
歳入総額
467億9,335万円

歳出総額
458億9,260万円

市税
144億5,636万円
　　　（30.9%）

地方交付税
77億5,504万円
　　 （16.6%）

国庫支出金
96億2,004万円
　　 （20.6%）道支出金

24億5,603万円（5.2%）

諸収入
24億222万円（5.1%）

市債
50億6,812万円
（10.8%）

その他
50億3,554万円
　　　（10.8%） 民生費

115億8,894万円
　　　（25.3%）

総務費 20億1,501万円（4.4%）

衛生費 
10億2,261万円
　　　（2.2%）

商工費 
15億3,008万円
　　　（3.3%）

土木費 
22億5,459万円
　　　（4.9%）港湾費 

13億4,818万円（2.9%）
消防費 2億3,891万円（0.5%）教育費 55億3,463万円（12.1%）

広域連合負担金 
23億2,011万円（5.1%）

公債費
49億3,292万円
　　 （10.7%）

諸支出金
52億2,189万円
　　 （11.4%）

職員費
72億5,851万円（15.8%）

その他 6億2,622万円（1.4%）

むろらんの
家計簿

平成22年度　決算

一般会計って何？

なんとなく分かったけど、金額が
大きいし、言葉が難しいなあ。
一般家庭の家計簿に例えると、ど
うなるの？

福祉や教育、道路整備など、市の基本となる
会計のことだよ。
まず、１年間の歳入（市に入ったお金）と、
歳出（市が使ったお金）について見ていこう

じゃあ、次は家計簿に
置き換えてみよう

平成22年度の各会計の
決算状況についてお知らせします。

一般会計

項目 主な内容

市 税 市民税、固定資産税、都市計画税など
（市の予算を支える最も重要な収入）

地方交付税 市の財政力不足などに応じた、国からの交付
金

国庫支出金 国から市に対して、交付される補助金など

道 支 出 金 道から市に対して、交付される補助金など

諸 収 入 預金利子、貸付金元利収入、学校給食費など

市 債 市の借入金
（施設を建てるときなどに長期で借りるお金）

そ の 他 使用料・手数料、財産収入、地方譲与税など

項目 主な内容

総 務 費
地上デジタル放送対応整備
街路灯設置・維持費助成
定住自立圏構想の推進、姉妹都市等交流 など

民 生 費
東町保育所建設費補助、つどいの広場整備
子ども手当、生活保護扶助
路線バス「高齢者割引パス」助成　など

衛 生 費
女性特有のがん検診、妊婦健診・特定健診等
各種健診、予防接種、ごみ減量化・リサイク
ル推進　など

商 工 費 中小企業融資、商店街出店促進緊急支援
観光推進　など

土 木 費 除排雪、大雨災害対策（道路・河川）
市営住宅長寿命化計画策定　など

港 湾 費 港湾整備（入江・築地等）
客船等寄港経費　など

消 防 費 水利施設整備（防火水槽・消火栓）、高規格
救急自動車購入、水難救助隊員養成　など

教 育 費
桜蘭中学校増築、室蘭西中学校実施設計
小学校・中学校耐震補強工事
児童クラブ・スクール児童館運営　など

広 域 連 合
負 担 金

西いぶり広域連合負担金
北海道後期高齢者医療広域連合負担金

公 債 費 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、一時借入金の利子　など

諸 支 出 金 特別会計への繰出金
企業会計への負担金・補助金　など

職 員 費 職員の給料・退職金　など
そ の 他 議会費、労働費、農林水産業費、災害復旧費

歳　　入（市に入ったお金） 歳　　出（市が使ったお金）
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特別会計
（決算額と事業内容）

歳入
115億9,700万円

歳入
60億6,100万円

歳入
200万円

歳入
12億8,500万円

歳出
109億1,600万円

歳出
60億6,000万円

歳出
100万円

歳出
12億5,200万円

差引
6億8,100万円

差引
100万円

差引
100万円

差引
3,300万円

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。
平成22年度の被保険者は 2万3,375人で、 1人当たりの医療
給付費は33万8,431円でした。

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
なった時に必要なサービスを利用できる制度です。
平成22年度の要介護認定者は4,092人で、 1人当たりの介護
給付費は136万3,431円でした。

75歳以上の各健康保険加入者に掛かる医療費を給付する制度
で、平成20年 3 月末で制度は廃止となりましたが、医療費の
過誤調整などの残務処理を終えたため、平成23年 3 月末を
もって会計を廃止しました。

平成20年 4 月より開始した制度で、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。
平成22年度の被保険者は 1万3,509人でした。

国民健康保険

介 護 保 険

老 人 保 健

後期高齢者医療

一般会計を「年間収入400万円」の家計に例えると…

収　入　　400万円

給料
市民税など [145億円]

124万円
(30.9％)

パート収入
使用料・手数料・負担金など [39億円]
（住民票の写しなどの発行手数料や
 公共施設使用料など）

34万円
(8.5％)

親からの援助
地方交付税・国・道支出金など [217億円]

185万円
(46.3％)

銀行からの借入
市債 [51億円]

43万円
(10.8％)

兄弟などから返してもらったお金
貸付金元利収入 [15億円]
（制度融資などに掛かる貸付金元利収入）

13万円
(3.3％)

預金の引き出し
繰入金 [1億円]
（基金（貯金）などから受け入れたお金）

１万円
(0.2％)

　　　　　 合　　計 [468億円] 400万円

支　出　　392万円

食費
人件費 [72億円]

62万円
(15.8％)

家族の医療費
扶助費 [109億円]
（生活保護などの福祉や医療に掛かる費用）

92万円
(23.6％)

光熱費などの雑費
物件費・補助費など [85億円]
（光熱水費や消耗品費、各種団体への
 補助金、広域連合負担金など）

72万円
(18.5％)

車や家具の修理代
維持補修費 [7億円]
（建物の小規模な修繕などに掛かる費用）

6 万円
(1.5％)

子どもへの仕送り
繰出金 [43億円]
（特別・企業会計への負担金や補助金）

37万円
(9.4％)

ローンの返済
公債費 [49億円]
（借金（市債）の返済に掛かる費用）

42万円
(10.7％)

家の増改築費
普通建設事業費・災害復旧費 [77億円]
（学校や道路・公園などの整備に
 掛かる費用）

66万円
(16.8％)

兄弟などに貸したお金
貸付金 [14億円]
（制度融資などのための貸付金）

12万円
(3.0％)

預金
積立金 [3億円]
（基金（貯金）への積立金）

3 万円
(0.7％)

　　　　　 合　　計 [459億円] 392万円

※家計簿内の各金額は、平成22年度の歳入合計を400万円として、各比率で計算したものです。
　なお、［　］は平成22年度一般会計決算額を表しています。

特別会計って何？

国民健康保険料など、使い道が決まってい
て、特定の収入がある、特定事業の会計の
ことだよ。経理を明確にするために一般会
計と分けて設置してるんだ。
次に、 4つの特別会計の状況を見ていこう

収入と支出の差し引きで 8 万円の余
裕があるように見えるけど、給料や
パート収入だけではなく、親からの
援助や借金などをして、今の生活が
成り立っているんだよ。
だから、これからもより良い生活と
健全な家計を両立させるためには、
節約・節減など、より一層の努力が
必要なんだよ。

給料とパート収入　158万円
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企業会計
（決算額と事業内容）

収益的収入 19億5,500万円

収益的収入 25億9,200万円

収益的収入  2億1,400万円

収益的収入  6億  500万円

収益的収入   　1,300万円

収益的収入 101億4,300万円

収益的支出 18億5,600万円

収益的支出 19億  700万円

収益的支出  1億7,000万円

収益的支出  5億1,100万円

収益的支出   　  900万円

収益的支出 101億9,200万円

資本的収入  9億1,300万円

資本的収入 12億4,900万円

資本的収入   　2,000万円

資本的収入   9億1,800万円

資本的支出 31億4,000万円

資本的支出 21億1,000万円

資本的支出   　9,300万円

資本的支出  1億2,700万円

資本的支出   　  600万円

資本的支出  11億1,100万円

給水戸数は 4万7,972戸、給水人口は 9万4,388人となったほ
か、建設改良事業では、チマイベツ浄水場更新工事や送配水
管敷設を実施しました。

処理人口は 9万3,642人で、普及率は99.1％となったほか、
建設改良事業では、中島下水ポンプ場雨水滞水池新設工事な
どを実施しました。

市場の効率的運営と青果・水産物など生鮮食料品の安定供給
に努めました。取扱量は、青果は 2万190トン、水産物は8,220
トンとなりました。

臨港地区における倉庫上屋13棟、荷役機械 2基、施設用地等
の貸付のほか、土地売却などを行いました。

給水事業所数は 1事業所で、年間給水量は91万2,500立方メー
トルでした。建設改良事業では、陣屋水源取水施設改良工事
を実施しました。

PACS（画像保存通信システム）を導入するなど、診療業務
の充実、医療サービスの向上を図りました。また、入院患者
数は延べ17万4,833人、外来患者数は延べ25万9,452人となり
ました。

水 道

下 水 道

公設地方卸売市場

港 湾 整 備

工業用水道

病 院

平成23年度予算上期の執行状況
■一般・特別・企業会計の執行状況
　（前年度からの繰越事業費を含む）

会計名 予算現額
歳　入 歳　出

収入済額 執行率 支出済額 執行率
一　般 431億円 205億円 47.6% 183億円 42.5%
特　別 189億円 74億円 39.2% 78億円 41.3%

会計名 予算現額 執行済額 執行率

企　業
収益的

収入 152億円 79億円 52.0%
支出 150億円 67億円 44.7%

資本的
収入 33億円 5億円 15.2%
支出 54億円 15億円 27.8%

■市の借入金の状況
○市債残高
会計名 残　高
一　般 457億円
企　業 349億円

○一時借入金の残高
会計名 残　高
企　業 80億円

市の財政状況については、市ホームページでも見ることができます。
また、予算の執行状況などの詳しい内容を記載した「財政事情説明書」を財政課（市役所本庁舎）、戸籍住
民課（広域センタービル）、蘭東支所（東室蘭駅東口側自由通路内）でご覧になれます。
《詳細》財政課 ☎25‒2268  http://www.city.muroran.lg.jp/main/org2300/kessan.html

企業会計って何？

収益的収入・支出って何？

資本的収入・支出って何？

水道や病院など、民間の企業と同様に利
用者からの利用料収入などで運営する会
計のことだよ。
次に、 6つの企業会計の状況を見ていこ
う

企業の経営活動で発生した
全ての収益（営業収益や営
業外収益など）と、それら
に対応する全ての費用（営
業費用や営業外費用など）
のことだよ。

将来の経営活動に備えて行
う、施設や設備の建設や改
良に要する支出とその財源
になる収入（企業債など）
のことだよ。

最後に、平成23年 4 月から 9 月まで
の主なお金の動きをお知らせします。
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