
平成27年度の
まちづくり

市民の健康を守る取り組み
　胃がん発生率が上昇する50～60歳
代を対象にピロリ菌検査費用の一部を
支援するほか、市立病院に地域包括ケア
病棟を開設し、在宅復帰などに向けた医
療体制を構築します。

予算 346万円

小学校の統合校整備
・蘭北小学校（高平・本輪西小学校統合
校）の整備推進（平成28年開校予定）。
・陣屋・本室蘭・白鳥台小学校統合校の
設計を実施（平成30年開校予定）。
・東明地区の統合小学校（高砂・水元・
知利別小学校）整備に向けた調査の実
施（平成32年開校予定）。

予算 12億751万円

３．地域活動・市民活動が
盛んなまちづくり

地域コミュニティ拠点整備への支援

　町内会館の老朽化対策や耐震化など
に必要な経費の一部を補助し、地域コ
ミュニティの拠点づくりを支援します。

予算 1,260万円

まちづくり活動に対する支援

　市民の自主的・公益的なまちづくり事
業を「まちづくり活動支援補助金」によ
り支援し、地域の活性化や課題解決に
つなげます。

予算 300万円

地域コミュニティ交通事業

　石川町のスクールバス住民利用を継
続するほか、交通事業者と連携・協議し
ながら、地域の足となる路線バスなどの
利便性向上に努めます。

予算 12万円

　第1回市議会定例会で、青山市長が今年度の
まちづくりと予算編成の考え方を説明しました。
その概要と主な内容についてお知らせします。
　市長説明で示したもの、平成２７年度予算およ
び平成２６年度に補正予算として計上し一体的
に取り組んでいく主な施策を掲載しています。

子育て応援企業等登録制度の創設
　子育て支援を行う企業や団体などを「子
育て応援団」として登録し、子育て応援の
取り組みをまち全体に広げていきます。

予算 266万円（3月補正予算）

子育て世代の持家取得を支援
　市内で住宅の新築や購入をした子育
て世帯に対し、助成金を交付し、定住化
を図ります（固定資産税などの1/2相当
額を3年間）。

予算 798万円（3月補正予算）

どさんこ・子育て特典制度

　子育て世帯が、協賛店を利用する際
に「認証カード」を提示することで、さま
ざまな特典サービスが受けられます。

１．子どもから
お年寄りまで
希望のもてるまち

商業振興
　「むろらん商店街づくりサポートセン
ター」の運営を支援し、商店街の活性化
や人材育成につなげます。

空き家対策の推進
　空き家等の所有者への助言・指導など
とともに、空き家バンク登録物件の購入
者に対し助成することで空き家等の解
消を図り、安心して暮らせる定住環境づ
くりを進めます。

予算 400万円

　道路や上下水道施設の老朽化対策、
東町の市営住宅の建て替えを進めます。

予算 35億7,884万円

都市基盤の整備

予算 876万円

２．まちなか
再生の推進

学力向上に向けた取り組み
　指導者用デジタル教科書の導入校を
拡大するなど、児童の学習意欲向上を
図ります。 予算 1,123万円

　室蘭には、脈々と受け継がれてきたふるさとへの熱い思いと、厳しい状
況を乗り越えてきた歴史があり、困難な時代においても、未来に向けて
力強く歩みを進める力があると確信します。
　今こそ、私たちの持つ優れた資源や潜在力を結集し、市民が誇りを
持って、住みたい、住み続けたいと思えるまちを、市民とともにつくり上
げていくときです。

支援が必要な人への避難行動対策
　災害時の避難に支援が必要な人につ
いて、意思確認をしたうえで名簿を作成
し、緊急時に活用できるよう対策を進め
ます。 予算 65万円

八丁平南公園および
隣接市有地等の土地対策

　土壌汚染対策法に基づく対策工事を
進めるほか、住民が安心して利用できる
公園として一体的に整備を進めます。
予算 5億8,800万円（平成26年12月補正予算）

旧絵鞆小学校の活用

予算 2,629万円

　適応指導教室
（旧武揚小学校内）
や教育研究所（知
利別小学校内）の
移転先として整備
し、円形校舎1棟の
活用を図ります。

旧絵鞆小学校校舎

　家族を含めた交流・相談の場となる認
知症カフェを設置するほか、認知症の状
態に応じたサービス提供の流れをまとめ
た冊子（認知症ケアパス）を作成し、周
知します。

認知症対策の充実

予算 214万円

認知症カフェ「ふなみカフェ」
サンキッズの利用促進

　室内遊具の充実や通路のタイルカー
ペット敷設などにより、親子連れが快適
に利用できるようにします。

予算 961万円

サンキッズ

　津波浸水被害を
考慮し、市内4カ所
の避難所において、
食料品や資機材な
どの分散備蓄を計
画的に進めていき
ます。

災害救助用の備蓄整備

予算 457万円
▲非常用の
　発電機・照明

まちづくり活動支援補助金の交付を
受けた事業「むろらんカルチャーナイト」

だんパラ公園の遊具整備
　大型の滑り台を設置するほか、運動
広場休憩室を乳幼児向けスペースに改
修するなど、家族で楽しめるよう整備し
ます。 予算 2,150万円

サポートセンターの開所式

整備後の道路(中央町）

市営住宅の完成予想図(東町）

八丁平中央町会会館

スクールバスの住民利用
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客船の歓迎
　今年予定されている５回の客船寄港
時に、市民団体などと連携した歓迎イ
ベントを開催します。

水素利用社会に向けた取り組み

　移動式水素ステーションの整備や燃
料電池自動車を公用車として導入し、水
素利用社会の実現に向けたモデル事業
を進めます。

予算 3億1,140万円（3月補正予算）

ものづくりの推進
　室蘭工業大学や金融機関と連携し
て、新分野展開への研究開発や中小企
業の課題解決に向けた取り組みをサ
ポートし、企業の活性化を進めます。

持続可能な財政基盤の確立
　市場・港湾・下水道会計の不良債務などの解消に取り組みます。

将来を見据えた
公共施設の管理

　公共施設の現状分析
や将来の人口規模など
を踏まえ、計画的な管
理を進めるための基本
方針を取りまとめます。

予算 479万円

平成27年度の予算
　一般会計の予算額は、438億3,000万円で、前年度と比べ－2.8％、12億7,200万円の減と
なりました。歳入では、法人市民税の税率引き下げや、企業における設備投資の減少などにより市
税が減額となり、歳出では、民生費の生活保護費や教育費の学校建設事業費、公債費などが減額
となっています。

■国民健康保険
■介護保険
■後期高齢者医療

123億4,900万円（　8.3％）
72億　300万円（　1.4％）
14億6,600万円（　1.0％）

210億1,800万円（　5.3％）

■水道事業
■工業用水道事業
■病院事業
■公設地方卸売市場事業
■港湾整備事業
■下水道事業

27億5,100万円（　－6.5％）
1,300万円（－48.0％）

121億8,400万円（－16.1％）
2億3,400万円（　－0.8％）
3億2,500万円（－64.4％）
49億1,100万円（　　6.9％）

2０4億1,800万円（－12.1％）
　平成27年度の市長説明の全文は、
市ホームページに掲載しています。
　なお、2～5ページに掲載している
予算は、第1回市議会定例会に提案さ
れた内容です。

市長説明
《詳細》企画課 ☎25-2181

予算の概要
《詳細》財政課 ☎25-2268

　http://www.city.muroran.lg.jp/
main/org2200/shiseihoushin.html

　http://www.city.muroran.lg.jp/
main/org2300/yosan.html

特別会計

438億3,000万円（－2.8％）
※（ ）内は前年度比

一般
会計

企業会計

４．魅力ある
港づくり

５．産学官民の
連携強化

定住自立圏の取り組み
　成年後見支援センターの広域利用に
向けた協議や、ICTを活用した事業を進
めるほか、新たな連携事業の掘り起こし
を行うなど、西胆振圏域の魅力向上を図
ります。

７．西胆振地域の
取り組み

６．行財政改革と市民に望まれる
公共サービスを目指して

特定不妊治療への支援
　不妊治療のうち、体外受精などの治
療費の一部を助成し、不妊に悩む人を支
援します。

予算 225万円（3月補正予算）

プレミアム付商品券の発行
（地域の消費喚起）

　市内の商店街などで利用できるプレミ
アム率20%の商品券を発行し、地域の
活性化や消費者支援につなげます。

予算 1億6,485万円（3月補正予算）

家庭の省エネ推進への補助
（地域の消費喚起）

　市内でLED電球を5,000円以上購入
した場合に、地域商店街で利用できる商
品券を発行し、家庭の省エネ化と消費喚
起につなげます。

予算 1,056万円（3月補正予算）

予算 1億4,311万円

８．地方創生に
向けた取り組み

オープンデータの活用
　先進自治体や室蘭工業
大学と連携し、市民の利便
性向上につながるデータ提
供を進めます。

予算 77万円

北海道新幹線開業に向けた取り組み

　平成28年3月
の新函館北斗駅
開業に向け、胆振
日高地域の連携
による道内外への
情報発信などに努
め、交流人口の拡
大を図ります。

予算 400万円

海外ポートセールスの実施
　室蘭港を活用した貨物輸送の多様化
や、客船入港による港の賑わい創出に
向け、海外でのセールスを実施します。
予算 2,813万円（3月補正予算）

国内外の観光客受け入れ態勢の整備
　市観光ホームページや地球岬案内看
板の多言語対応、移動式Wi-Fiの整備な
ど、観光客の受け入れ態勢を強化します。
予算 1,218万円（3月補正予算）

UIJターン適職フェアの開催

　都市部の学生や求職者などと市内企
業のマッチングを図る合同企業説明会
を札幌で開催し、本市へのUIJターンを
促進します。
予算 1,199万円（3月補正予算）

港湾整備
　老朽化した防波堤や岸壁などの改良
のほか、大型客船に対応した整備を進め
ます。

PCB廃棄物適正処理の推進

　PCB廃棄物の適正かつ円滑な処理の
推進を国に訴えていくほか、本市におけ
る環境産業などの情報発信に努めます。

予算 3,597万円 予算 3億6,774万円

▲開業に向けたPR活動

4広報むろらん 2015年4月5 広報むろらん 2015年4月

歳入
（収入）

歳出
（支出）

市税
131億5,600万円
　　　（‒4.1％）

その他

繰入金

使用料及び
手数料
地方消費税
交付金
道支出金

諸収入

市債

7億9,700万円
（‒8.2％）

5億1,700万円
（‒13.1％）

14億9,100万円
（12.3％）

18億3,200万円
（58.2％）

21億7,500万円
（5.0％）

23億5,400万円
（‒11.3％）

47億8,300万円
（‒10.7％）

その他

消防費

総務費

衛生費

商工費

広域連合負担金

土木費

教育費

11億1,100万円
（‒11.9％）
8億   400万円
（0.1％）

9億8,000万円
（‒17.4％）

10億4,800万円
（3.0％）

15億7,400万円
（‒5.2％）

29億6,900万円
（1.2％）

32億7,100万円
（8.9％）

34億8,000万円
（‒14.0％）

国庫支出金
86億4,200万円
　　　（‒7.3％）

地方交付税
80億8,300万円
　　　（0.7％）

民生費
125億3,000万円
　　　（‒3.0％）

職員費
59億2,600万円
　　　（0.7％）

諸支出金
51億2,700万円
　　　（3.2％）

公債費
50億1,000万円
        （‒7.6％）

市税

国庫支出金

地方交付税

市債
諸収入

道支出金

その他

民生費

職員費
諸支出金

公債費

教育費

土木費

広域連合
負担金

商工費
その他

市民税、固定資産税、たばこ税などで、
市の予算を支える最も重要な収入
国が市に対して、使途を特定して交付
する補助金など
自治体の財政力に応じて国から交付
される収入。使途は特定されない
建設事業などのための長期借入金
どの収入項目にも属さない収入。預
金利子、貸付金元利収入、学校給食費
など
道が市に対して、使途を特定して交付
する補助金など
自動車取得税交付金などの各種交付
金や土地売却収入など

高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉、
生活保護などに関する経費
職員の給料・諸手当など
特別会計への操出金や貸付金、企業
会計への負担金や補助金など
建設事業などのために借り入れた長
期借入金の元金・利子と一時借入金
の利子など
小・中学校、生涯学習、文化、芸術、ス
ポーツなどに関する経費
道路、河川、街路、公園などの維持管
理、整備などに関する経費
ごみ処理や電算業務を共同で行って
いる西いぶり広域連合と北海道後期
高齢者医療広域連合への負担金
商工業・観光の振興に関する経費
議会費、労働費、農林水産業費、消防
費、災害復旧費など
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用 語 解 説
燃料電池自動車

PCB廃棄物処理施設の見学会

客船寄港時の様子



客船の歓迎
　今年予定されている５回の客船寄港
時に、市民団体などと連携した歓迎イ
ベントを開催します。

水素利用社会に向けた取り組み

　移動式水素ステーションの整備や燃
料電池自動車を公用車として導入し、水
素利用社会の実現に向けたモデル事業
を進めます。

予算 3億1,140万円（3月補正予算）

ものづくりの推進
　室蘭工業大学や金融機関と連携し
て、新分野展開への研究開発や中小企
業の課題解決に向けた取り組みをサ
ポートし、企業の活性化を進めます。

持続可能な財政基盤の確立
　市場・港湾・下水道会計の不良債務などの解消に取り組みます。

将来を見据えた
公共施設の管理

　公共施設の現状分析
や将来の人口規模など
を踏まえ、計画的な管
理を進めるための基本
方針を取りまとめます。

予算 479万円

平成27年度の予算
　一般会計の予算額は、438億3,000万円で、前年度と比べ－2.8％、12億7,200万円の減と
なりました。歳入では、法人市民税の税率引き下げや、企業における設備投資の減少などにより市
税が減額となり、歳出では、民生費の生活保護費や教育費の学校建設事業費、公債費などが減額
となっています。

■国民健康保険
■介護保険
■後期高齢者医療

123億4,900万円（　8.3％）
72億　300万円（　1.4％）
14億6,600万円（　1.0％）

210億1,800万円（　5.3％）

■水道事業
■工業用水道事業
■病院事業
■公設地方卸売市場事業
■港湾整備事業
■下水道事業

27億5,100万円（　－6.5％）
1,300万円（－48.0％）

121億8,400万円（－16.1％）
2億3,400万円（　－0.8％）
3億2,500万円（－64.4％）
49億1,100万円（　　6.9％）

2０4億1,800万円（－12.1％）
　平成27年度の市長説明の全文は、
市ホームページに掲載しています。
　なお、2～5ページに掲載している
予算は、第1回市議会定例会に提案さ
れた内容です。

市長説明
《詳細》企画課 ☎25-2181

予算の概要
《詳細》財政課 ☎25-2268

　http://www.city.muroran.lg.jp/
main/org2200/shiseihoushin.html

　http://www.city.muroran.lg.jp/
main/org2300/yosan.html

特別会計

438億3,000万円（－2.8％）
※（ ）内は前年度比

一般
会計

企業会計

４．魅力ある
港づくり

５．産学官民の
連携強化

定住自立圏の取り組み
　成年後見支援センターの広域利用に
向けた協議や、ICTを活用した事業を進
めるほか、新たな連携事業の掘り起こし
を行うなど、西胆振圏域の魅力向上を図
ります。

７．西胆振地域の
取り組み

６．行財政改革と市民に望まれる
公共サービスを目指して

特定不妊治療への支援
　不妊治療のうち、体外受精などの治
療費の一部を助成し、不妊に悩む人を支
援します。

予算 225万円（3月補正予算）

プレミアム付商品券の発行
（地域の消費喚起）

　市内の商店街などで利用できるプレミ
アム率20%の商品券を発行し、地域の
活性化や消費者支援につなげます。

予算 1億6,485万円（3月補正予算）

家庭の省エネ推進への補助
（地域の消費喚起）

　市内でLED電球を5,000円以上購入
した場合に、地域商店街で利用できる商
品券を発行し、家庭の省エネ化と消費喚
起につなげます。

予算 1,056万円（3月補正予算）

予算 1億4,311万円

８．地方創生に
向けた取り組み

オープンデータの活用
　先進自治体や室蘭工業
大学と連携し、市民の利便
性向上につながるデータ提
供を進めます。

予算 77万円

北海道新幹線開業に向けた取り組み

　平成28年3月
の新函館北斗駅
開業に向け、胆振
日高地域の連携
による道内外への
情報発信などに努
め、交流人口の拡
大を図ります。

予算 400万円

海外ポートセールスの実施
　室蘭港を活用した貨物輸送の多様化
や、客船入港による港の賑わい創出に
向け、海外でのセールスを実施します。
予算 2,813万円（3月補正予算）

国内外の観光客受け入れ態勢の整備
　市観光ホームページや地球岬案内看
板の多言語対応、移動式Wi-Fiの整備な
ど、観光客の受け入れ態勢を強化します。
予算 1,218万円（3月補正予算）

UIJターン適職フェアの開催

　都市部の学生や求職者などと市内企
業のマッチングを図る合同企業説明会
を札幌で開催し、本市へのUIJターンを
促進します。
予算 1,199万円（3月補正予算）

港湾整備
　老朽化した防波堤や岸壁などの改良
のほか、大型客船に対応した整備を進め
ます。

PCB廃棄物適正処理の推進

　PCB廃棄物の適正かつ円滑な処理の
推進を国に訴えていくほか、本市におけ
る環境産業などの情報発信に努めます。

予算 3,597万円 予算 3億6,774万円

▲開業に向けたPR活動

4広報むろらん 2015年4月5 広報むろらん 2015年4月

歳入
（収入）

歳出
（支出）

市税
131億5,600万円
　　　（‒4.1％）

その他

繰入金

使用料及び
手数料
地方消費税
交付金
道支出金

諸収入

市債

7億9,700万円
（‒8.2％）

5億1,700万円
（‒13.1％）

14億9,100万円
（12.3％）

18億3,200万円
（58.2％）

21億7,500万円
（5.0％）

23億5,400万円
（‒11.3％）

47億8,300万円
（‒10.7％）

その他

消防費

総務費

衛生費

商工費

広域連合負担金

土木費

教育費

11億1,100万円
（‒11.9％）
8億   400万円
（0.1％）

9億8,000万円
（‒17.4％）

10億4,800万円
（3.0％）

15億7,400万円
（‒5.2％）

29億6,900万円
（1.2％）

32億7,100万円
（8.9％）

34億8,000万円
（‒14.0％）

国庫支出金
86億4,200万円
　　　（‒7.3％）

地方交付税
80億8,300万円
　　　（0.7％）

民生費
125億3,000万円
　　　（‒3.0％）

職員費
59億2,600万円
　　　（0.7％）

諸支出金
51億2,700万円
　　　（3.2％）

公債費
50億1,000万円
        （‒7.6％）

市税

国庫支出金

地方交付税

市債
諸収入

道支出金

その他

民生費

職員費
諸支出金

公債費

教育費

土木費

広域連合
負担金

商工費
その他

市民税、固定資産税、たばこ税などで、
市の予算を支える最も重要な収入
国が市に対して、使途を特定して交付
する補助金など
自治体の財政力に応じて国から交付
される収入。使途は特定されない
建設事業などのための長期借入金
どの収入項目にも属さない収入。預
金利子、貸付金元利収入、学校給食費
など
道が市に対して、使途を特定して交付
する補助金など
自動車取得税交付金などの各種交付
金や土地売却収入など

高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉、
生活保護などに関する経費
職員の給料・諸手当など
特別会計への操出金や貸付金、企業
会計への負担金や補助金など
建設事業などのために借り入れた長
期借入金の元金・利子と一時借入金
の利子など
小・中学校、生涯学習、文化、芸術、ス
ポーツなどに関する経費
道路、河川、街路、公園などの維持管
理、整備などに関する経費
ごみ処理や電算業務を共同で行って
いる西いぶり広域連合と北海道後期
高齢者医療広域連合への負担金
商工業・観光の振興に関する経費
議会費、労働費、農林水産業費、消防
費、災害復旧費など
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