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資本的収支

収益的収支

資本的収支

収益的収支業務の予定量
区分 給水戸数 年間総配水量 一日平均配水量
水 道 7万 5,670 戸 1,949 万 2,000㎥ 5万 3,000㎥
※一日平均配水量は 1,000㎥未満を四捨五入によ
り算出しています。

業務の予定量
病 床 数 250床

年　間
患者数

入　  院 6万 9,350 人

外  　来 10万 6,920 人

業務の予定量
区分 排水処理件数 年間総処理水量 一日平均

処理水量

下水道 6万 7,990 件 2,164 万 4,000㎥ 5万 9,000㎥

※一日平均処理水量は 1,000㎥未満を四捨五入に
より算出しています。

 

内　科
小児科
外　科
整形外科
産婦人科

診療科目

　企業会計は、経費が税金などで賄われる一般会計と異なり、事業を行うために必要な経費については皆さんが支払う使
用料などを主な財源としています。このように企業として独立した事業を行うため、常に企業の経済性を発揮するととも
に、公共の福祉を増進するような運営に努めています。
　ここからは企業会計の平成 28年度の当初予算と業務計画などについて紹介します（金額の１万円未満は四捨五入）。

収益的収支

資本的収支

病院事業
　病院事業は市民の健康を
守るために必要な医療を提
供する事業です。市立病院
では入院・外来診療ととも
に、救急患者の受け入れを
行うほか、災害時の医療提
供、臨床研修医や看護学生
などの研修施設としての役
割も担っています。
■問い合わせ先　市立病院事
務局総務課（☎34・3211）

水道事業
　水道事業は一般の需要に
応じて、水を供給する事業
です。市では日常生活に欠
かせない水を安心して使用
できるよう、取水してから
蛇口まで、安全な水を安定
供給しています。
■問い合わせ先　上下水道
部（☎36・8100）

下水道事業
　下水道事業は家庭や工
場・事業所などから出た汚
れた水を下水処理場で処理
して自然に返す事業です。
　下水道が整備されると、
快適で衛生的な生活ができ
るようになり、川や海の自
然が守られます。
■問い合わせ先　上下水道
部（☎36・8100）

当初予算と
業務計画

眼　科
耳鼻いんこう科
リハビリテーション科

麻酔科
皮膚科

主要事業
 包括業務委託 2億 4,948万円
 浄水場建設事業 　　1,500万円
 老朽管更新事業（鋳鉄管等） 5億 5,000万円
 …配水管布設替工事　総延長3,060m
 主要管路耐震化事業 2億 4,000万円
 …配水管布設替工事　総延長1,542m
 第４期拡張事業 　　3,000万円
 …配水管布設工事　総延長251m
 水道施設整備事業 1億 5,000万円
 …配水管布設替工事　総延長1,393m
 相馬地区浄水施設更新事業 　　4,000万円
 樋の口浄水場運転管理業務委託
 事業 2,574万円
 アセットマネジメント導入によ
る資産管理 　　2,500万円

主要事業
 百沢地区特定環境保全公共下水
 道建設事業 2億 8,000万円

 …管路布設工事　処理場建設１式　整備延長
1,422m
 弥生地区農業集落排水事業 2億 2,500万円

 …管路布設工事　整備延長1,596m

 常盤野地区特定環境保全公共下
 水道建設事業 3,000万円

 管渠改築事業 　       　1億円

 中継ポンプ場改修事業
 （長寿命化） 2億 5,000万円

 公共下水道建設事業 1億 2,000万円

 下水処理場（雨水）改築事業 　　3,000万円

診療科目が
たくさんあるね !!

入院収益（57.1%）
24億 9,660万円

外来収益（30.1%）
13億 1,511万円

医業外収益（8.1%）
3億5,716万円

その他医業収益（4.7%）
2億607万円 特別利益（0.0%）

　　　　5万円

収入
43億
7,499万円

給与費（48.1%）
22億 5,841万円

材料費（24.2%）
11億 3,423万円

経費（17.1%）
8億360万円

その他（8.7%）
4億721万円

医業外費用（1.9%）
9,025万円

支出
46億
9,520万円

特別損失（0.0%）
150万円

一般会計からの出資金
（100.0%）

収入
2億
4,871万円

建設改良費
（68.1%）1億6,927万円

長期借入金の償還金
（31.9%）
7,944万円 支出

2億
4,871万円

補助金返還金（0.0%）0万円

水道料金（95.6%）
40億 2, 051万円

その他の収入（4.4%）
1億8,298万円

収入
42億
　349万円

減価償却費
（27.9%）
11億 3,251万円

職員給与費（13.4%）
5億4,425万円

受水費（15.4%）
6億2,290万円

修繕費及び施設の維持管理費
（11.6%）4億7,262万円

国などへの
支払利息（8.0%）
3億2,551万円

動力・薬品費
（4.8%）
1億9,485万円

支出
40億
5,881万円

その他の費用（18.9%）7億6,617万円

下水道使用料
（54.7%）
33億 2,342万円

その他の収入
（45.3%）
27億 5,410万円

収入
60億
7,752万円

減価償却費
（49.6%）
27億 7,938万円

職員給与費（5.2%）
2億8,852万円

流域下水道維持管理
負担金（18.2%）
10億 1,884万円

施設の維持管理費
（9.4%）
5億2,627万円

国などへの
支払利息（15.3%）
8億5,814万円

支出
56億
  164万円

その他の費用（2.3%）1億3,049万円

国などからの
長期借入金（66.2%）
19億 9,470万円

国からの
補助金
（15.8%）
4億7,650万円

一般会計からの
収入ほか（18.0%）
5億4,327万円

収入
30億
1,447万円

下水道施設の整備拡充などの
建設改良費（25.3%）
12億 7,066万円

国などからの長期借入金の
償還金ほか（74.7%）
37億 5,260万円

支出
50億
2,326万円

企業会計

国などからの
長期借入金（71.9%）
9億7,050万円

国からの
補助金
（14.6%）
1億9,773万円

一般会計からの収入ほか
（13.5%）
1億8,178万円

収入
13億
5,001万円

水道施設の整備
拡充などの建設
改良費（53.6%）
14億 4,703万円

国などからの
長期借入金の
償還金ほか（46.4%）
12億 5,282万円

支出
26億
9,985万円

平成28年度予算

 

…経営計画後期を迎え、経営計画の趣旨や計画の位置づけ、構成等を再度市民に周
知するとともに、市のまちづくりのため、高校生等の学生も対象とした市民や有識
者等と対話する会議を開催します。

 ≪新規≫Ｍｙひろさき創生市民会議

…市民自らが「弘前市まちづくり 1%システム審査委員会」の審査を経て実施する、
まちづくり、地域づくり活動に要する経費に対し補助します。

市民参加型まちづくり１％システム支援事業

…社会情勢の変化、多様化する市民ニーズ等に迅速に対応し、人口減少の抑制と地
域経済の維持・成長につなげるために、さまざまなノウハウやアイデアを有する民
間企業等と市が連携して同一の目的に向かって取り組む提案を募集します。

≪新規≫ひろさき地方創生パートナー企業制度

…文書催告、電話催告、臨戸訪問、納税相談日開設、滞納処分、県や滞納整理機構
との連携等のほか、新たに生活改善型納税相談の実施やペイジー口座振替受付サー
ビスを導入します。

≪拡充≫市税収納率向上対策

 

戦略推進 
システム

 

…人口減少のスピードを緩和し、地域経済の維持・活性化を図るため、担い手とな
りえるアクティブ・シニア層の移住を促進することとし、東京において相談窓口を
開設するほか、分業を取り入れたりんご栽培に携わる仕組みづくりなど当市の特徴
を生かした事業の開発に取り組みます。

弘前版生涯活躍のまち推進事業

…新たな製品や観光コンテンツの開発および地元クリエイターや小中高生への人材
育成を行う、「弘前デザインウィーク」プロジェクトに取り組み、当市の認知度の
向上と交流人口・観光消費の拡大を図ります。

シティプロモーションパワーアップ戦略推進事業

…大阪府泉佐野市と連携し、就農希望者や若年無
業者等の支援付き就労体験を拡充するとともに､
ひとり親等の就労困難者や生活困窮者の就労支援
に取り組むことで社会的・経済的自立の促進と就
業人口の上昇を図ります。

都市と地方をつなぐ就労支援カレッジ事業

…北海道新幹線の開業効果を最大限活用するため、青函圏の主要な 4市が連携し、
誘客のためのプロモーションを拡大し、青函圏観光の魅力をアピールするための取
り組みを拡充していきます。

北海道新幹線でつなぐ・つながる青函圏プロジェクト

一億総活躍社会
実現関係事業

 

 

 

46万 5,000円

3,288万 9,000円

620万円

984万 1,000円

2,493万 5,000円

5,100万円

4,736万 4,000円

896万円

主な事業を紹介
経営計画・一般会計 主な事業を紹介特別会計 企業会計

…アベノミクスの成果の均てんの観点から、賃金の引上げの恩恵が及びにくい低所
得の高齢者に給付金を支給します。

年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業 7億 2,897万 7,000円

　国の平成27年度補正予
算により創設された、一億
総活躍社会の実現に向けた
緊急対策に資する事業を対
象とする地方創生加速化交
付金を活用して、まち・ひと・
しごと創生総合戦略に基づ
き人口減少対策や地域経済
の活性化に有効な事業など
を実施します。これらの事
業は、平成27年度の補正
予算として計上しています
が、予算を平成 28年度に
繰り越して、平成 28 年度
予算と一体的に実施します。

特集　施政方針と予算


