
水道 工業用水道 病院

公設地方卸売市場 港湾整備 下水道

　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25年度の被保険者は、2万
1,973人で、1人当たりの医療給付費は
36万3,501円でした。

　給水戸数は4万7,221戸、給水人口
は9万305人となったほか、建設改良事
業では、千歳浄水場の高速凝集沈澱池駆
動装置やチマイベツ系送水管の改良工
事などの施設更新および送・配水管更新
を実施しました。

　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25年度の要介護認定者は、
4,756人で、1人当たりの介護給付費は
127万9,934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25年度の被保険者は、1万
4,481人でした。
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むろらんの

決算状況
　室蘭市では毎年、予算の執行状況や決算を公表し、皆さんに
納めていただいた税金や、国から配分された地方交付税などの
収入が、どのように使われているのかをお知らせしています。
　平成25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。

≪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8.0億円の黒字となりました。

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。
　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、病院会計のみ赤字となりました。また、資金の状
況について、累積赤字を表す資金収支不足となった会計は、港湾整備会計と下水道会計の2会計となりました。

歳入  総額 501億1,228万円 歳出  総額 493億1,235万円

歳入の状況

これからの室蘭市の財政

　平成25年度の歳入は、対前年度決算で、法人市民税や固
定資産税の減少などにより、市税が約5.1億円（3.6%）減
少しましたが、土地開発公社の解散に関連した第三セクター
等改革推進債の発行などにより、市債が約47.7億円
（116.2%）増加するなど、歳入全体では前年度決算に比べ
て約65.9億円（15.1%）増加しました。

　平成25年度の一般会計の決算は、約8.0億円の黒字となりました。しか
し、歳入のうち約9.6億円は前年度からの繰越金であるため、平成25年度を
単年度でみると赤字となってしまいます。
　また、今後も人口減少などの影響から市税収入が増加することは難しく、
国からの地方交付税についても動向は不透明です。
　一方で、少子高齢化が進む中、民生費は今後も増加することが予想され、
市営住宅の建て替えや統廃合による学校建設、複合公共施設などの建設事
業も予定されています。
　これからも、必要とされるサービスを提供していくためには、引き続き企業
会計などの赤字の早期解消をはじめ、時代の変化に対応した事務事業の見
直しや、将来の負担に備えた貯金（基金への積立て）などの財源確保の取り
組みが重要となってきます。

歳出の状況
　平成25年度の歳出は、対前年度決算で、市職員数や退職
者の減少などにより、職員費が約5.2億円（8.4%）減少しま
したが、総務費で土地開発公社の解散経費（約41.3億円）
などにより約52.1億円（266.5%）増加するなど、歳出全
体では前年度決算に比べて約67.5億円（15.9%）増加し
ました。

市の財政状況はホームページでも
見ることができます。

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

市税 137億6,157万円 122億9,925万円

71億6,699万円

56億8,705万円

49億9,914万円

48億9,975万円

35億7,713万円

33億 　　60万円

73億8,244万円

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

市債 88億7,447万円
施設を建てるときなどに長期で借りる資金

国庫支出金 88億2,078万円
国から市に対して交付される補助金など

地方交付税 78億 　666万円
市の財政力不足などに応じた国からの交付金

諸収入 26億4,525万円
預金利子、貸付金収入、学校給食費など

道支出金 22億9,929万円
北海道から市に対して交付される補助金など

その他 59億 　426万円
使用料・手数料、財産収入、地方譲与税、繰越金など

民生費
子どもやお年寄り、障がいのある人などのための福祉に使ったお金

総務費
土地開発公社の解散経費や庁舎管理、災害対策、市民活動などに使ったお金

職員費
職員の給料や退職金

諸支出金
特別会計や企業会計に支出したお金

公債費
施設を建てるときなどに長期で借りた資金の返済

教育費
小・中学校や生涯学習、スポーツ振興などに使ったお金

土木費
市道や公園、市営住宅の整備などに使ったお金

その他
保健、産業振興、消防、港湾整備などに使ったお金

・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

　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」は、次の場
所でご覧になれます。

27.5%

116億2,795万円

18億3,784万円
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13億5,285万円
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国民健康保険 介護保険 後期高齢者医療

歳入
歳出

【 差引 】

歳入
歳出

【 差引 】

歳入
歳出

【 差引 】

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】

　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1万5,417トン、水
産物は8,240トンとなりました。

1億7,732万円
1億3,727万円
4,005万円
1,847万円
8,695万円
4,327万円

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】

　処理人口は8万9,682人で、普及率は
99.2％と前年度に比較して0.1ポイント
上昇したほか、建設改良事業では、公共
下水道蘭西地区等の管路施設改築更新
工事などを実施しました。

24億8,403万円
19億4,112万円
5億4,291万円
8億　192万円
14億8,774万円
▲18億7,678万円

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】

　臨港地区における倉庫上屋12棟、荷
役機械2基、施設用地等の貸し付けなど
を行いました。

2億4,224万円
1億5,624万円
8,600万円

　
 2,940万円

▲36億9,383万円

収益的収入
収益的支出

【　差　引　】

資本的支出
【資金の状況】

　320列ＣＴ装置の導入やデジタル式乳房Ｘ
線撮影装置などの医療機械器具の更新、施
設設備の改修工事を行い、診療業務の充実、
医療サービスの維持・向上を図りました。ま
た、入院患者数は延べ15万723人、外来患
者数は延べ22万6,405人となりました。

100億3,805万円
104億3,836万円
▲4億　　31万円
10億7,859万円
 15億3,176万円
 2億7,675万円

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】

　給水事業所数は1事業所で、年間責任
給水量は91万2,500立方メートルでし
た。

　1,249万円
　862万円
387万円

　
　

9,559万円

収益的収入
収益的支出

【　差　引　】

【資金の状況】

市場

　　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。

●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・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？



水道 工業用水道 病院

公設地方卸売市場 港湾整備 下水道

　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25年度の被保険者は、2万
1,973人で、1人当たりの医療給付費は
36万3,501円でした。

　給水戸数は4万7,221戸、給水人口
は9万305人となったほか、建設改良事
業では、千歳浄水場の高速凝集沈澱池駆
動装置やチマイベツ系送水管の改良工
事などの施設更新および送・配水管更新
を実施しました。

　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25年度の要介護認定者は、
4,756人で、1人当たりの介護給付費は
127万9,934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25年度の被保険者は、1万
4,481人でした。
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むろらんの

決算状況
　室蘭市では毎年、予算の執行状況や決算を公表し、皆さんに
納めていただいた税金や、国から配分された地方交付税などの
収入が、どのように使われているのかをお知らせしています。
　平成25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。

≪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8.0億円の黒字となりました。

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。
　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、病院会計のみ赤字となりました。また、資金の状
況について、累積赤字を表す資金収支不足となった会計は、港湾整備会計と下水道会計の2会計となりました。

歳入  総額 501億1,228万円 歳出  総額 493億1,235万円

歳入の状況

これからの室蘭市の財政

　平成25年度の歳入は、対前年度決算で、法人市民税や固
定資産税の減少などにより、市税が約5.1億円（3.6%）減
少しましたが、土地開発公社の解散に関連した第三セクター
等改革推進債の発行などにより、市債が約47.7億円
（116.2%）増加するなど、歳入全体では前年度決算に比べ
て約65.9億円（15.1%）増加しました。

　平成25年度の一般会計の決算は、約8.0億円の黒字となりました。しか
し、歳入のうち約9.6億円は前年度からの繰越金であるため、平成25年度を
単年度でみると赤字となってしまいます。
　また、今後も人口減少などの影響から市税収入が増加することは難しく、
国からの地方交付税についても動向は不透明です。
　一方で、少子高齢化が進む中、民生費は今後も増加することが予想され、
市営住宅の建て替えや統廃合による学校建設、複合公共施設などの建設事
業も予定されています。
　これからも、必要とされるサービスを提供していくためには、引き続き企業
会計などの赤字の早期解消をはじめ、時代の変化に対応した事務事業の見
直しや、将来の負担に備えた貯金（基金への積立て）などの財源確保の取り
組みが重要となってきます。

歳出の状況
　平成25年度の歳出は、対前年度決算で、市職員数や退職
者の減少などにより、職員費が約5.2億円（8.4%）減少しま
したが、総務費で土地開発公社の解散経費（約41.3億円）
などにより約52.1億円（266.5%）増加するなど、歳出全
体では前年度決算に比べて約67.5億円（15.9%）増加し
ました。

市の財政状況はホームページでも
見ることができます。

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

市税 137億6,157万円 122億9,925万円

71億6,699万円

56億8,705万円

49億9,914万円

48億9,975万円

35億7,713万円

33億 　　60万円

73億8,244万円

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

市債 88億7,447万円
施設を建てるときなどに長期で借りる資金

国庫支出金 88億2,078万円
国から市に対して交付される補助金など

地方交付税 78億 　666万円
市の財政力不足などに応じた国からの交付金

諸収入 26億4,525万円
預金利子、貸付金収入、学校給食費など

道支出金 22億9,929万円
北海道から市に対して交付される補助金など

その他 59億 　426万円
使用料・手数料、財産収入、地方譲与税、繰越金など

民生費
子どもやお年寄り、障がいのある人などのための福祉に使ったお金

総務費
土地開発公社の解散経費や庁舎管理、災害対策、市民活動などに使ったお金

職員費
職員の給料や退職金

諸支出金
特別会計や企業会計に支出したお金

公債費
施設を建てるときなどに長期で借りた資金の返済

教育費
小・中学校や生涯学習、スポーツ振興などに使ったお金

土木費
市道や公園、市営住宅の整備などに使ったお金

その他
保健、産業振興、消防、港湾整備などに使ったお金

・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

　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」は、次の場
所でご覧になれます。
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116億2,795万円

18億3,784万円
16億6,333万円
1億7,451万円
2億9,272万円
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114億1,114万円
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64億8,778万円
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13億8,738万円
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 3,453万円
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国民健康保険 介護保険 後期高齢者医療

歳入
歳出

【 差引 】

歳入
歳出

【 差引 】

歳入
歳出

【 差引 】

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】

　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1万5,417トン、水
産物は8,240トンとなりました。

1億7,732万円
1億3,727万円
4,005万円
1,847万円
8,695万円
4,327万円

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】

　処理人口は8万9,682人で、普及率は
99.2％と前年度に比較して0.1ポイント
上昇したほか、建設改良事業では、公共
下水道蘭西地区等の管路施設改築更新
工事などを実施しました。

24億8,403万円
19億4,112万円
5億4,291万円
8億　192万円
14億8,774万円
▲18億7,678万円

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】

　臨港地区における倉庫上屋12棟、荷
役機械2基、施設用地等の貸し付けなど
を行いました。

2億4,224万円
1億5,624万円
8,600万円

　
 2,940万円

▲36億9,383万円

収益的収入
収益的支出

【　差　引　】

資本的支出
【資金の状況】

　320列ＣＴ装置の導入やデジタル式乳房Ｘ
線撮影装置などの医療機械器具の更新、施
設設備の改修工事を行い、診療業務の充実、
医療サービスの維持・向上を図りました。ま
た、入院患者数は延べ15万723人、外来患
者数は延べ22万6,405人となりました。

100億3,805万円
104億3,836万円
▲4億　　31万円
10億7,859万円
 15億3,176万円
 2億7,675万円

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】

　給水事業所数は1事業所で、年間責任
給水量は91万2,500立方メートルでし
た。

　1,249万円
　862万円
387万円

　
　

9,559万円

収益的収入
収益的支出

【　差　引　】

【資金の状況】

市場

　　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。

●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・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？



　平成25年度末における企業会計および公社の累積
資金収支不足額は59.9億円となっており、前年度末に
比べて51.8億円、平成21年度末に比べて92.4億円
の減少となっています。
　これは、公社用地の計画的な買戻しや、各会計におけ
る事務事業の見直しなどによる自助努力のほか、第三
セクター等改革推進債を活用した代位弁済により、土
地開発公社の借入金を完済したことが主な要因です。
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財政状況の推移

平成26年度予算上期の執行状況

市の累積資金収支不足額と基金等現在高を
お知らせします。

室蘭市の赤字
（累積資金収支不足額）

　市の貯金である各種基金と備荒資金組合納付金の
平成25年度末現在高は、あわせて104.7億円で、前
年度に比べて21.3億円増加しています。
　これは、将来的な公債費の支出や、公共施設の耐震
改修などの財源とするために、基金に積み立てたこと
などが主な要因です。

室蘭市の貯金
（基金等現在高）

●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）

●市の借入金の状況

会計名

一般会計

企業会計

なし

60億円

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

490億円

321億円471億円

200億円

207億円

161億円

187億円

26億円

47億円

84億円

96億円

7億円

52.1％

51.6％

25.6％

36.2％

75億円

44.0％

37.3％

42.0%

40.6％

198億円

81億円

現在高

■一時借入金の現在高

■地方債の現在高

企
業
会
計

17億円

71.6 74.0 76.7
83.4

104.7

（億円）

（億円）

■企業会計
■公社
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累積資金収支不足額の推移

H21 H22 H23 H24 H25

基金等現在高の推移
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