
国民健康保険 介護保険 後期高齢者医療
　75歳未満の加入者が保険料を負担
し合い、医療費を賄う制度です。

　原則65歳以上の被保険者が、寝た
きりなどで介護が必要となったときに
必要なサービスを利用できる制度です。

　原則75歳以上の加入者が保険料を
負担し合い、医療費を賄う制度です。

歳入

歳出

差引

給水戸数　4万5,162戸
給水人口　8万2,097人
普及率　99.9%
　千歳水源道路法面整備工事や知利
別・蘭西配水池耐震補強工事などを実
施しました。

処理人口　8万1,524人
普及率　99.2%
蘭東下水処理場および中島下水

ポンプ場の設備の更新などを実施
しました。

入院患者数　延べ14万1,800人
外来患者数　延べ18万7,151人
　デジタルX線TVシステムの更新や
市立室蘭総合病院建物外部等改修四
期工事などを実施しました。

青果取扱量　　1万1,669トン
水産物取扱量　　 4,522トン

　臨港地区における倉庫上屋12棟、荷
役機械2基、施設用地の貸し付けなど
を実施しました。

給水事業所数 　  1事業所
年間責任給水量
　　　　　　　91万5,000立方メートル

1億8,220万円
1億5,746万円
2,474万円

2億 769万円
2億2,827万円
7,204万円

1億9,434万円
3億 818万円

△1億1,384万円

△30億2,081万円

1,467万円
1,079万円
388万円

1億2,718万円

収益的収入
収益的支出

差　引

資本的収入
資本的支出

資金の状況
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428万円資本的支出

資金の状況

収益的収入
収益的支出

差　引

資本的収入
資本的支出

資金の状況

17億7,358万円
16億 508万円
1億6,850万円
2億8,534万円
11億4,838万円

 6億4,031万円
14億9,975万円

11億8,398万円

31億1,676万円
26億9,893万円
4億1,783万円

△7,952万円

92億7,733万円
 98億4,579万円

△5億6,846万円
10億 556万円
13億9,279万円
△3億3,759万円

　令和元年度末における企業会計の資金不足額等は
34.4億円で、前年度末に比べて1.4億円、平成27年
度末に比べて13.3億円減少しています。
　これは、各会計における事務事業の見直しによる
自助努力などが主な要因です。

　市の貯金である各種基金と備荒資金組合納付金
の令和元年度末現在高は、合わせて102.5億円
で、前年度に比べて1.3億円増加しています。
※基金は、土地を除く。

市の貯金 （基金等現在高）市の赤字 （資金不足額等）
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（年度） （年度）H27 H28 H29 H29H30 R元H27 H28 H30

（単位：億円） （単位：億円）

水　道 下水道 病　院

公設地方卸売市場 港湾整備 工業用水道

　企業の経営活動で発生した全ての収益と、それらに
対応する全ての費用

●収益的収入、収益的支出
　将来の経営活動に備えて行う施設や設備の建設・改良に
要する支出と、その財源になる企業債などの収入

●資本的収入、資本的支出用語
の
説明

　単年度の企業の経営成績を表す収益的収支については、病院会計と港湾整備会計が赤字となりました。
　また、資金の状況については、累積赤字を表す資金収支不足となった会計は、病院会計、港湾整備会
計、下水道会計の3会計となりました。

42.7
47.7

R元

34.4
37.0

35.8

　歳入の市税や地方交付税が予算に対して増えたことなどから、約6.4億円の黒字になりました。
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歳出

差引

歳入

歳出

差引

むろらんの決算状況
令和元年度の各会計の決算の概要と財政状況についてお知らせします。

90億6,569万円
89億9,537万円

7,032万円

79億5,814万円
 79億  958万円

4,856万円

15億8,609万円
15億5,047万円

3,562万円

28.3%29.4%

11.0%

11.0%

10.2%

10.1%

8.6%

20.8%

21.4%

16.7%

10.9%

3.8%

17.8%

市税
135億1,035万円

市民税や固定資産税など

国庫支出金
98億2,842万円

国から市に対して交付される補助金など

地方交付税
76億7,302万円

市の財政力不足などに応じた国からの交付金

市債
50億  802万円

施設を建てるときなどに長期で借りる資金

諸収入
17億4,996万円

預金利子、貸付金収入、学校給食費など

民生費
128億3,638万円
子どもやお年寄り、障がいのある人などのための
福祉

土木費
　39億1,145万円
市道や公園、市営住宅の整備など

その他
　93億5,969万円
庁舎管理、災害対策、市民活動、保健衛生、産業振興、
消防、港湾整備など

教育費
　45億7,559万円
小中学校や生涯学習、スポーツ振興など

公債費
　46億4,139万円
施設を建てるときなどに長期で借りた資金の返済

職員費
　49億7,400万円
職員の給料や退職金など

諸支出金
　49億8,608万円
特別会計や企業会計への支出金など

その他
81億5,374万円

北海道から市に対して交付される補助金や使用
料・手数料、財産収入、 地方譲与税、繰越金など

歳入総額 459億2,351万円 歳出総額 452億8,458万円

108.6108.3

102.5100.8 101.2

　予算の執行状況などの詳細を記載
した「財政事情説明書」は、12月20日
から市ホームページまたは財政課（市
役所本庁舎3階）でご覧いただけます。

http://www.city.muroran.lg.
jp/main/org2300/kessan.ht
ml

《詳細》財政課 ☎２５‒２２６８
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実質公債費比率（３カ年平均）の推移 将来負担比率の推移

令和元年度
健全化判断比率・資金不足比率の公表

健全化判断比率

資金不足比率

　市町村は、毎年度決算時に財政の健全度合いを判断する比率を算定し、公表することが
法律により義務付けられています。室蘭市の令和元年度の各比率をお知らせします。

　地方公共団体の財政の健全度合いは、下表の実質赤字比
率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率で
判断します。この４つの比率を健全化判断比率といいます。
　令和元年度決算に基づき算定した結果、前年度同様に国
が定める基準を下回りましたが、今後も基準を上回ること
がないよう引き続き行財政改革に努め、健全な財政運営に
取り組みます。

　資金不足比率は、水道・病院・市場・港湾・下水などの公営企業会計の経営の健
全性を判断するための比率のことで、事業規模に対する赤字額の割合を表します。
　令和元年度決算に基づき算定した結果、病院事業会計のみ資金不足比率が生じ
ましたが、国が定める基準を下回っています。また、その他の公営企業会計におい
て資金不足額はありません。今後も引き続き経営の効率化に努め、健全な財政運
営に取り組みます。

用語の説明

健全度合いを判断する比率

実質赤字比率

連結実質赤字比率

※室蘭市には一般会計のほか、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、
　水道事業会計、病院事業会計、港湾整備事業会計などがあります。

実質公債費比率（3カ年平均）

室蘭市 早期健全化基準

４つの比率が１つでもこの基準
を超えると、財政健全化計画を
策定し、自主的な財政健全化に
取り組む必要があります。

■早期健全化基準
（　　　　　　　　）サッカーに例えると、
イエローカード

将来負担比率を除く３つの比率が
１つでもこの基準を超えると、財政
再生計画を策定し、国の監督下で財
政再建に取り組む必要があります。

■財政再生基準
（　　　　　　　　）サッカーに例えると、
レッドカード

財政再生基準 道内35市
平均値

一般会計の「年間収入」に対する一般会計の「赤字額」の割合 黒字のため
比率は
ありません

黒字のため
比率は
ありません

道内35市全て
黒字のため
比率は
ありません
道内35市全て
黒字のため
比率は
ありません
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－

一般会計の「年間収入」に対する室蘭市全体の「赤字額」の割合

一般会計の「年間収入」に対する一般会計が負担しなければならない公営企
業会計分などを含めた「年間の借金返済額」の割合
（年間収入の何パーセントを、借金の返済に充てているか）

将来負担比率
一般会計の「年間収入」に対する一般会計が負担しなければならない公営企業
会計や第三セクター分などを含めた「借金の残高から貯金などを差し引いた
金額」の割合（年間収入の何パーセントを充てれば、借金が全額返済できるか）
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国が定める基準

年収500万円の人に100万円の赤字があった場合、実質赤字比率は
20.00パーセント（100万円÷500万円）となります。

例

例

例 年収500万円の人が年間175万円の借金を返済している場合、実質公債
費比率は35.0パーセント（175万円÷500万円）となります。

年収500万円の人に250万円の貯金と2,000万円の借金がある場合、将来負
担比率は350.0パーセント（（2,000万円－250万円）÷500万円）となります。

《詳細》財政課
☎25-2268

会計名 室蘭市

病院事業会計 2.5％ 20.0％

経営健全化基準
（国が定める基準）

年間収入…収入全体のうち、国庫支出金などの使
い道に制限がある収入を除いたもの

年間の借金返済額…返済額全体のうち、国からの
支援額などを除いたもの

借金の残高…借金残高全体のうち、返済時に国か
らの支援を受けられる借金などを除
いたもの

※上記会計を除く公営企業会計の資金不足額は
　ありません。

対象　平成14年4月1日以前に生まれた市民
購入可能冊数　1人当たり1冊（応募数が販売冊数を超
　　　　　　　えた場合は抽選）
　※抽選結果は、12月中旬の購入引換券の発送をもって
　　代えさせていただきます。
応募期間　11月25日（水）～12月8日（火）（必着）
購入期間　12月19日（土）～12月25日（金）

広報むろらん 2020年12月9

むろらん応援プレミアム付商品券
「エール」の２次募集
　10月30日に販売を終了した「むろらん応援プレミアム付商品券」
ですが、739冊の残部が生じたため、2次募集を行います。

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、室蘭市への帰省が
難しい道外在住の学生を応援するため、室蘭の特産品をお届け
します。

販売冊数　739冊　　販売価格　10,000円
1冊の内容　1,000円券×13枚つづり=13,000円分
　Ａ券（10枚）…全取扱店で使用可能
　　Ｂ券（ 3 枚）…全取扱店のうち、市内に本社･本店    
　　　　　　　　を有する店舗のみ使用可能
商品券の有効期間　令和3年1月31日まで

　取扱店舗の一覧を、商工会議所のホームページ、市ホーム
ページ、または、以下の施設に設置しています。
市役所本庁舎（正面玄関内）、戸籍住民課（広域センター
ビル）、蘭東支所、よってけ浜町（中央町）、ぷらっと。てついち
（輪西町）、ふれあいサロンほっとな～る（中島町）、白鳥台
ショッピングセンターハック（白鳥台）

対象 次の項目に該当する人
・平成７年４月２日～平成14年４月１日に生まれた人
・申請時点で、保護者が室蘭市に居住している人
・現在、大学、大学院、短期大学、専修学校、各種学校など
に通っていて、日本国内で道外に居住している人
申込方法　12月28日まで、市ホームページに設置している
入力フォームに必要事項を入力、または、市ホームページに
掲載の申請書をメールか郵送で
※本人、または、保護者が申し込んでください。

商品券概要

市ホームページで申し込み
市ホームページ(http://www.city.muroran.lg.jp/
main/org6100/premium2020.html)
内の「インターネットでの申し込み」より、
必要事項を入力

はがきで申し込み
　次の事項を記入し、郵送で(はがき1枚につき1人分)
・氏名（漢字・フリガナ）　・生年月日（西暦）
・郵便番号　・住所　・電話番号
・購入を希望する商品券販売場所（下記販
　　売場所より選び、ご記入ください）

申込方法

申込概要

市ホームページ、または、郵送で（応募は1人につき1回まで）

商品券販売場所 ①ス－パーアークス室蘭中央店（中央町） ②スーパーアークス中島店（中島本町）
③ＭＥＧＡドン・キホーテ室蘭中島店（中島町）

むろらん応援プレミアム付商品券取扱店舗
《申込先・詳細》
むろらんプレミアム付商品券実行委員会
（室蘭市緊急経済対策室内） ☎50ｰ6640
　051ｰ8530
海岸町1ｰ4ｰ1 むろらん広域センタービル1階

《申込先・詳細》総務課 ☎25ｰ2215
　soumu＠city.muroran.lg.jp
　051ｰ8511幸町1ｰ2
　http://www.city.muroran.lg.jp/main/
　org1200/gakusei.html

お届けする特産品の一例

室蘭やきとり鳥辰本店
豚精肉串20本
（室蘭やきとり鳥辰本店）

げんこつパイ15個セット
（菓子工房モンパリ）

学生ふるさと応援便

12月8日必着

○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○


