下水道事業会計 http://www.city.nanao.lg.jp/jougesuidou/kurashi/sumai/suido/keiei/keieisenryaku1.html
石川県 七尾市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 七尾市下水道事業会計 http://www.city.nanao.lg.jp/jougesuidou/kurashi/sumai/suido/keiei/keieisenryaku1.html
石川県 七尾市 下水道事業（漁業集落排水施設：法適用） 七尾市下水道事業会計 http://www.city.nanao.lg.jp/jougesuidou/kurashi/sumai/suido/keiei/keieisenryaku1.html
石川県 七尾市 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法適用） 七尾市下水道事業会計 http://www.city.nanao.lg.jp/jougesuidou/kurashi/sumai/suido/keiei/keieisenryaku1.html
石川県 七尾市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法適用）七尾市下水道事業会計 http://www.city.nanao.lg.jp/jougesuidou/kurashi/sumai/suido/keiei/keieisenryaku1.html
石川県 七尾市 下水道事業（個別排水処理施設：法適用） 七尾市下水道事業会計 http://www.city.nanao.lg.jp/jougesuidou/kurashi/sumai/suido/keiei/keieisenryaku1.html
石川県 小松市 水道事業（上水道：末端給水） 小松市水道事業会計 https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/ryoukingyoumu/jougesuid/4/2743.html
石川県 輪島市 水道事業（上水道：末端給水） 輪島市水道事業 https://www.city.wajima.ishikawa.jp/docs/2017033100018/
石川県 輪島市 下水道事業（公共下水道：法適用） 輪島市下水道事業 https://www.city.wajima.ishikawa.jp/docs/2017033100018/
石川県 輪島市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 輪島市下水道事業 https://www.city.wajima.ishikawa.jp/docs/2017033100018/
石川県 輪島市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 輪島市下水道事業 https://www.city.wajima.ishikawa.jp/docs/2017033100018/
石川県 輪島市 下水道事業（漁業集落排水施設：法適用） 輪島市下水道事業 https://www.city.wajima.ishikawa.jp/docs/2017033100018/
石川県 輪島市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法適用）輪島市下水道事業 https://www.city.wajima.ishikawa.jp/docs/2017033100018/
石川県 珠洲市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.suzu.lg.jp/kankyokensetsu/suidou_keieisenryaku.html
石川県 珠洲市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 https://www.city.suzu.lg.jp/kankyokensetsu/gesuidou_keieisenryaku.html
石川県 珠洲市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業特別会計 https://www.city.suzu.lg.jp/kankyokensetsu/gesuidou_keieisenryaku.html
石川県 珠洲市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用下水道事業特別会計 https://www.city.suzu.lg.jp/kankyokensetsu/gesuidou_keieisenryaku.html
石川県 加賀市 水道事業（上水道：末端給水） 加賀市水道事業 　http://www.city.kaga.ishikawa.jp/jougesuidou/keieika/
石川県 羽咋市 水道事業（上水道：末端給水） 羽咋市上水道事業会計 https://www.city.hakui.lg.jp/shiseijouhou/machidukuri/3/3690.html
石川県 羽咋市 下水道事業（公共下水道：法適用） 羽咋市下水道事業会計 https://www.city.hakui.lg.jp/shiseijouhou/machidukuri/3/3690.html
石川県 羽咋市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 羽咋市下水道事業会計 https://www.city.hakui.lg.jp/shiseijouhou/machidukuri/3/3690.html
石川県 羽咋市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 羽咋市下水道事業会計 https://www.city.hakui.lg.jp/shiseijouhou/machidukuri/3/3690.html
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石川県 羽咋市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法適用）羽咋市下水道事業会計 https://www.city.hakui.lg.jp/shiseijouhou/machidukuri/3/3690.html
石川県 白山市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.hakusan.ishikawa.jp/
石川県 白山市 工業用水道事業 工業用水道事業会計 http://www.city.hakusan.ishikawa.jp/
石川県 白山市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.hakusan.ishikawa.jp/
石川県 白山市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.hakusan.ishikawa.jp/
石川県 白山市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.hakusan.ishikawa.jp/
石川県 白山市 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業会計 http://www.city.hakusan.ishikawa.jp/
石川県 能美市 水道事業（上水道：末端給水） 能美市水道事業会計 https://www.city.nomi.ishikawa.lg.jp/www/contents/100100001566/index.html
石川県 能美市 工業用水道事業 能美市工業用水道事業会計 https://www.city.nomi.ishikawa.lg.jp/www/contents/100100001561/index.html
石川県 能美市 下水道事業（公共下水道：法適用） 能美市公共下水道事業会計 https://www.city.nomi.ishikawa.lg.jp/www/contents/100100001559/index.html
石川県 川北町 水道事業（簡易水道：法非適用） 川北町簡易水道事業特別会計 http://www.town.kawakita.ishikawa.jp/gyosei1/doboku/entry-435.html
石川県 川北町 工業用水道事業 川北町工業用水道事業会計 http://www.town.kawakita.ishikawa.jp/gyosei1/doboku/entry-435.html
石川県 川北町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 川北町農業集落排水事業特別会計 http://www.town.kawakita.ishikawa.jp/archives/001/201905/下水道経営戦略（農業集落排水）.pdf
石川県 津幡町 下水道事業（公共下水道：法適用） 津幡町下水道事業会計 http://www.town.tsubata.ishikawa.jp/soshiki/jyougesuidou/W015H0000327.html
石川県 津幡町 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法適用） 津幡町下水道事業会計 http://www.town.tsubata.ishikawa.jp/soshiki/jyougesuidou/W015H0000327.html
石川県 津幡町 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 津幡町下水道事業会計 http://www.town.tsubata.ishikawa.jp/soshiki/jyougesuidou/W015H0000327.html
石川県 志賀町 水道事業（上水道：末端給水） 志賀町水道事業会計 http://www.town.shika.ishikawa.jp/machi-jyougesuidou/zyousui/suidounokeiei.html
石川県 志賀町 下水道事業（公共下水道：法適用） 志賀町下水道事業会計 http://www.town.shika.ishikawa.jp/machi-jyougesuidou/gesui/gesuidounokeiei.html
石川県 志賀町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 志賀町下水道事業会計 http://www.town.shika.ishikawa.jp/machi-jyougesuidou/gesui/gesuidounokeiei.html
石川県 志賀町 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 志賀町下水道事業会計 http://www.town.shika.ishikawa.jp/machi-jyougesuidou/gesui/gesuidounokeiei.html
石川県 宝達志水町 水道事業（上水道：末端給水） 宝達志水町水道事業会計 http://www.hodatsushimizu.jp/kurashi/info/detail.isp?id=5883
石川県 宝達志水町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 宝達志水町下水道事業会計 http://www.hodatsushimizu.jp/kurashi/info/detail.isp?id=5883
石川県 宝達志水町 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 宝達志水町下水道事業会計 http://www.hodatsushimizu.jp/kurashi/info/detail.isp?id=5883
石川県 宝達志水町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法適用）宝達志水町下水道事業会計 http://www.hodatsushimizu.jp/kurashi/info/detail.isp?id=5883
石川県 宝達志水町 下水道事業（個別排水処理施設：法適用） 宝達志水町下水道事業会計 http://www.hodatsushimizu.jp/kurashi/info/detail.isp?id=5883
石川県 中能登町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.town.nakanoto.ishikawa.jp/soshiki/jougesuidou/1/2_1/5189.html
石川県 中能登町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 中能登町下水道事業会計 http://www.town.nakanoto.ishikawa.jp/
石川県 中能登町 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 中能登町下水道事業会計 http://www.town.nakanoto.ishikawa.jp/
石川県 中能登町 下水道事業（個別排水処理施設：法適用） 中能登町下水道事業会計 http://www.town.nakanoto.ishikawa.jp/
石川県 穴水町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.town.anamizu.ishikawa.jp/data/open/cnt/3/523/1/suidousenryaku.pdf
石川県 穴水町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道特別会計 http://www.town.anamizu.ishikawa.jp/data/open/cnt/3/523/1/H29gesuidou.xlsx
石川県 穴水町 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 下水道特別会計 http://www.town.anamizu.ishikawa.jp/data/open/cnt/3/523/1/H29gyogyou.xlsx
石川県 穴水町 下水道事業（林業集落排水施設：法非適用） 下水道特別会計 http://www.town.anamizu.ishikawa.jp/data/open/cnt/3/523/1/H29ringyou.xlsx
石川県 能登町 水道事業（上水道：末端給水） 能登町水道事業会計 http://www.town.noto.lg.jp/www/info/detail.jsp?common_id=10690
石川県 能登町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 http://www.town.noto.ishikawa.jp/www/info/detail.jsp?common_id=10684
石川県 能登町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業特別会計 http://www.town.noto.ishikawa.jp/www/info/detail.jsp?common_id=10684
石川県 能登町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 下水道事業特別会計 http://www.town.noto.ishikawa.jp/www/info/detail.jsp?common_id=10684
石川県 能登町 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 下水道事業特別会計 http://www.town.noto.ishikawa.jp/www/info/detail.jsp?common_id=10684
石川県 能登町 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 下水道事業特別会計 http://www.town.noto.ishikawa.jp/www/info/detail.jsp?common_id=10684
石川県 能登町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用下水道事業特別会計 http://www.town.noto.ishikawa.jp/www/info/detail.jsp?common_id=10684
福井県 福井県 水道事業（上水道：用水供給） 福井県水道用水供給事業会計 http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/koueikigyo/keieisenryaku.html
福井県 福井県 工業用水道事業 福井県工業用水道事業会計 http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/koueikigyo/keieisenryaku.html
福井県 福井県 宅地造成事業（臨海土地造成：法適用） 福井県臨海工業用地等造成事業会計 http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/koueikigyo/keieisenryaku.html
福井県 福井県 下水道事業（特定公共下水道：法適用） 福井県臨海下水道事業会計 http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/koueikigyo/keieisenryaku.html
福井県 福井市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業（公共下水道：法適用） http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/gesui/gesuiproject/p017096.html
福井県 福井市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業（特定環境保全公共下水道http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/gesui/gesuiproject/p017096.html
福井県 福井市 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 集落排水特別会計 http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/gesui/syurakuhaisui/gyosyuukeieisennryaku.html
福井県 敦賀市 水道事業（上水道：末端給水） 敦賀市水道事業会計 https://www.city.tsuruga.lg.jp/kurashi/jogesuido/jousui/sinnsuidoubizyon.html
福井県 敦賀市 下水道事業（公共下水道：法適用） 敦賀市下水道事業会計 https://www.city.tsuruga.lg.jp/about_city/news_from_division/suidobu/jogesuido_service/gesui_keieisennryaku.html
福井県 敦賀市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 敦賀市下水道事業会計 https://www.city.tsuruga.lg.jp/about_city/news_from_division/suidobu/jogesuido_service/gesui_keieisennryaku.html
福井県 敦賀市 下水道事業（漁業集落排水施設：法適用） 敦賀市下水道事業会計 https://www.city.tsuruga.lg.jp/about_city/news_from_division/suidobu/jogesuido_service/gesui_keieisennryaku.html
福井県 小浜市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 http://www1.city.obama.fukui.jp/category/page.asp?Page=3721
福井県 小浜市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://www1.city.obama.fukui.jp/category/page.asp?Page=3721
福井県 小浜市 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 漁業集落環境整備事業特別会計 http://www1.city.obama.fukui.jp/category/page.asp?Page=3721
福井県 大野市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.ono.fukui.jp/kurashi/kankyo-sumai/josui/koueikigyo-keiei.html
福井県 大野市 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業特別会計 http://www.city.ono.fukui.jp/kurashi/kankyo-sumai/josui/koueikigyo-keiei.html
福井県 大野市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 http://www.city.ono.fukui.jp/kurashi/kankyo-sumai/josui/koueikigyo-keiei.html
福井県 大野市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://www.city.ono.fukui.jp/kurashi/kankyo-sumai/josui/koueikigyo-keiei.html
福井県 勝山市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 勝山市下水道事業特別会計 https://www.city.katsuyama.fukui.jp/soshiki/17/739.html
福井県 勝山市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 勝山市農業集落排水事業特別会計 https://www.city.katsuyama.fukui.jp/soshiki/17/808.html
福井県 鯖江市 水道事業（上水道：末端給水） 鯖江市水道事業会計 https://www.city.sabae.fukui.jp/
福井県 鯖江市 下水道事業（公共下水道：法適用） 鯖江市公共下水道事業会計 https://www.city.sabae.fukui.jp/
福井県 鯖江市 下水道事業（特定公共下水道：法適用） 鯖江市公共下水道事業会計 https://www.city.sabae.fukui.jp/
福井県 鯖江市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 鯖江市農業集落排水事業会計 https://www.city.sabae.fukui.jp/
福井県 あわら市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.awara.lg.jp/mokuteki/life/life05/life0501/p011280.html 
福井県 あわら市 下水道事業（公共下水道：法適用） あわら市公共下水道事業会計 http://www.city.awara.lg.jp/mokuteki/life/life05/life0502/p011281.html
福井県 越前市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道特別会計（公共下水道勘定） http://www.city.echizen.lg.jp/office/070/080050/keieisenryaku.html
福井県 越前市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道特別会計（公共下水道勘定） http://www.city.echizen.lg.jp/office/070/080050/keieisenryaku.html
福井県 越前市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 下水道特別会計（農林集落排水勘定）http://www.city.echizen.lg.jp/office/070/080050/keieisenryaku.html
福井県 越前市 下水道事業（林業集落排水施設：法非適用） 下水道特別会計（農林集落排水勘定）http://www.city.echizen.lg.jp/office/070/080050/keieisenryaku.html
福井県 越前市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用下水道特別会計（戸別公共浄化槽勘定http://www.city.echizen.lg.jp/office/070/080050/keieisenryaku.html
福井県 池田町 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業 http://www.town.ikeda.fukui.jp/kurashi/sumai/1486/p002521_fil/keieisenntyaku.pdf
福井県 池田町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）特定環境保全公共下水道 http://www.town.ikeda.fukui.jp/kurashi/sumai/1486/p002336_fil/gesuido.pdf
福井県 池田町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業 http://www.town.ikeda.fukui.jp/kurashi/sumai/1486/p002336_fil/nonsyuu.pdf
福井県 南越前町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.town.minamiechizen.lg.jp/kurasi/101/115/p002410_d/fil/keieisennryaku.pdf
福井県 越前町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業（朝日処理区、織田処https://www.town.echizen.fukui.jp/chousei/11/02/p005181.html
福井県 越前町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）特定環境保全公共下水道事業（宮崎処https://www.town.echizen.fukui.jp/chousei/11/02/p005181.html
福井県 越前町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業（上糸生、糸生中部https://www.town.echizen.fukui.jp/chousei/11/02/p005181.html
福井県 越前町 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 漁業集落排水事業（越前北部処理区、https://www.town.echizen.fukui.jp/chousei/11/02/p005181.html
福井県 越前町 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法非適用）小規模集合排水処理事業（六呂師処理https://www.town.echizen.fukui.jp/chousei/11/02/p005181.html
福井県 若狭町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.town.fukui-wakasa.lg.jp
福井県 若狭町 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業特別会計 https://www.town.fukui-wakasa.lg.jp
福井県 若狭町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）公共下水道事業特別会計 https://www.town.fukui-wakasa.lg.jp
福井県 若狭町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水処理事業特別会計 https://www.town.fukui-wakasa.lg.jp
福井県 若狭町 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 漁業集落排水処理事業特別会計 https://www.town.fukui-wakasa.lg.jp
福井県 五領川公共下水道事務組合下水道事業（公共下水道：法適用） 五領川下水道事業会計 http://www.goryougawa.com/
山梨県 山梨県 観光施設事業（その他観光施設：法非適用） 恩賜県有財産特別会計（八ヶ岳清里のhttps://www.pref.yamanashi.jp/kenyurin/kiyosatonomorisisetugaiyou.html
山梨県 山梨県 電気事業（法適用） 電気事業会計 http://www.pref.yamanashi.jp/kigyosom/kigyo_keikaku.html
山梨県 山梨県 その他事業（法適用） 温泉事業会計 http://www.pref.yamanashi.jp/kigyosom/kigyo_keikaku.html
山梨県 山梨県 観光施設事業（その他観光施設：法適用） 地域振興事業会計 http://www.pref.yamanashi.jp/kigyosom/kigyo_keikaku.html
山梨県 甲府市 水道事業（上水道：末端給水） 甲府市水道事業会計 https://www.water.kofu.yamanashi.jp/data/files/pdf/keieikeikaku/keieisennryaku_2.pdf
山梨県 甲府市 下水道事業（公共下水道：法適用） 甲府市下水道事業会計 https://www.water.kofu.yamanashi.jp/data/files/pdf/keieikeikaku/keieisennryaku_2.pdf
山梨県 甲府市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 甲府市下水道事業会計 https://www.water.kofu.yamanashi.jp/data/files/pdf/keieikeikaku/keieisennryaku_2.pdf
山梨県 甲府市 市場事業（法適用） 甲府市地方卸売市場事業会計 https://www.city.kofu.yamanashi.jp/keekanri/business/keieisenryaku-kettei.html
山梨県 富士吉田市 水道事業（上水道：末端給水） 富士吉田市水道事業会計 ｈｔｔｐｓ：//www.city.fujiyoshida.yamanashi.jp./Info/3415
山梨県 都留市 水道事業（上水道：末端給水） 都留市水道事業会計 http://www.city.tsuru.yamanashi.jp/material/files/group/13/keieisenryaku.pdf
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山梨県 都留市 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業特別会計 http://www.city.tsuru.yamanashi.jp/material/files/group/13/keieisenryaku.pdf
山梨県 都留市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 http://www.city.tsuru.yamanashi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=42989
山梨県 山梨市 下水道事業（公共下水道：法適用） 山梨市公共下水道事業会計 https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/citizen/docs/505554.html
山梨県 山梨市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 山梨市公共下水道事業会計 https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/citizen/docs/505554.html
山梨県 大月市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 大月市下水道事業特別会計 http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/gyoumu/12chiikiseibi/2017-0327-1008-17.html
山梨県 大月市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）大月市下水道事業特別会計 http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/gyoumu/12chiikiseibi/2017-0327-1008-17.html
山梨県 北杜市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）北杜市下水道事業特別会計 https://www.city.hokuto.yamanashi.jp/docs/8849.html
山梨県 北杜市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用北杜市農業集落排水事業特別会計 https://www.city.hokuto.yamanashi.jp/docs/8849.html
山梨県 北杜市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 北杜市農業集落排水事業特別会計 https://www.city.hokuto.yamanashi.jp/docs/8849.html
山梨県 北杜市 水道事業（簡易水道：法非適用） 北杜市簡易水道事業特別会計 https://www.city.hokuto.yamanashi.jp/docs/8849.html
山梨県 甲斐市 水道事業（上水道：末端給水） 甲斐市水道事業会計 https://www.city.kai.yamanashi.jp/shiseijoho/shisaku_keikaku/kakushukeikakuto/4809.html
山梨県 甲斐市 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業特別会計 https://www.city.kai.yamanashi.jp/shiseijoho/shisaku_keikaku/kakushukeikakuto/4809.html
山梨県 上野原市 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業特別会計 https://www.city.uenohara.yamanashi.jp/gyosei/docs/3862.html
山梨県 上野原市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 http://www.city.uenohara.yamanashi.jp/gyosei/docs/2053.html
山梨県 上野原市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）公共下水道事業特別会計 http://www.city.uenohara.yamanashi.jp/gyosei/docs/2053.html
山梨県 甲州市 水道事業（上水道：末端給水） 甲州市水道事業会計 https://www.city.koshu.yamanashi.jp/kurashi/lifeline/detail/甲州市水道ビジョン及び経営戦略を策定しました
山梨県 甲州市 水道事業（簡易水道：法非適用） 甲州市簡易水道事業特別会計 https://www.city.koshu.yamanashi.jp/kurashi/lifeline/detail/甲州市水道ビジョン及び経営戦略を策定しました
山梨県 甲州市 観光施設事業（休養宿泊施設：法適用） 甲州市勝沼ぶどうの丘 http://budounooka.com
山梨県 中央市 水道事業（上水道：末端給水） 中央市上水道事業会計 https://www.city.chuo.yamanashi.jp/soshiki/suidou/jouge/index.html
山梨県 市川三郷町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://ｗｗｗ.town.ichikawamisato.yamanashi.jp
山梨県 市川三郷町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用戸別浄化槽整備推進事業特別会計 http://ｗｗｗ.town.ichikawamisato.yamanashi.jp
山梨県 身延町 水道事業（簡易水道：法非適用） 身延町簡易水道特別会計 https://www.town.minobu.lg.jp/kurashi/jougesuidou/suidoukeieisenryaku.html
山梨県 身延町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 身延町下水道事業特別会計 https://www.town.minobu.lg.jp/kurashi/jyougesuidou/2017-0327-kankyou4.html
山梨県 身延町 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法非適用）身延町農業集落排水等特別会計 https://www.town.minobu.lg.jp/kurashi/jyougesuidou/2017-0327-kankyou4.html
山梨県 身延町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）身延町下水道事業特別会計 https://www.town.minobu.lg.jp/kurashi/jyougesuidou/2017-0327-kankyou4.html
山梨県 身延町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用身延町農業集落排水等特別会計 https://www.town.minobu.lg.jp/kurashi/jyougesuidou/2017-0327-kankyou4.html
山梨県 身延町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 身延町農業集落排水等特別会計 https://www.town.minobu.lg.jp/kurashi/jyougesuidou/2017-0327-kankyou4.html
山梨県 身延町 観光施設事業（その他観光施設：法非適用） 下部奥の湯温泉事業特別会計 https://www.town.minobu.lg.jp/info/2018/2018-1228-shimobe-okunoyu.html
山梨県 富士川町 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業特別会計 http://www.town.fujikawa.yamanashi.jp
山梨県 富士川町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 htts://www.town.fujikawa.yamanashi.jp/life/gomi_kankyou/gesuidou/files/koukyougesuidoukeieisenryaku.pdf
山梨県 富士川町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 箱原農業集落排水事業特別会計 htts://www.town.fujikawa.yamanashi.jp/life/gomi_kankyou/gesuidou/img/hakobarakeieif.pdf
山梨県 富士川町 介護サービス事業（法非適用） 介護サービス事業特別会計 http://www.town.fujikawa.yamanashi.jo
山梨県 西桂町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 西桂町下水道特別会計 http://www.town.nishikatsura.yamanashi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=9753
山梨県 富士河口湖町 水道事業（上水道：末端給水） 富士河口湖町水道事業会計 http://www.town.fujikawaguchiko.lg.jp/upload/file/suidou/h30senryaku1.pdf
山梨県 東部地域広域水道企業団 水道事業（上水道：末端給水） 東部地域広域水道企業団水道事業会計http://www.e-wwb.jp/index.files/H28keieisennryaku.pdf
長野県 長野県 下水道事業（流域下水道：法適用） 長野県流域下水道事業会計 https://www.pref.nagano.lg.jp/kigyo/kensei/soshiki/soshiki/kencho/kigyokyoku/sogojoho/keieisenryaku.html
長野県 長野県 電気事業（法適用） 電気事業会計 https://www.pref.nagano.lg.jp/kigyo/kensei/soshiki/soshiki/kencho/kigyokyoku/introduction.html
長野県 長野県 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.pref.nagano.lg.jp/kigyo/kensei/soshiki/soshiki/kencho/kigyokyoku/introduction.html
長野県 長野県 水道事業（上水道：用水供給） 水道事業会計 https://www.pref.nagano.lg.jp/kigyo/kensei/soshiki/soshiki/kencho/kigyokyoku/introduction.html
長野県 長野市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.nagano-water.jp/intro/keikaku/001140.html
長野県 長野市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.nagano-water.jp/intro/keikaku/001140.html
長野県 長野市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.nagano-water.jp/intro/keikaku/001140.html
長野県 長野市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計 http://www.nagano-water.jp/intro/keikaku/001140.html
長野県 長野市 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法適用） 下水道事業会計 http://www.nagano-water.jp/intro/keikaku/001140.html
長野県 長野市 下水道事業（個別排水処理施設：法適用） 下水道事業会計 http://www.nagano-water.jp/intro/keikaku/001140.html
長野県 長野市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法適用）下水道事業会計 http://www.nagano-water.jp/intro/keikaku/001140.html
長野県 松本市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.matsumoto.nagano.jp/jougesuidou/zaisei/sui_plan_senryaku.html
長野県 松本市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.matsumoto.nagano.jp/jougesuidou/zaisei/sui_plan_senryaku.html
長野県 松本市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.matsumoto.nagano.jp/jougesuidou/zaisei/sui_plan_senryaku.html
長野県 松本市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用地域排水特別会計 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/shisei/kankyojoho/osirase/iken.files/senryaku.pdf
長野県 松本市 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法非適用）農業集落排水事業特別会計 http://www.city.matsumoto.nagano.jp/
長野県 松本市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://www.city.matsumoto.nagano.jp/
長野県 松本市 市場事業（法非適用） 松本市公設地方卸売市場特別会計 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/kurasi/sigoto/itiba/98003020200312152146887.html
長野県 松本市 観光施設事業（休養宿泊施設：法適用） 上高地観光施設事業 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/smph/sisetu/kanko/kanko.html
長野県 松本市 観光施設事業（索道：法非適用） 奈川観光施設事業特別会計 http://www.city.matsumoto.nagano.jp/sisetu/kanko/nomugitouge.html
長野県 松本市 観光施設事業（その他観光施設：法非適用） 松本城特別会計 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/miryoku/shiro/matsumotojo_keiei.html
長野県 松本市 駐車場整備事業（法非適用） 松本市市街地駐車場事業特別会計 http://www.city.matsumoto.nagano.jp/kurasi/sigoto/syogyo/keieisennryakukouhyou.html
長野県 上田市 水道事業（上水道：末端給水） 上田市水道事業会計 https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/keieikanri/1787.html
長野県 上田市 下水道事業（公共下水道：法適用） 公共下水道事業会計 https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/keieikanri/1787.html
長野県 上田市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 公共下水道事業会計 https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/keieikanri/1787.html
長野県 上田市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 農業集落排水事業会計 https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/keieikanri/1787.html
長野県 上田市 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法適用） 農業集落排水事業会計 https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/keieikanri/1787.html
長野県 岡谷市 水道事業（上水道：末端給水） 岡谷市水道事業会計 http://www.city.okaya.lg.jp/soshiki/28/
長野県 岡谷市 下水道事業（公共下水道：法適用） 岡谷市下水道事業会計 http://www.city.okaya.lg.jp/soshiki/28/
長野県 岡谷市 観光施設事業（その他観光施設：法非適用） 岡谷市温泉事業特別会計 http://www.city.okaya.lg.jp/soshiki/28/
長野県 飯田市 水道事業（上水道：末端給水） 飯田市水道事業会計 https://www.city.iida.lg.jp/site/jougesuido/suidou-keieisenryaku.html
長野県 飯田市 下水道事業（公共下水道：法適用） 飯田市下水道事業会計 https://www.city.iida.lg.jp/site/jougesuido/keikaku.html
長野県 飯田市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 飯田市下水道事業会計 https://www.city.iida.lg.jp/site/jougesuido/keikaku.html
長野県 飯田市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 飯田市下水道事業会計 https://www.city.iida.lg.jp/site/jougesuido/keikaku.html
長野県 飯田市 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法適用） 飯田市下水道事業会計 https://www.city.iida.lg.jp/site/jougesuido/keikaku.html
長野県 諏訪市 水道事業（上水道：末端給水） 諏訪市水道事業会計 http://www.city.suwa.lg.jp
長野県 諏訪市 観光施設事業（その他観光施設：法適用） 諏訪市温泉事業会計 http://www.city.suwa.lg.jp/www/info/detail.jsp?id=12181
長野県 諏訪市 下水道事業（公共下水道：法適用） 諏訪市下水道事業会計 http://www.city.suwa.lg.jp/www/info/detail.jsp?id=8529
長野県 須坂市 水道事業（上水道：末端給水） 須坂市水道事業会計 https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/item.php?id=59d9e98aacb08
長野県 須坂市 下水道事業（公共下水道：法適用） 須坂市下水道事業会計 https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/item.php?id=59d9e98aacb08
長野県 須坂市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 須坂市下水道事業会計 https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/item.php?id=59d9e98aacb08
長野県 須坂市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 須坂市下水道事業会計 https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/item.php?id=59d9e98aacb08
長野県 小諸市 水道事業（上水道：末端給水） 小諸市水道事業会計 http://city.komoro.lg.jp/attention/2017030900123/
長野県 小諸市 下水道事業（公共下水道：法適用） 小諸市公共下水道事業会計 http://www.city.komoro.lg.jo
長野県 小諸市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 小諸市公共下水道事業会計 http://www.city.komoro.lg.jo
長野県 小諸市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 小諸市農業集落排水事業会計 http://www.city.komoro.lg.jo
長野県 伊那市 水道事業（上水道：末端給水） 伊那市水道事業会計 http://www.inacity.jp/kurashi/suidou_gesuidou_hoka/suidou/suidou-kenzenka.html
長野県 伊那市 下水道事業（公共下水道：法適用） 伊那市下水道事業会計 http://www.inacity.jp/kurashi/suidou_gesuidou_hoka/gesuidou/gesuidou-kenzenka.html
長野県 伊那市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 伊那市下水道事業会計 http://www.inacity.jp/kurashi/suidou_gesuidou_hoka/gesuidou/gesuidou-kenzenka.html
長野県 伊那市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 伊那市下水道事業会計 http://www.inacity.jp/kurashi/suidou_gesuidou_hoka/gesuidou/gesuidou-kenzenka.html
長野県 伊那市 下水道事業（簡易排水施設：法適用） 伊那市下水道事業会計 http://www.inacity.jp/kurashi/suidou_gesuidou_hoka/gesuidou/gesuidou-kenzenka.html
長野県 伊那市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法適用）伊那市下水道事業会計 http://www.inacity.jp/kurashi/suidou_gesuidou_hoka/gesuidou/gesuidou-kenzenka.html
長野県 駒ヶ根市 下水道事業（公共下水道：法適用） 駒ヶ根市公共下水道事業会計 http://www.city.komagane.nagano.jp/index.php?f=&ci=10521&i=16877
長野県 駒ヶ根市 水道事業（上水道：末端給水） 駒ヶ根市水道事業会計 http://www.city.komagane.nagano.jp/index.php?f=&ci=10521&i=16877
長野県 駒ヶ根市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 駒ヶ根市農業集落排水事業会計 http://www.city.komagane.nagano.jp/index.php?f=&ci=10521&i=16877
長野県 中野市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.nakano.nagano.jp/docs/2017032400027/
長野県 中野市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.nakano.nagano.jp/docs/2017032400027/
長野県 中野市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.nakano.nagano.jp/docs/2017032400027/
長野県 中野市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.nakano.nagano.jp/docs/2020022000022/
長野県 大町市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.omachi.nagano.jp/00015000/00015100/suidoubizyon.html
長野県 大町市 下水道事業（公共下水道：法適用） 公共下水道事業会計 http://www.city.omachi.nagano.jp/indexpage/indexpage030/indexpage034/index00021.html
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長野県 大町市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 大町市特定環境保全公共下水道事業 http://www.city.omachi.nagano.jp/indexpage/indexpage030/indexpage034/index00021.html
長野県 大町市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 農業集落排水事業会計 http://www.city.omachi.nagano.jp/indexpage/indexpage030/indexpage034/index00021.html
長野県 大町市 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法適用） 小規模集合排水処理施設 http://www.city.omachi.nagano.jp/indexpage/indexpage030/indexpage034/index00021.html
長野県 大町市 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業特別会計 https://www.city.omachi.nagano.jp/00015000/00015100/suidoubizyon.html
長野県 飯山市 水道事業（上水道：末端給水） 飯山市水道事業会計 https://www.city.iiyama.nagano.jp/
長野県 飯山市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 https://www.city.iiyama.nagano.jp/assets/files/jyougesuidou/gesui/keiei-senryaku/business_kokyo(rev1).pdf
長野県 飯山市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）特定環境保全公共下水道事業特別会計https://www.city.iiyama.nagano.jp/assets/files/jyougesuidou/gesui/keiei-senryaku/business_tokkan(rev1).pdf
長野県 飯山市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 飯山市農業集落排水特別会計 https://www.city.iiyama.nagano.jp/assets/files/jyougesuidou/gesui/keiei-senryaku/business_nosyu(rev1).pdf
長野県 飯山市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用公共下水道事業特別会計 https://www.city.iiyama.nagano.jp/assets/files/jyougesuidou/gesui/keiei-senryaku/business_jyokaso(rev1).pdf
長野県 飯山市 駐車場整備事業（法非適用） 駐車場事業特別会計（飯山駅斑尾口駐http://www.city.iiyama.nagano.jp
長野県 茅野市 水道事業（上水道：末端給水） 茅野市水道事業会計 https://www.city.chino.lg.jp/soshiki/suidou/882.html
長野県 茅野市 下水道事業（公共下水道：法適用） 茅野市下水道事業会計 ｈｔｔｐｓ：//www.city.chino.lg.jp/soshiki/suidou/798.html
長野県 茅野市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 茅野市下水道事業会計 ｈｔｔｐｓ：//www.city.chino.lg.jp/soshiki/suidou/798.html
長野県 塩尻市 水道事業（上水道：末端給水） 塩尻市水道事業会計 https://www.city.shiojiri.lg.jp/
長野県 塩尻市 下水道事業（公共下水道：法適用） 塩尻市下水道事業会計 https://www.city.shiojiri.lg.jp/
長野県 塩尻市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 塩尻市下水道事業会計 https://www.city.shiojiri.lg.jp/
長野県 塩尻市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 塩尻市農業集落排水事業会計 https://www.city.shiojiri.lg.jp/
長野県 塩尻市 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法適用） 塩尻市農業集落排水事業会計 https://www.city.shiojiri.lg.jp/
長野県 佐久市 下水道事業（公共下水道：法適用） 佐久市下水道事業特別会計 http://www.city.saku.nagano.jp/kurashi/gesuido/gesuidojigyo/gesui-keiei_senryaku.html
長野県 佐久市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 佐久市下水道事業特別会計 http://www.city.saku.nagano.jp/kurashi/gesuido/gesuidojigyo/gesui-keiei_senryaku.html
長野県 佐久市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 佐久市下水道事業特別会計 http://www.city.saku.nagano.jp/kurashi/gesuido/gesuidojigyo/gesui-keiei_senryaku.html
長野県 佐久市 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法適用） 佐久市下水道事業特別会計 http://www.city.saku.nagano.jp/kurashi/gesuido/gesuidojigyo/gesui-keiei_senryaku.html
長野県 佐久市 その他事業（法適用） 佐久市下水道事業特別会計 http://www.city.saku.nagano.jp/kurashi/gesuido/gesuidojigyo/gesui-keiei_senryaku.html
長野県 佐久市 電気事業（法非適用） 佐久市環境エネルギー事業特別会計 https://www.city.saku.nagano.jp
長野県 千曲市 水道事業（上水道：末端給水） 千曲市水道事業会計 http://www.city.chikuma.lg.jp/docs/2017032900022/
長野県 千曲市 下水道事業（公共下水道：法適用） 千曲市下水道事業会計 www.city.chikuma.lg.jp/docs/2017032900022
長野県 千曲市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 千曲市下水道事業会計 www.city.chikuma.lg.jp/docs/2017032900022
長野県 東御市 水道事業（上水道：末端給水） 東御市水道事業会計 https://www.city.tomi.nagano.jp/category./zyousuidou/147009.html
長野県 東御市 下水道事業（公共下水道：法適用） 東御市公共下水道事業会計 http://www.city.tomi.nagano.jp/category/gesuidojigyoukeiei/131220.html
長野県 東御市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 東御市特定環境保全公共下水道事業会http://www.city.tomi.nagano.jp/category/gesuidojigyoukeiei/131220.html
長野県 東御市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 東御市農業集落排水施設事業会計 http://www.city.tomi.nagano.jp/category/gesuidojigyoukeiei/131220.html
長野県 安曇野市 水道事業（上水道：末端給水） 安曇野市水道事業会計 http //www.city.azumino.nagano.jp/soshiki/38/35132.html
長野県 安曇野市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http //www.city.azumino.nagano.jp/soshiki/39/35205.html
長野県 安曇野市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http //www.city.azumino.nagano.jp/soshiki/39/35205.html
長野県 安曇野市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法適用）下水道事業会計 http //www.city.azumino.nagano.jp/soshiki/39/35205.html
長野県 安曇野市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計 http //www.city.azumino.nagano.jp/soshiki/39/35205.html
長野県 川上村 水道事業（簡易水道：法非適用） 川上村営水道事業特別会計 http://www.vill.kawakami.nagano.jp/www/contents/1489389595094/index.html
長野県 川上村 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）川上村下水道事業特別会計　公共下水http://www.vill.kawakami.nagano.jp/www/contents/1489389595094/index.html
長野県 川上村 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 川上村下水道事業特別会計　農業集落http://www.vill.kawakami.nagano.jp/www/contents/1489389595094/index.html
長野県 南牧村 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）南牧村下水道事業特別会計 www.minamimakimura/main/gov/sanken/news/770.html
長野県 南牧村 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 南牧村下水道事業特別会計 www.minamimakimura/main/gov/sanken/news/770.html
長野県 南牧村 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 南牧村下水道事業特別会計 www.minamimakimura/main/gov/sanken/news/770.html
長野県 佐久穂町 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道特別会計 https://www.town.sakuho.nagano.jp/oshirase/kakuka/kensetsuka/kensetsuka 990.html
長野県 佐久穂町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 https://www.town.sakuho.nagano.jp/oshirase/kakuka/kensetsuka/kensetsuka 990.htmi
長野県 軽井沢町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 軽井沢町公共下水道事業特別会計 https://icity.elg-front.asp.lgwan.jp/karuizawa2www/www/contents/1577427572655/index.html
長野県 軽井沢町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 軽井沢町農業集落排水事業特別会計 https://icity.elg-front.asp.lgwan.jp/karuizawa2www/www/contents/1577427572655/index.html
長野県 御代田町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 御代田町公共下水道事業特別会計 http://ｗｗｗ.miyota.nagano.jp/category/gesuido/131071.html
長野県 御代田町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）御代田町公共下水道特別会計 http://ｗｗｗ.miyota.nagano.jp/category/gesuido/131071.html
長野県 御代田町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 御代田町農業集落排水事業特別会計 http://ｗｗｗ.miyota.nagano.jp/category/gesuido/131071.html
長野県 御代田町 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 御代田町個別排水処理施設整備事業特http://ｗｗｗ.miyota.nagano.jp/category/gesuido/131071.html
長野県 御代田町 水道事業（上水道：末端給水） 御代田小沼水道事業会計 http://www.miyota.nagano.jp/category/jousuidou/15670.html
長野県 立科町 水道事業（上水道：末端給水） 立科町水道事業会計 http://www.tateshina.nagano.jp
長野県 立科町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）立科町下水道事業特別会計 http://www.town.tateshina.nagano.jo
長野県 立科町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 立科町下水道事業特別会計 http://www.town.tateshina.nagano.jo
長野県 青木村 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道特別会計 http://www.vill.nagano.jp/zyougesuidou.html
長野県 青木村 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）青木村特定環境保全公共下水道事業特http//www.vill.nagano.jp/zyougesuidou.html
長野県 長和町 下水道事業（簡易排水施設：法適用） 長和町公共下水道事業及び排水処理施http://town.nagawa.nagano.jp/docs/2017032800018/file_contents/20170324.pdf
長野県 長和町 下水道事業（個別排水処理施設：法適用） 長和町公共下水道事業及び排水処理施http://town.nagawa.nagano.jp/docs/2017032800018/file_contents/20170324.pdf
長野県 長和町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 長和町公共下水道事業及び排水処理施http://town.nagawa.nagano.jp/docs/2017032800018/file_contents/20170324.pdf
長野県 長和町 水道事業（上水道：末端給水） 長和町上水道事業 http://town.nagawa.nagano.jp/docs/2018050800028/file_contents/201704.pdf
長野県 下諏訪町 水道事業（上水道：末端給水） 下諏訪町水道事業 http://www.town.shimosuwa.lg.jp/www/index.html
長野県 下諏訪町 下水道事業（公共下水道：法適用） 下諏訪町下水道事業会計 http://www.town.shimosuwa.lg.jp/www/index.html
長野県 富士見町 水道事業（上水道：末端給水） 富士見町水道事業会計 http://www.town.fujimi.lg.jp/site/suido/list30-589.html
長野県 富士見町 下水道事業（公共下水道：法適用） 富士見町下水道事業会計 http://www.town.fujimi.lg.jp/site/suido/list30-589.html
長野県 富士見町 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 富士見町下水道事業会計 http://www.town.fujimi.lg.jp/site/suido/list30-589.html
長野県 原村 水道事業（上水道：末端給水） 原村水道事業会計 https://www.vill.hara.lg.jp/docs/2062.html
長野県 原村 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 原村下水道事業会計 https://www.vill.hara.lg.jp/docs/2062.html
長野県 辰野町 水道事業（上水道：末端給水） 辰野町上水道事業会計 http://www.town.tatsuno.nagano.jp/suidou_keieisenryaku.html
長野県 辰野町 水道事業（簡易水道：法非適用） 辰野町簡易水道特別会計 http://www.town.tatsuno.nagano.jp/suidou_keieisenryaku.html
長野県 辰野町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 辰野町公共下水道特別会計 http://www.town.tatsuno.lg.jp/suidou_keieisenryaku.html
長野県 辰野町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）辰野町特定環境保全公共下水道特別会http://www.town.tatsuno.lg.jp/suidou_keieisenryaku.html
長野県 辰野町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 辰野町農業集落排水処理施設特別会計http://www.town.tatsuno.lg.jp/suidou_keieisenryaku.html
長野県 箕輪町 水道事業（上水道：末端給水） 箕輪町水道事業会計 http://www.town.minowa.ｌｇ.jp/suido/kense0007_suidoukeikaku.html
長野県 箕輪町 下水道事業（公共下水道：法適用） 箕輪町下水道事業会計 http://www.town.minowa.lg.jp/suido/kense0007_suidoukeikaku.html
長野県 箕輪町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 箕輪町下水道事業会計 http://www.town.minowa.lg.jp/suido/kense0007_suidoukeikaku.html
長野県 箕輪町 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 箕輪町下水道事業会計 http://www.town.minowa.lg.jp/suido/kense0007_suidoukeikaku.html
長野県 飯島町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 https://www.town.iijima.lg.jp/soshikiichiran/kensetsusuidoka/suidokakari/739.html
長野県 飯島町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 https://www.town.iijima.lg.jp/soshikiichiran/kensetsusuidoka/suidokakari/739.html
長野県 南箕輪村 水道事業（上水道：末端給水） 南箕輪村水道事業 https://www.vill.minamiminowa.lg.jp/soshiki/kensetsu/suidoujigyoukeieisenryaku.html
長野県 南箕輪村 下水道事業（公共下水道：法適用） 南箕輪村下水道事業会計 https://www.vill.minamiminowa.lg.jp/soshiki/kensetsu/gesui.html
長野県 中川村 水道事業（上水道：末端給水） 中川村水道事業会計 http://www.vill.nakagawa.nagano.jp/soshiki/kensetsu/1226.html
長野県 中川村 下水道事業（公共下水道：法非適用） 中川村公共下水道事業 http://www.vill.nakagawa.nagano.jp/soshiki/kensetsu/1224.html
長野県 中川村 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 中川村農業集落排水事業 http://www.vill.nakagawa.nagano.jp/soshiki/kensetsu/1224.html
長野県 中川村 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法非適用）中川村小規模集合排水事業 http://www.vill.nakagawa.nagano.jp/soshiki/kensetsu/1224.html
長野県 宮田村 水道事業（上水道：末端給水） 宮田村水道事業会計 https://www.vill.miyada.nagano.jp/government/pages/root/archive/plan/12797
長野県 宮田村 下水道事業（公共下水道：法適用） 宮田村下水道事業会計 https://www.vill.miyada.nagano.jp/government/pages/root/archive/plan/12797
長野県 宮田村 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 宮田村下水道事業会計 https://www.vill.miyada.nagano.jp/government/pages/root/archive/plan/12797
長野県 松川町 水道事業（上水道：末端給水） 松川町水道事業 ｈｔｔｐ//www.town.matsukawa.lg.jp
長野県 松川町 下水道事業（公共下水道：法適用） 松川町公共下水道事業 https://www.town.matsukawa.lg.jp
長野県 松川町 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 松川町農業集落排水事業 https://www.town.matsukawa.lg.jp
長野県 高森町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業会計 www.town.nagano-takamori.lg.jp
長野県 高森町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 www.town.nagano-takamori.lg.jp
長野県 阿南町 水道事業（簡易水道：法非適用） 阿南町水道特別会計 http://www.town.anan.nagano.jp/tyomin/cat2/001283.html
長野県 阿南町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 阿南町水道特別会計 http://www.town.anan.nagano.jp/tyomin/cat2/001283.html
長野県 阿南町 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法非適用）阿南町水道特別会計 http://www.town.anan.nagano.jp/tyomin/cat2/001283.html
長野県 阿智村 水道事業（上水道：末端給水） 阿智村水道事業 http://www.vill.achi.lg.jp
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長野県 阿智村 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）阿智村下水道事業特別会計 http://www.vill.achi.nagano.jp
長野県 阿智村 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 阿智村農業集落排水事業特別会計 http://www.vill.achi.nagano.jp
長野県 根羽村 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法非適用）下水道会計 http://nebamura.jp/nebalife/pian/
長野県 根羽村 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 下水道会計 http://nebamura.jp/nebalife/pian/
長野県 根羽村 水道事業（簡易水道：法非適用） 水道会計 http://nebamura.jp/nebalife/pian/
長野県 売木村 水道事業（簡易水道：法非適用） 売木村簡易水道特別会計 http://www.urugi.jp/g/shiryou/post-28.html
長野県 売木村 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 売木村下水道特別会計 http://www.urugi.jp/g/shiryou/post-29.html
長野県 天龍村 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）天龍村営下水道事業特別会計 http://www.vill-tenryu.jp/kouhyoichiran.htm
長野県 天龍村 水道事業（簡易水道：法非適用） 水道特別会計 http://www.vill-tenryu.jp/kouhyoichiran.htm
長野県 喬木村 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 喬木村下水道事業 http://www.vill.takagi.nagano.jp/docs/2017032200016/files/gesuikeieisenryaku.pdf
長野県 喬木村 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 喬木村下水道事業 http://www.vill.takagi.nagano.jp/docs/2017032200016/files/gesuikeieisenryaku.pdf
長野県 喬木村 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.vill.takagi.nagano.jp/docs/2019050700028/
長野県 豊丘村 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 豊丘村下水道事業会計 https://www.vill.nagano-toyooka.lg.jp/09sumai/02gesuidou/05kenzenka/index.html
長野県 豊丘村 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 豊丘村下水道事業会計 https://www.vill.nagano-toyooka.lg.jp/09sumai/02gesuidou/05kenzenka/index.html
長野県 大鹿村 水道事業（簡易水道：法非適用） 大鹿村簡易水道事業 http://www.vill.ooshika.nagano.jp/wp-content/uploads/2018/04/keieisenryaku.pdf
長野県 上松町 水道事業（簡易水道：法適用） 公営企業会計 http://www.town.agematsu.nagano.jp/gyousei/
長野県 上松町 下水道事業（公共下水道：法適用） 公営企業会計 http://www.town.agematsu.nagano.jp/gyousei/
長野県 南木曽町 水道事業（簡易水道：法非適用） 南木曽町簡易水道特別会計 http://www.town.nagiso.nagano.jo/jyougesuidou/keieisenrysku.html
長野県 南木曽町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）南木曽町下水道事業特別会計 http://www.town.nagiso.nagano.jo/jyougesuidou/keieisenrysku.html
長野県 南木曽町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 南木曽町農業集落排水事業特別会計 http://www.town.nagiso.nagano.jo/jyougesuidou/keieisenrysku.html
長野県 木祖村 水道事業（簡易水道：法非適用） 木祖村簡易水道事業会計（木祖村簡易http://www.vill.kiso.nagano.jp/index.html
長野県 木祖村 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）木祖村公共下水道事業特別会計 http://www.vill.kiso.nagano.jp./index.html
長野県 木祖村 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 木祖村農業集落排水事業特別会計 http://www.vill.kiso.nagano.jp./index.html
長野県 木祖村 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法非適用）木祖村農業集落排水事業特別会計 http://www.vill.kiso.nagano.jp./index.html
長野県 木祖村 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用木祖村農業集落排水事業特別会計 http://www.vill.kiso.nagano.jp./index.html
長野県 木祖村 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 木祖村農業集落排水事業特別会計 http://www.vill.kiso.nagano.jp./index.html
長野県 王滝村 水道事業（簡易水道：法非適用） 特別会計村営水道事業費、特別会計おhttp://www.vill.otaki.nagano.jp/mura_keikaku/kansui_keieisenryaku.html
長野県 王滝村 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 特別会計農業集落排水事業費 http://www.vill.otaki.nagano.jp/mura_keikaku/gesui_keieisenryaku.html
長野県 王滝村 下水道事業（簡易排水施設：法非適用） 特別会計簡易排水事業費 http://www.vill.otaki.nagano.jp/mura_keikaku/gesui_keieisenryaku.html
長野県 王滝村 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法非適用）特別会計農業集落排水事業費 http://www.vill.otaki.nagano.jp/mura_keikaku/gesui_keieisenryaku.html
長野県 大桑村 水道事業（簡易水道：法非適用） 大桑村簡易水道事業特別会計 http://www.vill.ookuwa.nagano.jp/kensetsusuidou/kensetsusuidouka/suidou_senryaku.html
長野県 大桑村 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 大桑村農業集落排水事業事業特別会計http://www.vill.ookuwa.nagano.jp/kensetsusuidou/kensetsusuidouka/suidou_senryaku.html
長野県 大桑村 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）大桑村公共下水道事業特別会計 http://www.vill.ookuwa.nagano.jp/kensetsusuidou/kensetsusuidouka/suidou_senryaku.html
長野県 木曽町 水道事業（上水道：末端給水） 木曽町水道事業会計 http:/www.town-kiso.com/chousei/shisaku/100313/100690/
長野県 木曽町 水道事業（簡易水道：法非適用） 木曽町簡易水道等特別会計 http:/www.town-kiso.com/chousei/shisaku/100313/100690/
長野県 木曽町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 木曽町公共下水道特別会計 http:/www.town-kiso.com/chousei/shisaku/100313/100690/
長野県 木曽町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）木曽町公共下水道特別会計 http:/www.town-kiso.com/chousei/shisaku/100313/100690/
長野県 木曽町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 木曽町集落排水等特別会計 http:/www.town-kiso.com/chousei/shisaku/100313/100690/
長野県 木曽町 下水道事業（林業集落排水施設：法非適用） 木曽町集落排水等特別会計 http:/www.town-kiso.com/chousei/shisaku/100313/100690/
長野県 木曽町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用木曽町集落排水等特別会計 http:/www.town-kiso.com/chousei/shisaku/100313/100690/
長野県 生坂村 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水特別会計 http://www.village.ikusaka.nagano.jp/gyousei/sinkouka/keieisenryaku.html
長野県 生坂村 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用農業集落排水特別会計 http://www.village.ikusaka.nagano.jp/gyousei/sinkouka/keieisenryaku.html
長野県 山形村 水道事業（上水道：末端給水） 山形村水道事業会計 http://www.vill.yamagata.nagano.jp
長野県 山形村 水道事業（簡易水道：法非適用） 山形村清水高原簡易水道特別会計 http://www.vill.yamagata.nagano.jp
長野県 山形村 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 山形村下水道事業会計 http://www.vill.yamagata.nagano.jp
長野県 朝日村 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 朝日村下水道事業会計 http://www.vill.asahi.nagano.jp/jyougesuidou/934.html
長野県 朝日村 水道事業（簡易水道：法適用） 朝日村簡易水道事業会計 http://www.vill.asahi.nagano.jp/jyougesuidou/934.html
長野県 筑北村 水道事業（簡易水道：法非適用） 筑北村簡易水道事業特別会計 htpp://www.vill.chikuhoku.lg.jp
長野県 筑北村 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 筑北村合併浄化槽事業特別会計 htpp://www.vill.chikuhoku.lg.jp
長野県 筑北村 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用筑北村合併浄化槽事業特別会計 htpp://www.vill.chikuhoku.lg.jp
長野県 筑北村 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 筑北村集落排水事業特別会計 htpp://www.vill.chikuhoku.lg.jp
長野県 筑北村 下水道事業（林業集落排水施設：法非適用） 筑北村集落排水事業特別会計 htpp://www.vill.chikuhoku.lg.jp
長野県 池田町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 池田町水道事業会計 http://www.ikedamachi.net/
長野県 池田町 水道事業（簡易水道：法非適用） 池田町水道事業会計 http://www.ikedamachi.net/
長野県 松川村 水道事業（上水道：末端給水） 松川村水道事業会計 http://www.vill.matsukawa.nagano.jp
長野県 白馬村 水道事業（上水道：末端給水） 白馬村水道事業 https://www.vill.hakuba.lg.jp/gyosei/kurashi_tetsuzuki/jogesuido/2829.html
長野県 白馬村 下水道事業（公共下水道：法適用） 白馬村下水道事業 https://www.vill.hakuba.lg.jp/gyosei/kurashi_tetsuzuki/jogesuido/gesuido/2140.html
長野県 白馬村 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 白馬村農業集落排水事業 https://www.vill.hakuba.lg.jp/gyosei/kurashi_tetsuzuki/jogesuido/gesuido/2140.html
長野県 小谷村 水道事業（簡易水道：法非適用） 小谷村簡易水道事業特別会計 http://www.vill.otari.nagano.jp/www/contents/1497932118476/index.html
長野県 小谷村 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）小谷村公共下水道事業特別会計 http://www.vill.otari.nagano.jp/www/contents/1497932118476/index.html
長野県 小谷村 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 小谷村農業集落排水事業特別会計 http://www.vill.otari.nagano.jp/www/contents/1497932118476/index.html
長野県 坂城町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 坂城町下水道事業特別会計 http://www.town.sakaki.nagano.jp/www/contents1484537069223/index.html
長野県 小布施町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 www.town.obuse.nagano.jp
長野県 小布施町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 www.town.obuse.nagano.jp
長野県 高山村 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 高山村農業集落排水事業 https://www.vill.takayama.nagano.jp/fs/1/0/4/7/_/takayama-gesuidoujigyou.pdf
長野県 高山村 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）高山村下水道事業 https://www.vill.takayama.nagano.jp/fs/1/0/4/7/_/takayama-gesuidoujigyou.pdf
長野県 山ノ内町 水道事業（上水道：末端給水） 山ノ内町水道事業 http://www.town.yamanouchi.nagano.jp/section/kensetsusudo.html
長野県 山ノ内町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 山ノ内町公共下水道事業特別会計 http://www.town.yamanouchi.nagano.jp/kensetsusuido/jogesui.thml
長野県 山ノ内町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）山ノ内町特定環境保全公共下水道特別http://www.town.yamanouchi.nagano.jp/kensetsusuido/jogesui.thml
長野県 山ノ内町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 山ノ内町農業集落排水事業特別会計 http://www.town.yamanouchi.nagano.jp/kensetsusuido/jogesui.thml
長野県 木島平村 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）木島平村下水道事業特別会計 http://www.vill.kijimadaira.lg.jp/articles/2017032900145/
長野県 木島平村 水道事業（簡易水道：法非適用） 木島平村高社簡易水道特別会計 http://www.vill.kijimadaira.lg.jp/articles/2017032900145/
長野県 木島平村 水道事業（上水道：末端給水） 木島平村水道事業会計 http://www.vill.kijimadaira.lg.jp/articles/2017032900145/
長野県 木島平村 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 木島平村農業集落排水事業特別会計 http://www.vill.kijimadaira.lg.jp/articles/2017032900145/
長野県 野沢温泉村 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道特別会計 http://www.nozawaonsen.nagano.jp/
長野県 野沢温泉村 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 下水道特別会計 http://www.nozawaonsen.nagano.jp/
長野県 野沢温泉村 水道事業（上水道：末端給水） 野沢温泉村水道事業会計 www.nozawaonsen.nagano.jp/living/W003H0000291.html
長野県 信濃町 水道事業（上水道：末端給水） 信濃町水道事業会計 https://www.town.shinano.lg.jp/docs/senryaku1.html
長野県 信濃町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 信濃町下水道事業特別会計 https://www.town.shinano.lg.jp/docs/91578.html
長野県 信濃町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 信濃町農業集落排水事業特別会計 https://www.town.shinano.lg.jp/docs/91578.html
長野県 信濃町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）信濃町特定環境保全公共下水道事業特https://www.town.shinano.lg.jp/docs/91578.html
長野県 信濃町 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 信濃町個別排水処理施設事業特別会計https://www.town.shinano.lg.jp/docs/91578.html
長野県 小川村 水道事業（簡易水道：法非適用） 小川村簡易水道事業特別会計 http://www.vill.ogawa.nagano.jp/cgi-bin/bbs/info_g.cgi?vew=1
長野県 小川村 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）小川村下水道事業特別会計 http://www.vill.ogawa.nagano.jp/cgi-bin/bbs/info_g.cgi?vew=1
長野県 飯綱町 水道事業（上水道：末端給水） 飯綱町水道事業会計、牟礼地区上水道www.town.iizuna.nagano.jp
長野県 飯綱町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://www.town.iizuna.nagano.jp
長野県 飯綱町 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法非適用）農業集落排水事業特別会計 http://www.town.iizuna.nagano.jp
長野県 飯綱町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）飯綱公共下水道事業特別会計 http://www.town.iizuna.nagano.jp
長野県 飯綱町 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://www.town.iizuna.nagano.jp
長野県 栄村 水道事業（簡易水道：法非適用） 栄村簡易水道 http://www.vill.sakae.nagano.jp/docs/655.html
長野県 栄村 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 栄村農業集落排水事業 http://www.vill.sakae.nagano.jp/docs/655.html
長野県 栄村 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用生活排水処理特別会計 http://www.vill.sakae.nagano.jp/docs/655.html
長野県 南佐久環境衛生組合 下水道事業（公共下水道：法非適用） 南佐久環境衛生組合公共下水道事業特https://www.town.sakuho.nagano.jp/
長野県 川西保健衛生施設組合 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 川西保健衛生施設組合下水道事業会計http://www.city.saku.nagano.jp/kurashi/gesuido/gesuidojigyo/gesui28-10.htmlhttp://www.town.tateshina.nagano.jp/
長野県 松塩地区広域施設組合 電気事業（法非適用） 電気事業特別会計（松本クリーンセンhttp://www.mcci.or.jp/www/matukuri
長野県 佐久水道企業団 水道事業（上水道：末端給水） 佐久水道企業団水道事業会計 http://www.sakusuidou.or.jp/documents/vision_management_strategy/all.pdf
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長野県 浅麓水道企業団 水道事業（上水道：用水供給） 浅麓水道企業団水道事業会計 http://www.sentoku.net
岐阜県 岐阜県 水道事業（上水道：用水供給） 岐阜県水道事業会計 https://www.pref.gifu.lg.jp/shakai-kiban/jogesuido/suido/11664/H28senryaku.html
岐阜県 岐阜県 工業用水道事業 岐阜県工業用水道事業会計 https://www.pref.gifu.lg.jp/shakai-kiban/jogesuido/suido/11664/index_15898.html
岐阜県 岐阜市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.gifu.lg.jp/item/44424.htm#Contentpane
岐阜県 岐阜市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.gifu.lg.jp/item/44424.htm#Contentpane
岐阜県 大垣市 市場事業（法非適用） 大垣市公設地方卸売市場 https://www.city.ogaki.lg.jp/0000049210.html 
岐阜県 大垣市 水道事業（上水道：末端給水） 大垣市水道事業 https://www.city.ogaki.lg.jp/0000047033.html
岐阜県 大垣市 水道事業（簡易水道：法非適用） 大垣市簡易水道事業 https://www.city.ogaki.lg.jp/0000047034.html
岐阜県 大垣市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業会計 http://www.city.ogaki.lg.jp/0000047032.html
岐阜県 大垣市 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法非適用）農業集落排水事業会計 http://www.city.ogaki.lg.jp/0000035293.html
岐阜県 大垣市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）特定環境保全公共下水道事業会計 http://www.city.ogaki.lg.jp/0000035293.html
岐阜県 大垣市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業会計 http://www.city.ogaki.lg.jp/0000035293.html
岐阜県 高山市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業 https://www.city.takayama.lg.jp/kurashi/1000022/1000122/1001111/1008109.html
岐阜県 高山市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業 https://www.city.takayama.lg.jp/kurashi/1000022/1000122/1001131/1008110.html
岐阜県 高山市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業 https://www.city.takayama.lg.jp/kurashi/1000022/1000122/1001131/1008110.html
岐阜県 高山市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 下水道事業 https://www.city.takayama.lg.jp/kurashi/1000022/1000122/1001131/1008110.html
岐阜県 高山市 下水道事業（簡易排水施設：法非適用） 下水道事業 https://www.city.takayama.lg.jp/kurashi/1000022/1000122/1001131/1008110.html
岐阜県 高山市 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法非適用）下水道事業 https://www.city.takayama.lg.jp/kurashi/1000022/1000122/1001131/1008110.html
岐阜県 高山市 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 下水道事業 https://www.city.takayama.lg.jp/kurashi/1000022/1000122/1001131/1008110.html
岐阜県 多治見市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.tajimi.lg.jp/kurashi/suido/gesui/keieisenryaku.html
岐阜県 多治見市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 農業集落排水事業会計 https://www.city.tajimi.lg.jp/kurashi/suido/gesui/keieisenryaku.html
岐阜県 関市 水道事業（上水道：末端給水） 関市水道事業会計 http://www.city.seki.lg.jp/0000012433.html
岐阜県 中津川市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業会計 http://www.city.nakatsugawa.gifu.jp/archive/wiki_files/0/09/Gesui_H290328_koukyou.pdf
岐阜県 中津川市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.nakatsugawa.gifu.jp/archive/wiki_files/9/97/Suidou-20170328-keieisenryaku.pdf
岐阜県 中津川市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）特定環境保全公共下水道事業 http://www.city.nakatsugawa.gifu.jp/archive/wiki_files/b/b2/Gesui_H290328_tokukan.pdf
岐阜県 中津川市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業 http://www.city.nakatsugawa.gifu.jp/archive/wiki_files/e/ec/Gesui_H290328_noushuu.pdf
岐阜県 中津川市 その他事業（法適用） 国保坂下診療所 http://www.city.nakatsugawa.gifu.jp/news/084770.html
岐阜県 美濃市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 美濃市農業集落排水事業特別会計 www.city.mino.gifu.jp/
岐阜県 美濃市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 美濃市下水道特別会計 www.city.mino.gifu.jp/
岐阜県 美濃市 水道事業（上水道：末端給水） 美濃市上水道事業会計 www.city.mino.gifu.jp/
岐阜県 瑞浪市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.mizunami.lg.jp/shisei/keikaku/1004627/1003691/1001617.html
岐阜県 瑞浪市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.mizunami.lg.jp/shisei/keikaku/1004627/1003691/1001617.html
岐阜県 瑞浪市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.mizunami.lg.jp/shisei/keikaku/1004627/1003691/1001617.html
岐阜県 羽島市 水道事業（簡易水道：法非適用） 羽島市水道事業 https://www.city.hashima.lg.jp/0000010256.html
岐阜県 羽島市 水道事業（上水道：末端給水） 羽島市水道事業 https://www.city.hashima.lg.jp/0000010256.html
岐阜県 羽島市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 https://www.city.hashima.lg.jp/0000012584.html
岐阜県 羽島市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業特別会計 https://www.city.hashima.lg.jp/0000012584.html
岐阜県 恵那市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業会計 http://www.city.ena.lg.jp/shisei/ena_info/section/suidou/jougesuidou/
岐阜県 恵那市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業会計 http://www.city.ena.lg.jp/shisei/ena_info/section/suidou/jougesuidou/
岐阜県 恵那市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 下水道事業会計 http://www.city.ena.lg.jp/shisei/ena_info/section/suidou/jougesuidou/
岐阜県 恵那市 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 下水道事業会計 http://www.city.ena.lg.jp/shisei/ena_info/section/suidou/jougesuidou/
岐阜県 恵那市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/suidokankyobu/jogesuidoka/2648.html
岐阜県 美濃加茂市 水道事業（上水道：末端給水） 美濃加茂市水道事業会計 http://www.city.minokamo.gifu.jp/
岐阜県 美濃加茂市 下水道事業（公共下水道：法適用） 美濃加茂市下水道事業会計 http://www.city.minokamo.gifu.jp/
岐阜県 美濃加茂市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 美濃加茂市下水道事業会計 http://www.city.minokamo.gifu.jp/
岐阜県 美濃加茂市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 美濃加茂市下水道事業会計 http://www.city.minokamo.gifu.jp/
岐阜県 土岐市 下水道事業（公共下水道：法適用） 土岐市下水道事業会計（公共下水道事http://www.city.toki.lg.jp/docs/copy-3cfisrl7n0jjf.html
岐阜県 土岐市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 土岐市下水道事業会計（農業集排水事http://www.city.toki.lg.jp/docs/copy-3cfisrl7n0jjf.html
岐阜県 土岐市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.toki.lg.jp/docs/copy-3cfisrl7n0jjf.html
岐阜県 各務原市 水道事業（上水道：末端給水） 各務原市水道事業 http://www.city.kakamigahara.lg.jp/82/86/022084.html
岐阜県 可児市 水道事業（上水道：末端給水） 可児市水道事業給水 http://www.city.kani.lg.jp/16251.hｔｍ
岐阜県 可児市 下水道事業（公共下水道：法適用） 可児市下水道事業会計 https://www.city.kani.lg.jp/12352.htm
岐阜県 可児市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 可児市下水道事業会計 https://www.city.kani.lg.jp/12352.htm
岐阜県 可児市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 可児市農業州集落排水事業特別会計 https://www.city.kani.lg.jp/12352.htm
岐阜県 山県市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 山県市農業集落排水事業 https://www.city.yamagata.gifu.jp/soshiki/suido/2632.html
岐阜県 瑞穂市 水道事業（上水道：末端給水） 瑞穂市水道事業会計 http//www.city.mizuho.lg.jp/8606.htm
岐阜県 瑞穂市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.mizuho.lg.jp/4806.htm
岐阜県 瑞穂市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 https://www.city.mizuho.lg.jp/4806.htm
岐阜県 飛騨市 水道事業（上水道：末端給水） 飛騨市水道事業会計 https://www.city.hida.gifu.jp/soshiki/17/6022.html
岐阜県 飛騨市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 飛騨市公共下水道事業特別会計・飛騨https://www.city.hida.gifu.jp/soshiki/17/909.html
岐阜県 飛騨市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）飛騨市特定環境保全公共下水道事業特https://www.city.hida.gifu.jp/soshiki/17/909.html
岐阜県 飛騨市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 飛騨市農村下水道事業特別会計 https://www.city.hida.gifu.jp/soshiki/17/909.html
岐阜県 飛騨市 下水道事業（簡易排水施設：法非適用） 飛騨市農村下水道事業特別会計 https://www.city.hida.gifu.jp/soshiki/17/909.html
岐阜県 飛騨市 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法非適用）飛騨市農村下水道事業特別会計 https://www.city.hida.gifu.jp/soshiki/17/909.html
岐阜県 飛騨市 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 飛騨市個別排水処理施設事業特別会計https://www.city.hida.gifu.jp/soshiki/17/909.html
岐阜県 本巣市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）公共下水道特別会計 https://www.city.motosu.lg.jp/0000000352.html
岐阜県 本巣市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 https://www.city.motosu.lg.jp/0000000352.html
岐阜県 郡上市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 郡上市下水道事業特別会計 https://www.city.gujo.gifu.jp/life/detail/post-627.html
岐阜県 郡上市 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法非適用）郡上市下水道事業特別会計 https://www.city.gujo.gifu.jp/life/detail/post-627.html
岐阜県 郡上市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）郡上市下水道事業特別会計 https://www.city.gujo.gifu.jp/life/detail/post-627.html
岐阜県 郡上市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用郡上市下水道事業特別会計 https://www.city.gujo.gifu.jp/life/detail/post-627.html
岐阜県 郡上市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 郡上市下水道事業特別会計 https://www.city.gujo.gifu.jp/life/detail/post-627.html
岐阜県 郡上市 水道事業（上水道：末端給水） 郡上市水道事業会計 https://www.city.gujo.gifu.jp/admin/detail/8132.html
岐阜県 下呂市 水道事業（上水道：末端給水） 下呂市水道事業 http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1059/node_1117/node_41268
岐阜県 下呂市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下呂市下水道事業特別会計 http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1059/node_1117/node_41268
岐阜県 下呂市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下呂市下水道事業特別会計 http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1059/node_1117/node_41268
岐阜県 下呂市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 下呂市下水道事業特別会計 http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1059/node_1117/node_41268
岐阜県 下呂市 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法非適用）下呂市下水道事業特別会計 http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1059/node_1117/node_41268
岐阜県 海津市 水道事業（上水道：末端給水） 海津市水道事業会計 https://www.city.kaizu.lg.jp/kurashi/0000001576.html
岐阜県 海津市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 海津市下水道事業 https://www.city.kaizu.lg.jp/kurashi/0000000510.html
岐阜県 海津市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）海津市下水道事業 https://www.city.kaizu.lg.jp/kurashi/0000000510.html
岐阜県 海津市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 海津市下水道事業 https://www.city.kaizu.lg.jp/kurashi/0000000510.html
岐阜県 笠松町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.town.kasamatsu.gifu.jp/docs/2019031200011/files/jyousuikeieisenryaku.pdf
岐阜県 笠松町 下水道事業（公共下水道：法適用） 笠松町下水道事業 http://www.town.kasamatsu.gifu.jp/docs/2019031200011/
岐阜県 養老町 水道事業（上水道：末端給水） 上水道事業会計 http://www.town.yoro.gifu.jp/docs/2018032300034
岐阜県 養老町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 http://www.town.yoro.gifu.jp/docs/2017033000011/
岐阜県 養老町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://www.town.yoro.gifu.jp/docs/2017033000011/
岐阜県 垂井町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.town.tari.lg.jp/docs/2018062100109/
岐阜県 垂井町 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道特別会計 http://www.town.tari.lg.jp/docs/2018062100109/
岐阜県 垂井町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 http://www.town.tari.lg.jp/docs/2017032300013/
岐阜県 垂井町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://www.town.tari.lg.jp/docs/2019030700017/
岐阜県 関ケ原町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.town.sekigahara.gifu.jp/item/5536.htm#ContentPane
岐阜県 関ケ原町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水道事業特別会計 http://town.sekigahara.gifu.jp/4183.htm
岐阜県 関ケ原町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 http://town.sekigahara.gifu.jp/4183.htm
岐阜県 神戸町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 http://town.godo.gifu.jp/life/other/pdf/other_gesuidojigyo.pdf
岐阜県 輪之内町 水道事業（上水道：末端給水） 輪之内町水道事業会計 http://town.wanouchi.gifu.jp/files/7015/8694/0782/10.pdf



公表済みの経営戦略一覧（令和２年３月３１日時点。「経営戦略の策定状況等に関する調査」より）
都道府県名 団体名 事業名 会計名（施設名） URL

岐阜県 輪之内町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）輪之内町特定環境保全公共下水道事業http://town.wanouchi.gifu.jp/files/4614/9077/6166/gesuidou.pdf
岐阜県 安八町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 www.town.anpachi.gifu.jp/
岐阜県 安八町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 www.town.anpachi.gifu.jp/
岐阜県 揖斐川町 水道事業（簡易水道：法非適用） 揖斐川町簡易水道特別会計 http://www.town.ibigawa.lg.jp/0000007462.html
岐阜県 揖斐川町 水道事業（上水道：末端給水） 揖斐川町上水道事業会計 http://www.town.ibigawa.lg.jp/0000007462.html
岐阜県 揖斐川町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）揖斐川町公共下水道事業特別会計 http://www.town.ibigawa.lg.jp/0000007462.html
岐阜県 揖斐川町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 揖斐川町農業集落排水事業特別会計 http://www.town.ibigawa.lg.jp/0000007462.html
岐阜県 大野町 水道事業（上水道：末端給水） 大野町上水道事業 http://www.town-ono.jp/0000001054.html
岐阜県 池田町 水道事業（上水道：末端給水） 池田町水道事業会計 http://www.town.gifu-ikeda.lg.jp/0000001395.html
岐阜県 池田町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 池田町公共下水道事業特別会計 http://www.town.gifu-ikeda.lg.jp/
岐阜県 池田町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 池田町農業集落排水道事業特別会計 http://www.town.gifu-ikeda.lg.jp/
岐阜県 北方町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 北方町下水道事業特別会計 http://www.town.kitagata.gifu.jp/fourth/living/Sewer_keieisenryaku.html
岐阜県 北方町 水道事業（上水道：末端給水） 北方町上水道企業会計 http://www.town.kitagata.gifu.jp/fourth/living/Water_keieisenryaku.html
岐阜県 坂祝町 水道事業（上水道：末端給水） 坂祝町水道事業 http://www.town.sakahogi.gifu.jp
岐阜県 坂祝町 下水道事業（公共下水道：法適用） 坂祝町下水道事業 http://www.town.sakahogi.gifu.jp
岐阜県 坂祝町 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 下水道事業 https://www.town.sakahogi.gifu.jp/life/category05/cate05_16.html
岐阜県 富加町 水道事業（上水道：末端給水） 富加町水道事業会計 http://town.tomika.gifu.jp/docs/316.html
岐阜県 富加町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）特定環境保全公共下水道事業特別会計https://www.town.tomika.gifu.jp/docs/6941.html
岐阜県 富加町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 https://www.town.tomika.gifu.jp/docs/6941.html
岐阜県 川辺町 水道事業（上水道：末端給水） 川辺町水道事業会計 https://www/kawabe-gifu.jp/?page_id=23505
岐阜県 川辺町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 https://www.kawabe-gifu.jp/?page_id=2887
岐阜県 川辺町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 https://kawabe-gifu.jp/?page_id=2887
岐阜県 七宗町 水道事業（簡易水道：法非適用） 七宗町簡易水道事業特別会計 http://www.hichiso.jp/suidou-1/547
岐阜県 七宗町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 七宗町下水道事業特別会計 http://www.hichiso.jp/suidou-1/547
岐阜県 七宗町 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法非適用）七宗町下水道事業特別会計 http://www.hichiso.jp/suidou-1/547
岐阜県 七宗町 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 七宗町下水道事業特別会計 http://www.hichiso.jp/suidou-1/547
岐阜県 八百津町 下水道事業（公共下水道：法適用） 八百津町下水道事業会計 https://www.town.yaotsu.lg.jp/1462.htm
岐阜県 八百津町 水道事業（上水道：末端給水） 八百津町水道事業会計 https://www.town.yaotsu.lg.jp/1462.htm
岐阜県 八百津町 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 八百津町水道事業会計 https://www.town.yaotsu.lg.jp/1462.htm
岐阜県 白川町 水道事業（簡易水道：法非適用） 白川町簡易水道特別会計 https://www.town.shirakawa.lg.jp
岐阜県 東白川村 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法非適用）下水道特別会計 https://www.vill.higashishirakawa.gifu.jp/kurashi/sumai/kansui/
岐阜県 東白川村 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道特別会計 https://www.vill.higashishirakawa.gifu.jp/kurashi/sumai/kansui/
岐阜県 御嵩町 水道事業（上水道：末端給水） 御嵩町水道事業会計 http://www.town.mitake.gifu.jp/contents/contents.cfm?id=5069&g1id=5
岐阜県 御嵩町 下水道事業（公共下水道：法適用） 御嵩町下水道事業会計 http://www.town.mitake.gifu.jp/contents/contents.cfm?id=4083&g1id=17
静岡県 静岡県 水道事業（上水道：用水供給） 静岡県水道事業会計 http://www.pref.shizuoka.jp/kigyou/keieikaizen.html
静岡県 静岡県大井川広域水道企業水道事業（上水道：用水供給） 大井川広域水道用水供給事業会計 https://www.oigawakoiki.or.jp/pdf/keiei_zaimu/02330.pdf
静岡県 静岡県 工業用水道事業 静岡県工業用水道事業会計 http://www.pref.shizuoka.jp/kigyou/keieikaizen.html
静岡県 静岡県 宅地造成事業（その他造成：法適用） 静岡県地域振興整備事業会計 http://www.pref.shizuoka.jp/kigyou/keieikaizen.html
静岡県 静岡市 水道事業（上水道：末端給水） 静岡市水道事業会計 https://www.city.shizuoka.lg.jp/373_000033.html
静岡県 静岡市 下水道事業（公共下水道：法適用） 静岡市下水道事業会計 http://www.city.shizuoka.jp/373_000033.html
静岡県 静岡市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 静岡市下水道事業会計 http://www.city.shizuoka.jp/373_000033.html
静岡県 浜松市 水道事業（上水道：末端給水） 浜松市水道事業会計 https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/sd-kouji/bijon/bijonsakutei.html
静岡県 浜松市 下水道事業（公共下水道：法適用） 浜松市下水道事業会計 https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/gesuiken/gesuidouvisionkaitei.html
静岡県 浜松市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 浜松市下水道事業会計 https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/gesuiken/gesuidouvisionkaitei.html
静岡県 浜松市 駐車場整備事業（法非適用） 駐車場事業特別会計 https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kotsu/traffic/next_park.html
静岡県 熱海市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.atami.lg.jp/kurashi/suidou/100884/1005372/index.html
静岡県 熱海市 水道事業（上水道：末端給水） 熱海市水道事業会計 http://www.city.atami.lg.jp/
静岡県 熱海市 水道事業（簡易水道：法非適用） 熱海市離島初島簡易水道事業特別会計http://www.city.atami.lg.jp/
静岡県 熱海市 観光施設事業（その他観光施設：法適用） 熱海市温泉事業会計 http://www.city.atami.lg.jp/
静岡県 三島市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.mishima.shizuoka.jp/ipn035696.html
静岡県 三島市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.mishima.shizuoka.jp./
静岡県 三島市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.mishima.shizuoka.jp./
静岡県 富士宮市 水道事業（上水道：末端給水） 富士宮市水道事業 http://www.city.fujinomiya.lg.jp/municipal_government/llti2b0000002h0t-att/llti2b0000007liy.pdf
静岡県 伊東市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.ito.shizuoka.jp
静岡県 島田市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 www.city.shimadaa.shizuoka.jp/kurashi-docs/vision.html
静岡県 島田市 水道事業（簡易水道：法非適用） 水道事業会計 www.city.shimadaa.shizuoka.jp/kurashi-docs/vision.html
静岡県 富士市 水道事業（上水道：末端給水） 富士市水道事業 https://www.city.fuji.shizuoka.jp/kurashi/c0408/rn2ola0000021lsq.html
静岡県 富士市 下水道事業（公共下水道：法適用） 富士市公共下水道事業 https://www.city.fuji.shizuoka.jp/kurashi/c0408/fmervo0000000zzt.html
静岡県 磐田市 水道事業（上水道：末端給水） 磐田市水道事業会計 https://www.city.iwata.shizuoka.jp/kurashi_tetsuzuki/jougesuidou/jousuidou/1001552.html
静岡県 焼津市 水道事業（上水道：末端給水） 焼津市水道事業会計 http://suidou-yaizu.jp/about/vision.asp
静岡県 掛川市 水道事業（上水道：末端給水） 掛川市水道事業会計 https://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/life/suidou/sinnsuidoubijyon.html
静岡県 掛川市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 掛川市公共下水道事業特別会計 http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/life/gesuidou/keieisennryaku.html
静岡県 掛川市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）掛川市特定環境保全公共下水道事業特http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/life/gesuidou/keieisennryaku.html
静岡県 掛川市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 掛川市農業集落排水事業特別会計 http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/life/gesuidou/keieisennryaku.html
静岡県 掛川市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用掛川市浄化槽市町村設置推進事業特別http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/life/gesuidou/keieisennryaku.html
静岡県 東遠工業用水道企業団 工業用水道事業 東遠工業用水道事業会計 http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/
静岡県 藤枝市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/kurashi/jogesuido/KU013/KU014/1447731258795.html
静岡県 御殿場市 水道事業（上水道：末端給水） 上水道事業会計 https://www.city.gotemba.lg.jp/suido/
静岡県 御殿場市 工業用水道事業 工業用水道事業会計 https://www.city.gotemba.lg.jp/suido/
静岡県 袋井市 水道事業（上水道：末端給水） 袋井市水道事業会計 https://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/kurashi/kurashi_tetsuzuki/jogesuido/josuido/1425447009578.html
静岡県 下田市 水道事業（上水道：末端給水） 下田市水道事業会計 https://www.city.shimoda.shizuoka.jp/category/021000suidou/146656.html
静岡県 下田市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下田市下水道事業会計 https://www.city.shimoda.shizuoka.jp/category/021000suidou/146656.html
静岡県 裾野市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.susono.shizuoka.jp/kurashi/7/2/2504.html
静岡県 裾野市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/2/3/1/13096.html 
静岡県 伊豆市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.izu.shizuoka.jp/gyousei/gyousei_detail008719.html
静岡県 伊豆市 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業特別会計 http://www.city.izu.shizuoka.jp/gyousei/gyousei_detail008719.html
静岡県 御前崎市 水道事業（上水道：末端給水） 御前崎市水道事業会計 https://www.city.omaezaki.shizuoka.jp/soshiki/jogesuido/jogesuido/suidojigyo/6094.html
静岡県 菊川市 下水道事業（公共下水道：法適用） 菊川市下水道事業会計 ｈｔｔｐｓ：/www.city.kikugawa.shizuoka.jp
静岡県 菊川市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 菊川市下水道事業会計 ｈｔｔｐｓ：/www.city.kikugawa.shizuoka.jp
静岡県 菊川市 水道事業（上水道：末端給水） 菊川市水道事業会計 https://www.city.kikugawa.shizuoka.jp/suidou/kikugawasuidou.html
静岡県 牧之原市 水道事業（上水道：末端給水） 牧之原市水道事業会計 https//www.city.makinohara.shizuoka.jp/soshiki/29/33159.html
静岡県 東伊豆町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.town.higashiizu.shizuoka.jp/bg/life/ent/2693.html
静岡県 河津町 水道事業（上水道：末端給水） 河津町水道事業会計 https://www.town.kawazu.shizuoka.jp/wp-content/uploads/2020/01/suidoujigyoukeieisenryaku2019-2028.pdf
静岡県 河津町 観光施設事業（その他観光施設：法適用） 河津町温泉事業会計 https://www.town.kawazu.shizuoka.jp/wp-content/uploads/2020/01/onsenjigyoukeieisenryaku2019-2028.pdf
静岡県 南伊豆町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.town.minamiizu.shizuoka.jp/
静岡県 南伊豆町 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 子浦漁業集落排水事業特別会計、中木http://www.town.minamiizu.shizuoka.jp/
静岡県 西伊豆町 水道事業（上水道：末端給水） 西伊豆町水道事業会計 https://www.town.nishiizu.shizuoka.jp/
静岡県 長泉町 水道事業（上水道：末端給水） 長泉町水道事業会計 http://www.town.nagaizumi.lg.jp/soshiki/jyougesui/2/1/3/6509.html
静岡県 小山町 水道事業（上水道：末端給水） 小山町水道事業会計 http://www.fuji-oyama.jp/kurashi_08.html
静岡県 小山町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 小山町下水道事業特別会計 http://www.fuji-oyama.jp/kurashi_08.html
静岡県 吉田町 水道事業（上水道：末端給水） 吉田町水道事業会計 www.town.yoshida.shizuoka.jp
静岡県 川根本町 水道事業（簡易水道：法非適用） 川根本町簡易水道事業 town.kawanehon.shizuoka.jp
静岡県 森町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.town.morimachi.shizuoka.jp/gyosei/kurashi_tetsuzuki/jogesuido/josuido/2659.html
愛知県 愛知県 下水道事業（流域下水道：法適用） 流域下水道事業会計 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/gesuido/keieisenryaku-gesui.html
愛知県 愛知県 水道事業（上水道：用水供給） 水道事業会計 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kigyo-keiei/keieisenryaku.html
愛知県 愛知県 工業用水道事業 工業用水道事業会計 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kigyo-keiei/keieisenryaku.html
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愛知県 愛知県 宅地造成事業（その他造成：法適用） 用地造成事業会計 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kigyo-keiei/keieisenryaku.html
愛知県 名古屋市 水道事業（上水道：末端給水） 名古屋市水道事業会計 https://www.water.city.nagoya.jp/category/koso/143057.html
愛知県 名古屋市 工業用水道事業 名古屋市工業用水道事業会計 https://www.water.city.nagoya.jp/category/koso/143057.html
愛知県 名古屋市 下水道事業（公共下水道：法適用） 名古屋市下水道事業会計 https://www.water.city.nagoya.jp/category/koso/143057.html
愛知県 名古屋市 交通事業（自動車運送） 自動車運送事業会計 https://www.kotsu.city.nagoya.jp/jp/pc/ABOUT/TRP0003638.htm
愛知県 名古屋市 交通事業（都市高速鉄道） 高速度鉄道事業会計 https://www.kotsu.city.nagoya.jp/jp/pc/ABOUT/TRP0003638.htm
愛知県 岡崎市 水道事業（上水道：末端給水） 岡崎市水道事業会計 https://www.city.okazaki.lg.jp/1550/1573/2040/p023713.html
愛知県 岡崎市 下水道事業（公共下水道：法適用） 岡崎市下水道事業会計 https://www.city.okazaki.lg.jp/1550/1573/2040/p023728.html
愛知県 岡崎市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 岡崎市下水道事業会計 https://www.city.okazaki.lg.jp/1550/1573/2040/p023728.html
愛知県 岡崎市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 岡崎市農業集落排水事業特別会計 https://www.city.okazaki.lg.jp/1550/1573/2040/p023728.html
愛知県 一宮市 水道事業（上水道：末端給水） 一宮市水道事業 https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/kurashi/suidou/1028751.html
愛知県 一宮市 下水道事業（公共下水道：法適用） 一宮市下水道事業 https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/kurashi/suidou/1028751.html
愛知県 瀬戸市 水道事業（上水道：末端給水） 瀬戸市水道事業会計 http://www.city.seto.aichi.jp/docs/2018121800025/
愛知県 春日井市 水道事業（上水道：末端給水） 春日井市水道事業 http://www.city.kasugai.lg.jp/shimin/kurashi/jougesui/jousuikeikaku/1012982.html
愛知県 春日井市 下水道事業（公共下水道：法適用） 春日井市公共下水道事業 ｈｔｔｐｓ：//www.city.kasugai.lg.jp/shimin/kurashi/jougesui/1003616/1017758.ｈｔｍｌ
愛知県 豊川市 水道事業（上水道：末端給水） 豊川市水道事業 http://www.city.toyokawa.lg.jp/smph/kurashi/sudogesuido/josuido/jigyonaiyo/jigyokeikaku/keieisennryaku.html
愛知県 津島市 介護サービス事業（法非適用） 津島市民病院事業会計 http://www.tsushimacity-hp.jp/raiin/annai/houkankeieisenryaku.html
愛知県 津島市 水道事業（上水道：末端給水） 津島市上水道事業会計 http://www.city.tsushima.lg.jp/kurashi/suidougesuidou/jousuidou2/suidokeieisenryaku.html
愛知県 豊田市 水道事業（上水道：末端給水） 豊田市水道事業会計 http://www.city.toyota.aichi.jp/shisei/gyoseikeikaku/shimin/1018124.html
愛知県 豊田市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 豊田市下水道事業会計 http://www.city.toyota.aichi.jp/shisei/gyoseikeikaku/shimin/1018124.html
愛知県 豊田市 その他事業（法適用） 豊田市下水道事業会計 http://www.city.toyota.aichi.jp/shisei/gyoseikeikaku/shimin/1018124.html
愛知県 豊田市 下水道事業（公共下水道：法適用） 豊田市下水道事業会計 http://www.city.toyota.aichi.jp/shisei/gyoseikeikaku/shimin/1018124.html
愛知県 豊田市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 豊田市下水道事業会計 http://www.city.toyota.aichi.jp/shisei/gyoseikeikaku/shimin/1018124.html
愛知県 豊田市 市場事業（法非適用） 卸売市場特別会計 https://www.city.toyota.aichi.jp/shisetsu/shisetsusonota/1030157/1038507.html
愛知県 安城市 水道事業（上水道：末端給水） 安城市水道事業会計 https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/suido/keieisennryaku.html
愛知県 西尾市 水道事業（上水道：末端給水） 公営企業会計 http://www.city.nishio.aichi.jp/index.cfm/6,12357,26,575,html
愛知県 西尾市 交通事業（船舶運航：法適用） 西尾市渡船事業 www..city.nishio.aichi.jp
愛知県 蒲郡市 下水道事業（公共下水道：法適用） 蒲郡市下水道事業 https://www.city.gamagori.lg.jp/site/gesui/keieisenryaku.html
愛知県 蒲郡市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 蒲郡市下水道事業 https://www.city.gamagori.lg.jp/site/gesui/keieisenryaku.html
愛知県 蒲郡市 水道事業（上水道：末端給水） 蒲郡市水道事業会計 http://www.city.gamagori.lg.jp/site/suido/suido-keiei.html
愛知県 常滑市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 http://www.city.tokoname.aichi.jp/kurashi/suido/1000953/1002671.html
愛知県 常滑市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落家庭排水処理施設特別会計 http://www.city.tokoname.aichi.jp/kurashi/suido/1000953/1002671.html
愛知県 江南市 水道事業（上水道：末端給水） 江南市水道事業会計 https://www.city.konan.lg.jp/kurashi/suido/1003554/1006417/1003572.html
愛知県 小牧市 水道事業（上水道：末端給水） 小牧市水道事業会計 http://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/jogesuido/komasui11/konwakai/29940.html
愛知県 小牧市 下水道事業（公共下水道：法適用） 小牧市下水道事業会計 http://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/jogesuido/komagesui11/komagesui14/30130.html
愛知県 小牧市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 小牧市下水道事業会計 http://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/jogesuido/komagesui11/komagesui14/30130.html
愛知県 小牧市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 小牧市下水道事業会計 http://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/jogesuido/komagesui11/komagesui14/30130.html
愛知県 稲沢市 水道事業（上水道：末端給水） 稲沢市水道事業会計 http://www.city.inazawa.aichi.jp/shiseijoho/keikaku/suidokeikaku/1002211.html
愛知県 稲沢市 下水道事業（公共下水道：法適用） 稲沢市公共下水道事業会計 http://www.city.inazawa.aichi.jp/shiseijoho/keikaku/suidokeikaku/1002213.html
愛知県 稲沢市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 稲沢市公共下水道事業会計 http://www.city.inazawa.aichi.jp/shiseijoho/keikaku/suidokeikaku/1002213.html
愛知県 新城市 介護サービス事業（法非適用） 一般会計 https://www.city.shinshiro.lg.jp/mokuteki/shisetu/fukushi-iryo/houmon-kango.html
愛知県 新城市 下水道事業（公共下水道：法適用） 新城市下水道事業 www.city.shinshiro.lg.jp
愛知県 新城市 水道事業（上水道：末端給水） 新城市水道事業 www.city.shinshiro.lg.jp
愛知県 新城市 その他事業（法適用） 新城市下水道事業 www.city.shinshiro.lg.jp
愛知県 新城市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 新城市下水道事業 www.city.shinshiro.lg.jp
愛知県 東海市 水道事業（上水道：末端給水） 東海市水道事業会計 http//www.city.tokai.aichi.jp/19183,htm
愛知県 東海市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 東海市下水道事業特別会計 http//www.city.tokai.aichi.jp/19336,htm
愛知県 大府市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 大府市公共下水道事業特別会計 https://www.city.obu.aichi.jp/kurashi/dourokasen/gesuido/1002237/1010692.html
愛知県 大府市 水道事業（上水道：末端給水） 大府市水道事業 http://www.city.obu.aichi.jp
愛知県 知多市 下水道事業（公共下水道：法適用） 知多市下水道事業会計 http://www.city.chita.lg.jp
愛知県 知多市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 知多市下水道事業会計 http://www.city.chita.lg.jp
愛知県 知多市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.chita.lg.jp
愛知県 知立市 水道事業（上水道：末端給水） 知立市水道事業会計 https://www.city.chiryu.aichi.jp/kurashi/jogesuido/3/3/1536054935846.html
愛知県 尾張旭市 水道事業（上水道：末端給水） 尾張旭市水道事業 https://www.city.owariasahi.lg.jp/kurasi/seikatu/jousui/senryaku.html
愛知県 尾張旭市 下水道事業（公共下水道：法適用） 尾張旭市公共下水道事業会計 https://www.city.owariasahi.lg.jp/kurasi/seikatu/gesui/sennryaku.html
愛知県 高浜市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.takahama.lg.jp/soshiki/suido/11318.html
愛知県 高浜市 下水道事業（公共下水道：法適用） 高浜市下水道事業 https://www.city.takahama.lg.jp/soshiki/suido/11318.html
愛知県 田原市 水道事業（上水道：末端給水） 田原市水道事業 http://www.city.tahara.aichi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/484/29-6taharashisuidoujigyoukeieise
愛知県 愛西市 下水道事業（公共下水道：法適用） 愛西市下水道事業会計 https://www.city.aisai.lg.jp/contents_detail.php?co=kak&frmId=9374
愛知県 愛西市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 愛西市下水道事業会計 https://www.city.aisai.lg.jp/contents_detail.php?co=kak&frmId=9374
愛知県 愛西市 その他事業（法適用） 愛西市下水道事業会計 https://www.city.aisai.lg.jp/contents_detail.php?co=kak&frmId=9374
愛知県 清須市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https:www.city.kiyosu.aichi.jp
愛知県 清須市 下水道事業（公共下水道：法適用） 清須市下水道事業 http://www.city.kiyosu.aichi.jp/kurashi_joho/seikatsu_kankyo/suido_gesuido/gesuido/shokai_keieijoho/managemen
愛知県 弥富市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 http://www.city.yatomi.lg.jp/kurashi/1000451/1000464/1002396.html
愛知県 あま市 水道事業（上水道：末端給水） あま市水道事業会計 https://www.city.ama.aichi.jp/kurashi/kankyo/jyousui/1005648.html
愛知県 大口町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 大口町公共下水道事業特別会計 https://www.town.oguchi.lg.jp/5631.htm
愛知県 蟹江町 下水道事業（公共下水道：法適用） 蟹江町下水道事業会計 https://www.town.kanie.aichi.jp/soshiki/22/gesuidokeieisenryaku2018.html
愛知県 東浦町 水道事業（上水道：末端給水） 東浦町水道事業 https://www.town.aichi-higashiura.lg.jp/soshiki/uegesuido/suidokomu/gyomu/seisaku/1452566984185.html
愛知県 東浦町 下水道事業（公共下水道：法適用） 東浦町下水道事業会計 https://www.town.aichi-higashiura.lg.jp/soshiki/uegesuido/gesuigyoumu/gyomu/8559.html
愛知県 美浜町 水道事業（上水道：末端給水） 美浜町水道事業 https://www.town.aichi-mihama.lg.jp
愛知県 設楽町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 設楽町農業集落排水特別会計 http://www.town.shitara.lg.jp
愛知県 東栄町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）東栄町特定環境保全公共下水道事業特http://www.town.toei.aichi.jp/1404.htm
愛知県 東栄町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 東栄町農業集落排水事業特別会計 http://www.town.toei.aichi.jp/1404.htm
愛知県 豊根村 水道事業（簡易水道：法非適用） 豊根村簡易水道特別会計 http://www.vill.toyone.aichi.jp/cms/?p=6365
愛知県 丹羽広域事務組合（事業会水道事業（上水道：末端給水） 丹羽広域事務組合水道事業会計 https://www.niwa-suido.jp/houkoku/
三重県 三重県 下水道事業（流域下水道：法非適用） 三重県流域下水道事業会計 https://www.pref.mie.lg.jp/GESUIKEI/HP/m0342200003.htm
三重県 三重県 水道事業（上水道：用水供給） 三重県水道事業会計 http://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000720267.pdf
三重県 三重県 工業用水道事業 三重県工業用水道事業会計 http://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000720267.pdf
三重県 三重県 電気事業（法適用） 三重県電気事業会計 http://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000720267.pdf
三重県 津市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/1524130511053/index.html
三重県 津市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用市営浄化槽事業特別会計 https://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/1524130511053/index.html
三重県 津市 駐車場整備事業（法適用） 駐車場事業会計 https://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/1584326246682/index.html
三重県 津市 水道事業（上水道：末端給水） 津市水道事業会計 http://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/1001000009855
三重県 津市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/1524130511053/index.html
三重県 津市 下水道事業（簡易排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 https://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/1524130511053/index.html
三重県 津市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 https://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/1524130511053/index.html
三重県 四日市市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.yokkaichi.mie.jp/new_water/03_intro/strategy.html
三重県 四日市市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.yokkaichi.mie.jp/new_water/03_intro/strategy.html
三重県 四日市市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.yokkaichi.mie.jp/new_water/03_intro/strategy.html
三重県 四日市市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 下水道事業会計 https://www.city.yokkaichi.mie.jp/new_water/03_intro/strategy.html
三重県 伊勢市 下水道事業（公共下水道：法適用） 伊勢市下水道会計 https://www.city.ise.mie.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/294/kaitei.pdf
三重県 伊勢市 水道事業（上水道：末端給水） 伊勢市水道事業 https://www.city.ise.mie.jp/4052.html
三重県 伊勢市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 伊勢市下水道会計 https://www.city.ise.mie.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/294/kaitei.pdf
三重県 松阪市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 https://www.city.matsusaka.mie.jp/soshiki/34/noushun2.html
三重県 松阪市 下水道事業（公共下水道：法適用） 松阪市下水道事業会計 http://www.city.matsusaka.mie.jp/site/jyougesuidou/kaikei2.html
三重県 松阪市 水道事業（上水道：末端給水） 松阪市水道事業会計 https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/jyougesuidou/suido-keisen.html
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三重県 桑名市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.kuwana.lg.jp/index.cfm/24,50888,223,649,html
三重県 桑名市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.kuwana.lg.jp/index.cfm/24,50888,223,649,html
三重県 桑名市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://www.city.kuwana.lg.jp/index.cfm/24,50888,223,649,html
三重県 鈴鹿市 下水道事業（公共下水道：法適用） 鈴鹿市下水道事業会計 http://www.city.suzuka.lg.jp/suido/topics/files/244.html
三重県 鈴鹿市 水道事業（上水道：末端給水） 鈴鹿市水道事業会計 http://www.city.suzuka.lg.jp/suido/topics/files/244.html
三重県 鈴鹿市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 鈴鹿市下水道事業会計 http://www.city.suzuka.lg.jp/suido/topics/files/244.html
三重県 名張市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用公共下水道事業特別会計 http://www.city.nabari.lg.jp/s047/030/040/030/20170308150341.html
三重県 名張市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業 http://www.city.nabari.lg.jp/s047/030/040/030/20170308150341.html
三重県 名張市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業 http://www.city.nabari.lg.jp/s047/030/040/030/20170308150341.html
三重県 尾鷲市 水道事業（上水道：末端給水） 尾鷲市水道事業 https://www.city.owase.lg.jp/contents_detail.php?co=kak&frmId=16480
三重県 亀山市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.kameyama.mie.jp/soshiki/jyougesui/jyousui/jyousuidou/docs/2018012200040/
三重県 亀山市 工業用水道事業 工業用水道事業会計 https://www.city.kameyama.mie.jp/soshiki/jyougesui/jyousui/jyousuidou/docs/2018012200040/
三重県 亀山市 下水道事業（公共下水道：法適用） 公共下水道事業会計 https://www.city.kameyama.mie.jp/soshiki/jyougesui/gesui/gesuidou/docs/2015111200056/file_contents/keieisenry
三重県 亀山市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 https://www.city.kameyama.mie.jp/soshiki/jyougesui/gesui/gesuidou/docs/2015111200056/file_contents/keieisenry
三重県 鳥羽市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）特定環境保全公共下水道事業特別会計https://www.city.toba.mie.jp/
三重県 鳥羽市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.toba.mie.jp/suidou-kanri/suidou.html
三重県 志摩市 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 志摩市下水道事業特別会計 https://www.city.shima.mie.jp/shisei/gyoseikaikaku_keikaku/kurashi_seikatsu_ni_kan_suru_keikaku/1489132033622
三重県 志摩市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）志摩市下水道事業特別会計 https://www.city.shima.mie.jp/shisei/gyoseikaikaku_keikaku/kurashi_seikatsu_ni_kan_suru_keikaku/1489132033622
三重県 志摩市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 志摩市下水道事業特別会計 https://www.city.shima.mie.jp/shisei/gyoseikaikaku_keikaku/kurashi_seikatsu_ni_kan_suru_keikaku/1489132033622
三重県 志摩市 水道事業（上水道：末端給水） 志摩市水道事業 https://www.city.shima.mie.jp/shisei/gyoseikaikaku_keikaku/kurashi_seikatsu_ni_kan_suru_keikaku/1528679442493
三重県 伊賀市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.iga.lg.jp/
三重県 伊賀市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.iga.lg.jp/
三重県 伊賀市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法適用）下水道事業会計 https://www.city.iga.lg.jp
三重県 伊賀市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.iga.lg.jp/
三重県 伊賀市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.iga.lg.jp/
三重県 東員町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 東員町下水道事業特別会計 http://www.town.toin.lg.jp
三重県 東員町 水道事業（上水道：末端給水） 東員町水道事業会計 http://www.town.toin.lg.jp
三重県 東員町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）東員町下水道事業特別会計 http://www.town..toin.lg.jp
三重県 菰野町 下水道事業（公共下水道：法適用） 菰野町下水道事業会計 http://www2.town.komono.mie.jp/www/contents/1490766029046/index.html
三重県 菰野町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 菰野町下水道事業会計 http://www2.town.komono.mie.jp/www/contents/1490766029046/index.html
三重県 菰野町 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 菰野町下水道事業会計 http://www2.town.komono.mie.jp/www/contents/1490766029046/index.html
三重県 川越町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 川越町公共下水道事業特別会計 http://www.town.kawagoe.mie.jp
三重県 川越町 水道事業（上水道：末端給水） 川越町水道事業会計 http://www.town.kawagoe.mie.jp
三重県 多気町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 多気町下水道事業会計 http://www.town.taki.mie.jp/
三重県 多気町 工業用水道事業 多気町工業用水道事業会計 http://www.town.taki.mie.jp/
三重県 多気町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用多気町戸別合併処理浄化槽整備事業特http://www.town.taki.mie.jp/
三重県 多気町 水道事業（上水道：末端給水） 多気町水道事業会計 http://www.town.taki.mie.jp/
三重県 多気町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 多気町農業集落排水事業特別会計 http://www.town.taki.mie.jp/
三重県 大台町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）生活排水処理事業特別会計 http://www.odaitown.jp/soshiki/honcho/seikatsukankyo/tanto/jyogesuido/1488767749344.html
三重県 大台町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用生活排水処理事業特別会計 http://www.odaitown.jp/soshiki/honcho/seikatsukankyo/tanto/jyogesuido/1488767749344.html
三重県 大台町 水道事業（上水道：末端給水） 大台町水道事業 http://www.odaitown.jp/soshiki/honcho/seikatsukankyo/tanto/jyogesuido/keieisenryaku_suido.html
三重県 玉城町 下水道事業（公共下水道：法適用） 玉城町下水道事業会計 ｈｔｔｐｓ://kizuna.town.tamaki.mie.jp/kurashi/jyougesuido/documents/gesuidousentyaku.pdf
三重県 玉城町 水道事業（上水道：末端給水） 玉城町水道事業会計 https://kizuna.town.tamaki.mie.jp/kurashi/jyogesuido/documents/suidousenryaku.pdf
三重県 度会町 水道事業（上水道：末端給水） 度会町水道事業 http://www.town.watarai.lg.jp
三重県 大紀町 水道事業（上水道：末端給水） 大紀町水道事業 http://www.town.taiki.mie.jp/life/suidou/suidou keiei
三重県 南伊勢町 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 南伊勢町下水道事業特別会計 http://www.town.minamiise.mie.jp/
三重県 南伊勢町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）南伊勢町下水道事業特別会計 http://www.town.minamiise.mie.jp/
三重県 南伊勢町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 南伊勢町下水道事業特別会計 http://www.town.minamiise.mie.jp/
三重県 御浜町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道特別会計 http://www.town.mihama.mie.jp/yakuba/seikatsuka
三重県 御浜町 水道事業（上水道：末端給水） 御浜町水道事業 http://www.town.mihama.mie.jp
滋賀県 滋賀県 水道事業（上水道：用水供給） 湖南水道用水供給事業会計 http://www.pref.shiga.lg.jp/kigyou/keiei/102828.html
滋賀県 滋賀県 工業用水道事業 彦根工業用水道事業会計、南部工業用http://www.pref.shiga.lg.jp/kigyou/keiei/102828.html
滋賀県 滋賀県 下水道事業（流域下水道：法適用） 滋賀県琵琶湖流域下水道事業 http://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kendoseibi/suido/306687.html
滋賀県 大津市 水道事業（上水道：末端給水） 大津市水道事業会計 http://www.city.otsu.lg.jp/kigyo/johokokai/keiei/keikaku/1490707115743.html
滋賀県 大津市 下水道事業（公共下水道：法適用） 大津市下水道事業会計 http://www.city.otsu.lg.jp/kigyo/johokokai/keiei/keikaku/1490316570648.html
滋賀県 大津市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 大津市下水道事業会計 http://www.city.otsu.lg.jp/kigyo/johokokai/keiei/keikaku/1490316570648.html
滋賀県 大津市 ガス事業 大津市ガス事業会計 http://www.city.otsu.lg.jp/kigyo/johokokai/keiei/keikaku/1490314519350.html
滋賀県 彦根市 水道事業（上水道：末端給水） 彦根市水道事業会計 https://www.city.hikone.lg.jp/kurashi/gomi_suido_sumai/4/4/6365.html
滋賀県 彦根市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 彦根市下水道事業特別会計 https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/jogesuido/4/3/3320.html
滋賀県 彦根市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）彦根市下水道事業特別会計 https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/jogesuido/4/3/3320.html
滋賀県 長浜市 下水道事業（公共下水道：法適用） 公共下水道事業会計 http://www.city.nagahama.lg.jp/0000001406.html
滋賀県 長浜市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 長浜市公共下水道事業会計 http://www.city.nagahama.lg.jp/0000001406.html
滋賀県 長浜市 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 長浜市農業集落排水事業特別会計 http://www.city.nagahama.lg.jp/0000001406.html
滋賀県 長浜市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 長浜市農業集落排水事業特別会計 http://www.city.nagahama.lg.jp/0000001406.html
滋賀県 長浜市 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法非適用）長浜市農業集落排水事業特別会計 http://www.city.nagahama.lg.jp/0000001406.html
滋賀県 近江八幡市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.omihachiman.lg.jp/material/files/group/125/bijyom.pdf
滋賀県 草津市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業（上水道：末端給水） http://www.city.kusatsu.shiga.jp/kurashi/suidogesuido/keikakutokeiei/visonsakutei.html
滋賀県 栗東市 水道事業（上水道：末端給水） 栗東市水道事業会計 http://www.city.ritto.shiga.jp
滋賀県 栗東市 下水道事業（公共下水道：法適用） 栗東市公共下水道事業会計 http://www.city.ritto.shiga.jp
滋賀県 甲賀市 水道事業（上水道：末端給水） 甲賀市水道事業会計 http://www.city.koka.lg.jp
滋賀県 甲賀市 下水道事業（公共下水道：法適用） 甲賀市下水道事業会計 http://www.city.koka.lg.jp
滋賀県 甲賀市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 甲賀市下水道事業会計 http://www.city.koka.lg.jp
滋賀県 甲賀市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 甲賀市下水道事業会計 http://www.city.koka.lg.jp
滋賀県 甲賀市 その他事業（法適用） 甲賀市診療所事業会計 http://www.city.koka..lg.jp/mmcc
滋賀県 甲賀市 介護サービス事業（法適用） 甲賀市介護老人保健施設事業会計 http://www.city.koka..lg.jp/mmcc
滋賀県 野洲市 下水道事業（公共下水道：法適用） 野洲市下水道事業会計 http://www.city.yasu.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/63/gesuidokeieisenryaku.pdf
滋賀県 野洲市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 野洲市下水道事業会計 http://www.city.yasu.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/63/gesuidokeieisenryaku.pdf
滋賀県 湖南市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.shiga-konan.lg.jp/soshiki/jogesui/jogesuido/4/keikaku_sesaku/6913.html
滋賀県 湖南市 下水道事業（公共下水道：法適用） 湖南市下水道事業会計 https://www.city.shiga-konan.lg.jp/soshiki/jogesui/jogesuido/4/keikaku_sesaku/1204.html
滋賀県 湖南市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 湖南市下水道事業会計 https://www.city.shiga-konan.lg.jp/soshiki/jogesui/jogesuido/4/keikaku_sesaku/1204.html
滋賀県 高島市 下水道事業（公共下水道：法適用） 高島市下水道事業会計 http://www.city.takashima.lg.jp/www/contents/1490781678747/index.html
滋賀県 高島市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 高島市下水道事業会計 http://www.city.takashima.lg.jp/www/contents/1490781678747/index.html
滋賀県 高島市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 高島市下水道事業会計 http://www.city.takashima.lg.jp/www/contents/1490781678747/index.html
滋賀県 高島市 下水道事業（林業集落排水施設：法適用） 高島市下水道事業会計 http://www.city.takashima.lg.jp/www/contents/1490781678747/index.html
滋賀県 東近江市 水道事業（上水道：末端給水） 東近江市水道事業会計 https://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000010247.html
滋賀県 東近江市 下水道事業（公共下水道：法適用） 東近江市下水道事業会計 http://city.higashiomi.shiga.jp
滋賀県 東近江市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 東近江市下水道事業会計 http://city.higashiomi.shiga.jp
滋賀県 米原市 下水道事業（公共下水道：法適用） 米原市下水道事業会計 https://www.city.maibara.lg.jp/kurashi/suidou/gesuido/5969.html 
滋賀県 米原市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 米原市下水道事業会計 https://www.city.maibara.lg.jp/kurashi/suidou/gesuido/5969.html 
滋賀県 米原市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 米原市下水道事業会計 https://www.city.maibara.lg.jp/kurashi/suidou/gesuido/5969.html 
滋賀県 日野町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.town.shiga-hino.lg.jp
滋賀県 日野町 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道特別会計 http://www.town.shiga-hino.lg.jp
滋賀県 日野町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 http://www.town.shiga-hino.lg.jp/contents_detail.php?co=ser&frmId=3668
滋賀県 日野町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）公共下水道事業特別会計 http://www.town.shiga-hino.lg.jp/contents_detail.php?co=ser&frmId=3668
滋賀県 日野町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://www.town.shiga-hino.lg.jp/contents_detail.php?co=ser&frmId=3668
滋賀県 愛荘町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 愛荘町下水道事業会計 https://www.town.aisho.shiga.jp/kurashi_tetsuzuki/jougesuido/3977.html
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滋賀県 豊郷町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業会計 http//www.town.toyosato.shiga.jp/
滋賀県 多賀町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 https://www.town.taga.lg.jp/contents_detail.php?co=kak&frmId=1391
滋賀県 多賀町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業特別会計 https://www.town.taga.lg.jp/contents_detail.php?co=kak&frmId=1391
滋賀県 多賀町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 https://www.town.taga.lg.jp/contents_detail.php?co=kak&frmId=1391
滋賀県 長浜水道企業団 水道事業（上水道：末端給水） 長浜水道企業団水道事業会計 http://www.eonet.ne.jp/~nagasui
京都府 京都府 水道事業（上水道：用水供給） 水道事業会計 http://www.pref.kyoto.jp/koei/suidou_65.html
京都府 京都府 工業用水道事業 工業用水道事業会計 http://www.pref.kyoto.jp/koei/kougyou_65.html
京都府 京都市 交通事業（自動車運送） 京都市自動車運送事業特別会計 https://www.city.kyoto.lg.jp/kotsu/page/0000249338.html
京都府 京都市 交通事業（都市高速鉄道） 京都市高速鉄道事業特別会計 https://www.city.kyoto.lg.jp/kotsu/page/0000249338.html
京都府 京都市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業特別会計 https://www.city.kyoto.lg.jp/suido/page/0000233138.html
京都府 京都市 下水道事業（公共下水道：法適用） 公共下水道事業特別会計 https://www.city.kyoto.lg.jp/suido/page/0000233138.html
京都府 京都市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 公共下水道事業特別会計 https://www.city.kyoto.lg.jp/suido/page/0000233138.html
京都府 京都市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000219137.html
京都府 福知山市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.fukuchiyama.lg.jp/site/suido
京都府 福知山市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.fukuchiyama.lg.jp/site/suido
京都府 福知山市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.fukuchiyama.lg.jp/site/suido
京都府 福知山市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水施設事業特別会計 http://www.city.fukuchiyama.lg.jp/site/suido
京都府 福知山市 下水道事業（簡易排水施設：法非適用） 農業集落排水施設事業特別会計 http://www.city.fukuchiyama.lg.jp/site/suido
京都府 舞鶴市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.maizuru.kyoto.jp/0000006148.html
京都府 舞鶴市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.maizuru.kyoto.jp/0000006148.html
京都府 舞鶴市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.maizuru.kyoto.jp/0000006148.html
京都府 舞鶴市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.maizuru.kyoto.jp/0000006148.html
京都府 舞鶴市 下水道事業（漁業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.maizuru.kyoto.jp/0000006148.html
京都府 舞鶴市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法適用）下水道事業会計 https://www.city.maizuru.kyoto.jp/0000006148.html
京都府 綾部市 水道事業（上水道：末端給水） 上水道事業会計 http://www.city.ayabe.lg.jp/josuido/machi/josuido/kurasi/suidovision.html
京都府 綾部市 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業特別会計 http://www.city.ayabe.lg.jp/josuido/machi/josuido/kurasi/suidovision.html
京都府 綾部市 下水道事業（公共下水道：法適用） 綾部市下水道事業会計 https://www.city.ayabe.lg.jp/gesuido/machi/gesuido/kurashi/keieisenryaku.html
京都府 綾部市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 綾部市下水道事業会計 https://www.city.ayabe.lg.jp/gesuido/machi/gesuido/kurashi/keieisenryaku.html
京都府 綾部市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法適用）綾部市下水道事業会計 https://www.city.ayabe.lg.jp/gesuido/machi/gesuido/kurashi/keieisenryaku.html
京都府 宇治市 水道事業（上水道：末端給水） 宇治市水道事業会計 https://www.city.uji.kyoto.jp/soshiki/56/2877.html
京都府 宮津市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.miyazu.kyoto.jp/www/info/detail.jsp?id=4238
京都府 宮津市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 http://www.city.miyazu.kyoto.jp/www/info/detail.jsp?id=3212
京都府 亀岡市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.kameoka.kyoto.jp/keiei/keieisenryaku.html
京都府 亀岡市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.kameoka.kyoto.jp/keiei/keieisenryaku.html
京都府 亀岡市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.kameoka.kyoto.jp/keiei/keieisenryaku.html
京都府 亀岡市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.kameoka.kyoto.jp/keiei/keieisenryaku.html
京都府 亀岡市 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.kameoka.kyoto.jp/keiei/keieisenryaku.html
京都府 城陽市 水道事業（上水道：末端給水） 城陽市水道事業会計 http://www.city.joyo.kyoto.jp/0000003676.html
京都府 城陽市 下水道事業（公共下水道：法適用） 城陽市公共下水道事業会計 http://www.city.joyo.kyoto.jp/0000001843.html
京都府 向日市 水道事業（上水道：末端給水） 向日市水道事業会計 http://www.city.muko.kyoto.jp/kurashi/soshiki/jogesuidou/1/1/3/1524730611764.html
京都府 向日市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 向日市下水道事業会計 http://www.city.muko.kyoto.jp/kurashi/soshiki/jogesuidou/1/1/3/1524730611764.html
京都府 長岡京市 水道事業（上水道：末端給水） 長岡京市水道事業会計 http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/0000009381.html
京都府 長岡京市 下水道事業（公共下水道：法適用） 長岡京市公共下水道事業 http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/0000009381.html
京都府 京田辺市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 京田辺市公共下水道事業会計 http://www.kyotanabe.jp/0000010794.html
京都府 京丹後市 水道事業（上水道：末端給水） 京丹後市水道事業会計 https://www.city.kyotango.lg.jp/top/shisei/2/1/11/5706.html
京都府 京丹後市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 京丹後市公共下水道事業特別会計 https://www.city.kyotango.lg.jp/top/kurashi/jogesuido/2/3/4363.html
京都府 京丹後市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）京丹後市公共下水道事業特別会計 https://www.city.kyotango.lg.jp/top/kurashi/jogesuido/2/3/4363.html
京都府 京丹後市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 京丹後市集落排水事業特別会計 https://www.city.kyotango.lg.jp/top/kurashi/jogesuido/2/3/4363.html
京都府 京丹後市 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 京丹後市集落排水事業特別会計 https://www.city.kyotango.lg.jp/top/kurashi/jogesuido/2/3/4363.html
京都府 京丹後市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用京丹後市浄化槽整備事業特別会計 https://www.city.kyotango.lg.jp/top/kurashi/jogesuido/2/3/4363.html
京都府 南丹市 水道事業（上水道：末端給水） 南丹市水道事業会計 https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/life/115/003/000/index_74538.html
京都府 南丹市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 南丹市下水道事業特別会計 https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/life/115/005/000/index_74462.html
京都府 南丹市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）南丹市下水道事業特別会計 https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/life/115/005/000/index_74462.html
京都府 南丹市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 南丹市下水道事業特別会計 https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/life/115/005/000/index_74462.html
京都府 木津川市 水道事業（上水道：末端給水） 木津川市水道事業会計 http://www.city.kizugawa.lg.jp/index.cfm/6,36004,c,html/36004/20190513-114314.pdf
京都府 木津川市 下水道事業（公共下水道：法適用） 公共下水道事業会計 http://www.city.kizugawa.lg.jp/index.cfm
京都府 久御山町 水道事業（上水道：末端給水） 久御山町水道事業会計 http://www.town.kumiyama.lg.jp/contents_detail.php?co=kak&frmId=3075
京都府 井手町 水道事業（上水道：末端給水） 井手町水道事業 http://www.town.ide.kyoto.jp/soshiki/jyougesuidou/oshirase/1504135985804.html
京都府 井手町 水道事業（簡易水道：法非適用） 井手町多賀地区簡易水道事業 http://www.town.ide.kyoto.jp/soshiki/jyougesuidou/oshirase/1504135985804.html
京都府 和束町 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業特別会計 http://www.town.wazuka.lg.jp/cmsfiles/contents/0000002/2215/keieisenryaku_2017060810485465.pdf
京都府 京丹波町 水道事業（上水道：末端給水） 京丹波町水道事業会計 www.town.kyotamba.kyoto.jp
京都府 京丹波町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）京丹波町下水道事業特別会計 http://www.town.kyotamba.kyoto.jp/0000004670.html
京都府 京丹波町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 京丹波町下水道事業特別会計 http://www.town.kyotamba.kyoto.jp/0000004670.html
京都府 京丹波町 下水道事業（林業集落排水施設：法非適用） 京丹波町下水道事業特別会計 http://www.town.kyotamba.kyoto.jp/0000004670.html
京都府 京丹波町 下水道事業（簡易排水施設：法非適用） 京丹波町下水道事業特別会計 http://www.town.kyotamba.kyoto.jp/0000004670.html
京都府 京丹波町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用京丹波町下水道事業特別会計 http://www.town.kyotamba.kyoto.jp/0000004670.html
京都府 伊根町 水道事業（簡易水道：法非適用） 伊根町簡易水道事業特別会計 http://www.town.ine.kyoto.jp/soshiki/somu/zaisei/1583712859862.html
京都府 伊根町 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 伊根町下水道事業特別会計 http://www.town.ine.kyoto.jp/soshiki/somu/zaisei/1583712859862.html
京都府 伊根町 介護サービス事業（法非適用） 訪問看護事業特別会計 http://www.town.ine.kyoto.jp/soshiki/somu/zaisei/1583712859862.html
京都府 与謝野町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.town-yosano.jp/wwwg/service/detail.jsp?common_id=3788
京都府 国民健康保険山城病院組合介護サービス事業（法適用） 介護老人保健施設事業会計 http://www.yamashiro-hp.jp/rouken/index.html
大阪府 大阪府 市場事業（法適用） 大阪府中央卸売市場事業会計 http://www.pref.osaka.lg.jp/fuichiba/keieitenbo_top/h2403_keieitenbo.html
大阪府 大阪府 下水道事業（流域下水道：法適用） 大阪府流域下水道事業会計 http://www.pref.osaka.lg.jp/gesui_keiei/kuriageshoukan/senryaku.html
大阪府 大阪市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.osaka.lg.jp/suido/page/0000431640.html
大阪府 大阪市 工業用水道事業 工業用水道事業会計 https://www.city.osaka.lg.jp/suido/page/0000431640.html
大阪府 大阪市 港湾整備事業（法適用） 港営事業会計 https://www.city.osaka.lg.jp/port/page/0000212675.html
大阪府 大阪市 宅地造成事業（臨海土地造成：法適用） 港営事業会計 https://www.city.osaka.lg.jp/port/page/0000212675.html
大阪府 大阪市 市場事業（法適用） 大阪市中央卸売市場事業会計 https://www.city.osaka.lg.jp/shijo/page/0000351122.html
大阪府 堺市 水道事業（上水道：末端給水） 公営企業会計 https://water.city.sakai.lg.jp/about/vision/1459309663878.html
大阪府 堺市 下水道事業（公共下水道：法適用） 公営企業会計 https://water.city.sakai.lg.jp/about/vision/1459309663878.html
大阪府 大阪広域水道企業団 水道事業（上水道：用水供給） 大阪広域水道企業団水道事業会計（水http://www.wsa-osaka.jp/joho/plan/k_2020-2029_h.pdf
大阪府 大阪広域水道企業団 工業用水道事業 大阪広域水道企業団工業用水道事業会http://www.wsa-osaka.jp/joho/plan/k_2020-2029_h.pdf
大阪府 大阪広域水道企業団 水道事業（上水道：末端給水） 大阪広域水道企業団水道事業会計（市http://www.wsa-osaka.jp/joho/plan/k_2020-2029_h.pdf
大阪府 岸和田市 水道事業（上水道：末端給水） 上水道事業会計 https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/56/bijyon.html
大阪府 岸和田市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/56/gesuikeiei2016.html
大阪府 岸和田市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/56/gesuikeiei2016.html
大阪府 岸和田市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/56/gesuikeiei2016.html
大阪府 豊中市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.toyonaka.osaka.jp/jogesuido/jigyoannai/keiei_joho/keikaku.html
大阪府 豊中市 下水道事業（公共下水道：法適用） 公共下水道事業会計 https://www.city.toyonaka.osaka.jp/jogesuido/jigyoannai/keiei_joho/keikaku.html
大阪府 池田市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.ikedashi-suido.jp/oshirase/1525684176478.html
大阪府 池田市 下水道事業（公共下水道：法適用） 公共下水道事業会計 http://www.ikedashi-suido.jp/oshirase/1525684176478.html
大阪府 池田市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 公共下水道事業会計 http://www.ikedashi-suido.jp/oshirase/1525684176478.html
大阪府 吹田市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-suido/kikaku/_75922.html
大阪府 吹田市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-gesuido/_94345
大阪府 泉大津市 水道事業（上水道：末端給水） 泉大津市水道事業会計 http://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/tosiseisakubu/suidouka/osirase/1551421469705.html
大阪府 高槻市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/suido/soumukikaku/suido_keiei/suido_keikaku/keieikourituka_2801.html
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大阪府 高槻市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道等事業会計 http://www.city.takatsuki.osaka.jp/shisei/profilekeikaku/keikaku/1490769688758.html
大阪府 高槻市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道等事業会計 http://www.city.takatsuki.osaka.jp/shisei/profilekeikaku/keikaku/1490769688758.html
大阪府 貝塚市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.kaizuka.lg.jp/kakuka/jogesuido/gesuisuisin/menu/gesuikeieisenryaku.html
大阪府 守口市 水道事業（上水道：末端給水） 守口市水道事業会計 http://www.city.moriguchi.osaka.jp/lifeinfo/kakukanoannai/moriguchishisuidokyoku/moriguchinosuido/15772607495
大阪府 枚方市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000023234.html
大阪府 枚方市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000023234.html
大阪府 枚方市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法適用）下水道事業会計 https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000023234.html
大阪府 茨木市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/suido/suidoubu_soumuka/menu/ibaraki_suido/44521.html
大阪府 茨木市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道等事業会計 https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/kensetsu/gesuidosoumu/menu/keieisennryaku/44421.html
大阪府 茨木市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道等事業会計 https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/kensetsu/gesuidosoumu/menu/keieisennryaku/44421.html
大阪府 茨木市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法適用）下水道等事業会計 https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/kensetsu/gesuidosoumu/menu/keieisennryaku/44421.html
大阪府 八尾市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.yao.osaka.jp/0000034421.html
大阪府 八尾市 下水道事業（公共下水道：法適用） 公共下水道事業会計 https://www.city.yao.osaka.jp/0000043268.html
大阪府 泉佐野市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.water.izumisano.osaka.jp/plan-policy/keieisenryaku/
大阪府 泉佐野市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/jogesuidokyoku/jogesui/menu/1489031524459.html
大阪府 富田林市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.tondabayashi.lg.jp/site/water/34142.html
大阪府 富田林市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.tondabayashi.lg.jp/soshiki/49/34178.html
大阪府 富田林市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法適用）下水道事業会計 https://www.city.tondabayashi.lg.jp/soshiki/49/34178.html
大阪府 寝屋川市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.neyagawa.osaka.jp/organization_list/joge_suido/keieisoumu/1582612969577.html
大阪府 寝屋川市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.neyagawa.osaka.jp/organization_list/joge_suido/keieisoumu/1582612969577.html
大阪府 河内長野市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.kawachinagano.lg.jp/soshiki/61/27170.html
大阪府 河内長野市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.kawachinagano.lg.jp/soshiki/61/27171.html
大阪府 河内長野市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.kawachinagano.lg.jp/soshiki/61/27172.html
大阪府 河内長野市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法適用）下水道事業会計 https://www.city.kawachinagano.lg.jp/soshiki/61/27173.html
大阪府 大東市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.daito.lg.jp/kakukakaranoosirase/suido/jyousuido/keiei/1561349476587.html
大阪府 大東市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.daito.lg.jp/kakukakaranoosirase/suido/gesuido/keiei/1583203484213.html
大阪府 大東市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法適用）下水道事業会計 http://www.city.daito.lg.jp/kakukakaranoosirase/suido/gesuido/keiei/1583203484213.html
大阪府 和泉市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http:/www.izumi-suido.com/jyosuido/izumi-img/keiei_senryaku.pdf
大阪府 和泉市 下水道事業（公共下水道：法適用） 公共下水道事業会計 http:/www.izumi-suido.com/jyosuido/izumi-img/keiei_senryaku.pdf
大阪府 箕面市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.minoh.lg.jp/water/kihon-jishikeikaku.html
大阪府 箕面市 下水道事業（公共下水道：法適用） 公共下水道事業会計 https://www.city.minoh.lg.jp/water/kihon-jishikeikaku.html
大阪府 箕面市 駐車場整備事業（法非適用） 一般会計 https://www.city.minoh.lg.jp/zaisei/documents/parking-senryaku.pdf
大阪府 箕面市 介護サービス事業（法非適用） 一般会計 https://www.city.minoh.lg.jp/zaisei/documents/kaigoservice-senryaku.pdf
大阪府 箕面市 介護サービス事業（法非適用） 一般会計 https://www.city.minoh.lg.jp/zaisei/documents/kaigoservice-senryaku.pdf
大阪府 柏原市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.kashiwara.osaka.jp/docs/2019090200038/
大阪府 羽曳野市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.habikino-waterworks.jp/jigyousyoukai/vision
大阪府 門真市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.kadoma.osaka.jp/kurashi/jogesuido/3/4475.html
大阪府 門真市 下水道事業（公共下水道：法適用） 公共下水道事業会計 https://www.city.kadoma.osaka.jp/kurashi/jogesuido/2/12119.html
大阪府 摂津市 水道事業（上水道：末端給水） 摂津市水道事業会計 https://www.city.settsu.osaka.jp/soshiki/jougesuidoubu/keieikikakuka/suidoukeiei/10936.html
大阪府 摂津市 下水道事業（公共下水道：法適用） 摂津市下水道事業会計 https://www.city.settsu.osaka.jp/soshiki/jougesuidoubu/keieikikakuka/suidoukeiei/10936.html
大阪府 高石市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.takaishi.lg.jp/kakuka/doboku/jougesuidou_ka/jousuidou/1560839176825.html
大阪府 藤井寺市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.fujiidera.lg.jp/suidou/zaisei/8349.html
大阪府 藤井寺市 下水道事業（公共下水道：法適用） 公共下水道事業会計 https://www.city.fujiidera.lg.jp/kurashi/kokyogesuido/zaiseijokyo/9695.html
大阪府 東大阪市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000024565.html
大阪府 泉南市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 http://www.city.sennan.lg.jp/kakuka/toshiseibi/gesui/gesui_soumu/1489120591576.html
大阪府 四條畷市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.shijonawate.lg.jp/soshiki/20/3123.html
大阪府 四條畷市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.shijonawate.lg.jp/soshiki/20/3123.html
大阪府 交野市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2019051400026/
大阪府 大阪狭山市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.osakasayama.osaka.jp/sosiki/suidokyoku/keieikikakugroup/jyousuidoujigyou/oshirase/tougou_kento
大阪府 大阪狭山市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.osakasayama.osaka.jp/sosiki/suidokyoku/keieikikakugroup/keieikikakugesuijigyou/osirase/1553662
大阪府 豊能町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 http://www.town.toyono.osaka.jp/page/page002128.html
大阪府 豊能町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業特別会計 http://www.town.toyono.osaka.jp/page/page002129.html
大阪府 豊能町 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 下水道事業特別会計 http://www.town.toyono.osaka.jp/page/page002130.html
大阪府 能勢町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.town.nose.osaka.jp/kurashi/josuidou/1485.html
大阪府 能勢町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 http://www.town.nose.osaka.jp/soshiki/gesuidou/keikaku/1255.html
大阪府 能勢町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業特別会計 http://www.town.nose.osaka.jp/soshiki/gesuidou/keikaku/1255.html
大阪府 能勢町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://www.town.nose.osaka.jp/soshiki/gesuidou/keikaku/1255.html
大阪府 忠岡町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 https://www.town.tadaoka.osaka.jp/wp-content/uploads/2012/11/26457a3ce54d25564ca71402ee82517a2.pdf
大阪府 熊取町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.town.kumatori.lg.jp/kakuka/jougesuidou/jousuigyoumu/kurashi/1513303743313.html
大阪府 熊取町 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.town.kumatori.lg.jp/kakuka/jougesuidou/gesuidou/1490684953247.html
兵庫県 兵庫県 下水道事業（流域下水道：法適用） 流域下水道事業会計 https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks16/index.html
兵庫県 兵庫県 工業用水道事業 工業用水道事業 https://web.pref.hyogo.lg.jp/kc01/ea01_000000006.html
兵庫県 兵庫県 電気事業（法適用） 企業試算運用事業 https://web.pref.hyogo.lg.jp/kc01/ea01_000000006.html
兵庫県 兵庫県 宅地造成事業（その他造成：法適用） 地域創生整備事業 https://web.pref.hyogo.lg.jp/kc01/ea01_000000006.html
兵庫県 神戸市 水道事業（上水道：末端給水） 神戸市水道事業会計 https://www.city.kobe.lg.jp/a75879/kurashi/sumai/water/suidoujigyou/vision.html
兵庫県 神戸市 工業用水道事業 神戸市工業用水道事業会計 https://www.city.kobe.lg.jp/a01479/kurashi/sumai/water/kobenosuidou/10.html
兵庫県 神戸市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.kobe.lg.jp/z/kensetsukyoku/keieikeikaku/keikaku.html
兵庫県 神戸市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.kobe.lg.jp/z/kensetsukyoku/keieikeikaku/keikaku.html
兵庫県 阪神水道企業団 水道事業（上水道：用水供給） 水道事業会計（公営企業会計） https://hansui.org/manage-finance/vision
兵庫県 姫路市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000001493.html
兵庫県 姫路市 宅地造成事業（その他造成：法適用） 都市開発整備事業 https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000003423.html
兵庫県 姫路市 その他事業（法適用） 下水道事業会計 https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000000123.html
兵庫県 姫路市 下水道事業（漁業集落排水施設：法適用） 下水道事業 https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000000123.html
兵庫県 姫路市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業 https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000000123.html
兵庫県 姫路市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業 https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000000123.html
兵庫県 姫路市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 下水道事業 https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000000123.html
兵庫県 尼崎市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://amasui.org/sewercustomer/2000485/plan/084_sinngikai/084_tyuukibizyon.html
兵庫県 尼崎市 工業用水道事業 水道事業会計 https://amasui.org/shoukai/keiei/2000700/2000568/2000793.html
兵庫県 尼崎市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://amasui.org/shoukai/keiei/2000700/2000568/2000793.html
兵庫県 明石市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.akashi.lg.jp/gesuidou/g_soumu_ka/shise/gyose/keikaku/keieisenryaku.html
兵庫県 明石市 水道事業（上水道：末端給水） 明石市水道事業 http://www2.city.akashi.lg.jp/suidou/suidou/jigyoushokai/h2903_keieisenryaku.htm
兵庫県 西宮市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.nishi.or.jp/kurashi/suido/keieijoho/keikaku/zaikei.html
兵庫県 西宮市 工業用水道事業 工業用水道事業会計 https://www.nishi.or.jp/kurashi/suido/kogyoyosuidojigyo/kousuikeisen.html
兵庫県 西宮市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.nishi.or.jp/kurashi/suido/keieijoho/keikaku/gesuikeisen.html
兵庫県 洲本市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.sumoto.lg.jp/soshiki/23/2051.html
兵庫県 洲本市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.sumoto.lg.jp/soshiki/23/2051.html
兵庫県 芦屋市 下水道事業（公共下水道：法適用） 芦屋市下水道事業会計 http://www.city.ashiya.lg.jp/gesuidou/keieisenryaku.html
兵庫県 芦屋市 水道事業（上水道：末端給水） 芦屋市水道事業会計 http://www.city.ashiya.lg.jp/suidou/suidoujigyou.html#memo4
兵庫県 伊丹市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.water.itami.hyogo.jp/shokai/keieisenryaku/1523497036301.html
兵庫県 伊丹市 工業用水道事業 工業用水道事業会計 http://www.water.itami.hyogo.jp/shokai/keieisenryaku/index.html
兵庫県 伊丹市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.water.itami.hyogo.jp/shokai/keieisenryaku/1523436153540.html
兵庫県 伊丹市 交通事業（自動車運送） 伊丹市交通事業会計 http://www.itamicity-bus.jp/info/action/
兵庫県 相生市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 http://www.city.aioi.lg.jp/soshiki/kensetsukanri/keieisenryaku.html
兵庫県 相生市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）公共下水道事業特別会計 http://www.city.aioi.lg.jp/soshiki/kensetsukanri/keieisenryaku.html
兵庫県 相生市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://www.city.aioi.lg.jp/soshiki/kensetsukanri/keieisenryaku.html
兵庫県 相生市 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法非適用）農業集落排水事業特別会計 http://www.city.aioi.lg.jp/soshiki/kensetsukanri/keieisenryaku.html
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兵庫県 相生市 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://www.city.aioi.lg.jp/soshiki/kensetsukanri/keieisenryaku.html
兵庫県 豊岡市 その他事業（法適用） 豊岡市下水道事業会計 https://www.city.toyooka.lg.jp/kurashi/jogesuido/jogesuidojigo/1001073.html
兵庫県 豊岡市 下水道事業（漁業集落排水施設：法適用） 豊岡市下水道事業会計 https://www.city.toyooka.lg.jp/kurashi/jogesuido/jogesuidojigo/1001073.html
兵庫県 豊岡市 下水道事業（個別排水処理施設：法適用） 豊岡市下水道事業会計 https://www.city.toyooka.lg.jp/kurashi/jogesuido/jogesuidojigo/1001073.html
兵庫県 豊岡市 下水道事業（公共下水道：法適用） 豊岡市下水道事業会計 https://www.city.toyooka.lg.jp/kurashi/jogesuido/jogesuidojigo/1001073.html
兵庫県 豊岡市 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法適用） 豊岡市下水道事業会計 https://www.city.toyooka.lg.jp/kurashi/jogesuido/jogesuidojigo/1001073.html
兵庫県 豊岡市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 豊岡市下水道事業会計 https://www.city.toyooka.lg.jp/kurashi/jogesuido/jogesuidojigo/1001073.html
兵庫県 豊岡市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 豊岡市下水道事業会計 https://www.city.toyooka.lg.jp/kurashi/jogesuido/jogesuidojigo/1001073.html
兵庫県 豊岡市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.toyooka.lg.jp/kurashi/jogesuido/jogesuidojigo/1006245.html
兵庫県 加古川市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://suidou-kakogawa.jp/jousuidou/about/about004/about004-page009-2.html
兵庫県 加古川市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://suidou-kakogawa.jp/jousuidou/about/about004/about004-page009-2.html
兵庫県 加古川市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://suidou-kakogawa.jp/jousuidou/about/about004/about004-page009-2.html
兵庫県 加古川市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計 http://suidou-kakogawa.jp/jousuidou/about/about004/about004-page009-2.html
兵庫県 赤穂市 水道事業（上水道：末端給水） 赤穂市水道事業会計 http://www.city.ako.lg.jp/jougesuidou/soumu/keieisenryaku.htm
兵庫県 赤穂市 介護サービス事業（法適用） 公営企業会計（赤穂市立介護老人保健http://www.amh.ako.hyogo.jp/roken_ako/
兵庫県 西脇市 水道事業（上水道：末端給水） 西脇市水道事業会計 https://www.city.nishiwaki.lg.jp
兵庫県 西脇市 下水道事業（公共下水道：法適用） 西脇市下水道事業会計 https://www.city.nishiwaki.lg.jp
兵庫県 西脇市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 西脇市下水道事業会計 https://www.city.nishiwaki.lg.jp
兵庫県 西脇市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 西脇市下水道事業会計 https://www.city.nishiwaki.lg.jp
兵庫県 西脇市 介護サービス事業（法非適用） 老人保健施設特別会計 https://www.city.nishiwaki.lg.jp
兵庫県 西脇市 電気事業（法非適用） 西脇市太陽光発電所 https://www.city.nishiwaki.lg.jp
兵庫県 宝塚市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.takarazuka.hyogo.jp/suido/1001460/1001486/1020522.ｈｔｍｌ
兵庫県 宝塚市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.takarazuka.hyogo.jp/suido/1001459/1001480/1020509.html
兵庫県 三木市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.miki.lg.jp/site/mikinosuidou/3328.html
兵庫県 三木市 下水道事業（公共下水道：法適用） 公共下水道事業会計 https://www.city.miki.lg.jp/soshiki/46/3443.html
兵庫県 三木市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 三木市特定環境保全公共下水道事業会https://www.city.miki.lg.jp/soshiki/46/3443.html
兵庫県 三木市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 農業集落排水事業会計 https://www.city.miki.lg.jp/soshiki/46/3443.html
兵庫県 川西市 下水道事業（公共下水道：法適用） 公共下水道事業 https://www.kawanishi-water.jp/about/vision/1574739963462.html
兵庫県 川西市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 特定環境保全公共下水道事業 https://www.kawanishi-water.jp/about/vision/1574739963462.html
兵庫県 川西市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.kawanishi-water.jp/about/vision/vision/1550717645325.html
兵庫県 小野市 下水道事業（公共下水道：法適用） 小野市下水道事業会計 http://www.city.ono.hyogo.jp/1/8/36/16/x596/
兵庫県 小野市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 小野市下水道事業会計 http://www.city.ono.hyogo.jp/1/8/36/16/x596/
兵庫県 小野市 水道事業（上水道：末端給水） 小野市水道事業会計 http://www.city.ono.hyogo.jp/1/8/36/16/u112/
兵庫県 小野市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 小野市下水道事業会計 http://www.city.ono.hyogo.jp/1/8/36/16/x596/
兵庫県 三田市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.sanda.lg.jp/suidou/suidoukeieisennryaku.html
兵庫県 三田市 その他事業（法適用） 三田市下水道事業会計 http://www.city.sanda.lg.jp/gesuido/gesuidokeieisenryaku2019.html
兵庫県 三田市 下水道事業（公共下水道：法適用） 三田市下水道事業会計 http://www.city.sanda.lg.jp/gesuido/gesuidokeieisenryaku2019.html
兵庫県 三田市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 三田市下水道事業会計 http://www.city.sanda.lg.jp/gesuido/gesuidokeieisenryaku2019.html
兵庫県 三田市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 三田市下水道事業会計 http://www.city.sanda.lg.jp/gesuido/gesuidokeieisenryaku2019.html
兵庫県 三田市 駐車場整備事業（法非適用） 三田市駐車場事業特別会計 https://www.city.sanda.lg.jp/
兵庫県 加西市 水道事業（上水道：末端給水） 加西市水道事業会計 http://www.city.kasai.hyogo.jp/04sise/04keik/00index.htm
兵庫県 加西市 下水道事業（公共下水道：法適用） 加西市下水道事業会計 www.city.kasai.hyogo.jp/04sise/04keik/files/50gesu-01.pdf
兵庫県 加西市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 加西市下水道事業会計 www.city.kasai.hyogo.jp/04sise/04keik/files/50gesu-01.pdf
兵庫県 加西市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 加西市下水道事業会計 www.city.kasai.hyogo.jp/04sise/04keik/files/50gesu-01.pdf
兵庫県 加西市 その他事業（法適用） 加西市下水道事業会計 www.city.kasai.hyogo.jp/04sise/04keik/files/50gesu-01.pdf
兵庫県 丹波篠山市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.tambasasayama.lg.jp/soshikikarasagasu/jogesuidoubu/keieikikakuka/2664.html
兵庫県 丹波篠山市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.tambasasayama.lg.jp/soshikikarasagasu/jogesuidoubu/keieikikakuka/2664.html
兵庫県 丹波篠山市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.tambasasayama.lg.jp/soshikikarasagasu/jogesuidoubu/keieikikakuka/2664.html
兵庫県 丹波篠山市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.tambasasayama.lg.jp/soshikikarasagasu/jogesuidoubu/keieikikakuka/2664.html
兵庫県 丹波篠山市 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.tambasasayama.lg.jp/soshikikarasagasu/jogesuidoubu/keieikikakuka/2664.html
兵庫県 丹波篠山市 その他事業（法適用） 下水道事業会計 https://www.city.tambasasayama.lg.jp/soshikikarasagasu/jogesuidoubu/keieikikakuka/2664.html
兵庫県 養父市 水道事業（上水道：末端給水） 養父市水道事業会計 https://www.city.yabu.hyogo.jp/material/files/group/31/52312408.pdf
兵庫県 養父市 下水道事業（公共下水道：法適用） 養父市下水道事業会計 https://www.city.yabu.hyogo.jp/material/files/group/31/90277924.pdf
兵庫県 養父市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 養父市下水道事業会計 https://www.city.yabu.hyogo.jp/material/files/group/31/90277924.pdf
兵庫県 養父市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 養父市下水道事業会計 https://www.city.yabu.hyogo.jp/material/files/group/31/90277924.pdf
兵庫県 養父市 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法適用） 養父市下水道事業会計 https://www.city.yabu.hyogo.jp/material/files/group/31/90277924.pdf
兵庫県 養父市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法適用）養父市下水道事業会計 https://www.city.yabu.hyogo.jp/material/files/group/31/90277924.pdf
兵庫県 養父市 下水道事業（個別排水処理施設：法適用） 養父市下水道事業会計 https://www.city.yabu.hyogo.jp/material/files/group/31/90277924.pdf
兵庫県 養父市 その他事業（法適用） 養父市下水道事業会計 https://www.city.yabu.hyogo.jp/material/files/group/31/90277924.pdf
兵庫県 丹波市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業（上水道：末端給水） https://www.city.tamba.lg.jp/site/suidou/tamba-suidou-keiei-zanntei.html
兵庫県 丹波市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.tamba.lg.jp/soshiki/suidou-gyoumu/gesui-senryaku.html
兵庫県 丹波市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.tamba.lg.jp/soshiki/suidou-gyoumu/gesui-senryaku.html
兵庫県 丹波市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.tamba.lg.jp/soshiki/suidou-gyoumu/gesui-senryaku.html
兵庫県 丹波市 その他事業（法適用） 下水道事業会計 https://www.city.tamba.lg.jp/soshiki/suidou-gyoumu/gesui-senryaku.html
兵庫県 南あわじ市 下水道事業（漁業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/soshiki/gesui/
兵庫県 南あわじ市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/soshiki/gesui/
兵庫県 南あわじ市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/soshiki/gesui/
兵庫県 朝来市 下水道事業（公共下水道：法適用） 朝来市下水道事業会計 https://www.city.asago.hyogo.jp/cmsfiles/contents/0000008/8016/koukyou.pdf
兵庫県 朝来市 水道事業（上水道：末端給水） 朝来市水道事業会計 https://www.city.asago.hyogo.jp/cmsfiles/contents/0000008/8016/suidou.pdf
兵庫県 朝来市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 朝来市下水道事業会計 https://www.city.asago.hyogo.jp/cmsfiles/contents/0000008/8016/tokkan.pdf
兵庫県 朝来市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 朝来市下水道事業会計 https://www.city.asago.hyogo.jp/cmsfiles/contents/0000008/8016/nousyuu.pdf
兵庫県 淡路市 下水道事業（公共下水道：法適用） 淡路市下水道事業会計 http://.city.awaji.lg.jp/soshiki/gsoumu/keieisenryaku.html
兵庫県 淡路市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 淡路市下水道事業会計 http://.city.awaji.lg.jp/soshiki/gsoumu/keieisenryaku.html
兵庫県 淡路市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 淡路市下水道事業会計 http://.city.awaji.lg.jp/soshiki/gsoumu/keieisenryaku.html
兵庫県 宍粟市 水道事業（上水道：末端給水） 宍粟市水道事業会計 http://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/dobokubu/kanrika/tantojoho/keiei_jokyo/1489024945809.html
兵庫県 宍粟市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 宍粟市下水道事業特別会計 http://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/dobokubu/kanrika/tantojoho/keiei_jokyo/1489024945809.html
兵庫県 宍粟市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）宍粟市下水道事業特別会計 http://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/dobokubu/kanrika/tantojoho/keiei_jokyo/1489024945809.html
兵庫県 宍粟市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 宍粟市農業集落排水事業特別会計 http://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/dobokubu/kanrika/tantojoho/keiei_jokyo/1489024945809.html
兵庫県 宍粟市 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法非適用）宍粟市農業集落排水道事業特別会計 http://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/dobokubu/kanrika/tantojoho/keiei_jokyo/1489024945809.html
兵庫県 加東市 水道事業（上水道：末端給水） 加東市水道事業会計 https://www.city.kato.lg.jp/material/files/group/19/suido_keieisenryaku.pdf
兵庫県 加東市 下水道事業（公共下水道：法適用） 加東市下水道事業会計 https://www.city.kato.lg.jp/material/files/group/19/20170405keieisennryaku.pdf
兵庫県 加東市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 加東市下水道事業会計 https://www.city.kato.lg.jp/material/files/group/19/20170405keieisennryaku.pdf
兵庫県 加東市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 加東市下水道事業会計 https://www.city.kato.lg.jp/material/files/group/19/20170405keieisennryaku.pdf
兵庫県 加東市 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法適用） 加東市下水道事業会計 https://www.city.kato.lg.jp/material/files/group/19/20170405keieisennryaku.pdf
兵庫県 加東市 その他事業（法適用） 加東市下水道事業会計（ｺﾐｭﾆﾃｨ･ﾌﾟﾗﾝﾄhttps://www.city.kato.lg.jp/material/files/group/19/20170405keieisennryaku.pdf
兵庫県 たつの市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 下水道事業会計 http://www.city.tatsuno.lg.jp/gesuido/keieisenryaku.html
兵庫県 たつの市 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 下水道事業会計 http://www.city.tatsuno.lg.jp/gesuido/keieisenryaku.html
兵庫県 猪名川町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.town.inagawa.lg.jp/soshiki/machizukuri/suido/kurashi/jouge_suido/1416292596648.html
兵庫県 猪名川町 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.town.inagawa.lg.jp/soshiki/machizukuri/suido/kurashi/jouge_suido/1416292596648.html
兵庫県 猪名川町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.town.inagawa.lg.jp/soshiki/machizukuri/suido/kurashi/jouge_suido/1416292596648.html
兵庫県 多可町 水道事業（上水道：末端給水） 多可町水道事業特別会計 https://www.town.taka.lg.jp/direct/topics/topics_pdf_download/topics_id=18202&no=1
兵庫県 多可町 下水道事業（公共下水道：法適用） 多可町下水道事業特別会計 https://www.town.taka.lg.jp/direct/topics/topics_pdf_download/topics_id=18202&no=2
兵庫県 多可町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 多可町下水道事業特別会計 https://www.town.taka.lg.jp/direct/topics/topics_pdf_download/topics_id=18202&no=2
兵庫県 多可町 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 多可町下水道事業特別会計 https://www.town.taka.lg.jp/direct/topics/topics_pdf_download/topics_id=18202&no=2
兵庫県 多可町 その他事業（法適用） コミュニティ・プラント https://www.town.taka.lg.jp/direct/topics/topics_pdf_download/topics_id=18202&no=2
兵庫県 稲美町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.town.hyogo-inami.jg.jp
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兵庫県 播磨町 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.town.harima.lg.jp/jougesui/suido/chosejoho/yosan/zaise/documents/harima_gesui_keieisenryaku.pdf
兵庫県 播磨町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.town.harima.lg.jp/jougesui/suido/chosejoho/yosan/zaise/documents/harima_suidou_keieisenryaku.pdf
兵庫県 市川町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.town.ichikawa.lg.jp/forms/info/info.aspx?info_id=38961
兵庫県 市川町 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計 https://www.town.ichikawa.lg.jp/forms/info/info.aspx?info_id=38961
兵庫県 市川町 その他事業（法適用） 下水道事業会計 https://www.town.ichikawa.lg.jp/forms/info/info.aspx?info_id=38961
兵庫県 福崎町 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.town.fukusaki.hyogo.jp/sp/0000000112.html
兵庫県 福崎町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.town.fukusaki.hyogo.jp/sp/0000000112.html
兵庫県 福崎町 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計 http://www.town.fukusaki.hyogo.jp/sp/0000000112.html
兵庫県 福崎町 下水道事業（個別排水処理施設：法適用） 下水道事業会計 http://www.town.fukusaki.hyogo.jp/sp/0000000112.html
兵庫県 福崎町 水道事業（上水道：末端給水） 福崎町水道事業会計 http://www.town.fukusaki.hyogo.jp
兵庫県 福崎町 工業用水道事業 福崎町工業用水道事業会計 http://www.town.fukusaki.hyogo.jp
兵庫県 神河町 水道事業（上水道：末端給水） 神河町水道事業 http://www.town.kamikawa.hyogo.jp/
兵庫県 神河町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 神河町下水道事業 http://www.town.kamikawa.hyogo.jp/
兵庫県 神河町 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 神河町下水道事業 http://www.town.kamikawa.hyogo.jp/
兵庫県 神河町 その他事業（法適用） 神河町下水道事業 http://www.town.kamikawa.hyogo.jp/
兵庫県 太子町 下水道事業（公共下水道：法適用） 太子町下水道事業会計 http://www.town.hyogo-taishi.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/16/keieisennryakukoukyou.pdf
兵庫県 太子町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 太子町下水道事業会計 http://www.town.hyogo-taishi.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/16/keieisennryakutoltukann.pdf
兵庫県 太子町 水道事業（上水道：末端給水） 上水道事業会計 http://www.town.hyogo-taishi.lg.jp/soshikikarasagasu/jyougesuidouji/jyougesuiseskaukeikaku/1521792694180.html
兵庫県 上郡町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 特別会計公共下水道事業 http://www.town.kamigori.hyogo.jp/cms-sypher/www/info/detail.jsp?id=11186
兵庫県 上郡町 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法非適用）特別会計農業集落排水事業 http://www.town.kamigori.hyogo.jp/cms-sypher/www/info/detail.jsp?id=11186
兵庫県 上郡町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）特別会計公共下水道事業 http://www.town.kamigori.hyogo.jp/cms-sypher/www/info/detail.jsp?id=11186
兵庫県 上郡町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 特別会計農業集落排水事業 http://www.town.kamigori.hyogo.jp/cms-sypher/www/info/detail.jsp?id=11186
兵庫県 上郡町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.town.kamigori.hyogo.jp/cms-sypher/www/info/detail.jsp?id=11936
兵庫県 佐用町 水道事業（簡易水道：法適用） 水道事業会計 http://www.town.sayo.lg.jp
兵庫県 佐用町 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業特別会計 http://www.town.sayo.lg.jp
兵庫県 佐用町 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 個別排水処理事業特別会計 http://town.sayo.lg.jp
兵庫県 佐用町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）特定環境保全公共下水道事業特別会計http://town.sayo.lg.jp
兵庫県 佐用町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://town.sayo.lg.jp
兵庫県 香美町 水道事業（上水道：末端給水） 香美町水道事業企業会計 https://www.town.mikata-kami.lg.jp/www/contents/1489711986026/index.html
兵庫県 香美町 下水道事業（公共下水道：法適用） 香美町下水道事業企業会計 https://www.mikata-kami.jg.jp/www/contents/1489711986026/index.html
兵庫県 香美町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 香美町下水道事業企業会計 https://www.mikata-kami.jg.jp/www/contents/1489711986026/index.html
兵庫県 香美町 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 香美町下水道事業企業会計 https://www.mikata-kami.jg.jp/www/contents/1489711986026/index.html
兵庫県 香美町 下水道事業（漁業集落排水施設：法適用） 香美町下水道事業企業会計 https://www.mikata-kami.jg.jp/www/contents/1489711986026/index.html
兵庫県 香美町 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法適用） 香美町下水道事業企業会計 https://www.mikata-kami.jg.jp/www/contents/1489711986026/index.html
兵庫県 香美町 下水道事業（個別排水処理施設：法適用） 香美町下水道事業企業会計 https://www.mikata-kami.jg.jp/www/contents/1489711986026/index.html
兵庫県 香美町 その他事業（法適用） コミュニティプラント https://www.mikata-kami.jg.jp/www/contents/1489711986026/index.html
兵庫県 新温泉町 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.town.shinonsen.lg.jp
兵庫県 新温泉町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.town.shinonsen.lg.jp
兵庫県 新温泉町 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計 http://www.town.shinonsen.lg.jp
兵庫県 新温泉町 下水道事業（漁業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計 http://www.town.shinonsen.lg.jp
兵庫県 新温泉町 その他事業（法適用） 下水道事業会計 http://www.town.shinonsen.lg.jp
兵庫県 新温泉町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.town.shinonsen.hyogo.jp/page/index.php?mode=detail&page_id=31f01a32d0b7255b83cd32d12deb45d
兵庫県 新温泉町 観光施設事業（その他観光施設：法適用） 浜坂温泉配湯事業 https://www.town.shinonsen.hyogo.jp/page/index.php?mode=detail&page_id=01d81c8154c6e3ebe27a22f9cc7e319e
兵庫県 西播磨水道企業団 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.nisisui.jp/aboutus/plan/suidovision.html
兵庫県 淡路広域水道企業団 水道事業（上水道：末端給水） 淡路広域水道企業団水道事業会計 http://awaji-suido.jp/keieijouhou.html
奈良県 大和郡山市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.yamatokoriyama.nara.jp/life/assets/pdf/suidou_vision29032.pdf
奈良県 大和郡山市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.yamatokoriyama.nara.jp/life/env/gesui/
奈良県 大和郡山市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.yamatokoriyama.nara.jp/life/env/gesui/
奈良県 橿原市 水道事業（上水道：末端給水） 上水道事業会計 www.city.kashihara.nara.jp
奈良県 橿原市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 www.city.kashihara.nara.jp
奈良県 桜井市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.sakurai.lg.jp/sosiki/jyougesuidoubu/index.html
奈良県 香芝市 下水道事業（公共下水道：法適用） 香芝市下水道事業会計 http://www.city.kashiba.lg.jp
奈良県 葛城市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 suido@city.katsuragi.lg.jp
奈良県 葛城市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 葛城市下水道事業会計 www.city.katsuragi.nara.jp
奈良県 葛城市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）葛城市下水道事業会計 www.city.katsuragi.nara.jp
奈良県 宇陀市 水道事業（上水道：末端給水） 宇陀市水道事業特別会計 http://www.city.uda.nara.jp/suidou-soumu/kurashi/suidou/suidou/documents/udasi-keieisenryaku_1.pdf
奈良県 宇陀市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 宇陀市下水道事業特別会計 http://www.city.uda.nara.jp/gesuidou/keieisenryaku.html
奈良県 宇陀市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）宇陀市下水道事業特別会計 http://www.city.uda.nara.jp/gesuidou/keieisenryaku.html
奈良県 宇陀市 観光施設事業（休養宿泊施設：法適用） 宇陀市保養センター事業特別会計 https://www.city.uda.nara.jp/shoukoukankou/shisei/zaisei/zaisei/miharuen-kenzenka-plan.html
奈良県 宇陀市 介護サービス事業（法適用） 宇陀市介護老人保健施設事業特別会計 http://www.city.uda.nara.jp/santopia-syomu/kenkou/fukushi/shisetsu/keieisenryaku.html
奈良県 安堵町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道特別会計 www.town.ando.nara.jp/
奈良県 安堵町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道特別会計 www.town.ando.nara.jp/
奈良県 川西町 下水道事業（公共下水道：法適用） 川西町公共下水道事業 https://www.town.nara-kawanishi.lg.jp/contents_detail.php?co=kak&frmId=5448
奈良県 川西町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 川西町公共下水道事業 https://www.town.nara-kawanishi.lg.jp/contents_detail.php?co=kak&frmId=5448
奈良県 田原本町 下水道事業（公共下水道：法適用） 田原本町下水道事業会計 http://www.town.tawaramoto.nara.jp/
奈良県 田原本町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 田原本町下水道事業会計 http://www.town.tawaramoto.nara.jp/
奈良県 曽爾村 水道事業（簡易水道：法非適用） 曽爾村簡易水道特別会計 http:www.vill.soni.nara.jp/forms/info/aspx?info id=40891
奈良県 御杖村 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業特別会計 http://www.vill.mitsue.nara.jp/kurashi/gyosei/20170331120000.html
奈良県 高取町 水道事業（上水道：末端給水） 高取町水道事業 http://www.town.takatori.nara.jp/soshiki_view.php?so_cd1=2&so_cd2=8&so_cd3=0&so_cd4=0&so_cd5=0&bn_cd=1
奈良県 上牧町 水道事業（上水道：末端給水） 上牧町水道事業 ｈｔｔｐｓ：//www.town.kannmaki.nara.jp/k_suidou/
奈良県 広陵町 水道事業（上水道：末端給水） 広陵町水道事業会計 htttp://www.town.koryo.nara.jp
奈良県 広陵町 下水道事業（公共下水道：法適用） 広陵町下水道事業会計 htttp://www.town.koryo.nara.jp
奈良県 広陵町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 広陵町下水道事業会計 htttp://www.town.koryo.nara.jp
奈良県 吉野町 水道事業（上水道：末端給水） 吉野町水道事業特別会計 http://www.town.yoshino.nara.jp/chosei/keikaku/suidousyuhai/
奈良県 吉野町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://www.town.yoshino.nara.jp/chosei/keikaku/suidousyuhai/index.html
奈良県 下市町 水道事業（上水道：末端給水） 企業会計 https://www.town.shimoichi.lg.jp/0000000749.html
奈良県 下市町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 特別会計 https://www.town.shimoichi.lg.jp/0000000860.html
奈良県 黒滝村 水道事業（簡易水道：法非適用） 黒滝村簡易水道事業特別会計 https://www.vill.kurotaki.nara.jp/guide/finance/
奈良県 黒滝村 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法非適用）黒滝村下水道事業特別会計 https://www.vill.kurotaki.nara.jp/guide/finance/
奈良県 黒滝村 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用黒滝村下水道事業特別会計 https://www.vill.kurotaki.nara.jp/guide/finance/
和歌山県 和歌山県 工業用水道事業 和歌山県工業用水道事業会計 https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/063000/d00203768.html
和歌山県 和歌山県 宅地造成事業（臨海土地造成：法適用） 和歌山県土地造成事業会計 https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/063000/d00203768.html
和歌山県 和歌山県 宅地造成事業（その他造成：法適用） 和歌山県土地造成事業 https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/063000/d00203768.html
和歌山県 和歌山市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.wakayamashi-suido.jp/%e7%b5%8c%e5%96%b6%e6%88%a6%e7%95%a5/
和歌山県 和歌山市 工業用水道事業 工業用水道事業会計 https://www.wakayamashi-suido.jp/%e7%b5%8c%e5%96%b6%e6%88%a6%e7%95%a5/
和歌山県 和歌山市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.wakayamashi-suido.jp/%e7%b5%8c%e5%96%b6%e6%88%a6%e7%95%a5/
和歌山県 和歌山市 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 漁業集落排水事業特別会計 http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/sumai_jyougesuidou/1001111/1007518/index.html
和歌山県 和歌山市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/sumai_jyougesuidou/1001111/1007518/index.html
和歌山県 海南市 港湾整備事業（法非適用） 港湾施設事業特別会計 http://www.city.kainan.lg.jp/kakubusho/machizukuribu/kanrika/oshirase/1583231313592.html
和歌山県 海南市 水道事業（上水道：末端給水） 海南市水道事業会計 http://www.city.kainanlg.jp/kakubusho/suidobu/komuka/oshirase/1564374916315.html
和歌山県 橋本市 水道事業（上水道：末端給水） 橋本市水道事業会計 http://www.city.hashimoto.lg.jp/guide/suidokankyobu/suidokeiei.jigyounaiyou/9891.html
和歌山県 橋本市 下水道事業（公共下水道：法適用） 橋本市下水道事業会計 http://www.city.hashimoto.lg.jp/guide/suidokankyobu/suidokeiei/jigyounaiyou/1490330675714.html
和歌山県 橋本市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 橋本市農業集落排水事業特別事業 http://www.city.hashimoto.lg.jp/guide/suidokankyobu/suidokeiei/jigyounaiyou/1490330675714.html
和歌山県 有田市 水道事業（上水道：末端給水） 上水道事業会計 https://www.city.arida.lg.jp/kurashi/suido/josuido/1002525.html 
和歌山県 有田市 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 漁業集落排水事業特別会計 https://www.city.arida.lg.jp/sangyoshigoto/suisangyo/1002522.html
和歌山県 御坊市 水道事業（上水道：末端給水） 御坊市水道事業会計 http://www.city.gobo.wakayama.jp/sosiki/suido/osirasw/1580345938791.html
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和歌山県 御坊市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http:/www.city.gobo.wakayama.jp
和歌山県 田辺市 水道事業（上水道：末端給水） 田辺市水道事業会計 http:www.city.tanabe.lg.jp/suidou/shin_suidou_vision.html
和歌山県 田辺市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）田辺市特定環境保全公共下水道事業特http://www.city.tanabe.lg.jp/kankyo/seikatsu/keieisenryaku.html
和歌山県 田辺市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 田辺市農業集落排水事業特別会計 http://www.city.tanabe.lg.jp/kankyo/seikatsu/keieisenryaku.html
和歌山県 田辺市 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 田辺市漁業集落排水事業特別会計 http://www.city.tanabe.lg.jp/kankyo/seikatsu/keieisenryaku.html
和歌山県 田辺市 下水道事業（林業集落排水施設：法非適用） 田辺市林業集落排水事業特別会計 http://www.city.tanabe.lg.jp/kankyo/seikatsu/keieisenryaku.html
和歌山県 田辺市 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法非適用）田辺市農業集落排水事業特別会計 http://www.city.tanabe.lg.jp/kankyo/seikatsu/keieisenryaku.html
和歌山県 田辺市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用田辺市戸別排水処理事業特別会計 http://www.city.tanabe.lg.jp/kankyo/seikatsu/keieisenryaku.html
和歌山県 紀の川市 水道事業（上水道：末端給水） 紀の川市水道事業会計 http://www.city.kinokawa.lg.jp/suidousoumu/keieisenryaku_2019-03.html
和歌山県 紀の川市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 紀の川市公共下水道事業特別会計 http://www.city.kinokawa.lg.jp/gesuidou/kei-sen2017.html
和歌山県 紀の川市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 紀の川市農業集落排水事業特別会計 http://www.city.kinokawa.lg.jp/gesuidou/kei-sen2017.html
和歌山県 岩出市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 岩出市下水道事業会計 http://www.city.iwade.lg.jp/jougesuidou/gesuidou/2017-0308-1720-61.html
和歌山県 紀美野町 水道事業（上水道：末端給水） 紀美野町上水道事業 http://www.town.kimino.wakayama.jp/sagasu/suidouka/keieisennryaku/1042.html
和歌山県 紀美野町 水道事業（簡易水道：法非適用） 紀美野町簡易水道事業特別会計 http://www.town.kimino.wakayama.jp/sagasu/suidoka/keieisennryaku/1413.html
和歌山県 かつらぎ町 下水道事業（公共下水道：法適用） かつらぎ町下水道事業会計 http://www.town.katsuragi.wakayama.jp/010/080/20170401081812.html
和歌山県 九度山町 水道事業（簡易水道：法非適用） 九度山町簡易水道特別会計 https://www.kudoyama.wakayama.jp/jougesuidou/suidou/kansui-keieisenryaku.html
和歌山県 九度山町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 九度山町下水道事業特別会計 http://www.town.kudoyama.wakayama.jp/jougesuidou/gesuidou/koukyou-keieisenryaku.html
和歌山県 九度山町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 九度山町下水道事業特別会計 http://www.town.kudoyama.wakayama.jp/jougesuidou/gesuidou/koukyou-keieisenryaku.html
和歌山県 高野町 水道事業（上水道：末端給水） 高野町水道事業 https://www.town.koya.wakayama.jp/
和歌山県 高野町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道特別会計 https://www.town.koya.wakayama.jp/town/koukai/6752.html
和歌山県 高野町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道特別会計 https://www.town.koya.wakayama.jp/town/koukai/6752.html
和歌山県 高野町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 https://www.town.koya.wakayama.jp/town/koukai/6752.html
和歌山県 高野町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用生活排水処理事業特別会計 https://www.town.koya.wakayama.jp/town/koukai/6752.html
和歌山県 高野町 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 生活排水処理事業特別会計 https://www.town.koya.wakayama.jp/town/koukai/6752.html
和歌山県 高野町 水道事業（簡易水道：法非適用） 高野町簡易水道 https://www.town.koya.wakayama.jp/
和歌山県 広川町 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易上水道特別会計 https://www.town.hirogawa.wakayama.jp/suidou/koueikigyou keieisenryaku.html
和歌山県 広川町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道特別会計 https://www.town.hirogawa.wakayama.jp/suidou/koueikigyou keieisenryaku.html
和歌山県 有田川町 水道事業（簡易水道：法非適用） 水道事業会計 https://www.town.aridagawa.lg.jp/top/kakuka/7/6/4854.html
和歌山県 有田川町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 https://www.town.aridagawa.lg.jp/material/files/group/8/koukyougesuidoujigyoukeieisennryaku.pdf
和歌山県 有田川町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 https://www.town.aridagawa.lg.jp/material/files/group/8/nougyousyuurakuhaisuijigyouseieisennryaku.pdf
和歌山県 有田川町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用浄化槽事業特別会計 https://www.town.aridagawa.lg.jp/material/files/group/7/KeieiSenryaku_TokuteiHaisui_H29.pdf
和歌山県 美浜町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 美浜町公共下水道事業特別会計 http://www.town.mihama.jp/
和歌山県 日高町 水道事業（上水道：末端給水） 日高町水道事業会計 http://www.town.wakayama-hidaka.lg.jp/bunya/suido/
和歌山県 日高町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 下水道事業特別会計 http://www.town.wakayama-hidaka.lg.jp/bunya/suido/
和歌山県 日高町 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 下水道事業特別会計 http://www.town.wakayama-hidaka.lg.jp/bunya/suido/
和歌山県 日高町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用下水道事業特別会計 http://www.town.wakayama-hidaka.lg.jp/bunya/suido/
和歌山県 由良町 水道事業（上水道：末端給水） 由良町水道事業会計 http://www.town.yura.wakayama.jp/docs/2017033000011/
和歌山県 由良町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 由良町公共下水道事業特別会計 http://www.town.yura.wakayama.jp/docs/2017033000011/
和歌山県 由良町 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 由良町漁業集落環境整備事業特別会計http://www.town.yura.wakayama.jp/docs/2017033000011/
和歌山県 印南町 水道事業（上水道：末端給水） 印南町水道事業企業会計 http://www.town.wakayama-inami.lg.jp/
和歌山県 印南町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 印南町農業集落排水事業会計 http://www.town.wakayama-inami.lg.jp/
和歌山県 みなべ町 水道事業（上水道：末端給水） みなべ町水道事業 http//www.town.minabe.lg.jp/docs/2019032200010
和歌山県 みなべ町 下水道事業（公共下水道：法非適用） みなべ町公共下水道事業特別会計 https://www.town.minabe.lg.jp/docs/2017032900022/
和歌山県 みなべ町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） みなべ町農業集落排水事業特別会計 https://www.town.minabe.lg.jp/docs/2017032900022/
和歌山県 日高川町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 日高川町下水道事業特別会計 http://www.town.hidakagawa.lg.jp/wp-content/uploads/s-nousyuu-keieisenryaku.pdf
和歌山県 日高川町 下水道事業（林業集落排水施設：法非適用） 日高川町下水道事業特別会計 http://www.town.hidakagawa.lg.jp/wp-content/uploads/s-nousyuu-keieisenryaku.pdf
和歌山県 日高川町 水道事業（上水道：末端給水） 日高川町水道事業会計 http://www.town.hidakagawa.lg.jp/town/sec_jougesui/jousuidou/
和歌山県 白浜町 水道事業（上水道：末端給水） 白浜町水道事業特別会計 http://www.town.shirahama.wakayama.jp/index
和歌山県 白浜町 水道事業（簡易水道：法非適用） 白浜町簡易水道事業特別会計 http://www.town.shirahama.wakayama.jp/index
和歌山県 白浜町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 白浜町公共下水道特別会計 www.town.shirahama.lg.jp
和歌山県 上富田町 水道事業（上水道：末端給水） 上富田町水道事業会計 http://www.town.kamitonda.lg.jp/chosei/gyosei/jouhou/2473.html
和歌山県 上富田町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 特別会計公共下水道事業 http://www.town.kamitonda.lg.jp/chosei/gyosei/jouhou/2474.html
和歌山県 上富田町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 特別会計公共下水道事業 http://www.town.kamitonda.lg.jp/soshiki/jougesuido/chosei/jyouhou/2474.html
和歌山県 すさみ町 水道事業（上水道：末端給水） すさみ町水道事業 http:www.town.susami.lg.jp/docs/2019031900010/
和歌山県 すさみ町 水道事業（簡易水道：法非適用） すさみ町簡易水道事業特別会計 http://www.town.susami.lg.jp/docs/2019031900010/
和歌山県 那智勝浦町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業費特別会計 http://www.town.nachikatsuura.wakayama.jp/
和歌山県 太地町 水道事業（簡易水道：法適用） 太地町水道事業 http://www.town.taiji.wakayama.jp/tyousei/sub_02.html
和歌山県 串本町 水道事業（上水道：末端給水） 串本町水道事業 https://www.town.kushimoto.wakayama.jp/kurashi/suidou/jigyou-keiei.html
和歌山県 紀南地方老人福祉施設組合介護サービス事業（法非適用） 特別養護老人ホーム百々千園特別会計http://care-net.biz/30/kirou/
鳥取県 鳥取県 電気事業（法適用） 鳥取県営電気事業会計 https://www.pref.tottori.lg.jp/205151.htm
鳥取県 鳥取県 工業用水道事業 鳥取県営工業用水道事業会計 https://www.pref.tottori.lg.jp/205151.htm
鳥取県 鳥取県 宅地造成事業（臨海土地造成：法適用） 鳥取県営埋立事業会計 https://www.pref.tottori.lg.jp/205151.htm
鳥取県 鳥取市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.water.tottori.tottori.jp/1146.htm
鳥取県 鳥取市 下水道事業（公共下水道：法適用） 鳥取市下水道等事業会計 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1487547582675/index.html
鳥取県 鳥取市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 鳥取市下水道等事業会計 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1487547582675/index.html
鳥取県 鳥取市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 鳥取市下水道等事業会計 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1487547582675/index.html
鳥取県 鳥取市 下水道事業（漁業集落排水施設：法適用） 鳥取市下水道等事業会計 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1487547582675/index.html
鳥取県 鳥取市 下水道事業（林業集落排水施設：法適用） 鳥取市下水道等事業会計 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1487547582675/index.html
鳥取県 鳥取市 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法適用） 鳥取市下水道等事業会計 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1487547582675/index.html
鳥取県 米子市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.yonago.lg.jp/25460.htm
鳥取県 米子市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.yonago.lg.jp/25460.htm
鳥取県 倉吉市 水道事業（簡易水道：法非適用） 倉吉市簡易水道事業特別会計 https://www.city.kurayoshi.lg.jp/gyousei/div/suidou/jousui/s147/
鳥取県 倉吉市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 http://www.city.kurayoshi.lg.jp/gyousei/div/kensetsu/gesui/a793/
鳥取県 倉吉市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業特別会計 http://www.city.kurayoshi.lg.jp/gyousei/div/kensetsu/gesui/a793/
鳥取県 倉吉市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 集落排水事業特別会計 http://www.city.kurayoshi.lg.jp/gyousei/div/kensetsu/gesui/a793/
鳥取県 倉吉市 下水道事業（林業集落排水施設：法非適用） 集落排水事業特別会計 http://www.city.kurayoshi.lg.jp/gyousei/div/kensetsu/gesui/a793/
鳥取県 境港市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業費と区別会計 http://www.city.sakaiminato.lg.jp/index.php?view=107702
鳥取県 岩美町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 ｈｔｔｐ://www.iwami.gr.jp/3014.htm
鳥取県 岩美町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 http://www.iwami.gr.jp/dd.aspx?menuid=2878
鳥取県 岩美町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 集落排水処理事業特別会計 http://www.iwami.gr.jp/dd.aspx?menuid=2878
鳥取県 岩美町 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 集落排水処理事業特別会計 http://www.iwami.gr.jp/dd.aspx?menuid=2878
鳥取県 岩美町 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 集落排水処理事業特別会計 http://www.iwami.gr.jp/dd.aspx?menuid=2878
鳥取県 若桜町 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道特別会計 http://www.town.wakasa.tottori,jp/
鳥取県 若桜町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）公共下水道事業特別会計 http://www.town.wakasa.tottori.jp/wordpress/wp-content/uploads/2014/03/%E8%8B%A5%E6%A1%9C%E7%94%BA%
鳥取県 若桜町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://www.town.wakasa.tottori.jp/wordpress/wp-content/uploads/2014/03/%E8%8B%A5%E6%A1%9C%E7%94%BA%
鳥取県 智頭町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://cms.sanin.jp/p/chizu/zeimu/jyougesuidou/5/
鳥取県 智頭町 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業特別会計 http://cms.sanin.jp/p/chizu/zeimu/jyougesuidou/5/
鳥取県 智頭町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）公共下水道事業特別会計 http://cms.sanin.jp/p/chizu/zeimu/jyougesuidou/1/
鳥取県 智頭町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://cms.sanin.jp/p/chizu/zeimu/jyougesuidou/1/
鳥取県 八頭町 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道特別会計 http://www.town.yazu.tottori.jp/item/6934.htm#moduleid1454
鳥取県 八頭町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道特別会計 http://www.town.yazu.tottori.jp/item/6197.htm#moduleid1454
鳥取県 八頭町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）公共下水道特別会計 http://www.town.yazu.tottori.jp/item/6197.htm#moduleid1454
鳥取県 八頭町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水特別会計 http://www.town.yazu.tottori.jp/item/6197.htm#moduleid1454
鳥取県 八頭町 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法非適用）公共下水道特別会計 http://www.town.yazu.tottori.jp/item/6197.htm#moduleid1454
鳥取県 八頭町 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 農業集落排水特別会計 http://www.town.yazu.tottori.jp/item/6197.htm#moduleid1454
鳥取県 三朝町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業特別会計 http://www.town.misasa.tottori.jp/files/36646.pdf
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鳥取県 三朝町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水処理事業 http://www.town.misasa.tottori.jp/files/36647.pdf
鳥取県 三朝町 下水道事業（林業集落排水施設：法非適用） 林業集落排水処理事業 http://www.town.misasa.tottori.jp/files/36648.pdf
鳥取県 三朝町 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法非適用）小規模集合排水処理事業 http://www.town.misasa.tottori.jp/files/36649.pdf
鳥取県 湯梨浜町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.yurihama.jp/
鳥取県 湯梨浜町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 http://www.yurihama.jp/soshiki/13/7718.html
鳥取県 湯梨浜町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）公共下水道事業特別会計 http://www.yurihama.jp/soshiki/13/7718.html
鳥取県 湯梨浜町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水処理事業特別会計 http://www.yurihama.jp/soshiki/13/7718.html
鳥取県 湯梨浜町 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法非適用）農業集落排水処理事業特別会計 http://www.yurihama.jp/soshiki/13/7718.html
鳥取県 湯梨浜町 観光施設事業（その他観光施設：法非適用） 温泉事業特別会計 http://www.yurihama.jp/soshiki/10/9219.html
鳥取県 琴浦町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 http://www.town.kotoura.tottori.jp/docs/2017033000042/
鳥取県 琴浦町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業特別会計 http://www.town.kotoura.tottori.jp/docs/2017033000042/
鳥取県 琴浦町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://www.town.kotoura.tottori.jp/docs/2017033000042/
鳥取県 北栄町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 北栄町下水道事業会計 http://www.e-hokuei.net/4048.htm
鳥取県 北栄町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 北栄町下水道事業会計 http://www.e-hokuei.net/4048.htm
鳥取県 北栄町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用北栄町下水道事業会計 http://www.e-hokuei.net/4048.htm
鳥取県 日吉津村 下水道事業（公共下水道：法非適用） 日吉津村公共下水道事業特別会計 http://www.hiezu.jp/list/kensetsu-san/a170/s131/
鳥取県 大山町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）公共下水道事業特別会計 https://www.daisen.jp/p/1/10/10/2/
鳥取県 大山町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 https://www.daisen.jp/p/1/10/10/2/
鳥取県 大山町 電気事業（法非適用） 風力発電事業特別会計 http://www.daisen.jp/p/1/10/2/4/5/
鳥取県 南部町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）南部町水道事業 http://town.nanbu.tottori.jp/
鳥取県 南部町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 南部町水道事業 http://town.nanbu.tottori.jp/
鳥取県 南部町 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法非適用）南部町水道事業 http://town.nanbu.tottori.jp/
鳥取県 南部町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用南部町水道事業 http://town.nanbu.tottori.jp/
鳥取県 伯耆町 水道事業（上水道：末端給水） 伯耆町水道事業会計 https://www.houki-town.jp/new1/10/13/1/x172/
鳥取県 伯耆町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）伯耆町公共下水道事業特別会計 http://www.houki-town.jp/new1/10/13/2/q173/
鳥取県 伯耆町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 伯耆町農業集落排水事業特別会計 http://www.houki-town.jp/new1/10/13/2/q173/
鳥取県 伯耆町 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法非適用）伯耆町小規模集合排水事業特別会計 http://www.houki-town.jp/new1/10/13/2/q173/
鳥取県 伯耆町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用伯耆町浄化槽整備事業特別会計 http://www.houki-town.jp/new1/10/13/2/q173/
鳥取県 日南町 水道事業（簡易水道：法適用） 日南町簡易水道事業 http://www.town.nichinan.lg.jp/p/1/15/8/6/12/
鳥取県 日南町 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 日南町下水道事業 http://www.town.nichinan.lg.jp/p/1/15/8/6/12/
鳥取県 日南町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法適用）日南町下水道事業 http://www.town.nichinan.lg.jp/p/1/15/8/6/12/
鳥取県 日野町 水道事業（簡易水道：法非適用） 日野町簡易水道特別会計 http://www.town.hino.tottori.jp/3001.htm
鳥取県 日野町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）日野町公共下水道事業特別会計 http://www.town.hino.tottori.jp/3001.htm
鳥取県 日野町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 日野町農業集落排水事業特別会計 http://www.town.hino.tottori.jp/3001.htm
鳥取県 江府町 水道事業（簡易水道：法適用） 江府町簡易水道事業会計 https://www.town-kofu.jp/2/1/9/2/u486/
島根県 島根県 電気事業（法適用） 電気事業会計 http://www.pref.shimane.lg.jp
島根県 島根県 工業用水道事業 工業用水道事業会計 http://www.pref.shimane.lg.jp
島根県 島根県 水道事業（上水道：用水供給） 水道事業会計 http://www.pref.shimane.lg.jp
島根県 島根県 宅地造成事業（その他造成：法適用） 宅地造成事業会計 http://www.pref.shimane.lg.jp
島根県 島根県 下水道事業（流域下水道：法非適用） 宍道湖流域下水道特別会計 https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/jyoge/gesui/yakuwari/ouyouhen/202003keieisenryaku.html
島根県 松江市 下水道事業（公共下水道：法適用） 松江市下水道事業会計 https://www.water.matsue.shimane.jp/water_management/keiei_keikaku_iinkai/pdf/keiei_keikaku.pdf
島根県 松江市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 松江市下水道事業会計 https://www.water.matsue.shimane.jp/water_management/keiei_keikaku_iinkai/pdf/keiei_keikaku.pdf
島根県 松江市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 松江市下水道事業会計 https://www.water.matsue.shimane.jp/water_management/keiei_keikaku_iinkai/pdf/keiei_keikaku.pdf
島根県 松江市 下水道事業（漁業集落排水施設：法適用） 松江市下水道事業会計 https://www.water.matsue.shimane.jp/water_management/keiei_keikaku_iinkai/pdf/keiei_keikaku.pdf
島根県 松江市 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法適用） 松江市下水道事業会計 https://www.water.matsue.shimane.jp/water_management/keiei_keikaku_iinkai/pdf/keiei_keikaku.pdf
島根県 松江市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法適用）松江市下水道事業会計 https://www.water.matsue.shimane.jp/water_management/keiei_keikaku_iinkai/pdf/keiei_keikaku.pdf
島根県 松江市 下水道事業（個別排水処理施設：法適用） 松江市下水道事業会計 https://www.water.matsue.shimane.jp/water_management/keiei_keikaku_iinkai/pdf/keiei_keikaku.pdf
島根県 松江市 その他事業（法適用） 松江市下水道事業会計 https://www.water.matsue.shimane.jp/water_management/keiei_keikaku_iinkai/pdf/keiei_keikaku.pdf
島根県 松江市 水道事業（上水道：末端給水） 松江市水道事業会計 https://www.water.matsue.shimane.jp/water_management/keiei_keikaku_iinkai/pdf/keiei_keikaku.pdf
島根県 松江市 ガス事業 松江市ガス事業 https://www.matsue-citygas.jp/about/pdf/iinkai2/r01052405plan.pdf
島根県 松江市 交通事業（自動車運送） 交通事業会計 https://matsue-bus.jp/wp-content/themes/matsuekk/pdf/plan/r01-05_plan.pdf
島根県 浜田市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1488170339395/simple/jyousui.pdf
島根県 浜田市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）公共下水道事業特別会計 http://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1488170339395/simple/koukyosenryaku.pdf
島根県 浜田市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1488170339395/simple/nousyusenryaku.pdf
島根県 浜田市 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 漁業集落排水事業特別会計 http://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1488170339395/simple/gyosyusenryaku.pdf
島根県 浜田市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用生活排水処理事業特別会計 http://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1488170339395/simple/seihaisenryaku.pdf
島根県 浜田市 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1488170339395/simple/nousyusenryaku.pdf
島根県 出雲市 水道事業（上水道：末端給水） 出雲市水道事業会計 http://www.city.izumo.shimane.jp/www/contents/1490279197556/index.html
島根県 出雲市 下水道事業（公共下水道：法適用） 出雲市下水道事業会計 http://www.city.izumo.shimane.jp/www/contents/1490279197556/index.html
島根県 出雲市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 出雲市下水道事業会計 http://www.city.izumo.shimane.jp/www/contents/1490279197556/index.html
島根県 出雲市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 出雲市下水道事業会計 http://www.city.izumo.shimane.jp/www/contents/1490279197556/index.html
島根県 出雲市 下水道事業（漁業集落排水施設：法適用） 出雲市下水道事業会計 http://www.city.izumo.shimane.jp/www/contents/1490279197556/index.html
島根県 出雲市 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法適用） 出雲市下水道事業会計 http://www.city.izumo.shimane.jp/www/contents/1490279197556/index.html
島根県 出雲市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用浄化槽設置事業 http://www.city.izumo.shimane.jp/www/contents/1490279197556/index.html
島根県 出雲市 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 浄化槽設置事業 http://www.city.izumo.shimane.jp/www/contents/1490279197556/index.html
島根県 益田市 水道事業（上水道：末端給水） 益田市水道事業会計 suido@city.masuda.lg.jp
島根県 益田市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 益田市公共下水道事業特別会計 www.city.masuda.lg.jp/soshiki/40/detail-38960.html
島根県 益田市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 益田市農業集落排水事業特別会計 www.city.masuda.lg.jp/soshiki/40/detail-38960.html
島根県 大田市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.ohda.lg.jp/files/original/2017032719202725.pdf
島根県 大田市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 https://www.city.ohda.lg.jp/files/original/2017032719235814.pdf
島根県 大田市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業特別会計 https://www.city.ohda.lg.jp/files/original/2017032719235814.pdf
島根県 大田市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 https://www.city.ohda.lg.jp/files/original/2017032719270836.pdf
島根県 大田市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用生活排水処理事業特別会計 https://www.city.ohda.lg.jp/files/original/2017032719285464.pdf
島根県 安来市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 安来市下水道事業特別会計 https://www.city.yasugi.shimane.jp/kurashi/machizukuri/jogesuido/gesuido/keieisenryaku.html
島根県 安来市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）安来市下水道事業特別会計 https://www.city.yasugi.shimane.jp/kurashi/machizukuri/jogesuido/gesuido/keieisenryaku.html
島根県 安来市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 安来市下水道事業特別会計 https://www.city.yasugi.shimane.jp/kurashi/machizukuri/jogesuido/gesuido/keieisenryaku.html
島根県 安来市 下水道事業（簡易排水施設：法非適用） 安来市下水道事業特別会計 https://www.city.yasugi.shimane.jp/kurashi/machizukuri/jogesuido/gesuido/keieisenryaku.html
島根県 安来市 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法非適用）安来市下水道事業特別会計 https://www.city.yasugi.shimane.jp/kurashi/machizukuri/jogesuido/gesuido/keieisenryaku.html
島根県 安来市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用安来市下水道事業特別会計 https://www.city.yasugi.shimane.jp/kurashi/machizukuri/jogesuido/gesuido/keieisenryaku.html
島根県 安来市 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 安来市下水道事業特別会計 https://www.city.yasugi.shimane.jp/kurashi/machizukuri/jogesuido/gesuido/keieisenryaku.html
島根県 安来市 水道事業（上水道：末端給水） 安来市水道事業 https://www.city.yasugi.shimane.jp/kurashi/machizukuri/jogesuido/josuido/suidokeikaku.html
島根県 江津市 水道事業（上水道：末端給水） 江津市水道事業会計 https://www.city.gotsu.lg.jp
島根県 雲南市 水道事業（上水道：末端給水） 雲南市水道事業会計 http://www.city.unnan.shimane.jp/unnan/kurashi/suidou/
島根県 雲南市 工業用水道事業 雲南市工業用水道事業会計 http://www.city.unnan.shimane.jp/unnan/kurashi/suidou/
島根県 雲南市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 雲南市生活排水処理事業特別会計 http://www.city.unnan.shimane.jp/unnan/kurashi/suidou/
島根県 雲南市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）雲南市生活排水処理事業特別会計 http://www.city.unnan.shimane.jp/unnan/kurashi/suidou/
島根県 雲南市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 雲南市生活排水処理事業特別会計 http://www.city.unnan.shimane.jp/unnan/kurashi/suidou/
島根県 雲南市 下水道事業（簡易排水施設：法非適用） 雲南市生活排水処理事業特別会計 http://www.city.unnan.shimane.jp/unnan/kurashi/suidou/
島根県 雲南市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用雲南市生活排水処理事業特別会計 http://www.city.unnan.shimane.jp/unnan/kurashi/suidou/
島根県 雲南市 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 雲南市生活排水処理事業特別会計 http://www.city.unnan.shimane.jp/unnan/kurashi/suidou/
島根県 奥出雲町 水道事業（上水道：末端給水） 奥出雲町水道事業会計 https://www.town.okuizumo.shimane.jp/www/contents/1001000000806/index.html
島根県 奥出雲町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 https://www.town.okuizumo.shimane.jp/www/contents/1001000000803/index.html
島根県 奥出雲町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）公共下水道事業特別会計 https://www.town.okuizumo.shimane.jp/www/contents/1001000000803/index.html
島根県 奥出雲町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 https://www.town.okuizumo.shimane.jp/www/contents/1001000000803/index.html
島根県 奥出雲町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用合併処理浄化槽事業特別会計 https://www.town.okuizumo.shimane.jp/www/contents/1001000000803/index.html
島根県 飯南町 水道事業（簡易水道：法適用） 飯南町簡易水道事業会計 http://www.iinan.jp/information/news/269
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島根県 飯南町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 飯南町下水道事業会計 http://www.iinan.jp/information/news/269
島根県 飯南町 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 飯南町下水道事業会計 http://www.iinan.jp/information/news/269
島根県 飯南町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法適用）飯南町下水道事業会計 http://www.iinan.jp/information/news/269
島根県 飯南町 下水道事業（個別排水処理施設：法適用） 飯南町下水道事業会計 http://www.iinan.jp/information/news/269
島根県 川本町 水道事業（簡易水道：法非適用） 川本町簡易水道事業特別会計 http://www.town.shimane-kawamoto.lg.jp/files/original/201703311347580892630.pdf
島根県 川本町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 川本町農業集落排水処理事業特別会計http://www.town.shimane-kawamoto.lg.jp/files/original/201703311349315157054.pdf
島根県 美郷町 水道事業（簡易水道：法非適用） 美郷町簡易水道事業 http://www.town.shimane-misato.lg.jp/
島根県 美郷町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）美郷町下水道事業特別会計 http://www.town.shimane-misato.lg.jp/
島根県 美郷町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 美郷町下水道事業特別会計 http://www.town.shimane-misato.lg.jp/
島根県 美郷町 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法非適用）美郷町下水道事業特別会計 http://www.town.shimane-misato.lg.jp/
島根県 美郷町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用美郷町下水道事業特別会計 http://www.town.shimane-misato.lg.jp/
島根県 美郷町 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 美郷町下水道事業特別会計 http://www.town.shimane-misato.lg.jp/
島根県 邑南町 水道事業（上水道：末端給水） 邑南町水道事業 http://www.town.ohnan.lg.jp/
島根県 邑南町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業特別会計 http://www.town.ohnan.lg.jp/
島根県 邑南町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 下水道事業特別会計 http://www.town.ohnan.lg.jp/
島根県 邑南町 下水道事業（簡易排水施設：法非適用） 下水道事業特別会計 http://www.town.ohnan.lg.jp/
島根県 邑南町 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法非適用）下水道事業特別会計 http://www.town.ohnan.lg.jp/
島根県 邑南町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用下水道事業特別会計 http://www.town.ohnan.lg.jp/
島根県 邑南町 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 下水道事業特別会計 http://www.town.ohnan.lg.jp/
島根県 津和野町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）津和野町下水道事業特別会計 http://www.tsuwano.net/www/contents/1490927482832/index.html
島根県 津和野町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 津和野町農業集落排水事業特別会計 http://www.tsuwano.net/www/contents/1490927482832/index.html
島根県 津和野町 水道事業（上水道：末端給水） 津和野町水道事業会計 ｈｔｔｐ.//wwwtsuwano.net./www/contents/1490927482832/index.html
島根県 吉賀町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）吉賀町下水道事業特別会計 http://www.town.yoshika.lg.jp/kurashi/seikatsu/
島根県 吉賀町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水特別会計 http://www.town.yoshika.lg.jp/kurashi/seikatsu/
島根県 吉賀町 水道事業（上水道：末端給水） 吉賀町水道事業 https://www.town.yoshika.lg.jp/kurashi/seikatsu/kanisuido/suidoujigyoukaikei.data/keieisennryaku.pdf
島根県 海士町 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道特別会計 http://www.town.ama.shimane.jp
島根県 海士町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道特別会計 http://www.town.ama.shimane.jp
島根県 海士町 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 下水道特別会計 http://www.town.ama.shimane.jp
島根県 海士町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用下水道特別会計 http://www.town.ama.shimane.jp
島根県 西ノ島町 水道事業（簡易水道：法非適用） 西ノ島町特別会計　簡易水道事業 http://www.town.nishinoshima.shimane.jp/files/original/20170810104213105.pdf
島根県 西ノ島町 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 西ノ島町特別会計　下水道事業 http://www.town.nishinoshima.shimane.jp/files/original/20170810104213106.pdf
島根県 西ノ島町 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 西ノ島町特別会計　下水道事業 http://www.town.nishinoshima.shimane.jp/files/original/20170810104213106.pdf
島根県 西ノ島町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）西ノ島町特別会計　下水道事業 http://www.town.nishinoshima.shimane.jp/files/original/20170810104213106.pdf
島根県 西ノ島町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用西ノ島町特別会計　下水道事業 http://www.town.nishinoshima.shimane.jp/files/original/20170810104213106.pdf
島根県 知夫村 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業 http://www.vill.chibu.lg.jp/files/original/201704140939502110280.pdf
島根県 知夫村 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 下水道事業特別会計 http://www.vill.chibu.lg.jp/files/original/201704140943218942783.pdf
島根県 隠岐の島町 水道事業（上水道：末端給水） 隠岐の島町上水道事業会計 http://www.town.okinoshima.shimane.jp/www/contents/1490053613797/index.html
島根県 隠岐の島町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 http://www.town.okinoshima.shimane.jp/www/contents/1490155389398/index.html
島根県 隠岐の島町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業特別会計 http://www.town.okinoshima.shimane.jp/www/contents/1490155389398/index.html
島根県 隠岐の島町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 下水道事業特別会計 http://www.town.okinoshima.shimane.jp/www/contents/1490155389398/index.html
島根県 隠岐の島町 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 下水道事業特別会計 http://www.town.okinoshima.shimane.jp/www/contents/1490155389398/index.html
島根県 隠岐の島町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用下水道事業特別会計 http://www.town.okinoshima.shimane.jp/www/contents/1490155389398/index.html
島根県 隠岐の島町 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 下水道事業特別会計 http://www.town.okinoshima.shimane.jp/www/contents/1490155389398/index.html
島根県 斐川宍道水道企業団 水道事業（上水道：末端給水） 上水道事業会計 http://www.water-hikashin.com
島根県 斐川宍道水道企業団 工業用水道事業 工業用水道事業会計 http://www.water-hikashin.com
島根県 雲南広域連合（事業会計分下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 https://www.unnan.jp/environment/
岡山県 岡山県広域水道企業団 水道事業（上水道：用水供給） 岡山県広域水道企業団水道用水供給事https://www.water-okayama.jp/zaisei/keieisenryaku/keieisenryaku.html
岡山県 岡山県 工業用水道事業 岡山県営工業用水道事業会計 http://www.pref.okayama.jp/site/14/list107-566.html
岡山県 岡山県 電気事業（法適用） 岡山県営電気事業会計 http://www.pref.okayama.jp/site/14/list107-566.html
岡山県 岡山市 水道事業（上水道：末端給水） 岡山市水道事業会計 https://www.water.okayama.jp/jigyo/keikaku_torikumi/1/431.html
岡山県 岡山市 下水道事業（公共下水道：法適用） 岡山市下水道事業会計 http://www.city.okayama.jp/gesui/gesuisoumu/gesuisoumu00071.html
岡山県 岡山市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 岡山市下水道事業会計 http://www.city.okayama.jp/gesui/gesuisoumu/gesuisoumu00071.html
岡山県 岡山市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 岡山市下水道事業会計 http://www.city.okayama.jp/gesui/gesuisoumu/gesuisoumu00071.html
岡山県 倉敷市 下水道事業（公共下水道：法適用） 倉敷市下水道事業会計 http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=10908
岡山県 倉敷市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 倉敷市下水道事業会計 http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=10908
岡山県 倉敷市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=5204#itemid20419
岡山県 岡山県南部水道企業団 水道事業（上水道：用水供給） 岡山県南部水道企業団水道事業会計 www.nansui.or.jp
岡山県 津山市 水道事業（上水道：末端給水） 津山市水道事業会計 https://www.city.tsuyama.lg.jp/life/index2.php?id=5930
岡山県 津山市 工業用水道事業 津山市工業用水道事業会計 https://www.city.tsuyama.lg.jp/life/index2.php?id=5930
岡山県 津山市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.tsuyama.lg.jp/life/index2.php?id=5953
岡山県 津山市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.tsuyama.lg.jp/life/index2.php?id=5953
岡山県 津山市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.tsuyama.lg.jp/life/index2.php?id=5953
岡山県 玉野市 下水道事業（公共下水道：法適用） 玉野市下水道事業会計 https://www.city.tamano.lg.jp/soshiki/22/1723.html
岡山県 玉野市 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法適用） 玉野市下水道事業会計 https://www.city.tamano.lg.jp/soshiki/22/1723.html
岡山県 玉野市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.tamano.lg.jp/soshiki/21/2163.html
岡山県 笠岡市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業特別会計 http://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/34/2356.html
岡山県 笠岡市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業特別会計 http://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/34/2356.html
岡山県 笠岡市 下水道事業（漁業集落排水施設：法適用） 下水道事業特別会計 http://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/34/2356.html
岡山県 井原市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 井原市公共下水道事業特別会計 http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2017032400027/
岡山県 井原市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）井原市公共下水道事業特別会計 http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2017032400027/
岡山県 井原市 水道事業（簡易水道：法非適用） 井原市簡易水道事業会計 http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2017032900039/
岡山県 総社市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 総社市公共下水道事業費特別会計 http://www.city.soja.okayama.jp/gesuidou/kurashi/sojasigesuidoujigyoukeieisenryaku.html
岡山県 総社市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）総社市公共下水道事業費特別会計 http://www.city.soja.okayama.jp/gesuidou/kurashi/sojasigesuidoujigyoukeieisenryaku.html
岡山県 総社市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 総社市農業集落排水事業費特別会計 http://www.city.soja.okayama.jp/gesuidou/kurashi/sojasigesuidoujigyoukeieisenryaku.html
岡山県 高梁市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業特別会計 http://www.city.takahashi.okayama.jp/soshiki/12/keieisenryaku.html
岡山県 高梁市 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業特別会計 http://www.city.takahashi.okayama.jp/soshiki/12/keieisenryaku.html
岡山県 高梁市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 高梁市下水道事業特別会計 https;//www.city.takahashi.lg.jo/soshiki/12/gesuidousougousennryaku.html
岡山県 高梁市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）高梁市下水道事業特別会計 https;//www.city.takahashi.lg.jo/soshiki/12/gesuidousougousennryaku.html
岡山県 高梁市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 高梁市下水道事業特別会計 https;//www.city.takahashi.lg.jo/soshiki/12/gesuidousougousennryaku.html
岡山県 高梁市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用高梁市下水道事業特別会計 https;//www.city.takahashi.lg.jo/soshiki/12/gesuidousougousennryaku.html
岡山県 新見市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 新見市下水道事業特別会計 http://www.city.niimi.okayama.jp/docs/2017030700020/
岡山県 新見市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）新見市下水道事業特別会計 http://www.city.niimi.okayama.jp/docs/2017030700020/
岡山県 新見市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 新見市下水道事業特別会計 http://www.city.niimi.okayama.jp/docs/2017030700020/
岡山県 新見市 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法非適用）新見市下水道事業特別会計 http://www.city.niimi.okayama.jp/docs/2017030700020/
岡山県 新見市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用新見市下水道事業特別会計 http://www.city.niimi.okayama.jp/docs/2017030700020/
岡山県 新見市 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 新見市下水道事業特別会計 http://www.city.niimi.okayama.jp/docs/2017030700020/
岡山県 備前市 水道事業（上水道：末端給水） 備前市水道事業会計 https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/53/6527.html
岡山県 備前市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計（公共下水道） https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/54/110.html
岡山県 備前市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計（特定環境保全公共下https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/54/110.html
岡山県 備前市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計（農業集落排水施設）https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/54/110.html
岡山県 備前市 下水道事業（漁業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計（漁業集落排水施設）https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/54/110.html
岡山県 備前市 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 備前市浄化槽整備事業特別会計 https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/54/110.html
岡山県 瀬戸内市 水道事業（上水道：末端給水） 瀬戸内市水道事業会計 http://www.city.setouchi.lg.jp/kurashi/soshiki/jyogesuidobu/jyosuidogesuido/suido/1555058869135.html
岡山県 瀬戸内市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.setouchi.lg.jp/kurashi/kurashitetsuduki/jyogesuido/gesuido/gesuidounoshoukai/setouchishinogesui
岡山県 瀬戸内市 下水道事業（漁業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.setouchi.lg.jp/kurashi/kurashitetsuduki/jyogesuido/gesuido/gesuidounoshoukai/setouchishinogesui
岡山県 瀬戸内市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.setouchi.lg.jp/kurashi/kurashitetsuduki/jyogesuido/gesuido/gesuidounoshoukai/setouchishinogesui
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岡山県 赤磐市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.cith.akaiwa.jg.jp/shisei/gyousei/koueikigyou/2360.html
岡山県 真庭市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.maniwa.lg.jp/uploaded/attachment/3239.pdf 
岡山県 真庭市 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業特別会計 https://www.city.maniwa.lg.jp/uploaded/attachment/3240.pdf 
岡山県 真庭市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/46/2208.html
岡山県 真庭市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/46/2208.html
岡山県 真庭市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/46/2208.html
岡山県 真庭市 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/46/2208.html
岡山県 美作市 水道事業（簡易水道：法非適用） 美作市簡易水道特別会計 http://www.city.mimasaka.lg.jp/soshiki/kankyo/jyousui/1533196330067.html
岡山県 美作市 水道事業（上水道：末端給水） 美作市水道事業会計 http://www.city.mimasaka.lg.jp/soshiki/kankyo/jyousui/1533196330067.html
岡山県 美作市 下水道事業（個別排水処理施設：法適用） 美作市下水道事業会計 http://www.city.mimasaka.lg.jp/
岡山県 美作市 下水道事業（公共下水道：法適用） 美作市下水道事業会計 http://www.city.mimasaka.lg.jp/
岡山県 美作市 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法適用） 美作市下水道事業会計 http://www.city.mimasaka.lg.jp/
岡山県 美作市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法適用）美作市下水道事業会計 http://www.city.mimasaka.lg.jp/
岡山県 美作市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 美作市下水道事業会計 http://www.city.mimasaka.lg.jp/
岡山県 美作市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 美作市下水道事業会計 http://www.city.mimasaka.lg.jp/
岡山県 浅口市 水道事業（上水道：末端給水） 浅口市水道事業会計 http://www.city.asakuchi.lg.jp/kurashi/suido/senryaku.html
岡山県 浅口市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 浅口市公共下水道事業特別会計 http://www.city.asakuchi.lg.jp/kurashi/gesui/keieisenryaku.html
岡山県 浅口市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）浅口市公共下水道事業特別会計 http://www.city.asakuchi.lg.jp/kurashi/gesui/keieisenryaku.html
岡山県 和気町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 和気町農業集落排水事業特別会計 https://www.town.wake.lg.jp/file/attachment/18972.pdf
岡山県 和気町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）和気町特定環境保全公共下水道事業会https://www.town.wake.lg.jp/file/attachment/18971.pdf
岡山県 和気町 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 和気町合併処理浄化槽設置整備事業特https://www.town.wake.lg.jp/file/attachment/18973.pdf
岡山県 和気町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 和気町公共下水道事業特別会計 https://www.town.wake.lg.jp/file/attachment/18970.pdf
岡山県 早島町 水道事業（上水道：末端給水） 早島町水道事業会計 http://www.town.hayashima.lg.jp/soshikikarasagasu/jougesui/1553731480326.html
岡山県 早島町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 早島町公共下水道事業特別会計 http://www.town.hayashima.lg.jp/soshikikarasagasu/jougesui/index.html
岡山県 矢掛町 水道事業（上水道：末端給水） 矢掛町水道事業会計 http://www.town.yakage.okayama.jp/life/kankyo/jyosui
岡山県 新庄村 水道事業（簡易水道：法非適用） 新庄村簡易水道事業特別会計 http://www.shinjo.okayama.jp
岡山県 新庄村 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）新庄村下水道事業特別会計 tttp://www.shinjo.okayama.jp
岡山県 新庄村 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用新庄村下水道事業特別会計 http://www.shinjo.okayama.jp
岡山県 鏡野町 下水道事業（公共下水道：法適用） 鏡野町下水道事業会計 http://www.town.kagamino.lg.jp/wp-content/uploads/files/jyousui/6B65696569206B6F756B796F75.pdf
岡山県 鏡野町 水道事業（上水道：末端給水） 鏡野町水道事業会計 http://www.town.kagamino.lg.jp/wp-content/uploads/2017/02/経営戦略.pdf
岡山県 鏡野町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 鏡野町下水道事業会計 http://www.town.kagamino.lg.jp/wp-content/uploads/files/jyousui/6B6569656920746F6B6B616E.pdf
岡山県 鏡野町 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 鏡野町下水道事業会計 http://www.town.kagamino.lg.jp/wp-content/uploads/files/jyousui/6B65696569206E6F7573797575.pdf
岡山県 鏡野町 下水道事業（林業集落排水施設：法適用） 鏡野町下水道事業会計 http://www.town.kagamino.lg.jp/wp-content/uploads/files/jyousui/6B656965692072696E6E73797575.pdf
岡山県 勝央町 水道事業（上水道：末端給水） 勝央町水道事業 http://www.town.shoo.lg.jp/
岡山県 奈義町 水道事業（上水道：末端給水） 奈義町上水道事業会計 https://www.town.nagi.okayama.jp/gyousei/chousei/gyouzaisei/gyouzaisei/koueikigyou_keieisenryaku.html
岡山県 奈義町 工業用水道事業 工業用水道事業会計 https://www.town.nagi.okayama.jp/gyousei/chousei/gyouzaisei/gyouzaisei/koueikigyou_keieisenryaku.html
岡山県 奈義町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道特別会計 http://www.town.nagi.okayama.jp/gyousei/chousei/gyouzaisei/gyouzaisei/koueikigyou_keieisenryaku.html
岡山県 奈義町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用下水道特別会計 http://www.town.nagi.okayama.jp/gyousei/chousei/gyouzaisei/gyouzaisei/koueikigyou_keieisenryaku.html
岡山県 西粟倉村 水道事業（簡易水道：法非適用） 西粟倉村簡易水道事業特別会計 http://www.vill.nishiawakura.okayama.jp/wp/%e7%b0%a1%e6%98%93%e6%b0%b4%e9%81%93%e4%ba%8b%e6%a5%
岡山県 西粟倉村 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 西粟倉村農業集落排水事業特別会計 http://www.vill.nishiawakura.okayama.jp/wp/%e8%be%b2%e6%a5%ad%e9%9b%86%e8%90%bd%e6%8e%92%e6%b0%
岡山県 久米南町 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業特別会計 https://www.town.kumenan.lg.jp/administration/planning/planning/kanni_senryaku.html
岡山県 久米南町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）公共下水道事業特別会計 https://www.town.kumenan.okayama.lg.jp/administration/pluning/pluning/gesui_senryaku.html
岡山県 美咲町 水道事業（簡易水道：法非適用） 美咲町柵原飯岡、柵原北部、柵原中央https://www.town.misaki.okayama.jp/soshiki/suidou/4541.html
岡山県 美咲町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）美咲町中央公共下水道、柵原公共下水https://www.town.misaki.okayama.jp/soshiki/suidou/4541.html
岡山県 美咲町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 美咲町下水道事業特別会計 https://www.town.misaki.okayama.jp/soshiki/suidou/4541.html
岡山県 吉備中央町 水道事業（上水道：末端給水） 上水道特別会計 http://www.town.kibichuo.lg.jp/soshiki/26/1632.html
岡山県 吉備中央町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://www.town.kibichuo.lg.jp/26/1634.html
広島県 広島市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.water.city.hiroshima.jp/jigyo/index.html
広島県 広島市 下水道事業（公共下水道：法適用） 広島市下水道事業 https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/gesuido/2657.html
広島県 広島市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 広島市下水道事業 https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/gesuido/2657.html
広島県 広島市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 広島市下水道事業 https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/gesuido/2657.html
広島県 広島市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法適用）広島市下水道事業 https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/gesuido/2657.html
広島県 呉市 水道事業（上水道：末端給水） 呉市水道事業会計 https://www.city.kure.lg.jp/site/jougesui/koukikeikeikaku.html
広島県 呉市 工業用水道事業 呉市工業用水道事業会計 https://www.city.kure.lg.jp/site/jougesui/about-kousuikeieikeikaku.html
広島県 呉市 下水道事業（公共下水道：法適用） 呉市下水道事業会計 https://www.city.kure.lg.jp/site/jougesui/koukikeikeikaku.html
広島県 呉市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 呉市下水道事業会計 https://www.city.kure.lg.jp/site/jougesui/koukikeikeikaku.html
広島県 呉市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 呉市集落排水事業特別会計 https://www.city.kure.lg.jp/site/jougesui/syuuhaikeieikeikaku.html
広島県 呉市 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 呉市集落排水事業特別会計 https://www.city.kure.lg.jp/site/jougesui/syuuhaikeieikeikaku.html
広島県 竹原市 水道事業（上水道：末端給水） 竹原市水道事業会計 https://www.city.takehara.lg.jp/data/open/cnt/3/3743/1/H29_3keieisenryaku.pdf
広島県 竹原市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 竹原市公共下水道事業特別会計 https://www.city.takehara.lg.jp/gesui/gesui/keieisenryaku.html
広島県 竹原市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）竹原市公共下水道事業特別会計 https://www.city.takehara.lg.jp/gesui/gesui/keieisenryaku.html
広島県 三原市 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 三原市漁業集落排水事業特別会計 http://www.city.mihara.hiroshima.jp/
広島県 三原市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用三原市小型浄化槽事業特別会計 http://www.city.mihara.hiroshima.jp/
広島県 三原市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 三原市公共下水道事業特別会計 http://www.city.mihara.hiroshima.jp/
広島県 三原市 水道事業（上水道：末端給水） 三原市水道事業 https://www.city.mihara.hiroshima.jp/uploaded/attachment/100457.pdf
広島県 三原市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）三原市公共下水道事業特別会計 http://www.city.mihara.hiroshima.jp/
広島県 三原市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 三原市農業集落排水事業特別会計 http://www.city.mihara.hiroshima.jp/
広島県 尾道市 水道事業（上水道：末端給水） 尾道市水道事業 http://www.city.onomichi.hiroshima.jp/uploaded/attachment/7058.pdf
広島県 尾道市 駐車場整備事業（法非適用） 駐車場事業特別会計 https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/soshiki/8/24685.html
広島県 尾道市 下水道事業（公共下水道：法適用） 尾道市下水道事業会計 hppt://www.city.onomichi.hiroshima.jp/soshiki/34/11990.html
広島県 尾道市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 尾道市下水道事業会計 hppt://www.city.onomichi.hiroshima.jp/soshiki/34/11990.html
広島県 尾道市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 尾道市瀬戸田町農業集落排水特別会計ｈｔｔｐｓ//www.city.onomichi.hiroshima.jp/uploaded/attachiment/6815.pdf
広島県 尾道市 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 尾道市漁業集落排水事業特別会計 http://www.city.onomichi.hiroshima.jo/soshiki/25/12210.html
広島県 福山市 水道事業（上水道：末端給水） 福山市水道事業会計 http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/jougesui/88221.html
広島県 福山市 工業用水道事業 福山市工業用水道事業会計 http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/jougesui/88221.html
広島県 福山市 下水道事業（公共下水道：法適用） 福山市水道事業会計 http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/jougesui/88221.html
広島県 福山市 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 福山市集落排水事業特別会計 http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/norinseibi/
広島県 福山市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 福山市集落排水事業特別会計 http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/norinseibi/
広島県 府中市 水道事業（上水道：末端給水） 府中市水道事業会計 http://www.city.fuchu.hiroshima.jp/soshiki/kennsetsusangyobu/jousuigesuidouka/jousuidou_1/keiei/1026.html
広島県 府中市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 府中市公共下水道事業特別会計 http://www.city.fuchu.hiroshima.jp/soshiki/kennsetsusangyobu/jousuigesuidouka/gesuido/keiei/597.html
広島県 府中市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）府中市公共下水道事業特別会計 http://www.city.fuchu.hiroshima.jp/soshiki/kennsetsusangyobu/jousuigesuidouka/gesuido/keiei/597.html
広島県 三次市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/suidou_m/suidou_eigyou_eigyou/water_2_2_2.html
広島県 三次市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/suidou_m/suidou_eigyou_eigyou/water_2_2_2.html
広島県 三次市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/suidou_m/suidou_eigyou_eigyou/water_2_2_2.html
広島県 三次市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法適用）下水道事業会計 https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/suidou_m/suidou_eigyou_eigyou/water_2_2_2.html
広島県 三次市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/suidou_m/suidou_eigyou_eigyou/water_2_2_2.html
広島県 庄原市 水道事業（上水道：末端給水） 庄原市 http://www.city.shobara.hiroshima.jp/main/life/water/cat03/post_890.html
広島県 庄原市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 庄原市公共下水道事業特別会計 Http//www.city.shobara.hiroshima.jp/main/life/sewer/post_888.html
広島県 庄原市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）庄原市公共下水道事業特別会計 Http//www.city.shobara.hiroshima.jp/main/life/sewer/post_888.html
広島県 庄原市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 庄原市農業集落排水事業特別会計 Http//www.city.shobara.hiroshima.jp/main/life/sewer/post_888.html
広島県 庄原市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用庄原市浄化槽整備事業特別会計 Http//www.city.shobara.hiroshima.jp/main/life/sewer/post_888.html
広島県 東広島市 下水道事業（公共下水道：法適用） 東広島市下水道事業会計 http://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/gesuido/1/keiei/senryaku/index.html
広島県 東広島市 その他事業（法適用） 東広島市下水道事業会計 http://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/gesuido/1/keiei/senryaku/index.html
広島県 東広島市 水道事業（上水道：末端給水） 東広島市水道事業会計 http://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/suido/1/1/12831.html
広島県 東広島市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 東広島市下水道事業会計 http://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/gesuido/1/keiei/senryaku/index.html
広島県 東広島市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 東広島市下水道事業会計 http://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/gesuido/1/keiei/senryaku/index.html
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広島県 廿日市市 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業特別会計 www.suido-hatsukaichi.jp/
広島県 廿日市市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 廿日市市公共下水道事業特別会計 https//www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/97/10026.html
広島県 廿日市市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 www.suido-hatsukaichi.jp/
広島県 廿日市市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）廿日市市公共下水道事業特別会計 https//www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/97/10026.html
広島県 安芸高田市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 安芸高田市公共下水道事業特別会計 http://www.akitakata.jp/ja/shisei/section/gesui/gesuidou/w169
広島県 安芸高田市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用安芸高田市浄化槽整備事業特別会計 http://www.akitakata.jp/ja/shisei/section/gesui/gesuidou/w169
広島県 安芸高田市 水道事業（上水道：末端給水） 安芸高田市水道事業 http://www.akitakata.jp/ja/shisei/section/gesui/jyousuidou/q117
広島県 安芸高田市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）安芸高田市特定環境保全公共下水道事http://www.akitakata.jp/ja/shisei/section/gesui/gesuidou/w169
広島県 安芸高田市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 安芸高田市農業集落排水事業特別会計http://www.akitakata.jp/ja/shisei/section/gesui/gesuidou/w169
広島県 江田島市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.etajima.hiroshima.jp/cms/categories/articles/237
広島県 江田島市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.etajima.hiroshima.jp/cms/categories/articles/237
広島県 江田島市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.etajima.hiroshima.jp/cms/categories/articles/237
広島県 江田島市 交通事業（船舶運航：法非適用） 江田島市交通船事業特別会計 https://www.city.etajima.hiroshima.jp/cms/articles/show/5438
広島県 江田島市 水道事業（上水道：末端給水） 江田島市企業局水道事業会計 http://www.city.etajima.hiroshima.jp/cms/
広島県 海田町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別 https://www.town.kaita.lg.jp/soshiki/24/17168.html
広島県 熊野町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 特別会計 http.town.kumano.hiroshima.jp
広島県 坂町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 坂町下水道事業特別会計 http://www.town.saka.lg.jp/kurashi/seikatsu/gesui/post_57.html
広島県 安芸太田町 水道事業（簡易水道：法非適用） 安芸太田町簡易水道事業特別会計 http://www.akiota.jo/
広島県 安芸太田町 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 安芸太田町農業集落排水事業特別会計http://www.akiota.jo/
広島県 安芸太田町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）安芸太田町特定環境保全公共下水道事http://www.akiota.jo/
広島県 安芸太田町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 安芸太田町農業集落排水事業特別会計http://www.akiota.jo/
広島県 北広島町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 北広島町下水道事業特別会計 http://www.town.kitahiroshima.lg.jp/soshiki/14/1694.html
広島県 北広島町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）北広島町下水道事業特別会計 http://www.town.kitahiroshima.lg.jp/soshiki/14/1694.html
広島県 北広島町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 北広島町農業集落排水事業特別会計 http://www.town.kitahiroshima.lg.jp/soshiki/14/1694.html
広島県 北広島町 水道事業（上水道：末端給水） 北広島町水道事業会計 http://www.town.kitahiroshima.lg.jp/soshiki/14/1694.html
広島県 大崎上島町 水道事業（上水道：末端給水） 大崎上島町水道事業会計 http://www.town.osakikamijima.hiroshima.jp/docs/2017032200016/
広島県 大崎上島町 交通事業（船舶運航：法非適用） 交通事業特別推計 http://www.town.osakikamijima.lg.jp
広島県 大崎上島町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）大崎上島町公共下水道事業特別会計 http://www.town.osakikamijima.hiroshima.jp/docs/2017030800065/
広島県 大崎上島町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 大崎上島町農業集落排水事業特別会計http://www.town.osakikamijima.hiroshima.jp/docs/2017030800065/
広島県 大崎上島町 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 大崎上島町漁業集落排水事業特別会計http://www.town.osakikamijima.hiroshima.jp/docs/2017030800065/
広島県 世羅町 水道事業（上水道：末端給水） 上水道事業会計 http://www.town.sera.hiroshima.jp/suidou/seratyousuidouzigyoukeieisenryaku.html
広島県 世羅町 下水道事業（公共下水道：法適用） 公共下水道事業会計 http://www.town.sera.hiroshima.jp/suidou/seratyousuidouzigyoukeieisenryaku.html
広島県 世羅町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 特定環境保全公共下水道事業会計 http://www.town.sera.hiroshima.jp/suidou/seratyousuidouzigyoukeieisenryaku.html
広島県 世羅町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://www.town.sera.hiroshima.jp/suidou/seratyousuidouzigyoukeieisenryaku.html
広島県 神石高原町 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業 http://www.jinsekigun.jp/ja/town/gyousei/1/
広島県 神石高原町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業 http://www.jinsekigun.jp/
山口県 山口県 工業用水道事業 工業用水道事業会計 https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a40100/gaiyou/keieiinfo/201903200001.html
山口県 山口県 電気事業（法適用） 電気事業会計 https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a40100/gaiyou/keieiinfo/201903200001.html
山口県 下関市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下関市公共下水道事業会計 http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/contents/1488780529719/index.html
山口県 下関市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下関市公共下水道事業会計 http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/contents/1488780529719/index.html
山口県 下関市 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 漁業集落環境整備事業会計 http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/contents/1489558976391/index.html
山口県 下関市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業会計 http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/contents/1489458033514/index.html
山口県 宇部市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://ubesuido.jp/introduction/total_plan2016.htm
山口県 宇部市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://ubesuido.jp/intoroduction/total_plan2016.htm
山口県 宇部市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://www.city.ube.yamaguchi.jp/machizukuri/gasgesui/nougyouhaisui/documents/nousyu-keieisenryaku.pdf
山口県 宇部市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用農業集落排水事業特別会計 http://www.city.ube.yamaguchi.jp/machizukuri/gasgesui/nougyouhaisui/documents/nousyu-keieisenryaku.pdf
山口県 山口市 水道事業（上水道：末端給水） 山口市水道事業会計 https://www.city.yamaguchi.lg.jp/site/shiseijoho/40141.html
山口県 山口市 下水道事業（公共下水道：法適用） 山口市公共下水道事業会計 https://www.city.yamaguchi.lg.jp/site/shiseijoho/20734.html
山口県 山口市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 山口市公共下水道事業会計 https://www.city.yamaguchi.lg.jp/site/shiseijoho/20734.html
山口県 山口市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 山口市農業集落排水事業会計 https://www.city.yamaguchi.lg.jp/site/shiseijoho/52864.html
山口県 山口市 下水道事業（漁業集落排水施設：法適用） 山口市漁業集落排水事業会計 https://www.city.yamaguchi.lg.jp/site/shiseijoho/52864.html
山口県 山口市 水道事業（簡易水道：法非適用） 山口市簡易水道事業特別会計 https://www.city.yamaguchi.lg.jp/site/shiseijoho/53799.html
山口県 山口市 宅地造成事業（その他造成：法非適用） 鋳銭司第二団地整備事業特別会計 https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/70/55982.html
山口県 萩市 下水道事業（公共下水道：法適用） 萩市下水道事業会計 http://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/105/h17851.html
山口県 萩市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 萩市下水道事業会計 http://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/105/h17851.html
山口県 萩市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 萩市下水道事業会計 http://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/105/h17851.html
山口県 萩市 下水道事業（漁業集落排水施設：法適用） 萩市下水道事業会計 http://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/105/h17851.html
山口県 萩市 下水道事業（林業集落排水施設：法適用） 萩市下水道事業会計 http://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/105/h17851.html
山口県 萩市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法適用）萩市下水道事業会計 http://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/105/h17851.html
山口県 萩市 下水道事業（個別排水処理施設：法適用） 萩市下水道事業会計 http://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/105/h17851.html
山口県 防府市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.hofu.yamaguchi.jp/site/jougesui/vision2020.html
山口県 防府市 下水道事業（公共下水道：法適用） 公共下水道事業会計 https://www.city.hofu.yamaguchi.jp/site/jougesui/vision2020.html
山口県 防府市 工業用水道事業 工業用水道事業会計 https://www.city.hofu.yamaguchi.jp/site/jougesui/vision2020.html
山口県 下松市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下松市公共下水道事業会計 https://www.city.kudamatsu.lg.jp/sui-gesui/seikatsu/gesui/gesuiplan.html
山口県 下松市 水道事業（簡易水道：法適用） 下松市簡易水道事業会計 https://www.city.kudamatsu.lg.jp/sui-gyoumu/kansuijigyoukeikaku.html
山口県 下松市 工業用水道事業 下松市工業用水道事業会計 https://www.city.kudamatsu.lg.jp/sui-gyoumu/kousuikeieisenryaku.html
山口県 下松市 水道事業（上水道：末端給水） 下松市水道事業会計 https://www.city.kudamatsu.lg.jp/sui-gyoumu/kihonkeikaku_0316.html
山口県 岩国市 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業特別会計 http://www.city.iwakuni.lg.jp/soshiki/22/1617.html
山口県 岩国市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.iwakuni.lg.jp/soshiki/26/3271.html
山口県 岩国市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.iwakuni.lg.jp/soshiki/26/3271.html
山口県 岩国市 その他事業（法適用） 下水道事業会計 http://www.city.iwakuni.lg.jp/soshiki/26/3271.html
山口県 岩国市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.iwakuni.lg.jp/soshiki/26/3271.html
山口県 光市 水道事業（上水道：末端給水） 光市水道事業会計 http://ｗｗｗ.hikarisuidou-yamaguchi.jp/
山口県 光市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 光市下水道事業会計 http://www.city.hikari.lg.jp
山口県 長門市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 長門市下水道事業会計 https://www.city.nagato.yamaguchi.jp/soshiki/19/22470.html
山口県 柳井市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city-yanai.jp/soshiki/25/keieisennryaku
山口県 柳井市 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業特別会計 https://www.city-yanai.jp/soshiki/25/keieisennryaku
山口県 柳井市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 https://www.city-yanai.jp/soshiki/72/keieisenryaku.html
山口県 柳井市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）公共下水道事業特別会計 https://www.city-yanai.jp/soshiki/72/keieisenryaku.html
山口県 柳井市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 https://www.city-yanai.jp/soshiki/72/keieisenryaku.html
山口県 美祢市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www2.city.mine.lg.jp/www/contents/1490749322423/index.html
山口県 美祢市 水道事業（上水道：末端給水） 美祢市水道事業会計 http://www2.city.mine.lg.jp/www/contents/1409198548868/index.html
山口県 美祢市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://www2.city.mine.lg.jp/www/contents/1490749322423/index.html
山口県 周南市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.shunan.lg.jp/site/ws-top/3195.html
山口県 周南市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.shunan.lg.jp/site/ws-top/3195.html
山口県 周南市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.shunan.lg.jp/site/ws-top/3195.html
山口県 周南市 下水道事業（漁業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.shunan.lg.jp/site/ws-top/3195.html
山口県 周南市 水道事業（上水道：末端給水） 周南市水道事業会計 http://www.city.shunan.lg.jp/site/ws-top/3107.html
山口県 周南市 介護サービス事業（法適用） 介護老人保健施設事業 https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/98/40163.html
山口県 山陽小野田市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/soshiki/27/keiei.html
山口県 山陽小野田市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/soshiki/27/keiei.html
山口県 山陽小野田市 水道事業（上水道：末端給水） 山陽小野田市水道事業会計 https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/site/suidou/suidoujigyoukannisuidoujigyoukougyouyousuidoujigyou.html
山口県 山陽小野田市 工業用水道事業 山陽小野田市工業用水道事業会計 https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/site/suidou/suidoujigyoukannisuidoujigyoukougyouyousuidoujigyou.html
山口県 周防大島町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業特別会計 https://www.town.suo-oshima.lg.jp/data/open/cnt/3/2331/1/senryaku_gesui.pdf?20170323110709
山口県 周防大島町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水特別事業会計 https://www.town.suo-oshima.lg.jp/data/open/cnt/3/2331/1/senryaku_nohai_.pdf?20170323110709
山口県 周防大島町 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 漁業集落排水特別事業会計 https://www.town.suo-oshima.lg.jp/data/open/cnt/3/2331/1/senryaku_gyohai.pdf?20170323110709
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山口県 周防大島町 水道事業（上水道：末端給水） 周防大島町水道事業特別会計 https://www.town.suo-oshima.lg.jp/jyogesuidou/keieisenryaku.html
山口県 周防大島町 水道事業（簡易水道：法非適用） 周防大島町簡易水道事業特別会計 https://www.town.suo-oshima.lg.jp/jyogesuidou/keieisenryaku.html
山口県 上関町 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業特別会計 http://www.town.kaminoseki.lg.jp/wp-content/uploads/2017/03/H28keieisenryaku-kansui.pdf
山口県 上関町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://www.town.kaminoseki.lg.jp/wp-content/uploads/2017/03/H28keieisenryaku-nousyu.pdf
山口県 上関町 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 漁業集落排水事業特別会計 http://www.town.kaminoseki.lg.jp/wp-content/uploads/2017/03/H28keieisenryaku-gyosyu.pdf
山口県 上関町 交通事業（船舶運航：法非適用） 航運事業特別会計 http://www.town.kaminoseki.lg.jp/wp-content/uploads/2017/03/H28keieisenryaku-kouun.pdf
山口県 田布施町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 http://www.town.tabuse.lg.jp/www/contents/1490849161622/index.html
山口県 平生町 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 平生町漁業集落環境整備事業特別会計http://www.town.hirao.lg.jp/soshiki/kensetsu/gesui/1490244358281.html
山口県 平生町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 平生町下水道事業特別会計 http://www.town.hirao.lg.jp/soshiki/kensetsu/gesui/1490244358281.html
山口県 阿武町 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業特別会計 http://www.town.abu.lg.jp/guide/keieisenryaku/
山口県 阿武町 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 阿武町漁業集落排水施設事業特別会計http://www.town.abu.lg.jp/guide/keieisenryaku/
山口県 阿武町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 阿武町農業集落排水施設事業特別会計http://www.town.abu.lg.jp/guide/keieisenryaku/
山口県 田布施・平生水道企業団 水道事業（上水道：末端給水） 田布施・平生水道企業団水道事業会計http://www.town.tabuse.lg.jp
山口県 宇部・阿知須公共下水道組下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道会計（宇部・阿知須公共下水道ubeajisu@fc5.so-net.ne.jp
徳島県 徳島県 工業用水道事業 工業用水道事業事業会計 https://www.pref.tokushima.lg.jp/kigyoukyoku/outline/situation/plan/
徳島県 徳島県 電気事業（法適用） 電気事業会計 https://www.pref.tokushima.lg.jp/kigyoukyoku/outline/situation/plan/
徳島県 徳島県 駐車場整備事業（法適用） 駐車場事業会計 https://www.pref.tokushima.lg.jp/kigyoukyoku/outline/situation/plan/
徳島県 徳島県 宅地造成事業（その他造成：法適用） 土地造成事業会計 https://www.pref.tokushima.lg.jp/kigyoukyoku/outline/situation/plan/
徳島県 徳島県 下水道事業（流域下水道：法非適用） 旧吉野川流域下水道事業 https://wwwpref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kendozukuri/suido/5035455/
徳島県 徳島市 水道事業（上水道：末端給水） 徳島市水道事業会計 https://www.city.tokushima.tokushima.jp/jogesuidokyoku/introduction/keiei/suidovision_2019.html
徳島県 徳島市 交通事業（自動車運送） 徳島市旅客自動車運送事業会計 https://www.city.tokushima.tokushima.jp/bus/oshirase/kotsu_keikaku_kekka.html
徳島県 鳴門市 水道事業（上水道：末端給水） 鳴門市水道事業会計 https://www.city.naruto.tokushima.jp/shisei/kigyokyoku/shokai/suido_vision.html
徳島県 鳴門市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 鳴門市公共下水道事業特別会計 http://www.city.naruto.tokushima.jp/kurashi/sumai/suido/gesuido/gesuisenryaku.html
徳島県 小松島市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業（上水道：末端給水） https://www.city.komatsushima.tokushima.jp/docs/14583.html
徳島県 阿南市 水道事業（上水道：末端給水） 阿南市水道事業会計 https://www.city.anan.tokushima.jp/docs/2018060800018/
徳島県 阿南市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 阿南市公共下水道事業特別会計 https://www.city.anan.tokushima.jp/gesuidou/docs/2019092600034/
徳島県 吉野川市 水道事業（上水道：末端給水） 吉野川市水道事業会計 https://www.city.yoshinogawa.lg.jp/docs/2020042300041/
徳島県 吉野川市 下水道事業（公共下水道：法適用） 吉野川市下水道事業会計 https://www.city.yoshinogawa.lg.jp/docs/2020041600043/
徳島県 吉野川市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 吉野川市下水道事業会計 https://www.city.yoshinogawa.lg.jp/docs/2020041600043/
徳島県 吉野川市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 吉野川市下水道事業会計 https://www.city.yoshinogawa.lg.jp/docs/2020041600043/
徳島県 阿波市 水道事業（上水道：末端給水） 阿波市水道事業会計 https://www.city.awa.lg.jp/docs/2020020700016/
徳島県 美馬市 水道事業（上水道：末端給水） 美馬市水道事業 http://www.city.mima.lg.jp/gyousei/shiseizenpan/sougoukeikaku-p/ms.html
徳島県 美馬市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.mima.lg.jp/gyousei/shiseizenpan/sougoukeikaku-p/gesuisenryaku.html
徳島県 美馬市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.mima.lg.jp/gyousei/shiseizenpan/sougoukeikaku-p/gesuisenryaku.html
徳島県 三好市 水道事業（上水道：末端給水） 三好市水道事業会計 http://www.miyoshi.i-tokushima.jp/docs/919477.html
徳島県 三好市 水道事業（簡易水道：法非適用） 三好市簡易水道事業特別会計 http://www.miyoshi.i-tokushima.jp/docs/15050.html
徳島県 三好市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://www.miyoshi.i-tokushima.jp/docs/15050.html
徳島県 三好市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用浄化槽特別会計 http://www.miyoshi.i-tokushima.jp/docs/15050.html
徳島県 勝浦町 水道事業（簡易水道：法非適用） 勝浦町簡易水道事業特別会計 http://www.town.katsuura.lg.jp/docs/2019032200010/
徳島県 勝浦町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 勝浦町農業集落排水事業特別会計 http://www.town.katsuura.lg.jp/docs/2020051500029/
徳島県 上勝町 水道事業（簡易水道：法非適用） 上勝町簡易水道特別会計 http://www.kamikatsu.jp/docs/2020061100011/
徳島県 石井町 水道事業（上水道：末端給水） 石井町水道事業会計 https://www.town.ishii.lg.jp/docs/2019061000025/
徳島県 牟岐町 水道事業（簡易水道：法適用） 牟岐町簡易水道事業 https://www.town.tokushima-mugi.lg.jp/docs/2017051200011/
徳島県 美波町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 https://www.town.minami.lg.jp/docs/328.html
徳島県 海陽町 水道事業（上水道：末端給水） 海陽町上水道事業会計 https://www.town.kaiyo.lg.jp/docs/2019102300015/
徳島県 松茂町 水道事業（上水道：末端給水） 松茂町水道特別会計 https://www.town.matsushige.tokushima.jp/docs/2019062500012/
徳島県 松茂町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道特別会計 https://www.town.matsushige.tokushima.jp/docs/2018030500016/
徳島県 松茂町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 https://www.town.matsushige.tokushima.jp/docs/2018030500016/
徳島県 北島町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.town.kitajima.lg.jp/docs/692951.html
徳島県 北島町 下水道事業（公共下水道：法適用） 北島町公共下水道事業会計 https://www.town.kitajima.lg.jp/docs/kitajimatyoukoukyougesuidoukeieisenryaku.html
徳島県 藍住町 水道事業（上水道：末端給水） 藍住町水道事業会計 https://www.town.aizumi.lg.jp/docs/2018080800012/
徳島県 藍住町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 藍住町特別会計（下水道事業） http://www.town.aizumi.tokushima.jp/docs/2017032400010/
徳島県 板野町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）板野町公共下水道事業特別会計 http://www.town.itano.tokushima.jp/docs/2017040700263/
徳島県 上板町 水道事業（上水道：末端給水） 上板町水道事業 https://www.townkamiita.jp/docs/2019083000034/
徳島県 つるぎ町 水道事業（上水道：末端給水） つるぎ町水道事業会計 https://www.town.tokushima-tsurugi.lg.jp/docs/699029.html
徳島県 東みよし町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業特別会計 https://www.town.higashimiyoshi.lg.jp/docs/295825.html
徳島県 東みよし町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）公共下水道事業特別会計 https://www.town.higashimiyoshi.lg.jp/docs/717166.html
香川県 香川県 下水道事業（流域下水道：法非適用） 流域下水道事業特別会計 https://www.pref.kagawa.lg.jp/gesuido/
香川県 香川県広域水道企業団 水道事業（上水道：末端給水） 香川県広域水道企業団水道事業会計 http://union.suido-kagawa.lg.jp/site/kagawawatersupply/2824.html
香川県 高松市 駐車場整備事業（法非適用） 駐車場事業特別会計 http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/soshikihyo/kotsu.html
香川県 高松市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/kurashi/jogesuido/yakuwari/keikakusakutei.html
香川県 高松市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/kurashi/jogesuido/yakuwari/keikakusakutei.html
香川県 高松市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法適用）下水道事業会計 https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/kurashi/jogesuido/yakuwari/keikakusakutei.html
香川県 高松市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/kurashi/jogesuido/yakuwari/keikakusakutei.html
香川県 丸亀市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道特別会計 http://www.city.marugame.lg.jp/itwinfo/i30304/
香川県 丸亀市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）公共下水道特別会計 http://www.city.marugame.lg.jp/itwinfo/i30304/
香川県 丸亀市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水特別会計 http://www.city.marugame.lg.jp/itwinfo/i30304/
香川県 善通寺市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 善通寺市特別会計下水道 http://www.city.zentsuji.kagawa.jp/
香川県 善通寺市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 善通寺市特別会計農業集落排水 http://www.city.zentsuji.kagawa.jp/
香川県 観音寺市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業 http://www.city.kanonji.kagawa.jp/soshiki/26/10608.html
香川県 さぬき市 下水道事業（公共下水道：法非適用） さぬき市公共下水道事業特別会計 https://www.city.sanuki.kagawa.jp/life/living/management_strategy_sewer
香川県 さぬき市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）さぬき市公共下水道事業特別会計 https://www.city.sanuki.kagawa.jp/life/living/management_strategy_sewer
香川県 さぬき市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） さぬき市農業集落排水事業特別会計 https://www.city.sanuki.kagawa.jp/life/living/management_strategy_sewer
香川県 さぬき市 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） さぬき市漁業集落排水事業特別会計 https://www.city.sanuki.kagawa.jp/life/living/management_strategy_sewer
香川県 三豊市 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 集落排水事業特別会計 https://www.city.mitoyo.lg.jp/material/files/group/17/keieisenryaku.pdf
香川県 三豊市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用浄化槽整備推進事業特別会計 https://www.city.mitoyo.lg.jp/material/files/group/17/keieisenryaku.pdf
香川県 三豊市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 集落排水事業特別会計 https://www.city.mitoyo.lg.jp/material/files/group/17/keieisenryaku.pdf
香川県 直島町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）直島町下水道特別会計（直島町浄化セhttp://www.town.naoshima.lg.jp/smph/government/gaiyo/statistics.html
香川県 綾川町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）綾川町下水道事業特別会計 https://www.town.ayagawa.lg.jp/docs/2011070700194/files/gesuikeie290331.pdf
香川県 綾川町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 https://www.town.ayagawa.lg.jp/docs/2011070700194/files/sousyuukeiei.pdf
香川県 琴平町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 琴平町下水道特別会計 https://www.kotohira.kagawa.jp/soshiki/7/4225.html
香川県 多度津町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 特別会計公共下水道 https://www.town.tadotsu.kagawa.jp/itwinfo/cl1000114/
香川県 まんのう町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道特別会計 https://www.town.manno.lg.jp/kurashi/kurashi_guide/seikatsu/jogesuido/entry-1712.html
香川県 まんのう町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水特別会計 https://www.town.manno.lg.jp/kurashi/kurashi_guide/seikatsu/jogesuido/entry-1712.html
愛媛県 愛媛県 工業用水道事業 工業用水道事業会計 http://www.pref.ehime.jp/e65100/7656/h12100/main/keikaku.html
愛媛県 愛媛県 電気事業（法適用） 電気事業会計 http://www.pref.ehime.jp/e65100/7656/h12100/main/keikaku.html
愛媛県 愛媛県 港湾整備事業（法非適用） 港湾施設整備事業特別会計 https://www.pref.ehime.jp/h40500/300201keieisenryaku.html
愛媛県 愛媛県 宅地造成事業（臨海土地造成：法非適用） 港湾施設整備事業特別会計 https://www.pref.ehime.jp/h40500/300201keieisenryaku.html
愛媛県 松山市 水道事業（上水道：末端給水） 松山市水道事業会計 http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/josuido/keikaku/suidoubizyon2019.html
愛媛県 松山市 下水道事業（公共下水道：法適用） 松山市公共下水道事業会計 http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/gesuido/oshirase/gesui-senryaku.html
愛媛県 松山市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 松山市公共下水道事業会計 http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/gesuido/oshirase/gesui-senryaku.html
愛媛県 松山市 市場事業（法非適用） 松山市卸売市場事業特別会計 http://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisetsu/sonota/shijyou/keieisenryaku.html
愛媛県 松山市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 松山市公共下水道事業会計 http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/gesuido/oshirase/gesui-senryaku.html
愛媛県 今治市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.imabari.ehime.jp/suidou/about/keieisenryaku.html
愛媛県 今治市 下水道事業（公共下水道：法適用） 公共下水道事業会計 https://www.city.imabari.ehime.jp/gesuig/parts/keieisenryaku_koukyou.pdf
愛媛県 今治市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 公共下水道事業会計 https://www.city.imabari.ehime.jp/gesuig/parts/keieisenryaku_koukyou.pdf
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愛媛県 今治市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 小規模下水道特別会計 https://www.city.imabari.ehime.jp/gesuig/parts/keieisenryaku_koukyou.pdf
愛媛県 今治市 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 小規模下水道特別会計 https://www.city.imabari.ehime.jp/gesuig/parts/keieisenryaku_koukyou.pdf
愛媛県 今治市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用小規模下水道特別会計 https://www.city.imabari.ehime.jp/gesuig/parts/keieisenryaku_koukyou.pdf
愛媛県 今治市 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 小規模下水道特別会計 https://www.city.imabari.ehime.jp/gesuig/parts/keieisenryaku_koukyou.pdf
愛媛県 今治市 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業特別会計 http://www.city.imabari.ehime.jp/suidou/about/keieisenryaku.html
愛媛県 宇和島市 水道事業（上水道：末端給水） 宇和島市水道事業会計 http://www.city.uwajima.ehime.jp/uploaded/attachment/14019.pdf
愛媛県 宇和島市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 https://www.city.uwajima.ehime.jp/site/gesui/keieisennryaku.html
愛媛県 宇和島市 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 小規模下水道事業特別会計 https://www.city.uwajima.ehime.jp/soshiki/23/silyoukibogesuidou-1.html
愛媛県 八幡浜市 水道事業（上水道：末端給水） 八幡浜市水道事業会計 www.city.yawatahama.ehime.jp
愛媛県 八幡浜市 下水道事業（公共下水道：法適用） 八幡浜市下水道事業 www.city.yawatahama.ehime.jp
愛媛県 八幡浜市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 八幡浜市下水道事業 www.city.yawatahama.ehime.jp
愛媛県 八幡浜市 下水道事業（漁業集落排水施設：法適用） 八幡浜市下水道事業 www.city.yawatahama.ehime.jp
愛媛県 新居浜市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.niihama.lg.jp/uploaded/life/64707_235196_misc.pdf
愛媛県 新居浜市 工業用水道事業 工業用水道事業会計 http://www.city.niihama.lg.jp/uploaded/attachment/41532.pdf
愛媛県 伊予市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 伊予市農業集落排水特別会計 www.ｃｉｔｙ．Iyo.lg.ｊｐ/gesuidou/
愛媛県 四国中央市 工業用水道事業 銅山川工業用水道事業 https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/soshikikara/suidoukyoku/sds/somu/suidosomu2018.html
愛媛県 東温市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 東温市公共下水道特別会計 https://www.city.toon.ehime.jp/soshiki/15/2014.html
愛媛県 東温市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 東温市農業集落排水特別会計 https://www.city.toon.ehime.jp/soshiki/15/2014.html
愛媛県 上島町 水道事業（簡易水道：法非適用） 上島町簡易水道事業会計 https://www.town.kamijima.lg.jp/soshiki/10/9601.html
愛媛県 久万高原町 水道事業（簡易水道：法適用） 簡易水道事業会計 https://www.kumakogen.jp
愛媛県 久万高原町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 https://www.kumakogen.jp
愛媛県 久万高原町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 https://www.kumakogen.jp
愛媛県 久万高原町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用浄化槽事業特別会計 https://www.kumakogen.jp
愛媛県 砥部町 水道事業（上水道：末端給水） 砥部町水道事業会計 http://www.town.tobe.ehime.jp/sosiki/41/suidou-keieisenryaku.html
愛媛県 砥部町 下水道事業（公共下水道：法適用） 砥部町公共下水道事業会計 https://www.town.tobe.ehime.jp/soshiki/41/gesuidou-keieisenryaku.html
愛媛県 砥部町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 砥部町公共下水道事業会計 https://www.town.tobe.ehime.jp/soshiki/41/gesuidou-keieisenryaku.html
愛媛県 伊方町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用特定地域生活排水処理事業特別会計 https://www.town.ikata.ehime.jp/soshiki/9/
愛媛県 鬼北町 水道事業（上水道：末端給水） 鬼北町水道事業会計 http//www.town.kihoku.ehime.jp/
愛媛県 鬼北町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 鬼北町農業集落排水事業特別会計 http://www.town.kihoku.ehime.jp/
愛媛県 鬼北町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用鬼北町浄化槽市町村整備推進事業特別town.kihoku.ehime.jp
愛媛県 愛南町 水道事業（上水道：末端給水） 愛南町上水道事業会計 https://www.town.ainan.ehime.jp/kurashi/tetsuduki/suido/josuido/suidokeieisenryaku.html
愛媛県 愛南町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 小規模下水道特別会計 https://www.town.ainan.ehime.jp/kurashi/tetsuduki/kankyoeisei
愛媛県 愛南町 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 小規模下水道特別会計 https://www.town.ainan.ehime.jp/kurashi/tetsuduki/kankyoeisei
愛媛県 愛南町 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 小規模下水道特別会計 https://www.town.ainan.ehime.jp/kurashi/tetsuduki/kankyoeisei
愛媛県 南予水道企業団 水道事業（上水道：用水供給） 水道事業会計 http://wwwa.pikara.ne.jp/nansui/
愛媛県 宇和島地区広域事務組合 介護サービス事業（法非適用） 介護保険事業特別会計 https://www.nanpu.or.jp
高知県 高知県 電気事業（法適用） 電気事業会計 http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/610301/keieisenryaku_2019.html
高知県 高知県 工業用水道事業 工業用水道事業会計 http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/610301/keieisenryaku_2019.html
高知県 高知市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業 https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/91/keieisenruaku-suido.html
高知県 高知市 下水道事業（公共下水道：法適用） 公共下水道事業 http://cms4.city.kochi.kochi.jp/soshiki/91/keieisenruaku-gesui.html
高知県 高知市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://cms4.city.kochi.kochi.jp/soshiki/107/keiei-senryaku31.html
高知県 室戸市 水道事業（上水道：末端給水） 室戸市水道局 https://www.city.muroto.kochi.jp/
高知県 安芸市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.aki.kochi.jp
高知県 安芸市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 https://www.city.aki.kochi.jp
高知県 安芸市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 https://www.city.aki.kochi.jp
高知県 南国市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 ｈｔｔｐｓ：//www.city.nankoku.lg.jp/life/life_dtl.php?hdnkey=5371
高知県 土佐市 水道事業（上水道：末端給水） 土佐市水道事業 http://www.city.tosa.lg.jp/life/detail.php?hdnKey=3717
高知県 須崎市 水道事業（上水道：末端給水） 須崎市水道事業会計 https://www.city.susaki.lg.jp/life/detail.php?hdnKey=3613
高知県 宿毛市 水道事業（上水道：末端給水） 宿毛市水道事業会計 http://www.city.sukumo.kochi.jp
高知県 土佐清水市 水道事業（上水道：末端給水） 土佐清水市水道事業会計 https://www.city.tosashimizu.kochi.jp/kurashi/section/suidou/8752.html
高知県 四万十市 水道事業（上水道：末端給水） 四万十市水道事業会計、四万十市簡易http://www.city.shimanto.lg.jp/gyosei/plan/suidou/01.html
高知県 四万十市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 四万十市下水道事業 http://www.city.shimanto.lg.jp/gyosei/plan/suidou/02.html
高知県 四万十市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 四万十市農業集落排水事業 http://www.city.shimanto.lg.jp/gyosei/plan/suidou/02.html
高知県 香南市 水道事業（上水道：末端給水） 香南市水道事業会計 htｔp://www.city.kochi-konan.lg.jp/life/dtl.php?hdnKey=5590
高知県 香南市 水道事業（簡易水道：法適用） 香南市簡易水道事業会計 https://www.city.kochi-konan.lg.jp/life/dtl.php?hdnKey=5590
高知県 香美市 水道事業（上水道：末端給水） 香美市水道事業 https://www.city.kami.lg.jp/soshiki/39keieisen.html
高知県 香美市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 香美市公共下水道事業 https://www.city.kami.lg.jp/soshiki/39keieisen.html
高知県 香美市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）香美市特定環境保全公共下水道事業 https://www.city.kami.lg.jp/soshiki/39keieisen.html
高知県 香美市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 香美市農業集落排水事業 https://www.city.kami.lg.jp/soshiki/39keieisen.html
高知県 香美市 水道事業（簡易水道：法非適用） 香美市簡易水道事業 https://www.city.kami.lg.jp/soshiki/39keieisen.html
高知県 東洋町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業特別会計 www.town.toyo.kochi.jp/contents/info0310.html
高知県 東洋町 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業特別会計 www.town.toyo.kochi.jp/contents/info0310.html
高知県 奈半利町 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 奈半利町漁業集落排水事業特別会計 http://www.town.nahari.kochi.jp/pink/939/
高知県 奈半利町 水道事業（簡易水道：法非適用） 奈半利町簡易水道特別会計 http://www.town.nahari.kochi.jp/pink/939/
高知県 芸西村 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）芸西村下水道事業特別会計 http://www.vill.geisei.kochi.jp/
高知県 芸西村 水道事業（簡易水道：法非適用） 芸西村簡易水道 http://www.vill.geisei.kochi.jp/
高知県 土佐町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）特別会計下水道事業 http://www.town.tosa.kochi.jp/publics/index/56/
高知県 土佐町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 特別会計下水道事業 http://www.town.tosa.kochi.jp/publics/index/56/
高知県 土佐町 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法非適用）特別会計下水道事業 http://www.town.tosa.kochi.jp/publics/index/56/
高知県 土佐町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用特別会計下水道事業 http://www.town.tosa.kochi.jp/publics/index/56/
高知県 いの町 水道事業（上水道：末端給水） いの町水道事業会計 http://www.town.ino.kochi.jp
高知県 いの町 下水道事業（公共下水道：法非適用） いの町下水道事業特別会計 http://www.town.ino.kochi.jp/index.html
高知県 いの町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） いの町農業集落排水事業特別会計 http://www.town.ino.kochi.jp/index.html
高知県 仁淀川町 水道事業（簡易水道：法非適用） 仁淀川町簡易水道事業特別会計 http://www.town.niyodogawa.lg.jp
高知県 佐川町 水道事業（上水道：末端給水） 佐川町水道事業会計 http://www.town.sakawa.lg.jp
高知県 越知町 水道事業（上水道：末端給水） 越知町水道事業会計 http://www.town.ochi.kochi.jp/yakuba/suidou/info/2333.htm
高知県 越知町 水道事業（簡易水道：法非適用） 越知町簡易水道事業特別会計 http://www.town.ochi.kochi.jp/yakuba/suidou/info/2333.htm
高知県 日高村 水道事業（簡易水道：法非適用） 日高村簡易水道 https://www.vill.hidaka.kochi.jp/kurashi/child_category_free_page.cgi?SITE_ID=1&CATEGORY_ID=3&CATEGORY_ID
高知県 津野町 水道事業（簡易水道：法非適用） 津野町水道事業会計 town.kochi-tsuno.lg.jp
高知県 大月町 水道事業（簡易水道：法非適用） 水道特別会計 https://www.town.otsuki.kochi.jp/life/dtl.php?hdnKey=1504
高知県 黒潮町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 黒潮町農業集落排水事業特別会計 http://www.town.kuroshio.lg.jp
高知県 黒潮町 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 黒潮町漁業集落排水事業特別会計 http://www.town.kuroshio.lg.jp
高知県 四万十市 水道事業（簡易水道：法非適用） 四万十市簡易水道事業会計 http://www.city.shimanto.lg.jp/gyosei/plan/suidou/01.html
福岡県 北九州市 と畜場事業（法非適用） 食肉センター特別会計 https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17700008.html
福岡県 北九州市 交通事業（船舶運航：法非適用） 渡船特別会計 https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10800031.html
福岡県 北九州市 宅地造成事業（その他造成：法非適用） 産業用地整備特別会計 https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/11201009.html
福岡県 北九州市 水道事業（上水道：末端給水） 上水道事業会計 https://www.city.kitakyushu.lg.jp/suidou/s00201026.html
福岡県 北九州市 工業用水道事業 工業用水道事業会計 https://www.city.kitakyushu.lg.jp/suidou/s00201026.html
福岡県 北九州市 下水道事業（公共下水道：法適用） 上水道事業会計 https://www.city.kitakyushu.lg.jp/suidou/s00201026.html
福岡県 北九州市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 上水道事業会計 https://www.city.kitakyushu.lg.jp/suidou/s00201026.html
福岡県 北九州市 交通事業（自動車運送） 交通事業会計 https://kitakyushucity.jp/about/keieikeikaku/
福岡県 福岡市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.fukuoka.lg.jp/mizu/k-kikaku/machi/vision.html
福岡県 福岡市 工業用水道事業 工業用水道事業会計 http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/40733/1/kousui_vision2028.pdf?20170711174352
福岡県 福岡市 交通事業（都市高速鉄道） 高速鉄道事業会計 https://subway.city.fukuoka.lg.jp/topics/page.php?id=768
福岡県 福岡市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.fukuoka.lg.jp/doro-gesuido/gesui-kikaku/hp/keieikeikaku2020.html
福岡県 福岡地区水道企業団 水道事業（上水道：用水供給） 福岡地区水道企業団水道用水供給事業http://www.f-suiki.or.jp/overview/water-vision-top/water-vision/
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福岡県 直方市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 農業集落排水事業 https://www.city.nogata.fukuoka.jp/library/data/kurashi/pdf/gesuidou/keieisennryaku-koukyo.pdf
福岡県 直方市 下水道事業（公共下水道：法適用） 公共下水道事業　 https://www.city.nogata.fukuoka.jp/library/data/kurashi/pdf/gesuidou/keieisennryaku-koukyo.pdf
福岡県 柳川市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 柳川市下水道事業特別会計 https//www.city.yanagawa.fukuoka.jp/kurashi/jogesuido/gesui.html
福岡県 柳川市 水道事業（上水道：末端給水） 柳川市水道事業会計 https://www.city.yanagawa.fukuoka.jp/kurashi/jogesuido/suido/20190607.html
福岡県 八女市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 http://www.city.yame.fukuoka.jp/
福岡県 八女市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.yame.fukuoka.jp/soshiki/5/3/common/1490598244495.html
福岡県 八女市 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 八女市農業集落排水事業特別会計 www.city.yame.fukuoka.jp
福岡県 八女市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 八女市農業集落排水事業特別会計 www.city.yame.fukuoka.jp
福岡県 筑後市 下水道事業（公共下水道：法適用） 筑後市下水道事業会計 https://www.city.chikugo.lg.jp
福岡県 大川市 水道事業（上水道：末端給水） 大川市水道事業会計 http://www.city.okawa.lg.jp/s051/010/010/100/20180621133435.html
福岡県 大川市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.okawa.lg.jp/s051/010/020/20170307164726.html
福岡県 行橋市 下水道事業（公共下水道：法適用） 行橋市公共下水道事業会計 http://www.city.yukuhashi.fukuoka.jp/doc/2017033100018/
福岡県 行橋市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 行橋市農業集落排水事業特別会計 http://www.city.yukuhashi.fukuoka.jp/doc/2017033100025/
福岡県 豊前市 水道事業（上水道：末端給水） 豊前市水道事業会計 http://www.city.buzen.lg.jp/suido/jousuido/keieisenryaku.html
福岡県 豊前市 下水道事業（公共下水道：法適用） 豊前市公共下水道事業会計 http://www.city.buzen.lg.jp/suido/gesuido/keieisenryaku.html
福岡県 中間市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 中間市下水道事業特別会計 http://www.city.nakama.lg.jp/kurashi/jougesuitoshikeikaku/gesuidou/jigyougaiyou.html
福岡県 小郡市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.ogori.fukuoka.jp/197/798/2238
福岡県 筑紫野市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道会計事業 https://www.city.chikushino.fukuoka.jp/kankyoukeizaibu/ryoukin-soumuka/keieisenryaku.html
福岡県 筑紫野市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道会計事業 https://www.city.chikushino.fukuoka.jp/kankyoukeizaibu/ryoukin-soumuka/keieisenryaku.html
福岡県 筑紫野市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 下水道会計事業 https://www.city.chikushino.fukuoka.jp/kankyoukeizaibu/ryoukin-soumuka/keieisenryaku.html
福岡県 春日市 下水道事業（公共下水道：法適用） 春日市下水道事業 https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/kurashi/seikatsu/gesuido/1001320/index.html
福岡県 大野城市 下水道事業（公共下水道：法適用） 大野城市下水道事業会計 http://www.city.onojo.fukuoka.jp/s079/010/010/020/020/10240.html
福岡県 大野城市 水道事業（上水道：末端給水） 大野城市水道事業会計 http://www.city.onojo.fukuoka.jp/s079/010/010/020/020/10240.html
福岡県 太宰府市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.dazaifu.lg.jp/admin/soshiki/toshi_seibi_koueikigyou/200/374/549/2324.html
福岡県 太宰府市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.dazaifu.lg.jp/material/files/group/30/190318suidoukeieisennryaku_s.pdf
福岡県 太宰府市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.dazaifu.lg.jp/admin/soshiki/toshi_seibi_koueikigyou/200/374/549/2324.html
福岡県 古賀市 下水道事業（公共下水道：法適用） 古賀市下水道事業会計 https://www.city.koga.fukuoka.jp/cityhall/work/gesuido/022.php
福岡県 古賀市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 古賀市下水道事業会計 https://www.city.koga.fukuoka.jp/cityhall/work/gesuido/022.php
福岡県 福津市 下水道事業（公共下水道：法適用） 公共下水道事業会計 http://www.city.fukutsu.lg.jp
福岡県 福津市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 公共下水道事業会計 http://www.city.fukutsu.lg.jp
福岡県 宮若市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 https://www.city.miyawaka.lg.jp/kiji003446542/index.html
福岡県 宮若市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）公共下水道事業特別会計 https://www.city.miyawaka.lg.jp/kiji003446542/index.html
福岡県 宮若市 水道事業（簡易水道：法非適用） 宮若市簡易水道事業特別会計 https://www.city.miyawaka.lg.jp/kiji003446546/index.html
福岡県 嘉麻市 水道事業（上水道：末端給水） 嘉麻市水道事業 https://www.city.kama.lg.jp/soshiki/24/2756.html
福岡県 朝倉市 下水道事業（公共下水道：法適用） 朝倉市下水道事業会計 http://www.city.asakura.lg.jp/www/contents/1492043707098/index.html
福岡県 朝倉市 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法適用） 朝倉市下水道事業会計 http://www.city.asakura.lg.jp/www/contents/1492043707098/index.html
福岡県 朝倉市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 朝倉市下水道事業会計 http://www.city.asakura.lg.jp/www/contents/1492043707098/index.html
福岡県 朝倉市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 朝倉市下水道事業会計 http://www.city.asakura.lg.jp/www/contents/1492043707098/index.html
福岡県 みやま市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 http://www.city.miyama.lg.jp/file/temp/7282634.pdf
福岡県 みやま市 水道事業（上水道：末端給水） みやま市水道事業 http://www.city.miyama.lg.jp/info/prev.asp?fol_id=17319
福岡県 みやま市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://www.city.miyama.lg.jp/file/temp/6326344.pdf
福岡県 糸島市 下水道事業（個別排水処理施設：法適用） 糸島市下水道事業会計 http://www.city.itoshima.lg.jp
福岡県 糸島市 下水道事業（公共下水道：法適用） 糸島市下水道事業会計 http://www.city.itoshima.lg.jp
福岡県 糸島市 水道事業（上水道：末端給水） 糸島市水道事業会計 https://www.city.itoshima.lg.jp/
福岡県 糸島市 下水道事業（漁業集落排水施設：法適用） 糸島市下水道事業会計 http://www.city.itoshima.lg.jp
福岡県 糸島市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 糸島市下水道事業会計 http://www.city.itoshima.lg.jp
福岡県 糸島市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 糸島市下水道事業会計 http://www.city.itoshima.lg.jp
福岡県 那珂川市 下水道事業（個別排水処理施設：法適用） 那珂川市下水道事業会計 https://www.city.nakagawa.lg.jp/soshiki/17/keieisennryaku.html
福岡県 那珂川市 下水道事業（公共下水道：法適用） 那珂川市下水道事業会計 http://www.city.nakagawa.lg.jp/soshiki/17/keieisennryaku.html
福岡県 那珂川市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 那珂川市下水道事業会計 http://www.city.nakagawa.lg.jp/soshiki/17/keieisennryaku.html
福岡県 宇美町 下水道事業（公共下水道：法適用） 宇美町流域関連公共下水道事業会計 https://www.town.umi.lg.jp/soshiki/10/4874.html
福岡県 篠栗町 下水道事業（公共下水道：法適用） 篠栗町流域関連公共下水道事業会計 http://www.town.sasaguri.fukuoka.jp/?mode=keieisenryaku
福岡県 志免町 下水道事業（公共下水道：法適用） 志免町流域関連公共下水道事業会計 http://town.shime.lg.jp/soshiki/10/gesuikeieisennryaku.html
福岡県 志免町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.town.shime.lg.jp/soshiki/10/keieisennryaku.html
福岡県 須恵町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 須恵町公共下水道事業特別会計 https://www.town.sue.fukuoka.jp/soshiki/7/keiei.html
福岡県 須恵町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 須恵町農業集落排水事業特別会計 https://www.town.sue.fukuoka.jp/soshiki/7/keiei.html
福岡県 新宮町 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業特別会計 http://www.town.shingu.fukuoka.jp/index.cfm/49,24515,c,html/24515/keieisennryaku.pdf
福岡県 久山町 下水道事業（公共下水道：法適用） 公共下水道事業会計 www.town.hisayama.fukuoka.jp/kurashi/denki/gesui/keiei.html
福岡県 久山町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 公共下水道事業会計 www.town.hisayama.fukuoka.jp/kurashi/denki/gesui/keiei.html
福岡県 粕屋町 下水道事業（公共下水道：法適用） 粕屋町水道事業会計 https://www.town.kasuya.fukuoka.jp/s034/020/010/010/H29kasuyamatigesuidojigyokeieisenryaku.pdf
福岡県 芦屋町 下水道事業（公共下水道：法適用） 芦屋町公共下水道事業会計 https://www.town.ashiya.lg.jp/soshiki/6/2571.html
福岡県 芦屋町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 芦屋町公共下水道事業会計 https://www.town.ashiya.lg.jp/soshiki/6/2571.html
福岡県 水巻町 下水道事業（公共下水道：法適用） 水巻町公共下水道事業会計 https://www.town.mizumaki.lg.jp/gyosei/kaikei/kik09.html
福岡県 岡垣町 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業 https://www.town.okagaki.lg.jp/s040/20170324163644.html
福岡県 岡垣町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.town.okagaki.lg.jp/s040/20180320085851.html
福岡県 岡垣町 下水道事業（漁業集落排水施設：法適用） 下水道事業 https://www.town.okagaki.lg.jp/s040/20170324163644.html
福岡県 岡垣町 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 下水道事業 https://www.town.okagaki.lg.jp/s040/20170324163644.html
福岡県 遠賀町 下水道事業（公共下水道：法適用） 遠賀町下水道事業会計 http://www.town.onga.lg.jp/kurashi/jogesuido/joge02.html
福岡県 遠賀町 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 遠賀町下水道事業会計 http://www.town.onga.lg.jp/kurashi/jogesuido/joge02.html
福岡県 小竹町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 小竹町公共下水道事業特別会計 http://town.kotake.lg.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=3&id=1165&type=search&q=%e7%b5%8c%e5%96%b6%e6%88%
福岡県 小竹町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 小竹町農業集落排水事業特別会計 http://town.kotake.lg.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=3&id=1165&type=search&q=%e7%b5%8c%e5%96%b6%e6%88%
福岡県 筑前町 水道事業（上水道：末端給水） 筑前町水道事業会計 http://www.town.chikuzen.fukuoka.jp/s033/060/k01.pdf
福岡県 筑前町 下水道事業（公共下水道：法適用） 筑前町下水道事業会計 https://town.chikuzen.fukuoka.jp/S033/060/k02.pdf
福岡県 筑前町 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 筑前町下水道事業会計 https://town.chikuzen.fukuoka.jp/S033/060/k02.pdf
福岡県 筑前町 宅地造成事業（その他造成：法非適用） 工業用地造成事業特別会計 http://www.town.chikuzen.fukuoka.jp/
福岡県 大刀洗町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 大刀洗町下水道事業特別会計 http://www.town.tachiarai.fukuoka.jp/page/page_01381.html
福岡県 大刀洗町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 大刀洗町下水道事業特別会計 http://www.town.tachiarai.fukuoka.jp/page/page_01381.html
福岡県 大木町 水道事業（上水道：末端給水） 大木町水道事業 www.town.ooki.lg.jp
福岡県 広川町 下水道事業（公共下水道：法適用） 広川町下水道事業 http://www.town.hirokawa.fukuoka.jp/hp/departmentTop/node_64/node_948/suidou/node_15378
福岡県 みやこ町 下水道事業（公共下水道：法適用） みやこ町下水道事業特別会計（公共下http://www.town.miyako.lg.jp/jyougesui/keieisenryaku.html
福岡県 みやこ町 水道事業（上水道：末端給水） みやこ町水道事業特別会計 http://www.town.miyako.lg.jp/jyougesui/keieisenryaku.html
福岡県 吉富町 下水道事業（公共下水道：法適用） 吉富町下水道事業会計 http://www.town.yoshitomi.lg.jp/gyosei/chosei/v995/y209/jougesuidou/u939/a154/
福岡県 吉富町 水道事業（上水道：末端給水） 吉富町水道事業 https://www.town.yoshitomi.lg.jp/gyosei/chosei/v995/y209/jougesuidou/m104/r151/
福岡県 上毛町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 https://www.town.koge.lg.jp/soshiki/7/keieisennryaku.html
福岡県 上毛町 水道事業（簡易水道：法非適用） 上毛町簡易水道事業特別会計 https://www.town.koge.lg.jp/soshiki/7/keieisennryaku.html
福岡県 築上町 水道事業（上水道：末端給水） 築上町水道事業会計 https://www.town.chikujo.fukuoka.jp/s041/strategy/strategy.html
福岡県 築上町 下水道事業（公共下水道：法適用） 築上町下水道事業会計 https://www.town.chikujo.fukuoka.jp/s029/010/080/050/190/060/strategy.html
福岡県 築上町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 築上町下水道事業会計 https://www.town.chikujo.fukuoka.jp/s029/010/080/050/190/060/strategy.html
福岡県 築上町 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 築上町下水道事業会計 https://www.town.chikujo.fukuoka.jp/s029/010/080/050/190/060/strategy.html
福岡県 宗像地区事務組合 水道事業（上水道：末端給水） 宗像地区事務組合水道事業会計 http://www.munakatajimu.or.jp/information/post_2827.html
福岡県 宗像地区事務組合 水道事業（簡易水道：法非適用） 本木簡易水道事業特別会計 http://www.munakatajimu.or.jp/information/post_2827.html
福岡県 山神水道企業団 水道事業（上水道：用水供給） 山神水道企業団水道用水供給事業 ttp://www.yamagami-suidou.or.jp/release/pdf/sogokeikaku.pdf
福岡県 田川広域水道企業団 水道事業（上水道：用水供給） 田川広域水道企業団水道事業会計 ｈｔｔｐｓ：//www.tksk.or.jp/about/tougou/strategy/
福岡県 田川広域水道企業団 水道事業（上水道：末端給水） 田川広域水道企業団水道事業会計 ｈｔｔｐｓ：//www.tksk.or.jp/about/tougou/strategy/
佐賀県 佐賀市 水道事業（上水道：末端給水） 佐賀市水道事業会計 http://www.water.saga.saga.jp/main/5495.html
佐賀県 佐賀市 下水道事業（公共下水道：法適用） 佐賀市下水道事業会計 http://www.water.saga.saga.jp/main/5495.html
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佐賀県 佐賀市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 佐賀市下水道事業会計 http://www.water.saga.saga.jp/main/5495.html
佐賀県 佐賀市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 佐賀市下水道事業会計 http://www.water.saga.saga.jp/main/5495.html
佐賀県 佐賀市 下水道事業（個別排水処理施設：法適用） 佐賀市下水道事業会計 http://www.water.saga.saga.jp/main/5495.html
佐賀県 佐賀市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法適用）佐賀市下水道事業会計 http://www.water.saga.saga.jp/main/5495.html
佐賀県 佐賀市 工業用水道事業 佐賀市工業用水道事業会計 http://www.water.saga.saga.jp/main/5495.html
佐賀県 唐津市 水道事業（上水道：末端給水） 唐津市水道事業会計 http://www.city.karatsu.lg.jp/suidou-kanri/suidou/keieisennryaku.html
佐賀県 唐津市 工業用水道事業 唐津市工業用水道事業会計 http://www.city.karatsu.lg.jp/suidou-kanri/suidou/kousuikeieisennryaku.html
佐賀県 唐津市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 唐津市下水道特別会計 http://www.city.karatsu.lg.jp/gesuidou-kanri/machi/suido/gesuido/jigyo/keieisenryaku.html
佐賀県 唐津市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）唐津市下水道特別会計 http://www.city.karatsu.lg.jp/gesuidou-kanri/machi/suido/gesuido/jigyo/keieisenryaku.html
佐賀県 唐津市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 唐津市集落排水特別会計 http://www.city.karatsu.lg.jp/gesuidou-kanri/machi/suido/gesuido/jigyo/keieisenryaku.html
佐賀県 唐津市 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 唐津市集落排水特別会計 http://www.city.karatsu.lg.jp/gesuidou-kanri/machi/suido/gesuido/jigyo/keieisenryaku.html
佐賀県 唐津市 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法非適用）唐津市集落排水特別会計 http://www.city.karatsu.lg.jp/gesuidou-kanri/machi/suido/gesuido/jigyo/keieisenryaku.html
佐賀県 唐津市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用唐津市浄化槽特別会計 http://www.city.karatsu.lg.jp/gesuidou-kanri/machi/suido/gesuido/jigyo/keieisenryaku.html
佐賀県 鳥栖市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.tosu.lg.jp/5653.htm
佐賀県 多久市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 https://city.taku.lg.jp
佐賀県 多久市 水道事業（上水道：末端給水） 多久市水道事業会計 http://www.city.taku.lg.jp
佐賀県 多久市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 https//www.city.taku.lg.jp
佐賀県 伊万里市 水道事業（上水道：末端給水） 伊万里市水道事業 https://www.city.imari.saga.jp/12711.htm
佐賀県 伊万里市 工業用水道事業 伊万里市工業用水道事業 https://www.city.imari.saga.jp/14350.htm
佐賀県 伊万里市 下水道事業（公共下水道：法適用） 伊万里市下水道事業 http://www.city.imari.saga.jp/
佐賀県 伊万里市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 伊万里市下水道事業 http://www.city.imari.saga.jp/
佐賀県 伊万里市 下水道事業（個別排水処理施設：法適用） 伊万里市下水道事業 http://www.city.imari.saga.jp/
佐賀県 武雄市 水道事業（上水道：末端給水） 武雄市水道事業会計 https://www.city.takeo.lg.jp/suidou/h29suidousenryaku.pdf
佐賀県 武雄市 下水道事業（公共下水道：法適用） 武雄市下水道事業会計 http://www.city.taeko.lg.jp/information/2017/03/003905.html
佐賀県 武雄市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 武雄市下水道事業会計 http://www.city.taeko.lg.jp/information/2017/03/003905.html
佐賀県 武雄市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法適用）武雄市下水道事業会計 http://www.city.taeko.lg.jp/information/2017/03/003905.html
佐賀県 鹿島市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 鹿島市公共下水道事業特別会計 http://www.city.saga-kashima.lg.jp/main/13300.html
佐賀県 小城市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道特別会計 https://www.city.ogi.lg.jp/main/22712.html
佐賀県 小城市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道特別会計 https://www.city.ogi.lg.jp/main/22712.html
佐賀県 小城市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 下水道特別会計 https://www.city.ogi.lg.jp/main/22712.html
佐賀県 小城市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用下水道特別会計 https://www.city.ogi.lg.jp/main/22712.html
佐賀県 小城市 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 下水道特別会計 https://www.city.ogi.lg.jp/main/22712.html
佐賀県 嬉野市 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 嬉野市農業集落排水特別会計 https://www.city.ureshino.lg.jp/kurashi/jogesuido/_23206.html
佐賀県 嬉野市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 嬉野都市計画下水道事業嬉野市公共下https://www.city.ureshino.lg.jp/kurashi/jogesuido/_23206.html
佐賀県 嬉野市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用嬉野市浄化槽特別会計 https://www.city.ureshino.lg.jp/kurashi/jogesuido/_23206.html
佐賀県 嬉野市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 嬉野市農業集落排水特別会計 https://www.city.ureshino.lg.jp/kurashi/jogesuido/_23206.html
佐賀県 嬉野市 水道事業（上水道：末端給水） 嬉野市水道事業会計 https://www.city.ureshino.lg.jp/kurashi/jogesuido/_23206.html
佐賀県 神埼市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 https://www.city.kanzaki.saga.jp/main/7613.html
佐賀県 神埼市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 https://www.city.kanzaki.saga.jp/main/7613.html
佐賀県 神埼市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用特定地域生活排水処理事業特別会計 https://www.city.kanzaki.saga.jp/main/7613.html
佐賀県 吉野ヶ里町 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道特別会計 https://www.town.yoshinogari.lg.jp/lifeinfo/oshirase/gyozaisei/774.html
佐賀県 吉野ヶ里町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道特別会計 https://www.town.yoshinogari.lg.jp/lifeinfo/oshirase/gyozaisei/774.html
佐賀県 吉野ヶ里町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 下水道特別会計 https://www.town.yoshinogari.lg.jp/lifeinfo/oshirase/gyozaisei/774.html
佐賀県 上峰町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 上峰町農業集落排水特別会計 http://www.town.kamimine.lg.jp/view.php?pageId=2422
佐賀県 みやき町 下水道事業（公共下水道：法非適用） みやき町下水道事業特別会計 https://www.town.miyaki.lg.jp/kurashi/kankyo/_1221/_2339.html
佐賀県 みやき町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）みやき町下水道事業特別会計 https://www.town.miyaki.lg.jp/kurashi/kankyo/_1221/_2339.html
佐賀県 みやき町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） みやき町下水道事業特別会計 https://www.town.miyaki.lg.jp/kurashi/kankyo/_1221/_2339.html
佐賀県 みやき町 宅地造成事業（その他造成：法非適用） 工業用地取得造成事業特別会計、住宅https://www.town.miyaki.lg.jp/
佐賀県 玄海町 水道事業（上水道：末端給水） 玄海町水道事業 http://www.town.genkai.lg.jp/soshiki/9/3031.html
佐賀県 玄海町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業特別会計 http://www.town.genkai.lg.jp/soshiki/9/3031.html
佐賀県 玄海町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 下水道事業特別会計 http://www.town.genkai.lg.jp/soshiki/9/3031.html
佐賀県 有田町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https：//www.town.arita.lg.jp/main/3745.html
佐賀県 有田町 下水道事業（公共下水道：法適用） 有田町公共下水道事業 http://ｗｗｗ.town.arita.lg.jp
佐賀県 有田町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法適用）有田町浄化槽整備推進事業会計 www.town.arita.lg.jp
佐賀県 有田町 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 農業集落排水事業会計 http://www.town.arita.lg.jp/site_files/file/2017/201703/p1bba6n3ue14so1e7k2vjef4h35.pdf
佐賀県 大町町 水道事業（上水道：末端給水） 大町町水道事業会計 http://www.town.omachi.saga.jp/hp/admission/07_chousei/08_chousei_keikaku/00_chousei_keikaku_index.html
佐賀県 江北町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）江北町下水道事業特別会計 https://www.town.kouhoku.saga.jp/kiji0031817/index.html
佐賀県 江北町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 江北町下水道事業特別会計 https://www.town.kouhoku.saga.jp/kiji0031817/index.html
佐賀県 江北町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用江北町下水道事業特別会計 https://www.town.kouhoku.saga.jp/kiji0031817/index.html
佐賀県 江北町 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 江北町下水道事業特別会計 https://www.town.kouhoku.saga.jp/kiji0031817/index.html
佐賀県 白石町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 白石町下水道事業会計 http://www.town.shiroishi.lg.jp/
佐賀県 白石町 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 白石町下水道事業会計 http://www.town.shiroishi.lg.jp/
佐賀県 佐賀東部水道企業団 水道事業（上水道：末端給水） 水道水道事業会計 https://sagatsk.or.jp/sub/f_sub05l.html
佐賀県 佐賀東部水道企業団 水道事業（上水道：用水供給） 水道用水供給事業会計 https://sagatsk.or.jp/sub/f_sub05l.html
佐賀県 伊万里・有田地区医療福祉介護サービス事業（法非適用） 伊万里・有田地区特別養護老人ホームhttp://aritakunimi.com/p-organization
長崎県 長崎県 下水道事業（流域下水道：法非適用） 流域下水道特別会計 http://www.pref.nagasaki.jp/section/mizukan/index.html
長崎県 長崎県 交通事業（自動車運送） 交通事業会計 https://www.keneibus.jp/fs/1/6/4/8/_/__________.pdf
長崎県 長崎市 水道事業（上水道：末端給水） 長崎市水道事業会計 https://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/150000/158000/p027886.html
長崎県 長崎市 下水道事業（公共下水道：法適用） 長崎市下水道事業会計 https://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/150000/158000/p027886.html
長崎県 長崎市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 長崎市下水道事業会計 https://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/150000/158000/p027886.html
長崎県 長崎市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 生活排水事業特別会計 https://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/150000/158000/p027886.html
長崎県 長崎市 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 生活排水事業特別会計 https://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/150000/158000/p027886.html
長崎県 佐世保市 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 集落排水事業特別会計 http://www.city.sasebo.lg.jp/nourinsuisan/suisank/gyoshuukeieisenryaku.html
長崎県 諫早市 下水道事業（公共下水道：法適用） 諫早市下水道事業会計 http://www.city.isahaya.nagasaki.jp/post61/5545.html
長崎県 諫早市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 諫早市下水道事業会計 http://www.city.isahaya.nagasaki.jp/post61/5545.html
長崎県 諫早市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 諫早市下水道事業会計 http://www.city.isahaya.nagasaki.jp/post61/5545.html
長崎県 諫早市 下水道事業（漁業集落排水施設：法適用） 諫早市下水道事業会計 http://www.city.isahaya.nagasaki.jp/post61/5545.html
長崎県 大村市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://omura-waterworks.jp/guide/approach/strategy.php
長崎県 大村市 工業用水道事業 工業用水道事業会計 https://omura-waterworks.jp/guide/approach/strategy.php
長崎県 大村市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://omura-waterworks.jp/guide/approach/strategy.php
長崎県 大村市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 農業集落排水事業会計 https://omura-waterworks.jp/guide/approach/strategy.php
長崎県 大村市 宅地造成事業（その他造成：法非適用） 工業団地整備事業特別会計 https://www.city.omura.nagasaki.jp/kigyou/keieisenryaku/keieisennryaku1.html
長崎県 平戸市 水道事業（上水道：末端給水） 平戸市水道事業会計 https://www.city.hirado.nagasaki.jp/kurashi/life/water/2017-0327-1718-132.html
長崎県 平戸市 観光施設事業（休養宿泊施設：法非適用） あづち大島いさりびの里事業特別会計https://www.city.hirado.nagasaki.jp/kurashi/gyosei/plan/2020-0310-1707-146.html
長崎県 平戸市 宅地造成事業（その他造成：法非適用） 宅地開発事業特別会計 https://www.city.hirado.nagasaki.jp/kurashi/life/sumai/inaka/2017-0629-1646-145.html
長崎県 平戸市 駐車場整備事業（法非適用） 駐車場事業特別会計 https://www.city.hirado.nagasaki.jp/kurashi/life/sumai/machi/2019-0312-1203-123.html
長崎県 平戸市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 平戸市農業集落排水事業特別会計 https://www.city.hirado.nagasaki.jp/kurashi/industry/norin/haisuijigyo/2017-0316-1502-144.html
長崎県 松浦市 水道事業（上水道：末端給水） 地方公営企業会計 https://www.city-matsuura.jp
長崎県 松浦市 工業用水道事業 松浦市工業用水道事業 https://www.city-matsuura.jp/material/files/group/92/keiei.pdf
長崎県 松浦市 下水道事業（公共下水道：法適用） 松浦市下水道事業会計 https://www.city-matsuura.jp/top/kurashi_tetsuzuki/sumai_seikatsukankyo/gesuido/2381.html
長崎県 松浦市 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 松浦市下水道事業特別会計 https://www.city-matsuura.jp/top/kurashi_tetsuzuki/sumai_seikatsukankyou/gesuido/2381.html
長崎県 対馬市 水道事業（上水道：末端給水） 対馬市水道事業会計 http://www.city.tsushima.nagasaki.jp/kouhyo/cat56/post_66.html
長崎県 対馬市 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 対馬市集落排水処理施設特別会計 http://www.city.tsushima.nagasaki.jp/kouhyo/cat56/post_66.html
長崎県 壱岐市 水道事業（上水道：末端給水） 壱岐市水道事業会計 https://www.city.iki.nagasaki.jp/
長崎県 壱岐市 交通事業（船舶運航：法非適用） 三島航路事業特別会計 https://www.city.iki.nagasaki.jp/material/files/group/3/keieisennryaku.pdf
長崎県 壱岐市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 http://www.city.iki.nagasaki.jp



公表済みの経営戦略一覧（令和２年３月３１日時点。「経営戦略の策定状況等に関する調査」より）
都道府県名 団体名 事業名 会計名（施設名） URL

長崎県 壱岐市 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 下水道事業特別会計 http://www.city.iki.nagasaki.jp
長崎県 五島市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.goto.nagasaki.jp/s073/010/010/010/020/20190310142439.html
長崎県 五島市 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業特別会計 https://www.city.goto.nagasaki.jp/s073/010/010/010/020/20190310142439.html
長崎県 五島市 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 下水道事業特別会計 http://www.city.goto.nagasaki.jp
長崎県 西海市 水道事業（上水道：末端給水） 西海市水道事業会計 https://www.city.saikai.nagasaki.jp/kurashi/jogesui/4/4079.html
長崎県 西海市 水道事業（簡易水道：法非適用） 西海市簡易水道事業特別会計 https://www.city.saikai.nagasaki.jp/kurashi/jogesui/4/4079.html
長崎県 西海市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）西海市下水道事業特別会計 https://www.city.saikai.nagasaki.jp/kurashi/jogesui/4/4079.html
長崎県 西海市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 西海市下水道事業特別会計 https://www.city.saikai.nagasaki.jp/kurashi/jogesui/4/4079.html
長崎県 西海市 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 西海市下水道事業特別会計 https://www.city.saikai.nagasaki.jp/kurashi/jogesui/4/4079.html
長崎県 西海市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用西海市下水道事業特別会計 https://www.city.saikai.nagasaki.jp/kurashi/jogesui/4/4079.html
長崎県 雲仙市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 雲仙市下水道事業特別会計 http://www.city.unzen.nagasaki.jp/info/prev.asp?fol_id=26098
長崎県 雲仙市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）雲仙市下水道事業特別会計 http://www.city.unzen.nagasaki.jp/info/prev.asp?fol_id=26098
長崎県 雲仙市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 雲仙市下水道事業特別会計 http://www.city.unzen.nagasaki.jp/info/prev.asp?fol_id=26098
長崎県 雲仙市 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法非適用）雲仙市下水道事業特別会計 http://www.city.unzen.nagasaki.jp/info/prev.asp?fol_id=26098
長崎県 雲仙市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用雲仙市下水道事業特別会計 http://www.city.unzen.nagasaki.jp/info/prev.asp?fol_id=26098
長崎県 南島原市 水道事業（上水道：末端給水） 南島原市水道事業会計 http://www.city.minamishimabara.lg.jp/page6250.html
長崎県 南島原市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 南島原市下水道事業特別会計 http://www.city.minamishimabara.lg.jp
長崎県 南島原市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）南島原市下水道事業特別会計 http://www.city.minamishimabara.lg.jp
長崎県 南島原市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 南島原市下水道事業特別会計 http://www.city.minamishimabara.lg.jp
長崎県 南島原市 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 南島原市下水道事業特別会計 http://www.city.minamishimabara.lg.jp
長崎県 長与町 水道事業（上水道：末端給水） 長与町水道事業会計 https://webtown.nagayo.jp/suido/shikumi/keiei.html
長崎県 長与町 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://webtown.nagayo.jp/suido/index.html
長崎県 長与町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://webtown.nagayo.jp/suido/index.html
長崎県 時津町 水道事業（上水道：末端給水） 時津町水道事業（子々川浄水場） https://www.town.togitsu.nagasaki.jp/kurashi_tetsuzuki/jogesuido/keieijokyotokeikaku/4801.html
長崎県 時津町 下水道事業（公共下水道：法適用） 時津町下水道事業会計 https://www.town.togitsu.nagasaki.jp/kurashi_tetsuzuki/jogesuido/keieijokyotokeikaku/2892.html
長崎県 東彼杵町 水道事業（上水道：末端給水） 東彼杵町水道事業 www.sonogi.jp
長崎県 川棚町 下水道事業（公共下水道：法適用） 川棚町下水道事業 https://www.kawatana.jp/
長崎県 川棚町 観光施設事業（休養宿泊施設：法非適用） 観光施設事業特別会計 http://wwwkawatana.jp/
長崎県 川棚町 観光施設事業（その他観光施設：法非適用） 観光施設事業特別会計 http://wwwkawatana.jp/
長崎県 波佐見町 水道事業（上水道：末端給水） 上水道事業会計 https://www.town.hasami.lg.jp
長崎県 波佐見町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 波佐見町公共下水道事業特別会計 https://www.town.hasami.lg.jp/machi/soshiki/suidou/3/1/1/1/772.html
長崎県 小値賀町 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業特別会計 http://ojika.net/
長崎県 小値賀町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業特別会計 http://ojika.net/
長崎県 小値賀町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 下水道事業特別会計 http://ojika.net/
長崎県 小値賀町 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 下水道事業特別会計 http://ojika.net/
長崎県 小値賀町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用下水道事業特別会計 http://ojika.net/
長崎県 佐々町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 www.sazacho-nagasaki.jp/kiji0031562/index.html
長崎県 佐々町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業会計 http://www.sazacho-nagasaki.jp/
長崎県 佐々町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://www.sazacho-nagasaki.jp/
長崎県 新上五島町 水道事業（上水道：末端給水） 新上五島町水道事業 http://official.shinkamigoto.net/kurashi_full.php?eid=02543&g3=1&ccid6=c6x00012x0
熊本県 熊本県 電気事業（法適用） 電気事業会計 https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_26967.html
熊本県 熊本県 工業用水道事業 工業用水道事業会計 https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_26967.html
熊本県 熊本県 駐車場整備事業（法適用） 有料駐車場事業会計 https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_26967.html
熊本県 熊本市 下水道事業（公共下水道：法適用） 熊本市下水道事業 https://www.kumamoto-waterworks.jp/waterworks_article/24159/
熊本県 熊本市 工業用水道事業 熊本市工業用水道事業会計 https://www.kumamoto-waterworks.jp/waterworks_article/24159/
熊本県 熊本市 水道事業（上水道：末端給水） 熊本市水道事業会計 https://www.kumamoto-waterworks.jp/waterworks_article/24159/
熊本県 八代市 水道事業（簡易水道：法非適用） 八代市簡易水道事業特別会計 http://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji0037002/index.html
熊本県 八代市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00312099/index.html
熊本県 八代市 水道事業（上水道：末端給水） 八代市水道事業会計 http://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji0037002/index.html
熊本県 八代市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00312099/index.html
熊本県 人吉市 水道事業（上水道：末端給水） 人吉市水道事業 http://www.city.hitoyoshi.lg.jp/
熊本県 人吉市 下水道事業（公共下水道：法適用） 公共下水道事業特別会計 www.city.hitoyoshi.lg.jp/q/aview/119/12713.html
熊本県 荒尾市 水道事業（上水道：末端給水） 荒尾市水道事業会計 https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/165/11026.html
熊本県 荒尾市 下水道事業（公共下水道：法適用） 荒尾市下水道事業会計 https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/166/11866.html
熊本県 水俣市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 水俣市公共下水道事業特別会計 http://www.minamata-waterworks.jp/
熊本県 玉名市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業 https://www.city.tamana.lg.jp/q/aview/217/12788.html
熊本県 玉名市 下水道事業（公共下水道：法適用） 公共下水道事業 https://www.city.tamana.lg.jp/q/aview/216/8283.html
熊本県 玉名市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 農業集落排水事業 https://www.city.tamana.lg.jp/q/aview/216/8283.html
熊本県 玉名市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用特定地域生活排水処理事業 https://www.city.tamana.lg.jp/q/aview/216/8283.html
熊本県 山鹿市 下水道事業（公共下水道：法適用） 山鹿市下水道事業会計 https://www.city.yamaga.kumamoto.jp/www/contents/1577422416277/index_k.html
熊本県 山鹿市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 山鹿市下水道事業会計 https://www.city.yamaga.kumamoto.jp/www/contents/1577422416277/index_k.html
熊本県 山鹿市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 山鹿市農業集落排水事業特別会計 https://www.city.yamaga.kumamoto.jp/www/contents/1490145619852/index.html
熊本県 山鹿市 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 山鹿市農業集落排水事業特別会計 https://www.city.yamaga.kumamoto.jp/www/contents/1490145619852/index.html
熊本県 山鹿市 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法非適用）山鹿市農業集落排水事業特別会計 https://www.city.yamaga.kumamoto.jp/www/contents/1490145619852/index.html
熊本県 菊池市 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 菊池市地域生活排水処理事業特別会計https://www.city.kikuchi.lg.jp/q/aview/160/12713.html
熊本県 菊池市 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法非適用）菊池市地域生活排水処理事業特別会計https://www.city.kikuchi.lg.jp/q/aview/160/12713.html
熊本県 宇土市 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 漁業集落排水施設整備事業特別会計 http://www.city.uto.kumamoto.jp/
熊本県 宇土市 下水道事業（公共下水道：法適用） 公共下水道事業会計 http://www.city.uto.kumamoto.jp/
熊本県 上天草市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 上天草市下水道事業会計（合津終末処http://www.city.kamiamakusa.kumamoto.jp/g/aview/60/8224.html
熊本県 上天草市 水道事業（上水道：末端給水） 上天草市水道事業公営企業会計 http://city.kamiamakusa.kumamoto.jp/
熊本県 宇城市 下水道事業（公共下水道：法適用） 宇城市下水道事業会計 http://city.uki.kumamoto.jp/q/aview/82/11603.html
熊本県 宇城市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.uki.kumamoto.jp/q/aview/81/11548.html
熊本県 宇城市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 宇城市下水道事業会計 http://city.uki.kumamoto.jp/q/aview/82/11603.html
熊本県 宇城市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 宇城市下水道事業会計 http://city.uki.kumamoto.jp/q/aview/82/11603.html
熊本県 天草市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji0033205/index.html
熊本県 天草市 下水道事業（漁業集落排水施設：法適用） 天草市下水道会計 https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/
熊本県 天草市 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 天草市浄化槽市町村整備推進事業特別https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/
熊本県 天草市 下水道事業（公共下水道：法適用） 天草市下水道事業会計 https://www.city.amakusa.lg.jp/
熊本県 天草市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 天草市下水道事業会計 https://city.amakusa.lg.jp/
熊本県 天草市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用天草市浄化槽市町村整備推進事業特別https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/
熊本県 天草市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 天草市下水道事業会計 https://city.amakusa.lg.jp/
熊本県 合志市 水道事業（上水道：末端給水） 合志市水道事業会計 www.city.koshi.lg.jp/
熊本県 合志市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.koshi.lg.jp/kiji00318595/index.html
熊本県 合志市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.koshi.lg.jp/kiji00318595/index.html
熊本県 合志市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 下水道事業会計 https://www.city.koshi.lg.jp/kiji00318595/index.html
熊本県 美里町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用美里町生活排水事業特別会計 http://www.kumamoto-misato.lg.town.jp
熊本県 美里町 水道事業（簡易水道：法非適用） 美里町簡易水道事業特別会計 http://www.kumamoto-misato.lg.town.jp
熊本県 長洲町 下水道事業（個別排水処理施設：法適用） 長洲町下水道事業 https://www.town.nagasu.lg.jp/kiji0035477/index.html
熊本県 長洲町 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 https://www.town.nagasu.lg.jp/kiji0035477/index.html
熊本県 長洲町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法適用）下水道事業会計 https://www.town.nagasu.lg.jp/kiji0035477/index.html
熊本県 和水町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）和水町下水道事業会計事業 https://www.town.nagomi.lg.jp
熊本県 和水町 水道事業（簡易水道：法非適用） 和水町簡易水道事業会計事業 https://www.town.nagomi.lg.jp
熊本県 和水町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用和水町特定地域生活排水処理事業会計https://www.town.nagomi.lg.jp
熊本県 南小国町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）公共下水道事業特別会計 http://www.town.minamioguni.kumamoto.jp/news/000427.php
熊本県 南小国町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://www.town.minamioguni.kumamoto.jp/news/000427.php
熊本県 小国町 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 小国町農業集落排水事業特別会計 https://www.town.kumamoto-oguni.lg.jp/q/aview/239/379.html
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熊本県 小国町 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法非適用）小国町農業集落排水事業特別会計 https://www.town.kumamoto-oguni.lg.jp/q/aview/239/379.html
熊本県 小国町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用小国町農業集落排水事業特別会計 https://www.town.kumamoto-oguni.lg.jp/q/aview/239/379.html
熊本県 小国町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 小国町農業集落排水事業特別会計 https://www.town.kumamoto-oguni.lg.jp/q/aview/239/379.html
熊本県 高森町 水道事業（簡易水道：法非適用） 高森町簡易水道事業特別会計 http://www.town.takamori.kumamoto.jp/chosha/kensetsu/2018/05/post-14.html
熊本県 御船町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 御船町公共下水道事業特別会計 https://www.town.mifune.kumamoto.jp/page4249.htmｌ
熊本県 嘉島町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 嘉島町公共下水道事業特別会計 http://www.town.kashima.kumamoto.jp/
熊本県 益城町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）益城町特定環境保全公共下水道事業会Https：//www.town.mashiki.lg.jp
熊本県 益城町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 益城町公共下水道事業会計 Https：//www.town.mashiki.lg.jp
熊本県 益城町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 益城町公共下水道事業会計 Https：//www.town.mashiki.lg.jp
熊本県 氷川町 下水道事業（個別排水処理施設：法非適用） 氷川町下水道事業特別会計 http://www.hikawacyou.hinokuni-net.jp/life/pub/detail.aspx?c_id=21&type=top&id=698
熊本県 氷川町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）氷川町下水道事業特別会計 http://www.hikawacyou.hinokuni-net.jp/life/pub/detail.aspx?c_id=21&type=top&id=698
熊本県 芦北町 水道事業（上水道：末端給水） 芦北町水道事業会計 http://www.ashikita-t.kumamoto-sgn.jp/www/contents/1552894797999/index.html
熊本県 津奈木町 宅地造成事業（その他造成：法非適用） 宅地造成事業特別会計 http://www.town.tsunagi.lg.jp/page2094.html/
熊本県 錦町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）錦町下水道特別会計 http://www.nishiki-machi.com/docs/2017033100018/
熊本県 錦町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 錦町下水道特別会計 http://www.nishiki-machi.com/docs/2018033000018/
熊本県 多良木町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）多良木町下水道事業 https://www.town.taragi.lg.jp/gyousei/soshiki/kankyoseibi/jougesuido/993.html
熊本県 湯前町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）湯前町下水道事業特別会計 https://www.town.yunomae.lg.jp/
熊本県 水上村 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業特別会計 http://www.vill.mizukami.lg.jp/q/aview/46/769.html
熊本県 水上村 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://www.vill.mizukami.lg.jp/q/aview/46/769.html
熊本県 水上村 下水道事業（林業集落排水施設：法非適用） 林業集落排水事業特別会計 http://www.vill.mizukami.lg.jp/q/aview/46/769.html
熊本県 相良村 水道事業（簡易水道：法非適用） 相良村簡易水道特別会計 https://www.vill.sagara.lg.jp/q/list/287.html
熊本県 相良村 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 相良村農業集落排水特別会計 https://www.vill.sagara.lg.jp/q/list/287.html
熊本県 五木村 水道事業（簡易水道：法非適用） 五木村簡易水道事業特別会計 http:www.vill.itsuki.jp/
熊本県 五木村 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 五木村農業集落排水事業特別会計 http:www.vill.itsuki.jp/
熊本県 球磨村 水道事業（簡易水道：法非適用） 特別会計 http://www.kumamura.com/gyousei/2020/06/10706/
熊本県 苓北町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）苓北町下水道特別会計 https://reihoku-kumamoto.jp/wp-content/uploads/2018/11/strategy-Vol1.pdf
熊本県 苓北町 水道事業（簡易水道：法非適用） 水道特別会計 http://reihoku-kumamoto.jp/
熊本県 苓北町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用苓北町特定地域生活排水処理事業特別https://reihoku-kumamoto.jp/tokuteichiiki_seikatsuhaisui/
熊本県 苓北町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 苓北町農業集落排水事業特別会計 https://reihoku-kumamoto.jp/nougyousyuraku-haisui/
熊本県 大津菊陽水道企業団 水道事業（上水道：末端給水） 大津菊陽水道企業団水道事業会計 http://www.ookiku-water.jp/publics/index/336/
熊本県 上天草・宇城水道企業団 水道事業（上水道：用水供給） 上天草・宇城水道企業団用水供給事業ｈｔｔｐ://www.kamiama-ukisuido.jp/
大分県 大分県 工業用水道事業 工業用水道事業会計 http://www.pref.oita.jp/site/kigyokyoku/keieisenryaku.html
大分県 大分県 電気事業（法適用） 電気事業会計 http://www.pref.oita.jp/site/kigyokyoku/keieisenryaku.html
大分県 大分市 水道事業（上水道：末端給水） 大分市水道事業会計 https://www.city.oita.oita.jp/o223/kurashi/suidogesuido/20190319ooitasizyougesuidoukeieisennryaku.html
大分県 大分市 下水道事業（公共下水道：法適用） 公共下水道事業会計 https://www.city.oita.oita.jp/o223/kurashi/suidogesuido/20190319ooitasizyougesuidoukeieisennryaku.html
大分県 大分市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 大分市農業集落排水事業特別会計 http://www.city.oita.oita.jp/o159/shigotosangyo/norinsuisangyo/1489041069716.html
大分県 別府市 水道事業（上水道：末端給水） 別府市水道事業会計 https://www.city.beppu.oita.jp/suido/05jigyo/jigyou_keiei_senryaku/index.html
大分県 中津市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city-nakatsu.jp/doc/2019062700108/file_contents/keieisenryaku.pdf
大分県 中津市 下水道事業（公共下水道：法適用） 公共下水道事業 http://www.city-nakatsu.jp/doc/2017033100049/
大分県 中津市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 特定環境保全公共下水道事業 http://www.city-nakatsu.jp/doc/2017033100049/
大分県 中津市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://www.city-nakatsu.jp/doc/2017033100049/
大分県 中津市 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法非適用）小規模集合排水処理事業特別会計 http://www.city-nakatsu.jp/doc/2017033100049/
大分県 日田市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.hita.oita.jp/kurashi/seikatsu/jougesuido/suido/8656.html
大分県 日田市 下水道事業（公共下水道：法適用） 下水道事業会計 http://www.city.hita.oita.jp/kurashi/seikatsu/jougesuido/suido/9867.html
大分県 日田市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://www.city.hita.oita.jp/kurashi/seikatsu/jougesuido/suido/5786.html
大分県 佐伯市 下水道事業（公共下水道：法適用） 公共下水道事業会計 https://www.city.saiki.oita.jp/kiji0033170/3_3170_5511_up_lr00mb3g.pdf
大分県 佐伯市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）特定環境保全公共下水道事業特別会計https://www.city.saiki.oita.jp/kiji0033170/3_3170_5511_up_lr00mb3g.pdf
大分県 佐伯市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 https://www.city.saiki.oita.jp/kiji0033170/3_3170_5511_up_lr00mb3g.pdf
大分県 佐伯市 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 漁業集落排水事業特別会計 https://www.city.saiki.oita.jp/kiji0033170/3_3170_5511_up_lr00mb3g.pdf
大分県 佐伯市 下水道事業（小規模集合排水処理施設：法非適用）小規模集合排水処理事業特別会計 https://www.city.saiki.oita.jp/kiji0033170/3_3170_5511_up_lr00mb3g.pdf
大分県 佐伯市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用生活排水処理事業特別会計 https://www.city.saiki.oita.jp/kiji0033170/3_3170_5511_up_lr00mb3g.pdf
大分県 臼杵市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業 https://www.city.usuki.oita.jp/docs/2017030700013/
大分県 臼杵市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業 https://www.city.usuki.oita.jp/docs/2017030700013/
大分県 臼杵市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）特定環境保全公共下水道事業 https://www.city.usuki.oita.jp/docs/2017030700013/
大分県 臼杵市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業 https://www.city.usuki.oita.jp/docs/2017030700013/
大分県 臼杵市 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 漁業集落排水事業 https://www.city.usuki.oita.jp/docs/2017030700013/
大分県 津久見市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.tsukumi.oita.jp/
大分県 津久見市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 http;//www.city.tsukumi.oita.jp/soshiki/18/6744.html
大分県 津久見市 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道布設事業特別会計 http://www.city.tsukumi.oita.jp/
大分県 竹田市 水道事業（上水道：末端給水） 竹田市水道事業会計 https://www.city.taketa.oita.jp/
大分県 竹田市 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業特別会計 https://www.city.taketa.oita.jp/temp/files/2018090413295444482.pdf
大分県 竹田市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用竹田市浄化槽整備推進事業特別会計 ｈｔｔｐｓ：//www.city.taketa.oita.jp/busvo news/?id=1022
大分県 竹田市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 竹田市農業集落排水事業特別会計 ｈｔｔｐｓ：//www.city.taketa.oita.jp/busvo news/?id=1022
大分県 豊後高田市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 豊後高田市公共下水道事業特別会計 https://www.city.bungotakada.oita.jp/page/page_03723.html
大分県 豊後高田市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）豊後高田市特定環境保全公共下水道事https://www.city.bungotakada.oita.jp/page/page_03723.html
大分県 豊後高田市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 豊後高田市農業集落排水事業特別会計https://www.city.bungotakada.oita.jp/page/page_03723.html
大分県 豊後高田市 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 豊後高田市漁業集落排水事業特別会計https://www.city.bungotakada.oita.jp/page/page_03723.html
大分県 杵築市 水道事業（簡易水道：法非適用） 杵築市簡易水道事業特別会計 https://www.city.kitsuki.lg.jp/soshiki/1/suidou/josui/5322.html
大分県 杵築市 工業用水道事業 杵築市工業用水道事業会計 https://www.city.kitsuki.lg.jp/soshiki/1/suidou/kougyouyousuidou/index.html
大分県 杵築市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 https://www.city.kitsuki.lg.jp/kurashi/jougesuidou/1/2481.html
大分県 杵築市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）特定環境保全公共下水道事業特別会計https://www.city.kitsuki.lg.jp/kurashi/jougesuidou/1/2481.html
大分県 杵築市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 https://www.city.kitsuki.lg.jp/kurashi/jougesuidou/1/2481.html
大分県 宇佐市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 宇佐市公共下水道事業特別会計 https://www.city.usa.oita.jp/material/files/group/75/21580.pdf
大分県 豊後大野市 水道事業（上水道：末端給水） 上水道特別会計 http://wwwbungo-ohno.jp/
大分県 豊後大野市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）公共下水道特別会計 http://wwwbungo-ohno.jp/
大分県 豊後大野市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水特別会計 http://wwwbungo-ohno.jp/
大分県 豊後大野市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用浄化槽特別会計 http://wwwbungo-ohno.jp/
大分県 由布市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 由布市農業集落排水事業特別会計 http://www.city.yufu.oita.jp/wp-content/uploads/2017/03/keieisenryaku_noushu.pdf
大分県 由布市 水道事業（上水道：末端給水） 由布市水道事業会計 http://www.city.yufu.oita.jp/kurashi/suidou/suidoubizyon/
大分県 由布市 水道事業（簡易水道：法非適用） 由布市簡易水道事業特別会計 http://www.city.yufu.oita.jp/kurashi/suidou/suidoubizyon/
大分県 国東市 水道事業（上水道：末端給水） 国東市水道事業特別会計 https://www.city.kunisaki.oita.jp/soshiki/jogesuido/keieisenryaku.html
大分県 国東市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 国東市公共下水道事業特別会計 https://www.city.kunisaki.oita.jp/soshiki/jogesuido/keieisenryaku.html
大分県 国東市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）国東市特定環境保全公共下水道事業特https://www.city.kunisaki.oita.jp/soshiki/jogesuido/keieisenryaku.html
大分県 国東市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 国東市農業集落排水事業特別会計 https://www.city.kunisaki.oita.jp/soshiki/jogesuido/keieisenryaku.html
大分県 国東市 工業用水道事業 国東市第１工業用水道事業、国東市第http://www.city.kunisaki.oita.jp/soshiki./jogesuido/
大分県 玖珠町 水道事業（上水道：末端給水） 玖珠町水道事業会計 http://www.town.kusu.oita.jp/1503.html
宮崎県 宮崎県 電気事業（法適用） 電気事業会計 https://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/kigyo/somu/hp/vision/index.html
宮崎県 宮崎県 工業用水道事業 工業用水道事業会計 https://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/kigyo/somu/hp/vision/index.html
宮崎県 宮崎県 観光施設事業（その他観光施設：法適用） 地域振興事業会計 https://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/kigyo/somu/hp/vision/index.html
宮崎県 宮崎市 水道事業（上水道：末端給水） 宮崎市水道事業会計 http://www.suidou-miyazaki.jp/management-strategy.php
宮崎県 宮崎市 工業用水道事業 宮崎市工業用水道事業会計 http://www.suidou-miyazaki.jp/management-strategy.php
宮崎県 宮崎市 下水道事業（公共下水道：法適用） 宮崎市公共下水道事業会計 http://www.suidou-miyazaki.jp/management-strategy.php
宮崎県 宮崎市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 宮崎市公共下水道事業会計 http://www.suidou-miyazaki.jp/management-strategy.php
宮崎県 宮崎市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 宮崎市農業集落排水事業会計 http://www.suidou-miyazaki.jp/management-strategy.php
宮崎県 都城市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/site/mizu/3917.html
宮崎県 都城市 下水道事業（公共下水道：法適用） 公共下水道事業会計 https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/site/mizu/3917.html
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宮崎県 都城市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 農業集落排水事業会計 https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/site/mizu/3917.html
宮崎県 都城市 電気事業（法非適用） 電気事業特別会計（駒発電所） https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/soshiki/63/3865.html
宮崎県 延岡市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/tenmpimg/170329103315201903051024081f.pdf
宮崎県 延岡市 下水道事業（公共下水道：法適用） 延岡市下水道事業会計 http://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/display.php?cont=170329103315
宮崎県 延岡市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 延岡市下水道事業会計 http://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/display.php?cont=170329103315
宮崎県 延岡市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 延岡市下水道事業会計 http://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/display.php?cont=170329103315
宮崎県 延岡市 下水道事業（漁業集落排水施設：法適用） 延岡市下水道事業会計 http://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/display.php?cont=170329103315
宮崎県 延岡市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法適用）延岡市下水道事業会計 http://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/display.php?cont=170329103315
宮崎県 延岡市 と畜場事業（法非適用） 延岡市食肉センター特別会計 http://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/display.php?cont=180530090007
宮崎県 日南市 下水道事業（公共下水道：法適用） 公共下水道事業会計 http://www.city.nichinan.lg.jp/main//page011898.html
宮崎県 小林市 水道事業（上水道：末端給水） 小林市水道事業 http://cms.city.kobayashi.lg.jp/tempimg/191211162159202001311547140f.pdf
宮崎県 小林市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 　農業集落排水事業特別会計 http://cms.city.kobayashi.lg.jp/tempimg/180315150130201803151631060f.pdf
宮崎県 日向市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.hyugacity.jp/
宮崎県 日向市 下水道事業（公共下水道：法適用） 公共下水道事業会計 http://www.hyugacity.jp/display.php?cont=180625093703
宮崎県 日向市 水道事業（簡易水道：法適用） 簡易水道事業会計 http://www.hyugacity.jp/
宮崎県 日向市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業会計 http://www.hyugacity.jp/display.php?cont=200306103417
宮崎県 串間市 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 串間市漁業集落排水事業特別会計 http://www.city.kushima.lg.jp/main/city/water/cat4/post-316.html
宮崎県 西都市 下水道事業（公共下水道：法適用） 西都市公共下水道事業 http;//www.city.saito.lg.jp/kurashi/jyogesuido/post 118.html
宮崎県 西都市 下水道事業（農業集落排水施設：法適用） 西都市農業集落排水事業 http;//www.city.saito.lg.jp/kurashi/jyogesuido/post 118.html
宮崎県 えびの市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.ebino.lg.jp/display.php?cont=181102104834
宮崎県 三股町 水道事業（上水道：末端給水） 三股町水道事業会計 https://www.town.mimata.lg.jp/contents/87.html
宮崎県 三股町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 https://www.town.mimata.lg.jp/contents/87.html
宮崎県 三股町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 三股町農業集落排水事業会計 https://www.town.mimata.lg.jp/contents/87.html
宮崎県 高原町 水道事業（上水道：末端給水） 高原町水道事業会計 https://www.town.takaharu.lg.jp/soshiki/5/1225.html
宮崎県 高原町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 高原町農業集落排水事業特別会計 https://www.town.takaharu.lg.jp/soshiki/5/1225.html
宮崎県 国富町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 www.town.kunitomi.miyazaki.jp./main/living/water/page000970.html
宮崎県 高鍋町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 高鍋町下水道特別会計 http://www.town.takanabe.lg.jp/choseijoho/keikaku_seisaku/1/1340.html
宮崎県 新富町 水道事業（上水道：末端給水） 新富町水道事業会計 https://www.town.shintomi.lg.jp/item/15016.htm#itemid15016
宮崎県 木城町 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業 http://www.town.kijo.lg.jp/kankyoseibi/keieisenryaku.html
宮崎県 木城町 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）下水道事業特別会計 http://www.town.kijo.lg.jp/kankyoseibi/keieisenryaku.html
宮崎県 川南町 水道事業（上水道：末端給水） 川南町水道事業 http://www.town.kawaminami.miyazaki.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/cyoucyou/kankyosuido/kankyosuido3/node
宮崎県 川南町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 川南町公共下水道事業特別会計 http://www.kawaminami.miyazaki.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/cyoucyou/kankyosuido/kankyosuido3/node_159
宮崎県 川南町 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 川南町漁業集落排水事業特別会計 http://www.kawaminami.miyazaki.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/cyoucyou/kankyosuido/kankyosuido3/node_159
宮崎県 都農町 水道事業（上水道：末端給水） 都農町水道事業会計 https://www.town.tsuno.lg.jp/display.php?cont=200428140636
宮崎県 都農町 水道事業（簡易水道：法非適用） 都農町簡易水道事業特別会計 https://www.town.tsuno.lg.jp/display.php?cont=200428140636https://www.town.tsuno.lg.jp/display.php?cont=20042
宮崎県 門川町 水道事業（上水道：末端給水） 門川町水道事業 http://www.town.kaogawa.lg.jp./live/waterworks/page002436.html
宮崎県 諸塚村 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業特別会計 https://www.vill.morotsuka.miyazaki.jp/%e8%ab%b8%e5%a1%9a%e6%9d%91%e7%b0%a1%e6%98%93%e6%b0%b4%e
宮崎県 諸塚村 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）公共下水道事業特別会計 https://www.vill.morotsuka.miyazaki.jp/%e8%ab%b8%e5%a1%9a%e6%9d%91%e7%b0%a1%e6%98%93%e6%b0%b4%e
宮崎県 椎葉村 水道事業（簡易水道：法非適用） 椎葉村簡易水道事業特別会計 http://www.vill.shiiba.miyazaki.jp/construct/waterworks/tap.php
宮崎県 美郷町 水道事業（簡易水道：法非適用） 美郷町簡易水道事業特別会計 http://www.town.miyazaki-misato.lg.jp
宮崎県 美郷町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 美郷町農業集落排水事業特別会計 http://www.town.miyazaki-misato.lg.jp
宮崎県 高千穂町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 高千穂町下水道事業特別会計 ｈｔｔｐｓ：//www.town-takachiho.jp/top/kurashi/jogesui/904.html
宮崎県 日之影町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 日之影町農業集落排水事業特別会計 http://www.town.hinokage.lg.jp/
鹿児島県 鹿児島市 交通事業（路面電車） 鹿児島市交通事業特別会計 http://www.kotsu-city-kagoshima.jp/
鹿児島県 鹿児島市 交通事業（自動車運送） 鹿児島市交通事業特別会計 http://www.kotsu-city-kagoshima.jp/
鹿児島県 鹿児島市 水道事業（上水道：末端給水） 鹿児島市水道事業特別会計 https://www.city.kagoshima.lg.jp/suido/soumu/sdkeieikanri/gesuido/gaiyo/kekaku/keieikeikaku.html
鹿児島県 鹿児島市 下水道事業（公共下水道：法適用） 鹿児島市公共下水道事業特別会計 https://www.city.kagoshima.lg.jp/suido/soumu/sdkeieikanri/gesuido/gaiyo/kekaku/keieikeikaku.html
鹿児島県 鹿児島市 工業用水道事業 鹿児島市水道事業特別会計 https://www.city.kagoshima.lg.jp/suido/soumu/sdkeieikanri/gesuido/gaiyo/kekaku/keieikeikaku.html
鹿児島県 鹿児島市 交通事業（船舶運航：法適用） 鹿児島市船舶事業特別会計 http://www.city.kagoshima.lg.jp/sakurajima-ferry/gaiyo/keiei.html#kei04
鹿児島県 鹿屋市 水道事業（上水道：末端給水） 鹿屋市水道事業会計 https://www.city.kanoya.lg.jp/chousei/shise/shisaku/suidojigyo.html
鹿児島県 枕崎市 水道事業（上水道：末端給水） 枕崎市水道事業 http://www.city.makurazaki.lg.jp/soshiki/suidou/12427.html
鹿児島県 出水市 水道事業（上水道：末端給水） 出水市水道事業 http://www.city.izumi.kagoshima.jp/izumi02/13suido_07.asp#sec02
鹿児島県 垂水市 水道事業（上水道：末端給水） 垂水市水道事業 http://www.city.tarumizu.lg.jp
鹿児島県 垂水市 水道事業（簡易水道：法非適用） 垂水市簡易水道事業特別会計 http://www.city.tarumizu.lg.jp
鹿児島県 薩摩川内市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業 https://www.city.satsumasendai.lg.jp/www/contents/1490749366072/index.html
鹿児島県 薩摩川内市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法非適用）特定環境保全公共下水道事業 https://www.city.satsumasendai.lg.jp/www/contents/1490749366072/index.html
鹿児島県 薩摩川内市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業 https://www.city.satsumasendai.lg.jp/www/contents/1490749366072/index.html
鹿児島県 薩摩川内市 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 漁業集落排水事業 https://www.city.satsumasendai.lg.jp/www/contents/1490749366072/index.html
鹿児島県 薩摩川内市 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用特定地域生活排水処理事業 https://www.city.satsumasendai.lg.jp/www/contents/1490749366072/index.html
鹿児島県 薩摩川内市 観光施設事業（その他観光施設：法非適用） 薩摩川内市温泉給湯事業特別会計 https://www.city.satsumasendai.lg.jp/www/contents/1563515990659/index.html
鹿児島県 日置市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 http:/www.city.hioki.kagoshima.jp/
鹿児島県 日置市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http:/www.city.hioki.kagoshima.jp/
鹿児島県 曽於市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 曽於市公共下水道事業特別会計 www.city.soo.kagoshima.jp
鹿児島県 霧島市 水道事業（上水道：末端給水） 霧島市水道事業会計 https://www.city-kirishima.jp/suidoukanri/20170427.html
鹿児島県 霧島市 下水道事業（公共下水道：法適用） 霧島市下水道事業 https://www.city-kirishima.jp/gesuidou/bistro/20181015.html
鹿児島県 霧島市 下水道事業（特定環境保全公共下水道：法適用） 霧島市特定環境保全公共下水道事業 https://www.city-kirishima.jp/gesuidou/bistro/20181015.html
鹿児島県 南さつま市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 南さつま市農業集落排水事業特別会計http://www.city.minamisatsuma.lg.jp/shimin/kankyo-gomishori/tosiseibi/e019957.html
鹿児島県 南さつま市 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 南さつま市漁業集落環境整備事業特別http://www.city.minamisatsuma.lg.jp/shimin/kankyo-gomishori/tosiseibi/e019957.html
鹿児島県 志布志市 水道事業（上水道：末端給水） 志布志市水道事業会計 http://www.city.shibushi.lg.jp/docs/2019022600035/
鹿児島県 志布志市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 志布志市下水道管理特別会計 http://www.city.shibushi.lg.jp/thema/kankyou/
鹿児島県 伊佐市 水道事業（上水道：末端給水） 伊佐市水道事業 www.city.isa.kagoshima.jp/
鹿児島県 姶良市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://www.city.aira.lg.jp/
鹿児島県 さつま町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業　特別会計 https://www.satsuma-net.jp/kankyo/documents/nousyukeisen.html
鹿児島県 長島町 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 漁業集落環境整備特別会計 https://www.town.nagashima.lg.jp/administration/ad0003/
鹿児島県 錦江町 水道事業（簡易水道：法非適用） 錦江町簡易水道事業 www.town.kinko.lg.jp
鹿児島県 錦江町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業 www.town.kinko..lg.jp
鹿児島県 中種子町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 https://town.nakatane.kagoshima.jp/syomu/keieisenryaku.html
鹿児島県 屋久島町 水道事業（簡易水道：法非適用） 屋久島町簡易水道事業特別会計 http://www.town.yakushima.kagoshima.jp/living/water/
鹿児島県 宇検村 下水道事業（漁業集落排水施設：法非適用） 宇検村漁業集落排水事業特別会計 http://www.,uken.net/suidou/muranogaiyo/jouhoukoukai/senryaku/gyogyo.html
鹿児島県 喜界町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 http://www.town.kikai.lg.jp/gesuido/kurashi/jogesuido/gesuido/keesenryaku.html
鹿児島県 喜界町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://www.town.kikai.lg.jp/gesuido/kurashi/jogesuido/gesuido/keesenryaku.html
鹿児島県 和泊町 水道事業（上水道：末端給水） 和泊町水道事業 info@wadomari.lg.jp
鹿児島県 和泊町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業時別会計 https://www.town.wadomari.lg.jp/wadomari02/seikatukankyo05.asp
鹿児島県 和泊町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業時別会計 https://www.town.wadomari.lg.jp/wadomari02/seikatukankyo05.asp
鹿児島県 知名町 水道事業（上水道：末端給水） 知名町水道事業会計 http://www.town.china.lg.jp/suidou/suidoukeieisenryaku.html
鹿児島県 知名町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業特別会計 http://www.town.china.lg.jp(知名町HP くらす→引っ越し・住まい→上下水道)
鹿児島県 知名町 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://www.town.china.lg.jp/kensetsu/documents/nousyuuhai.pdf
鹿児島県 知名町 下水道事業（特定地域生活排水処理施設：法非適用合併処理浄化槽特別会計 http://www.town.china.lg.jp（知名町HPくらす→引っ越し・住まい→上下水道）
鹿児島県 沖永良部バス企業団 交通事業（自動車運送） 自動車運送事業会計 www.town.wadomari.lg.jp › update › upload
沖縄県 沖縄県 水道事業（上水道：用水供給） 沖縄県水道事業会計 http://www.eb.pref.okinawa.jp/torikumi/115/1419
沖縄県 沖縄県 工業用水道事業 沖縄県工業用水道事業会計 http://www.eb.pref.okinawa.jp/torikumi/115/1419
沖縄県 沖縄県 港湾整備事業（法非適用） 宜野湾港整備事業特別会計、中城湾港https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/doboku/kowan/index.html
沖縄県 沖縄県 下水道事業（流域下水道：法非適用） 沖縄県流域下水道事業会計 https://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gesui/ryuiki/keieisenryaku.html
沖縄県 宜野湾市 水道事業（上水道：末端給水） 宜野湾市水道事業会計 http://www.city.ginowan.okinawa.jp/life/house/08/suidoukokuji/keieisenryakukouhyou.html
沖縄県 宜野湾市 下水道事業（公共下水道：法適用） 宜野湾市下水道事業会計 http://www.city.ginowan.okinawa.jp/life/house/08/suidoukokuji/keieisenryakukouhyou.html
沖縄県 浦添市 下水道事業（公共下水道：法非適用） 公共下水道事業特別会計 http://www.city.urasoe.lg.jp/docs/2019032700015/ 
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沖縄県 糸満市 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.city.itoman.lg.jp/docs/2018022800018
沖縄県 糸満市 下水道事業（公共下水道：法適用） 糸満市下水道事業会計 https://www.city.itoman.lg.jp/docs/2020032600021/
沖縄県 うるま市 水道事業（上水道：末端給水） うるま市水道事業会計 https://www.city.uruma.lg.jp/shisei/160/2345/2346/15960
沖縄県 うるま市 下水道事業（公共下水道：法非適用） うるま市公共下水道事業 https://www.city.uruma.lg.jp/kurashi/110/8471/18144/16043
沖縄県 うるま市 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） うるま市農業集落排水事業 https://www.city.uruma.lg.jp/kurashi/110/8471/18144/16043
沖縄県 恩納村 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 www.vill.okinawa.jp
沖縄県 恩納村 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 下水道事業特別会計 https://www.vill.onna.okinawa.jp/index.php
沖縄県 読谷村 水道事業（上水道：末端給水） 読谷村水道事業会計 https://www.vill.yomitan.okinawa.jp/
沖縄県 嘉手納町 水道事業（上水道：末端給水） 水道事業会計 http://www.town.kadena.okinawa.jp/life/kadenasuidokeieisenryaku.pdf
沖縄県 嘉手納町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 嘉手納町下水道事業特別会計 http://www.town.kadena.okinawa.jp/departments/kak271.html
沖縄県 北谷町 水道事業（上水道：末端給水） 北谷町水道事業会計 http://www.chatan.jp/seikatsuguide/jogesuido/suido/hp-keieisenryaku.html
沖縄県 北谷町 下水道事業（公共下水道：法適用） 北谷町下水道事業会計 http://www.chatan.jp/seikatsuguide/jogesuido/gesuido/gesuikeieisennryaku.html
沖縄県 北中城村 水道事業（上水道：末端給水） 北中城村水道事業 https://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/kakuka/jouge/soumu/1/2097.html
沖縄県 北中城村 下水道事業（公共下水道：法非適用） 北中城村公共下水道事業特別会計 ｈｔｔｐｓ://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/kakuka/jouge/gesui/1588.html
沖縄県 中城村 下水道事業（公共下水道：法非適用） 中城村公共下水道事業特別会計 http://www.nakagusuku.okinawa.jp/UserFiles/File/keieisenryaku.pdf
沖縄県 西原町 下水道事業（公共下水道：法非適用） 下水道事業会計 http://www.town.nishihara.okinawa.jp/goven-service/17/tap-keieisenryaku.html
沖縄県 座間味村 水道事業（簡易水道：法非適用） 座間味村簡易水道事業特別会計 www.vill.zamami.okinawa.jp/politics/sonsei/
沖縄県 粟国村 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業特別会計 http://www.vill.aguni.okinawa.jp/
沖縄県 粟国村 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://www.vill.aguni.okinawa.jp/
沖縄県 粟国村 交通事業（船舶運航：法非適用） 航路事業特別会計 http://:www.vill.aguni.okinawa.jp/
沖縄県 渡名喜村 水道事業（簡易水道：法非適用） 渡名喜村簡易水道特別会計 http://www.vill.tonaki.okinawa.jp/UserFiles/File/kansui_keieisenryaku/tonaki_kansui_keieisenryaku1.pdf
沖縄県 渡名喜村 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 www.vill.tonaki.okinawa.jp
沖縄県 伊平屋村 水道事業（簡易水道：法非適用） 簡易水道事業特別会計 http://www.vill.iheya.okinawa.jp/UserFiles/File/zaisei/suidou-keieisenryaku.pdf
沖縄県 伊是名村 水道事業（簡易水道：法非適用） 伊是名村簡易水道事業特別会計 vill.izena.okinawa.jp
沖縄県 伊是名村 下水道事業（農業集落排水施設：法非適用） 農業集落排水事業特別会計 http://vill.izena.okinawa.jp
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