令和3年度のまちづくり
第1回市議会定例会で、青山市長が令和3年度の市政方針を
説明しました。その概要をお知らせします。
令和3年度予算および令和2年度に補正予算として計上し、
一体的に取り組んでいく主な施策を掲載しています。
※2〜6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。

令和３年度予算・取り組みのポイント
・新型コロナウイルス感染症への対応を最優先とし、市民
の健康と生活を守り、迅速な地域経済対策を実施
・最重要課題である人口減少対策など「誇り輝く室蘭」の
実現に向けた取り組みを継続

新型コロナウイルス感染症に関わる対策

感染拡大防止の取り組み

地域経済への緊急的支援

スクールバスやプール・スケート
授業の送迎バスの増便

事業活動の継続・発展・転換などへの支援

小中学校の感染症対策と学習の
保障に必要な備品などの購入

プレミアム付商品券の発行

予算 4,540万円

予算 1,680万円

保育所などの感染症対策の支援

予算 1,547万円

町内会会館などの感染症対策の
支援
予算 555万円
公共施設などで必要な感染症対策
用品の購入
予算 977万円
避難所の運営に必要な感染防止
資機材などの整備 予算 335万円

生活に影響を受ける
世帯への支援

準要保護児童・生徒就学扶助費の認定に特例措置を設ける
ほか、関係機関と連携し、就労環境の変化などで収入の減少
が懸念される、生活に困窮する人の相談支援を強化します。

予算 443万円

室蘭商工会議所と連携し、市内事業者が行う感染
防止対策や新たな事業手法・転換などの取り組みを
支援します。
予算 6,600万円

参加店舗で使用できる1冊13,000円分の商品券を
10,000円で発行します。商品券の詳細は、広報むろ
らん5月号に掲載する予定です。

予算 3億1,449万円

プレミアム付飲食券の発行

参加飲食店で使用できる1冊6,000円分の飲食券を
3,000円で発行します。飲食券の詳細は、広報むろ
らん5月号に掲載する予定です。

予算 3,505万円

プレミアム付交通チケットの発行支援

市内のタクシーやバスで使用できる1冊6,000円分
の交通チケットを3,000円で発行する事業者の取り
組みを支援します。

予算 3,110万円

新型コロナウイルスワクチン
接種体制の確保・充実
( 詳細は広報むろらん 5 月号に折り込む予定です )

予算 3億8,252万円
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安心できるまちづくり
人口減少対策

多様な雇用創出に向けた取り組み
研究開発・IT企業などの誘致・定着・拡大
に向けたビジネスモデルの構築を支援するほ
か、地方移転に興味がある企業との接点づく
りを行います。
予算 85万円

本市へのテレワーク移住や企業の地方拠点
(サテライトオフィス)設置を促進するため、
市内で社員にテレワークなどを実施させる都
市部の企業に、交通費や宿泊費などの滞在経
費の一部を助成します。

予算 100万円

若者の定住につなげる取り組み

ライフスタイルの大きな変化となる結婚や出産を契機
に転入・転居する世帯に対し、家賃などを助成する対象
年齢や所得要件を緩和します。

予算 1,647万円

新たなまちのイメージづくりと魅力の発信

令和4年の開港150年・市制施行100年に向け、ブラン
ドマークの制作やカントリーサインを変更し、新たなま
ちのイメージづくりを進め、市内外への効果的な情報発
信を行います。（13ページ参照）

予算 456万円

災害に強いまちづくり
ハザードマップの見直し

北海道が示す津波浸水予測を踏まえた改訂
版のハザードマップを作成し、配布します。

予算 1,017万円

避難物資の備蓄を充実

備蓄の日数を3日分に増やすほか、備蓄物
資を充実させます。

予算 576万円

子育て環境の充実
保育士などの負担軽減に向けた
取り組み

保育士の補助業務を行う「保育補助者」の
雇い上げと、保育の周辺業務(施設内や遊具の
消毒・清掃、寝具の用意・片付けなど)を行う
「保育支援者」の配置に必要な経費を助成し
ます。

予算 1,413万円

幼稚園などの一時預かりを支援

幼稚園・認定こども園で特別な支援を必要
とする子どもの一時預かりの補助単価を増額
します。

予算 3,459万円

健康寿命の延伸
健康ポイントの導入

外出やウオーキングを継続して楽しめるよう、
LINEアプリを活用し、医療機関や公共施設などに
設置する二次元バーコードをスマートフォンで読み
取ると、ポイントが貯まる仕組みを作ります。貯まっ
たポイントに応じて特典品と交換できます。

予算 20万円

ウオーキングイベントの開催

炭鉄港などのまちの歩みや街並みを感じられる
「みなとまち散策路」を歩くイベントを開催します。

予算 11万円

新生児聴覚検査への支援

出産直後に実施する新生児聴覚検査の費用
を助成します。

予算 238万円

「ことばの教室」を拡充

みなと・蘭北小学校に加え、新たに海陽小
学校でも実施します。

予算 1,050万円
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介護人材の確保と育成を支援

介護施設などの人材確保や離職防止のため、介護職
のスキル向上や定着に向けた研修、ＰＲ事業などの経
費を助成します。

予算 99万円

令和3年度のまちづくり

ものづくりのまちが挑む
北の先端産業都市づくり

挑戦する企業への支援
航空機産業への参入を支援

航空機関連展示会への出展や、室蘭航空宇
宙産業ネットワーク(MAS-NET)の新たな受注
機会の創出や販路拡大、各種認証の取得を支
援します。

予算 370万円

先端技術の活用を支援

市内中小企業の生産性向上や競争力の強化
を図るため、ロボット・ＩｏＴ・ＡＩなどの
先端技術を活用したデジタルトランスフォー
メーション(ＤＸ)の推進を支援します。

予算 482万円

企業の人材確保と
多様化する働き方への支援

働き手確保の取り組み

「UＩJターン就職促進に関する包括連携協定」を
締結した企業のＰＲ動画などを制作し、市内外から
の働き手確保を図ります。

予算 140万円

変化する社会情勢の動きを踏まえ、企業向けに採
用手法や戦略などのセミナーを開催します。

予算 42万円

在宅ワークを支援

在宅ワークに高い関心を持つ市民向けのセミナー
を開催し、新しい生活様式に対応した働き方の多様
化を支援します。

予算 76万円

新エネルギー産業の創出と
脱炭素社会に向けた取り組み

脱炭素社会に向けた世界情勢を踏まえ、水素などの
次世代エネルギー事業の構築と加速化を目指し、今後
の具体的なプロジェクト実施に向けた連携体制の構築
を図ります。

予算 1,210万円

潤いある観光・文化・スポーツ振興
体験型観光メニューの充実

インフラツーリズムの実証事業

国のインフラツーリズムモデル地区となった
白鳥大橋の主塔見学や港内クルーズを核とした
モニターツアーを実施します。

予算 51万円

釣りを活かした実証事業

釣り場として好環境にある利点を生かし、温泉や
食などの地域資源を組み合わせたモデルプランを作
ります。

予算 21万円

スポーツ施設の整備

(仮称)総合体育館の整備
(令和4年度開館予定)

予算 36億4,584万円

アイヌ文化の普及啓発

アイヌ文化への市民の関心や理解を深めるため、市
民向けの体験学習会や講演会を開催するほか、民具類
の複製（レプリカ）を制作し、展示活用を図ります。

予算 461万円

祝津公園サッカー場の整備
(令和5年度供用開始予定)

予算 9,980万円
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世界に貢献する港づくり

大型客船に対応するための
祝津埠頭の整備
ふ

祝津埠頭の岸壁や駐車場、道の駅「みたら室蘭」
へのアクセス通路の整備を進めます。

予算 3億5,700万円

フェリー航路の
利用促進

室蘭商工会議所などと連携し、室蘭−八戸航路利用
促進に取り組みます。また、宮蘭航路の再開に向けた
岩手県や宮古市との連携も継続します。

予算 126万円

開港150年・市制施行100年に
向けた取り組み

令和4年に迎える記念の年に向け、ＰＲ動画の制作や
グッズの製作を行います。

予算 333万円

▲祝津埠頭整備後の客船寄港のイメージ

将来を見据えた公共施設整備と行財政改革
コンパクトなまちづくり
地区別構想の作成

都市計画マスタープランを踏まえた「地区
別構想」の作成に向け、各地区でウェブなど
を活用した説明会を開催します。

予算 7万円

公園の機能再編と
活用促進に向けた取り組み

都市公園の維持管理費の低減や収益増加を
目指したアクションプランの作成に向けて、
利用実態調査と室蘭工業大学との共同研究を
実施します。

予算 558万円

公共施設の着実な整備
環境科学館・図書館の整備
(令和3年12月開館予定)

予算 6億6,967万円

公設地方卸売市場水産市場の整備
(令和4年9月供用開始予定) 予算

37億6,600万円

東町たいわ・汐見団地の建替

予算 6億9,522万円

道営住宅白鳥台 2 丁目団地の取得・改修
予算 3億9,305万円

行財政改革と歳入増加の取り組み
ネーミングライツの推進

新たに環境科学館(令和3年12月開館予定)の
スポンサー企業を公募します。ほかの公共施設
もネーミングライツの利用促進を図ります。

令和3年度の市政方針説明
の全文は、市ホームページに
掲載しています。

《詳細》
企画課 ☎25-2181
http://www.city.muroran.lg.jp/
main/org2200/shiseihoushin.html
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ふるさと応援寄附金の拡充

新たにふるさと納税ポータルサイト「楽天ふるさと
納税」に参加するほか、地元産品の返礼品を充実させ
ます。

予算 1,211万円

各公営企業における経営健全化に向けた
取り組み
病院会計では、経営健全化に向けた増収策を実行し
ながら、更なる収支改善に向けた新経営改革プランを
改定するほか、市場・港湾会計では、経営戦略の策定
を進めます。

平成31年度の まちづくり

令和3年度のまちづくり

令和３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

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。

一般会計の予算額は、前年度と比べ1.8パーセント、7億8,900万円の減となりました。
歳入では、企業の設備投資の増加などにより市税が増額となり、歳出では、小学校統廃合
整備の完了などにより、建設事業が減額となっています。

442億9,300万円

(−1.8％)

※
（）
内は前年度に対する伸び率。

主な用語の説明

市税

その他
26億9,400万円
（−7.8%）
市税
131億800万円
（1.9%）

諸収入
18億1,200万円
（−5.4%）
地方消費税交付金
21億3,900万円
（4.0%）

歳入
（収入）

道支出金
24億8,800万円
（−4.1%）

地方交付税
国庫支出金
68億1,800万円 90億8,800万円
（−8.6%）
（−9.6%）

市債
61億4,600万円
（17.9%）

民生費

その他
16億800万円
（−10.9%）
衛生費
10億9,200万円
（0.2%）

民生費
122億4,500万円
（−2.8%）

商工費
11億6,000万円
（−2.9%）

歳出
（支出）

教育費
15億6,000万円
（−0.9%）

総務費
73億8,100万円
（−1.5%）

土木費
17億6,900万円
（7.1%）

公債費
47億2,900万円 諸支出金
（0.3%）
50億8,900万円
（−0.8%）

広域連合負担金
29億4,400万円
（7.2%）

職員費
47億1,600万円
（−7.1%）

特別会計

市民税、固定資産税、たばこ税などで、市の予算
を支える最も重要な収入
国庫支出金 国が市に対して、使途を特定して交付する
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れる
収入。使途は特定されない
市債 建設事業などのための長期借入金
道支出金 道が市に対して、使途を特定して交付する補
助金など
諸収入 どの収入項目にも属さない収入。預金利子、貸
付金元利収入、学校給食費など
その他 法人事業税交付金などの各種交付金や土地売却
収入など

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

81億4,200万円（−3.4％）
76億7,500万円（−0.3％）
17億2,400万円 （2.6％）

175億4,100万円（−1.5％）

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
総務費 公共建築物の維持補修費や工事費のほか、災害
対策、市民活動などに関する経費
諸支出金 特別会計への繰出金、企業会計への負担金や
補助金など
公債費 建設事業など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
職員費 職員の給料・諸手当など
広域連合負担金 ごみ処理や電算業務を共同で行ってい
る西いぶり広域連合と北海道後期高齢
者医療広域連合への負担金
土木費 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
教育費 小中学校、生涯学習、文化、芸術、スポーツな
どに関する経費
商工費 商工業・観光の振興に関する経費
衛生費 健康増進、母子保健、疾病予防、廃棄物処理な
どに関する経費
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

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。

31億6,400万円
（0.6％）
水道事業
7,700万円 （521.8％）
工業用水道事業
115億3,900万円 （−0.8％）
病院事業
39億1,900万円（1,991.2％）
公設地方卸売市場事業
4億3,000万円 （−36.4％）
港湾整備事業
47億3,900万円
（6.0％）
下水道事業

238億6,800万円

（18.6％）
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