
純利益※などで、
資本的収支の不足を

補います
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　上下水道局は、災害に強い安定した水の供
給と、良好な水循環を目指した下水の処理を
続け、市民の皆さんに信頼される企業経営に
努めます。水道事業と下水道事業について、
28年度予算の概要をお知らせします。

①安全対策事業
災害時にも安定給水できるよう、大口径の配
水管を整備します。また、医療機関と福祉施
設につながる配水管の耐震化を進めます。

②配水管整備事業
安定的・効率的に水を届けるため、 ▼劣化し
た配水管を新しくする ▼細い配水管を太くす

◎公共下水道整備事業
河川の水質の悪化と、大雨による排水不良箇
所の浸水を防ぐため、汚水管と雨水管の整備
を進めます。また、公共下水道への接続促進
や地下水の流入対策を強化します。

る ▼井戸水を利用している家庭に水道管をつ
なぐ―など、配水管を計画的に整備します。

③浄配水場施設整備事業
老朽化してきた浄水場などの施設を計画的に
更新・整備します。また、効率的で効果的に
水道水をつくるための調査研究を進めます。

④その他施設整備事業

給水用タンクなどを用意し、応急給水の体制
づくりに努めます。また、浄水場の検査機器
や車両などを更新します。

⑤水道水源涵養林保全事業
水源流域の水質をきれいに保つため、水源涵

かん

養
よう

林の管理などに取り組みます。また、水道
水源水質保全計画策定へ向け調査を進めます。

▼汚水・雨水管きょ整備事業：下水道を利用
できる地域の拡大、大雨による浸水の防止
のため、下水管を計画的に整備します。

▼合流式下水道改善事業：流量や汚れ具合な
どを把握するため、水質分析などの調査を
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収入 79億4081万円

支出 51億5717万円

支出 65億9509万円

■下水を処理するための予算
　（収益的収支）

収入 85億3273万円 支出 80億7155万円

収入 ６億6617万円

■下水道施設を整備するための予算
　（資本的収支）

収入 29億785万円 支出 64億6707万円

■水道水をつくり家庭へ届けるための予算
　（収益的収支）

■水道施設を整備するための予算
　（資本的収支）

国などの機関減価償却費など
23億4913万円

安全で安心な水道水をつくり、皆さんへ届けます

下水をキレイにし、川へ戻します

平成28年度

水道料金
66億7725万円

その他
12億6356万円

４億2515万円

収支差額
13億4572万円

水道管の管理や
浄水に必要な費用
38億2081万円

収支不足額
44億9100万円

６億6617万円

借入元金の返済
12億8810万円

水をつくり届ける
施設の建設・更新

費用
31億6907万円

長期資金運用７億円

純利益※などで、
資本的収支の不足を

補います

下水道使用料
46億6569万円

一般会計からの
繰入金

28億8547万円

借入金利息
10億3071万円

減価償却費など
40億6329万円

下水管路の管理や
下水の処理費用
29億7755万円

収支不足額
35億5922万円

15億2705万円

借入元金の返済
37億9626万円

下水を集め浄化する
施設の建設・更新

費用
26億7081万円

その他
９億8157万円

借入金
13億8080万円

国などの機関

　下水とは、家や学校、工場などで使用し汚れた「汚水」と、雨
などの「雨水」をいいます。市には中川原簡易水処理施設（雨水
高速処理施設）と５つの雨水ポンプ場、６つの汚水中継ポンプ場
があり、私たちの清潔で快適な生活環境を守っています。

　市には７つの浄水場があり、私たちの生活に必要な「安全でお
いしい水」を送り続けています。盛岡・都南地域の水道の水源は、
米内川・中津川・雫石川・簗川の４河川。玉山地域の水源は主に
地下水を利用しています。

行います。

▼改築更新事業：災害時に備え、継
続して耐震診断を行います。また、
管路施設やポンプ場施設を長期で
使うための工事を行います。

工事負担金と
分担金、国庫
補助金など

工事負担金
など

４億6118万円収支差額

借
入
金
利
息

上下水道局の予算
【問】

上下水道局
経営企画課

☎604-1111
（内線6234・

6235）
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※消費税などを除く純
利益は11億5730万円

（現金収入でない「長
期前受金戻入」を含む）

※消費税などを除く純
利益は3億6481万円

（現金収入でない「長
期前受金戻入」を含む）

参加団体説明会

【日時】５月25日㈬14時～16時
【場所】盛岡商工会議所（清水町）
【内容】今年の行事内容と参加手続きを
説明。参加を希望・検討している団体
（50人以上）の代表者は必ず出席して
ください。１団体２人まで（厳守）
 ※車での来場はお控えください

さんさ踊り笛・唄教室

【日時】

▲

笛：６月１日㈬・３日㈮・７
日㈫・９日㈭・13日㈪・15日㈬、18時
半～20時▲

唄：６月２日㈭・６日㈪・８日㈬・10
日㈮・14日㈫・16日㈭、18時～20時
【場所】盛岡商工会議所（清水町）
【費用】無料。笛教室に参加する人は笛
を持参。当日会場へどうぞ

盛岡さんさ踊り

　28年度の予算が決まりました。
本年度は、循環器内科と神経精神科
の常勤医師を２名増員。第３次経営
改善計画（27～30年度）に基づき、
地域包括ケア病棟の運用をさらに充
実させて地域医療の推進を図り、純
利益の確保に努めます。▲

予算額
28年度予算では、純利益を１億

5876万円と見込んでいます。主な
内訳は表のとおりです。

市立病院の予算
平成28年度市立病院N

ニ ュ ー ス

ews 
【問】市立病院総務課
　　   ☎635-0101

有料観覧席券の販売

さんさ踊りのパレードをじっくり味わ
える観覧席を内丸の県庁前に設けます。
【料金】１日券１席2500円
　　　　（１人につき９枚まで）
【販売場所】６月１日㈬10時から盛岡商
工会議所（清水町）とセブン-イレブン★

で販売
※パレードが雨天中止になった場合は、市民

文化ホール（盛岡駅西通二）で代替開催す
るイベントに利用できます

伝統さんさ踊り競演会
　　  入場券の販売

各地区の団体が、昔から受け継がれて
きた伝統的な演技を披露。ミスさんさ踊
り、さんさ太鼓連も出演します。
【日時】８月１日㈪～４日㈭、13時～16時
【場所】市民文化ホール（盛岡駅西通二）
【料金】１日券500円
　　　　４日間セット券1000円
【販売場所】６月１日㈬10時から盛岡
商工会議所（清水町）や市役所別館７階
の観光交流課、プラザおでって２階の観
光文化情報プラザ（中ノ橋通一）、マリ
オス３階の総合案内（盛岡駅西通二）、
セブン-イレブン★で販売
★店頭端末とインターネット（セブンチケット）

観
み

て参加して楽しもう

表 病院事業会計予算の内訳
区分 28年度 27年度 増減 伸び率

入院収益 24億1019万円 24億9583万円 ▲8563万円 ▲3.4%
外来収益 ７億8712万円 ７億1630万円 7082万円 9.9%
その他 ９億2681万円 ８億9000万円 3680万円 4.1％

収益的収入計 41億2413万円 41億 214万円 2199万円 0.5％
給与費 21億 404万円 20億2719万円 7684万円 3.8％
材料費 ６億5064万円 ６億7440万円 ▲2376万円 ▲3.5％
その他 11億4535万円 11億8932万円 ▲4396万円 ▲3.7％

収益的支出計 39億 4万円 38億9092万円 912万円 0.2％
収支差額 ２億2409万円 ２億1122万円 1287万円 6.1％
純利益 １億5876万円 １億4198万円 1677万円 11.8％

　（１万円未満切り捨て、▲はマイナス）

外山森林公園の
イベント情報

外山森林公園（薮川字大の平）で次のとおり
イベントを開催します。【申し込み】往復はが
きに住所と名前、年齢、性別、電話番号を記入
し、〠028-2711薮川字大の平31-1、外山森林
公園「そば打ち体験」係または「炭作り体験」
係へ。定員を超えた場合は抽選

▲

恒例！初夏の散策と手打ちそば体験

【日時】６月７日㈫９時半～13時半
【内容】そば打ち体験と自然観察会
【定員】30人
【費用】1500円（昼食代込み）
【申込期限】５月28日㈯必着

▲

白炭窯入門～炭作り体験会～

【日時】６月17日㈮～18日㈯、10時～15時半
【定員】６人
【費用】2000円。宿泊希望者は宿泊費１泊
500円別途。昼食は各自持参（食堂あり）
【申込期限】６月10日㈮必着

公園活性化
プランを募集

市は、公園を舞台にした自由な事業プランを
募集します。応募は個人、団体、事業者などを
問いません。【応募方法】都南分庁舎２階の公
園みどり課や市役所本館１階の窓口案内所な
どに備え付けの用紙に必要事項を記入し、〠
020-8532（住所不要）市役所公園みどり課へ
郵送または持参してください。６月30日㈭消
印有効。持参の場合は同日17時締め切り。応
募用紙は市公式ホームページからもダウンロー
ドできます

診療体制やさまざまな取

り組み、最新情報などは

市立病院のホームページ

で紹介しています。ぜひ

ご覧ください。

【問】
同公園

☎681-5132

【問】
公園みどり課
☎639-9057

【問】
同実行委員会

事務局
☎624-5880

盛岡さんさ踊り実行委員会は、８月の
盛岡さんさ踊りに向けて説明会や教室を
開催。また、パレードの観覧席や競演会
の入場券を販売します。

●岩山の植物観察会
●岩山公園でのオリエンテーリン
   グ大会　「ROCK MOUNTAIN
   FESTIVAL － 2015」過去の伝統さんさ踊り競演会の様子

これからも安心・安全な医療を提供し、皆さんに親しまれる病院を目指します。

昨年度は次のような応募がありました！


