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市の財政状況はホームページ
でも見ることができます。

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」を次の場所でご覧にな
れます。
・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

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

HP

《詳細》財政課☎25-2268

一般会計 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。

　一般会計では、歳入の市税や地方交付税（特別交付税）が、予算に対して増えたこと
や、歳出については、できる限り節約に努めたことなどから、歳入から歳出を差し引いた
収支は、約12億円の黒字となりました。

右下のパーセントは、各項目の全体に占める割合を表わしています。

歳入 総額
443億6,493万円 歳出 総額

431億6,368万円

道支出金 23億7,844万円
道から市に対して交付される補助金など 5.4%

広域連合負担金24億5,372万円
ごみ処理などのために負担したお金 5.6%

土木費 27億　244万円
市道や公園、市営住宅の整備などに使ったお金 6.3%

教育費 31億7,487万円
小・中学校や社会教育、スポーツ振興などに
使ったお金 7.4%

諸支出金 48億1,540万円
特別会計や企業会計に支出したお金

11.2%

公債費 49億1,186万円
施設を建てるときなどに長期で借りたお金の
返済に使ったお金

11.4%

職員費 67億8,676万円
職員の給料や退職金

  職員数の減少などにより、前年度と比べて
  4.7億円（6.5%）減少しました。

15.7%

民生費 117億7,654万円
子どもやお年寄り、障がいのある人などの
福祉のために使ったお金

27.3%

その他 50億4,628万円
使用料・手数料、財産収入、地方譲与税など

その他 65億4,209万円
庁舎などの管理や保健、産業振興、消防、
港湾整備などに使ったお金

11.3% 15.1%

諸収入 26億1,674万円
預金利子、貸付金元利収入、学校給食費など

市債 37億9,717万円
施設を建てるときなどに長期で借りる資金

5.9%

8.6%

地方交付税

国庫支出金

73億4,096万円
市の財政力不足などに応じた国からの交付金

  固定資産税等の増加により、前年度と比べて
  4.1億円（5.3%）減少しました。

16.5%

81億　988万円
国から市に対して交付される補助金など

市税 150億7,546万円
市民税や固定資産税など、市の予算を支える
最も重要な収入

  固定資産税などの増加により前年度と比べて
  6.2億円（4.3%）増加しました。

18.3%

34.0%

（

（ ）

）

（ ）
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特別会計
国民健康保険 介護保険 後期高齢者医療

一般会計とは別に、
独立して経理を行う
会計です。

　特別会計では、国民健康保険会計や介護保険会計
で保険給付費の減少など、また、後期高齢者医療会
計で後期高齢者医療広域連合への納付金の減少な
どにより、歳入から歳出を差し引いた収支は、それぞ
れ黒字となりました。

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。

　企業会計では、単年度の企業の経営成績を表す収益
的収支については、病院会計のみ赤字となりました。ま
た、累積赤字を表す資金収支不足については、病院会計
が診療報酬改定の影響やリハビリ部門の強化などによ
り、不良債務を解消したことから、これに該当する会計
は、港湾整備会計と下水道会計の2会計となりました。

　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23年度の被保険者は、2万
3,175人で、1人当たりの医療給付費
は34万3,678円でした。

　給水戸数は4万7,772戸、給水人口
は9万3,252人となったほか、建設改良
事業では、知利別配水池流量計外改良
工事や送配水管布設を実施しました。

　給水事業所数は1事業所で、年間責任
給水量は91万5,000立方メートルでし
た。建設改良事業では、工業用水道流量
計更新工事を実施しました。

　HCU（高度治療室）併設救急診察室の整
備、リハビリセンターの拡充など、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16万3,779人、外来
患者数は延べ24万7,497人となりました。

　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のことです。

　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時に必要な
サービスを利用できる制度です。
　平成23年度の要介護認定者は、
4,255人で、1人当たりの介護給付費
は137万7,179円でした。

　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23年度の被保険者は、1万
3,806人でした。

水道 工業用水道 病院

　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1万7,119トン、水産
物は8,581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。

　処理人口は9万2,545人で、普及率
は99.1％と前年度同様であったほか、
建設改良事業では、中島本町汚水中継
ポンプ場新設工事などを実施しました。

公設地方卸売市場 港湾整備 下水道

115億6,223万円歳入

112億7,779万円歳出

2億8,444万円差引

61億7,195万円歳入

61億4,291万円歳出

2,904万円

12億9,371万円
12億6,146万円

3,225万円差引

歳入

歳出

差引

●収益的収入、収益的支出とは？
　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、その財源になる企業債などの収入のことです。

●資本的収入、資本的支出とは？

収益的収入 2億　720万円
1億5,764万円
4,956万円

1,908万円
1億1,216万円

3,678万円の資金残

収益的支出
差　引

資本的収入
資本的支出

資金の状況

収益的収入 3億3,685万円
2億3,276万円
1億　409万円

6,885万円
38億6,383万円の資金不足

収益的支出
差　引

資本的支出

資金の状況

収益的収入 25億8,417万円
19億3,080万円
6億5,337万円

9億8,465万円
19億2,478万円

26億4,653万円の資金不足

収益的支出
差　引

資本的収入
資本的支出

資金の状況

収益的収入 18億8,458万円
17億7,161万円
1億1,297万円

4億2,037万円
 9億6,058万円

9億2,874万円の資金残

収益的支出
差　引

資本的収入
資本的支出

資金の状況

収益的収入 1,282万円
859万円
423万円

457万円
8,292万円の資金残

収益的支出
差　引

資本的支出

資金の状況

収益的収入 100億　938万円
101億8,568万円
▲1億7,630万円

16億6,888万円
19億9,881万円
119万円の資金残

収益的支出
差　引

資本的収入
資本的支出

資金の状況

市場



広報むろらん 2013年1月

財政状況の推移 各会計の地方債現在高と、特別・企業会計の
赤字額（累積資金収支不足額）をお知らせします。

　地方債とは、学校や公園、道路などの整備をする場合、
長い期間使用する施設の整備費に充てる長期の借入金の
ことで、整備した時の市民だけに負担してもらうのではな
く、整備後に利用する市民にも負担してもらい、世代間の
公平性を確保するものです。
　平成23年度末は平成22年度末から6.4億円減り、
828億2千万円となっています。
　平成19年度末から11億6千万円増えていますが、これ
は一般会計において平成19年度と平成20年度に発行し
た退職手当債や、水道事業会計において平成20年度から
平成22年度に発行したチマイベツ浄水場更新事業のた
めの企業債などによるものです。

　企業会計における資金不足額は年々減少してきており、
平成23年度末は65.1億円と平成19年度末から半分以
下まで減っています。
　これは各会計における内部努力のほか、平成19年6月
の財政健全化法の制定を受け、港湾整備事業会計におい
て一般会計からの繰出金等の大幅な増額を行ったことな
どによるものです。

～室蘭市の借金～

～特別会計・企業会計の経営状況～

●一般・特別・企業会計の執行状況 ●市の借入金の状況
■市債の現在高
会計名

会計名

会計名・科目区分

予算現額
収入済額

予算現額 執行済額 執行率

執行率 支出済額 執行率
歳入 歳出

一般会計

企業会計一般会計

収益的
収入
支出

収入
支出

資本的

特別会計

450億円

350億円430億円

196億円

197億円

153億円

152億円

23億円

45億円

81億円

69億円

6億円

11億円

52.8%

45.3%

26.2%

25.2%

74億円

45.9%

37.7%

40.8%

41.2%

175億円

81億円

企業会計 69億円

現在高

会計名 現在高

■一時借入金の現在高

平成24年度予算上期の執行状況

（前年度からの繰越事業費を含む）

企
業
会
計

900

800

700

61.1

134.0

1.7

135.7

93.0 86.6
73.5

65.1

816.6 826.1 830.0 834.6 828.2

600

500

400

300

200

100

0
H19

一般会計

H20 H21 H22 H23

（億円）

140

■累積資金収支不足の推移

■地方債現在高の推移

120

100

80

60

40

20

0
H19 H20 H21 H22 H23

（億円）

359.2 359.6 363.1 359.5 358.1

特別会計 企業会計

特別会計 企業会計

396.3 466.5 466.9 475.1 470.1
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