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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 4,802 戸 1,911 万㎥ 5万 2,000㎥
※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 5万 6,575 人

外  　来 9万 7,600 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 8,687 件 2,177 万 8,000㎥ 6万㎥

※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 29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
部総務課経理係（☎ 55・
9660）

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
部総務課経理係（☎ 55・
9660）

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
 公共下水道建設事業 1億円
 …管路布設工事　整備延長 985m
 百沢地区特定環境保全公共下水
 道建設事業 3億 2,500万円

 …管路布設工事　処理場建設１式　整備延長
1,265m
 弥生地区農業集落排水事業 2億 3,000万円
 …管路布設工事　整備延長 1,897m
 常盤野地区特定環境保全公共下
 水道建設事業 1億 4,000万円

 …管路布設工事　整備延長 1,010m
 管渠改築事業 　    7,000 万円
 下水処理場（雨水）改築事業 　　3,500万円
 上下水道事業運営基盤強化 4,000万円
多子家族上下水道料金支援事業 2,160万円

診療科目が
たくさんあるね !!

入院収益（55.3%）
21億 4,985万円

外来収益（31.4%）
12億 2,000万円

医業外収益（7.9%）
3億857万円

その他医業収益（5.4%）
2億781万円 特別利益（0.0%）

　　　　5万円

収入
38億
8,628万円

給与費（48.2%）
20億 7,850万円

材料費（22.1%）
9億5,356万円

経費（18.0%）
7億7,653万円

その他（9.7%）
4億2,028万円

医業外費用（2.0%）
8,743万円

支出
43億
1,781万円

特別損失（0.0%）
151万円

一般会計からの出資金
（100.0%）

収入
2億
5,144万円

建設改良費
（67.9%）1億7,075万円

長期借入金の償還金
（32.1%）
8,069万円 支出

2億
5,144万円

水道料金（94.1%）
40億 5,264万円

その他の収入（5.9%）
2億5,493万円

収入
43億
　757万円

減価償却費
（28.4%）
11億 5,751万円

職員給与費（10.0%）
4億592万円

受水費（16.2%）
6億5,827万円

修繕費及び施設の維持管理費
（15.8%）6億4,203万円

国などへの
支払利息（7.2%）
2億9,292万円

動力・薬品費（4.1%）
1億6,571万円

支出
40億
6,860万円 その他の費用

（18.3%）
7億4,624万円

下水道使用料
（55.5%）
33億 3,336万円

その他の収入
（44.5%）
26億 7,476万円

収入
60億
  812万円

減価償却費
（49.5%）
27億 4,210万円

職員給与費（4.1%）
2億2,859万円

流域下水道維持管理
負担金（18.5%）
10億 2,334万円

施設の維持管理費
（12.3%）
6億8,160万円

国などへの
支払利息（13.7%）
7億5,658万円

支出
55億
3,991万円

その他の費用（1.9%）1億770万円

国などからの
長期借入金（67.4%）
20億 2,210万円

一般会計からの
収入ほか（18.8%）
5億6,407万円

国からの補助金
（13.8%）
4億1,530万円

収入
30億
  147万円

下水道施設の整備拡充などの
建設改良費（25.0%）
12億 7,389万円

国などからの長期借入金の
償還金ほか（75.0%）
38億 2,417万円

支出
50億
9,806万円

企業会計

国などからの
長期借入金（78.9%）
12億 620万円

国からの
補助金
（12.4%）
1億8,900万円

一般会計からの収入ほか
（8.7%）
1億3,320万円

収入
15億
2,840万円

水道施設の整備
拡充などの建設
改良費（57.6%）
16億 543万円

国などからの
長期借入金の
償還金ほか（42.4%）
11億 8,241万円

支出
27億
8,784万円

主な事業を紹介
特集　施政方針と予算

主要事業
 水質監視システム整備事業 1,400万円
 老朽管更新事業 6億円
 …配水管布設替工事　総延長 3,565m
 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 1,110m
浄水場建設事業 　　1,500万円
相馬地区浄水施設更新事業 　　8,000万円
水道施設老朽化対策事業 6,600万円
包括業務委託 3億 7,327万円
樋の口浄水場運転管理業務委託
事業 2,574万円

上下水道事業運営基盤強化 6,500万円
多子家族上下水道料金支援事業 2,160万円
 水道施設整備事業 2億 1,000万円
 …配水管布設替工事　総延長 2,250m

≪拡充≫仕事力リノベーション事業
360 万 9,000 円

…橋詰広場等で市民等との
協働により、花を植栽する
ほか、花壇コンテストを実
施します。

≪新規≫「花」で彩るまちづくり推進事業
382 万 4,000 円

…仕事力を向上させ、業務
の効率化や適正化を図るた
め、働き方改革を実施しま
す。
【拡充】スタンディングワー
クの導入およびテレワーク
の実証研究

…ふるさと納税の寄附者に対し、当市のＰ
Ｒおよび特産品の消費拡大を図るため、特
産品を贈呈するほか、寄附者特典イベント
等を実施します。
【拡充】ふるさと納税サ
イトに特産品の特集記事
を掲載しＰＲします。

≪拡充≫いいかも !! 弘前応援事業（ふるさと
納税寄附金推進事業）　      8,132 万 9,000 円

戦略推進システム

…シティプロモーションパワーアッ
プ戦略（弘前デザインウィーク）に
基づき、地元クリエイターの育成や
活動支援、ブランディング開発、国
内外へのプロモーションを展開しま
す。

シティプロモーションパワーアップ戦
略推進事業 8,945 万 7,000 円

…りんご産業イノベーション
戦略の推進と具体化に向け、
地域内外事業者の連携フィー
ルドの構築、将来のりんご産
業を担うイノベーション人材
の育成等を実施します。

≪拡充≫りんご産業イノベーション戦略
推進事業 1,368 万 8,000 円

なりわいづくり

…大正７年に弘前商工会が主催し
た第１回観桜会が開催されて、平
成 29 年で 100 年目を迎える記
念の年となることから、関係団体
と連携し、記念誌の発行に向けた
資料収集・編さんや記念イベント
等を実施します。

≪新規≫弘前さくらまつり 100 年記念事業
1,000 万円

…「ひろさきライフ・イノベーショ
ン戦略」に基づき、先端医療の導
入促進や先端医療を担う人材育成
を進めるとともに、地域での投資
を促進するための計画策定等を実
施します。

≪拡充≫ひろさきライフ・イノベーショ
ン推進事業 5,672 万 9,000 円

…地元企業への就職による移住
につなげることを目的に、本市
での仕事や生活をより具体的に
イメージしてもらうため、移住
検討者や大学生を対象に、首都
圏において地元企業の情報発信
や交流会を開催するほか、企業
合同面接会を実施します。

≪新規≫ひろさき UJI ターン就職促進事業
87 万 8,000 円

平成29年度予算 一般会計・特別会計 主な事業を紹介29 年度の取り組み 企業会計経営計画


