平成31年度のまちづくり
第1回市議会定例会で、青山市長が平成31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。

平成31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。
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子育て支援のブランド化

保育士等人材バンクの開設

教育環境の整備

就労希望の潜在保育士などを発掘し、登録情報
を事業者に提供することで、安定的な保育士の確
保につなげます。
（詳細は8ページ）

平成32年(2020)開校予定の天神小学校の整備を行
います。また、次の小学校の編入統合に向けた整備を
行います。

就学援助の拡大

予算 8,198万円

小中学校の入学準備金の単価を増額するほか、
新たに卒業アルバム代を追加し、低所得世帯への
支援を強化します。

予算 20億7,161万円

平成32年(2020)編入統合
知利別小学校 → 旭ヶ丘小学校
大沢小学校
→ 海陽小学校
平成33年(2021)編入統合
天沢小学校
→ 地球岬小学校

子育てガイドブックの改訂
子育て世代包括支援センター「ここらん」の
オープンや各種制度改正などを踏まえ、子育て情
報を更新し、分かりやすい情報発信に努めます。

▲天神小学校の完成予想図
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お年寄りや障がい者が元気に暮らせる環境づくり

がん対策の取組強化
予算 208万円
ピロリ菌検査
対象年齢の拡大

中学2年生のほか、50歳から65歳までとしていた検
査の対象年齢を40歳から65歳までに拡大し、胃がんの
早期発見につなげます。

公共施設の敷地内禁煙

がん発症の一因である受動喫煙の防止のため、公共
施設の敷地内禁煙を進めます。

障がい者支援の強化

予算 3,470万円

障がいのある人の地域での生活を支援するため、市内2
カ所目の基幹相談支援センターを設置し、専門的な相談員
を増員することで地域の相談支援体制の強化を図ります。
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自殺対策の取り組み

予算 18万円

ゲートキーパー育成のため、市民公開講座を開催
し、心の健康に関する知識の普及啓発を図ります。
ゲートキーパー：身近で気付き、声を掛け、話を聞き、
必要な支援につなげ見守ることのできる人

予算 8,811万円
望洋台霊園の
整備と利用促進の取り組み
新たな墓地を造成します。また、再貸付墓地の
使用料を見直し（詳細は9ページ）、利用促進につ
なげます。

火葬場の整備 予算 11億4,466万円

平成32年(2020)供用開始に向けて、現在の敷
地に建て替えをする火葬場の整備を進めます。

い

市民パワーを活かしたまちづくり

北海道胆振東部地震での課題を踏まえた取り組み
避難所の体制強化 予算 1,356万円
情報発信・伝達の強化

海陽・水元・八丁平小学校での避難所開設に向
け、非常用発電機などを整備します。また、これ
までの蘭中・蘭西・蘭北地区３カ所の備蓄庫に加
え、蘭東地区(市立室蘭看護専門学院体育館)にも
新たな備蓄庫を整備します。

災害時の業務継続

予算 414万円

本庁舎が災害の影響により使用不能となった場合で
も業務を継続することができるように、代替施設とな
る室蘭西中学校に非常用発電機などを整備します。
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予算 3,507万円

災害時の連絡体制を強化するため、防災行政無
線機などを増設するほか、新たにコミュニティFM
を活用した番組で防災情報を発信し、市民の意識
啓発を図ります。

宮古市との防災協定の締結 予算 12万円

災害時におけるフェリーを活用した相互援助体制
の構築に向け、宮古市と防災協定を締結します。

将来を展望した都市機能の充実

旧室蘭駅舎公園の整備

室蘭駅周辺のまちづくり
（仮称）環境科学館・図書館の整備

予算 8,730万円

ワークショップなどの市民意見を踏まえた蒸気
機関車の設置に併せ、ライトアップや駅舎の展示
の充実など、歴史的資源を活かした整備を行い、
賑わいづくりにつなげます。
SLライトアップのイメージ

平成33年(2021)の 予算 7億5,422万円
開館に向けて、建設工事に着手します。

（仮称）総合体育館の整備

予算 9,008万円
平成34年(2022)の
開館に向けて、実施設計に着手します。

都市計画マスタープランの改訂

予算 1,072万円
市民ワークショップを
開催し、意見を踏まえながら改訂を進めます。
3
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ものづくりのまちが挑む北の環境産業都市づくり

航空機産業参入への取り組み

企業の働き手確保に向けた取り組み
予算 110万円
ものづくり人材の育成

予算 438万円
市内企業の参入促進に向け、認証取得や試作
品開発などの助成に加え、新たに製造実務者の
知識や技術習得のためのセミナーを開催し、人
材育成を支援します。

室蘭高等技術専門学院生への給付金について、対象者を
市外在住者にも広げ入学生を確保することで、市内企業へ
の就職につなげます。

移住・就業支援
北海道と連携し、東京圏からの移住・就業支援に取り組
み、市内企業の人材確保につなげます。
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い

ひと・まち・港を活かすグローバルな都市づくり

観光振興の取り組み
観光振興計画の策定 予算 1,200万円
道の駅「みたら室蘭」の集客に
予算 200万円
向けた取り組み
外国人観光客の増加など社会環境の変化を踏まえ、
稼ぐ観光の視点を取り入れた新たな観光振興計画を
策定します。

フェリー航路の安定的な利用に
向けた取り組み
予算 200万円

4月のリニューアルオープンに併せたイベント
を行い(詳細は24ページ)、観光協会や入居テナン
トなどと連携し、年間を通したイベント開催で、
集客力の向上を図ります。

新規事業者の掘り起こしなど、貨物輸送の利用促進
に向け、岩手県や宮古市などと連携し、貨物運送事業
者などを対象にフェリー利用の効果や改善点などの調
査を行います。
▲リニューアルした売店
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スリムな行政運営
行政改革の推進

行政運営の見直し

ごみ処理・リサイクル事業については、現状の課題など
の市民周知を図りながら全体的な見直しを検討します。
また、デイサービスセンターかがやきの民間移管や重度
心身障害者医療費助成など、市独自基準の見直しを図ります。

各種料金の改定

食材の高騰などを踏まえた学校給食費の料金改定を行
うほか、水道料金についても、持続可能な水道事業の運
営に向けて、審議会を設置し、適正な料金の検討を進め
ます。

公共建築物の適正化に
向けた取り組み 予算 2,424万円
今後維持する施設について、長寿命化計画を
策定し、より適正で効率的な維持管理につなげ
ます。

次期総合計画の策定
予算 186万円
人口減少社会におけるまちづくりの指針とし
て、インタビューやアンケートなど市民意見を
踏まえた総合計画を策定します。
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平成31年度の予算
一般会計

《詳細》
財政課 ☎25-2268
http://www.city.muroran.lg.jp/main/
org2300/yosan.html

445億円 (5.2％)

福祉や教育、
道路整備など、
市の基本となる事業の会計です。

※
（）
内は前年度に対する伸び率。

一般会計の予算額は、
前年度と比べ 5.2パーセント、21億8,300万円の増となりました。
歳入では、火葬場整備や市営住宅建替などの建設事業の増加により市債が増額となり、歳出
では、土木費や衛生費のほか、小学校統廃合整備や ( 仮称 ) 環境科学館・図書館整備に係る教
育費などで増額となっています。
その他
31億1,400万円
（13.2%）

その他
16億700万円
（12.8%）
市税
130億1,400万円
（0.6%）

諸収入
18億3,100万円
（−6.8%）

歳入
（収入）

地方消費税交付金
18億9,800万円
（−0.6%）
道支出金
24億4,100万円
（3.4%）

地方交付税
74億7,200万円
（−0.1%）

国庫支出金
94億4,500万円
（6.4%）

市債
52億8,500万円
（30.9%）

商工費
12億2,000万円
（−13.1%）
総務費
13億4,500万円
（45.4%）
衛生費
23億4,600万円
（105.8%）
広域連合負担金
25億5,600万円
（−3.2%）
土木費
34億8,500万円
（35.6%）

主な用語の説明

民生費
124億1,800万円
（−1.5%）

民生費

歳出
（支出）
公債費
46億5,300万円
（−9.2%）

職員費
50億8,700万円
（2.5%）

諸支出金
50億6,800万円
教育費
（−0.2%）
47億1,500万円
（6.4%）

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

市税

市民税、固定資産税、たばこ税などで、市の

職員費

予算を支える最も重要な収入

諸支出金

国庫支出金

国が市に対して、使途を特定して交付

教育費

する補助金など
地方交付税

自治体の財政力に応じて国から交付さ

建設事業などのための長期借入金

道支出金
諸収入
その他

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

土木費

道が市に対して、使途を特定して交付す
る補助金など

特別会計への繰出金、企業会計への負担金や補助金など
小中学校、生涯学習、文化、芸術、スポーツなどに関する
経費

公債費

れる収入。使途は特定されない
市債

職員の給料・諸手当など

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

広域連合負担金

ごみ処理や電算業務を共同で行っている西いぶり

どの収入項目にも属さない収入。預金利子、

広域連合と北海道後期高齢者医療広域連合への負

貸付金元利収入、学校給食費など

担金

自動車取得税交付金などの各種交付金や土

商工費

商工業・観光の振興に関する経費

地売却収入など

その他

議会費、労働費、農林水産業費、消防費、災害復旧費など

特別会計

一般会計とは別に、
独立して経理を行
う会計です。

国民健康保険
介護保険
後期高齢者医療

89億1,100万円（−5.7％）
74億
0万円（−2.6％）
16億3,400万円 （3.7％）

179億4,500万円（−3.6％）

企業会計

民間企業と同様に、
利用料金収入などで運営
する会計です。

28億5,600万円 （−0.1％）
水道事業
2,000万円 （68.5％）
工業用水道事業
116億1,700万円 （−3.1％）
病院事業
1億7,700万円 （−23.8％）
公設地方卸売市場事業
4億5,400万円
（6.9％）
港湾整備事業
46億9,100万円 （−5.1％）
下水道事業

198億1,500万円
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（−3.1％）

