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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、
29年度予算の概要をお知らせします。

①安全対策事業
　災害時の断水などを最小限に食い止めるため、
災害に強い配水管に更新します。更新の際は、
医療機関や避難所までの配水管を優先して整備
します。
②配水管整備事業
　いつでも安心して使える水道水を届けるため、
老朽化して漏水や濁りが発生する恐れのある配

　公共下水道整備事業
　河川の水質悪化と、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を促
進し、地下水の流入対策を強化します。

水管や、住宅が増えて水圧が弱くなった配水管
を災害に強く新しい管に入れ替えます。
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
　水質管理センターの検査機器を更新し、水質

検査体制を整備します。また、防災設備や車両
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、上下水
道局が所有する水源涵
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林※の管理などに取り
組みます。また、水道水源区域を保全するため
の計画策定へ向け調査を進めます。
※雨水を土壌に浸透させ、その後ゆっくりと河川へ
水を供給する機能を持った森林

  ▶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：汚水と雨水が合流
する下水管を改善し、適切に処理して放流
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収入 77億4017万円

支出 47億2445万円

支出 62億1388万円

■下水を処理するための予算
　（収益的収支）

収入 85億3975万円 支出 79億411万円

収入 ５億8686万円

■下水道施設を整備するための予算
　（資本的収支）

収入 28億4427万円 支出 63億2477万円

■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
22億7397万円

安全で安心な水道水をつくり、皆さんへ届けます

下水をきれいにし、川へ戻します

29年度

水道料金
65億7896万円

その他
11億219万円

借入金利息
3億7935万円

水道管の管理や
浄水に必要な費用
35億6056万円

収支不足額
41億3759万円
※不足額は、留
保資金などで補

ほ
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します。

５億8686万円

借入元金の返済
12億8673万円

水をつくり届ける
施設の建設・更新

費用
27億3772万円

長期資金運用７億円

下水道使用料
46億9627万円

一般会計からの
繰入金

28億4527万円

借入金利息
９億2607万円

減価償却費など
40億7613万円

下水管路の管理や
下水の処理費用
29億191万円

収支不足額
34億8050万円
※不足額は、留
保資金などで補

ほ

填
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します。

15億727万円

借入元金の返済
37億2340万円

下水を集め浄化する
施設の建設・更新

費用
26億137万円

その他
９億9821万円

借入金
13億3700万円

国などの機関

収支差額
15億2629万円

　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。

するために整備します。
  ▶改築更新事業：災害時に備え、継続して耐

震診断を進めます。また、下水管やポンプ場
施設を長期で使うために改築します。

工事負担金と
分担金、国庫
補助金など

工事負担金
など

6億3564万円
収支差額

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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【問】
農政課

☎613-8457

新しい制度がスタート

表　病院事業会計予算の内訳
区分 29年度予算額

入院収益 25億  244万円
外来収益 ７億5670万円
その他 ７億7972万円

収益的収入計 40億3886万円
給与費 21億4021万円
材料費 ６億3706万円
その他 11億8827万円

収益的支出計 39億5954万円
収支差額 7932万円
純利益 1263万円

（１万未満切り捨て）
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参加団体説明会
【日時】５月26日㈮14時～16時
【場所】盛岡商工会議所（清水町）
【内容】今年のさんさ踊りの行事内容と参加
申し込み手続きについて説明。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
※車での来場はお控えください

伝統さんさ踊り競演会
入場券の販売

さんさ踊り笛・唄教室
【日時】

▲

笛教室：６月１日㈭・５日
㈪・７日㈬・９日㈮・13日㈫・15日㈭、
18時半～20時▲

唄教室：６月２日㈮・６日㈫・８日
㈭・12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
※車での来場はお控えください　

有料観覧席券の販売　

　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
説明会と教室を開催します。ま
た、パレードの観覧席や競演会
の入場券を販売します。

【問】同実行委員会事務局
☎624-5880

http://www.sansaodori.jp/

観て
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楽しもう
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回盛
岡さんさ踊

り 　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。ミスさんさ踊りとさんさ太
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階観光文化情報プラザ（中ノ
橋通一）、マリオス３階総合案内（盛岡駅西通
二）、セブン-イレブン★で販売

市立病院
の予算

29年度 電気柵で農作物を守る

狩猟免許を取得しよう

　鳥獣による農作物の被害を防止する電気柵の設置
経費を一部補助します。
【対象】市内で農業を営んでいる人
【補助額】経費の３分の１以内（上限10万円）
　※予算がなくなり次第終了
【広報ＩＤ】1019526

　市内の狩猟者を増やすため、狩猟免許の取得にか
かる経費を一部補助します。
【対象】市内在住で、今後狩猟者として盛岡猟友会
に加入することが見込まれる人
※自己の所有する農地などで農作物を自衛するため、
わな猟免許を取得する人の入会は任意です。
【補助額】経費の２分の１以内（上限5200円）
　※予算がなくなり次第終了
【広報ＩＤ】1019525

　29年度の予算が決まりました。本年度は、呼吸器内科医１人と消化器
内科医２人の常勤医を増員します。また「消化器・栄養センター」を開設
して院内の多職種によるチーム医療体制を強化するほか、１月に新設した
「泌尿器科」をさらに充実させるなど、市民の病院として地域に必要とさ

【問】市立病院総務課
☎635-0101

★店頭端末とセブンネット

　さんさ踊りのパレードをじっくりと
堪能できる観覧席を内丸の県庁前に設
けます。
【料金】１日券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
※パレードが雨天で中止となった場合
は、市民文化ホール（盛岡駅西通二）
で代替開催されるイベントに利用でき
ます

♪
♪

れる医療の提供を行って
いきます。
　29年度予算の主な内
訳は表のとおりです。


