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　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令和４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）。

当初予算と
業務計画企業会計

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 5,292 戸 1,880 万 7,000㎥ 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。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（☎ 55-9660）

資本的収支収益的収支

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 7万 146件 2,170 万 6,000㎥ 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。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（☎ 55-9660）

主要事業
公共下水道建設事業 2 億 2,300 万円
 …管路工事　整備延長 1,640m
管渠（かんきょ）改築事業 1 億 500 万円
 …管渠更生工事　管渠更生延長 348m
公共下水道処理施設等改築事業 1 億 5,500 万円
マンホールポンプ場改築事業 　    5,500 万円
農業集落排水処理施設等改築事業 1 億 3,500 万円

主要事業
水道施設整備事業 5 億 201 万円
 …配水管布設・布設替工事　整備延長 2,350m
老朽管更新事業 4 億 9,900 万円
 …配水管布設替工事　整備延長 2,345m
主要管路耐震化事業 1 億 3,920 万円
 …配水管布設替工事　整備延長 880m
樋の口浄水場等建設事業 8 億 6,466 万円
上下水道 PR 事業 77 万円

水道料金（91.2%）
37億 4,732万円

その他（8.8%）
3億6,183万円

収入
41億
915万円

減価償却費
（32.0%）
12億 1,369万円

職員給与費（9.9%）
3億7,465万円

受水費（16.2%）
6億1,390万円

修繕費及び施設の
維持管理費（19.8%）
7億4,867万円

国などへの
支払利息（5.1%）
1億9,397万円

動力・薬品費
（4.1%）
1億5,336万円

支出
37億
8,863万円

その他（12.9%）
4億9,039万円

国などからの
長期借入金（86.6%）
18億 7,820万円

国からの補助金（3.8%）
8,206万円

一般会計などからの
収入（9.6%）
2億718万円

収入
21億
6,744万円

水道施設の整備
拡充などの建設
改良費（66.1%）
23億 673万円

国などからの
長期借入金の
償還金（33.9%）
11億 8,197万円

支出
34億
8,870万円

下水道使用料
（59.0%）
32億 333万円

その他
（41.0%）
22億 2,777万円

収入
54億
3,110万円

減価償却費
（48.7%）
25億 9,404万円

職員給与費（4.4%）
2億3,333万円

流域下水道維持管理
負担金（23.5%）
12億 4,970万円

施設の維持管理費
（14.1%）
7億4,969万円

国などへの
支払利息（7.7%）
4億901万円

支出
53億
2,445万円

その他（1.6%）8,868万円

主な事業を紹介主な事業を紹介
　令和４年度の主な取り組みを紹介します。なお、このほかの事業
と内容は、市ホームページおよび市情報公開コーナー（市役所２階）
で見ることができる「令和４年度予算の概要」に掲載しています。

健康づくりのまちなか拠点整備事業 6,377 万 1,000 円
閉院後の市立病院と旧第一大成小学校跡地を「健康づくりの
まちなか拠点」として整備し「健康寿命の延伸」に取り組む
ため、基本設計と具体的な機能等の検討に係る各種関係団体
などへの意見聴取を実施

収入保険制度加入促進緊急対策事業 8,464 万 4,000 円
自然災害や価格低下等による減収を補てんする収入保険制度
への加入を促進するため、加入者が負担する収入保険の掛け
捨て保険料の一部を補助

建築から 50年以上が経過し、老朽化が進む第二中学校校舎
の改築に向けて、躯体（くたい）の危険度を調査

第二中学校校舎改築事業 3,955 万 5,000 円

新規就農者経営発展支援事業費補助金
1 億 5,000 万円

安定的な農業経営による地域農業の振興と農業後継者の確保
のため、認定新規就農者に対し経営発展のための機械・施設
等の導入を支援するほか、経営の不安定な就農初期段階の資
金を交付

大学生や高校生が地域社会と関わる機会を増やすことで、地
域志向の見方や考え方を養い、社会人として地域に入り、や
がて地域を担う人材を育成するためのプログラムを構築

【拡充内容】地域外の大学生の参画や地域課題解決型のプロ
ジェクト組成を実施

800 万円地域マネジメント人材育成プログラム構築事業拡充

弘前大学COI で「女性の健
康」と関連した研究を行う
企業等と連携し、市女性活
躍推進企業等の従業員を対
象に、健康をテーマとした
セミナーを開催

100 万円働く女性の健康促進事業

不妊治療に係る経済的負担の軽減や治療を受けやすい環境の
整備を図るため、特定・一般不妊治療費の一部を助成

【拡充内容】保険適用後の自己負担額の３分の２を助成（一
般不妊治療は助成回数を 6回まで拡大）

不妊治療費助成事業 2,480 万 5,000 円

食育推進情報発信事業 22 万 5,000 円
食育への理解の深まりや各取り組みの相乗効果を図るため、
市内や関係団体の食育に関する取り組みについてホームペー
ジやシンポジウム等を通じた情報発信を実施

妊婦、乳児の健康管理の一層の向上を図るための健康診査を
実施

【拡充内容】早産予防治療の一助となる検査（Nスコア）を
妊婦健康診査の項目に追加

妊婦・乳児健康診査 1 億 4,538 万 5,000 円

幼児や保護者等の健康の保持・増進を図るため、子どもの時
からの望ましい生活習慣の確立に向けて保健指導を強化する
とともに、弘前市の子どもの健康に関する現状等を周知

【拡充内容】市民向け講座の開催、生活習慣要支援児への追
加支援等を実施

次世代の健康づくり推進事業 173 万 5,000 円

犯罪被害者等支援事業 100 万円

「弘前市犯罪被害者等支援条例」に基づき、犯罪被害者等支
援のための相談窓口を設置し、日常生活・居住・就業面など
のサポートや経済的な支援を行うとともに、市民意識の啓発
に向けた取り組みを実施

ボランティア支援事業 1,090 万 9,000 円
市民等のボランティア活動の活性化を図るため、ボランティ
アに関する相談・コーディネート業務、情報提供、ボランティ
ア活動の体験や学習機会の提供等の取り組みを実施

【拡充内容】市と弘前市社会福祉協議会のボランティアセン
ターを統合し、各種取り組みを強化

鳥獣害防止対策事業費補助金 1,351 万 2,000 円
農家の経営安定と安全に農作業ができる環境を構築するた
め、鳥獣害防止活動に要する経費の一部を補助

【拡充内容】初心者向け射撃講習会の開催数を 1回から 2回
に増やし、実包に係る費用を助成対象に追加するほか、市民
向けハンター体験セミナーを新たに実施

地域農業者協働型有害鳥獣駆除活動支援金 50 万円
地域農業者等とハンターとの協働による有害鳥獣駆除活動を
推進するため、対象団体が行うクマの捕獲活動に対し、捕獲
実績に応じて支援金を交付

719 万 2,000 円町会活性化支援事業
町会の課題解決や活性化に向けて実践す
る取り組みや集会施設・掲示板の設置等
に対し補助するとともに、町会役員の負
担軽減を図るため、町会便りの作成支援
のほか相談会を開催

カラスなどの対策として、防鳥効果の
高いごみ集積ボックスと折り畳み式ご
み収納枠の設置を促進するため、設置
事業者である町会等へ購入費と修繕費
の一部を補助

【拡充内容】修繕費を補助対象に追加するほか、折り畳み式
ごみ収納枠購入費への補助上限額を引き上げ

600 万円ごみ集積ボックス設置費補助事業

特集　施政方針と予算

誰もがいきいきと活動できる
快適なまちづくり

１ 総合計画リーディング
プロジェクトのさらなる推進

 
健康寿命の延伸に向けた
取り組みの推進

市民協働による
取り組みの推進

国などからの
長期借入金（70.2%）
14億 6,010万円

一般会計などからの
収入（21.9%）
4億5,547万円

国からの補助金（7.9%）
1億6,350万円

収入
20 億
7,907 万円

建設改良費（19.7%）
8億6,033万円

国などからの長期借入金の
償還金（80.3%）
35億 1,297万円

支出
43 億
  7,330 万円


