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問い合わせは同課☎754・6258

２年度下半期（２年10月1日～３年３月31日）の水道・公共下水道・病院事業の業務報告をします。

安定した経営をめざして
公営企業業務報告

水道事業
２年度の下半期の収入は、13億５万円（前年度
同期比6,481万円減）で、支出は17億6,882万円
（同1億798万円増）です。上半期分を加えた年間
執行額は、収入24億1,457万円、支出
22億1,578万円で、収支差し引き額か
ら投資的経費に係る消費税等8,878万
円を差し引いた額1億1,001万円が当
年度純利益です。

本年度も上水道施設整備計画に基づき、水道管
や配水施設の更新を行いました。
今後も、安全で良質な水道水を安定して供給す
るとともに、効率的な経営に努めます。

工事を行うとともに、下水処理場施設の設備更新
を進めました。経営面では、前年度に引き続き黒
字を計上しました。今後も厳しい財政状況が見込
まれることから、効率的経営に努め、公共用水域
の水質保全と浸水対策を行います。

公共下水道事業
２年度の下半期の収入は、20億8,424万円（前
年度同期比7,103万円減）で、支出は23億357万
円（同8,929万円減）です。上半期分を加えた年間執
行額は、収入29億5,519万円、支出26億9,939万
円で、収支差し引き額から投資的経費に
係る消費税等1億5,725万円を差し引
いた額9,855万円が当年度純利益です。
本年度は、前年度に引き続き、雨水
路の整備や汚水管渠

きょ

の更新および耐震

２年度下半期の収入は73億3,878万円（前年度
同期比10億3,136万円増）、支出は63億6,531万円
（同1億3,690万円増）で、当期収支差引額は9億
7,347万円の黒字でした。上半期は1億4,365万
円の赤字であったため、年間では8億2,982万円
の黒字となりますが、これに消費税の調整を加え
るため、最終的には4億9,239万円の
当年度純利益となりました。
２年度は、新型コロナウイルス感染
症が猛威を振るう中、公立病院として
の使命を果たすべく、新型コロナウイ
ルス感染症への対応を進めるととも
に、通常診療についても止めることな
く感染対策を行いながら進めました。
その結果、コロナ禍という未曽有の

状況にありながら、平成9年度以来の当年度純利
益を計上するに至りました。
公立病院として今後とも安全で良質な医療を継
続して提供するため、診療機能の強化による収益
性の向上とともに費用の削減に努めます。

問い合わせは病院事務局経営企画室☎751・2881

問い合わせは上下水道部経営企画課☎754・6069

水道・公共下水道事業

病院事業

■入院・外来患者数
区分 健保 国保 後期高齢者 医療保護 労災 その他 合計
入院 9,859人 12,132人 27,311人 976人 85人 3,006人 53,369人
外来 36,002人 27,360人 38,188人 2,066人 428人 3,420人 107,464人

■公共下水道事業予算執行の状況
区　分 年間予算額 下半期実績 年間執行額 確定率
事業収入 30億3,143万5千円 20億8,424万1千円 29億5,519万1千円 97.5%
事業費用 28億4,490万7千円 23億357万3千円 26億9,939万4千円 94.9%
差　　引 1億8,652万8千円 ▲2億1,933万2千円 2億5,579万7千円 －

■水道事業予算執行の状況
区　分 年間予算額 下半期実績 年間執行額 確定率
事業収入 24億4,765万2千円 13億4万9千円 24億1,457万2千円 98.6%
事業費用 23億3,776万5千円 17億6,882万4千円 22億1,578万円 94.8%
差　　引 1億988万7千円 ▲4億6,877万5千円 1億9,879万2千円 －

■病院事業予算執行の状況
年間予算額 下半期実績 年間執行額 確定率

事業収入 135億8,141万9千円 73億3,878万5千円 133億8,416万6千円 98.5%
事業費用 134億1,937万1千円 63億6,531万3千円 125億5,434万円 93.6%
差　　引 1億6,204万8千円 9億7,347万2千円 8億2,982万6千円 －
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問い合わせは議会事務局☎７５４・６１７０

市議会の構成決まる
議長に前田氏、副議長に西垣氏

議長

前田　敏氏
平成15年当選以来5期目。
68歳。市議会議長、監査委員な
どを歴任。

副議長

西垣　智氏
平成27年当選以来2期目。
59歳。監査委員、総務常任委員
会委員長などを歴任。

監査委員

小林　吉三氏
平成27年当選以来2期目。
70歳。文教病院常任委員会副委
員長、市議会だより編集特別委
員会副委員長などを歴任。

◎委員長　○副委員長（いずれも議席順、敬称略）
委員会名 定数 委員氏名

常
任
委
員
会

総 務 委 員 会 ６ ◎中田　正紀　　○坂上　昭栄　　　藤本　昌宏　　　西垣　　智　　　安黒　善雄
　藤原美知子	 	 	 	

文教病院委員会 ６ ◎浜地慎一郎　　○石田　隆史　　　三宅　正起　　　小林　吉三　　　山田　正司
　渡邉　千芳

厚 生 委 員 会 ５ ◎荒木　眞澄　　○守屋　大道　　　小林　義典　　　山元　　建　　　前田　　敏

土木消防委員会 ５ ◎川西　二郎　　○瀧澤　智子　　　下窄　　明　　　多田　隆一　　　細井　　馨	

議会運営委員会 8 ◎前田　　敏　　○西垣　　智　　　下窄　　明　　　安黒　善雄　　　小林　義典
　藤原美知子　　　多田　隆一　　　渡邉　千芳

特
別
委
員
会

空港・交通問題調査
特別委員会 10 ◎多田　隆一　　○下窄　　明　　　藤本　昌宏　　　守屋　大道　　　瀧澤　智子

　石田　隆史　　　浜地慎一郎　　　小林　吉三　　　藤原美知子　　　川西　二郎
ま ち づ く り 防 災
特別委員会 10 ◎安黒　善雄　　○山元　　建　　　三宅　正起　　　中田　正紀　　　小林　義典

　荒木　眞澄　　　坂上　昭栄　　　細井　　馨　　　山田　正司　　　渡邉　千芳	
市議会だより編集
特別委員会 6 ◎下窄　　明　　○浜地慎一郎　　　藤本　昌宏　　　守屋　大道　　　瀧澤　智子

　小林		吉三

議
会
選
出
議（
委
）員

監 査 委 員 小林		吉三 大阪府後期高齢者医療
広域連合議会議員 荒木　眞澄

大阪府都市競艇企業団
議会議員 川西　二郎 大阪広域水道企業団

議会議員 細井　　馨

財産区運営審議会委員 三宅　正起　　　荒木　眞澄　　　小林		吉三
細井　　馨　　　山田　正司	 	 空家等対策協議会委員 浜地慎一郎

都市計画審議会委員 藤本　昌宏　　　安黒　善雄　　　中田　正紀　　　小林　義典　　　坂上　昭栄　　　山元　　建

池田市議会は５月18日の臨時会で、議長に前田敏氏（新生クラブ）、副議長に西垣智氏（自民同友会）、監査委員
に小林吉三氏（日本共産党）を選任しました。また、そのほかの議会役員も決まりました。
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いけだ健康フェスタ

・生活習慣セミナー　〜高齢者に多い病気について〜
高齢者に多いとされる病気を知り、元気で暮らすた
めのワンポイントアドバイス。
　B午後1時30分
・アシックス歩行姿勢セミナー
　いつまでも元気に歩くための正しい歩き方を学ぶ。
　B午後２時30分

B午後３時30分（30分程度）

・オトンオカンチア（チアステージ）
　	平均年齢65歳以上のチアリーディングチームが
パフォーマンスを披露。元気の秘

ひ
訣
けつ
を体感して

ください。

※新型コロナウイルス感染症の影響で中止や延期になる場合があります。

・介護予防健康セミナー　〜認知症について〜
介護が始まるきっかけの1つとして挙げられる認
知症。その症状や特徴、予防について学ぶ。
　B午前10時30分
・健康サロン　〜歩行のための健康体操〜
　9月から始める歩行機能改善プログラムの体験。
　B午前11時30分

午前の部（受付：午前10時～） 午後の部（受付：午後0時30分～）

B7月22日㈷午前10時30分～午後4時30分
A池田商工会議所（受け付けは市役所1階ロビー）

いつまでも健康で元気に暮らすため、気づいて、知って、学べる、高齢者のための楽しいイベントです。	
お誘いあわせの上、ぜひお越しください。詳細は市ホームページをご覧ください。

問い合わせは地域支援課☎754・6288
	 保険医療課☎754・6258

セミナー　各30分程度

ステージ

健康チェック
B午前10時30分～午後4時
Kいけだ健康フェスタ運営事務局に電話（☎0798・78・2753、午前10時～午後５時）
またはインターネット（右記二次元コード）から申し込み　

・脳の健康チェック
　	記憶力・集中力・判断
力などをチェック（事
前予約優先）。

・立位姿勢測定
　	体のゆがみやねじれを
測定。

・歩行姿勢測定
　最新の計測器で歩行姿勢を測定（事前予約優先）。

事前予約は
コチラから

立位姿勢測定 3秒


