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　第1回市議会定例会で、青山市長が令和
4年度の市政方針を説明しました。その概
要と主な施策・事業予算をお知らせします。
※ 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４年度のまちづくり令和４年度のまちづくり

令和4年度予算のポイント

■ 重要課題

■ 新型コロナウイルス感染症対策

・�新型コロナウイルスの感染症対策や地域経済対策に継続して取り組
むほか、直面する重要課題と向き合い、将来への道筋を付けます。
・�最重要課題である人口減少対策や、ゼロカーボンシティに向けた取
り組みなど、「誇り輝く室蘭」の総仕上げに向けて取り組みます。

1．地域医療の再編
・�コロナ後を見据えた各病院の意
向や、医育大学から再編に関す
る意見を伺い、医師会など関係
者との対話を丁寧に進めます。

・�市立室蘭総合病院の経営改善に
引き続き取り組むほか、今後の
再編で担うべき役割を明確化す
るなど、第2次中間取りまとめ
で合意した「目指す姿」の実現
に向けて、全力を尽くします。

2． フェリー航路休止への対応
・�フェリーでつながった宮古市や八
戸市などとの交流を継続します。

・�フェリーターミナル施設の適切な
維持管理を行います。

・�今後の物流動向の変化など、情報
収集に努めるとともに、経済団体
や関係自治体と連携し、航路再開
に向けた糸口を探ります。

　感染拡大防止に必要な衛生用品や学
習機会の確保に必要な備品などの購入
を支援します。� 　7,273万円

保育所や小中学校などの感染
拡大防止を徹底 ■住まいのリフォーム助成

　市内建設事業者の受注機会の拡大に
向けて、リフォーム工事費の一部を助
成します。（11ページ参照）

6,000万円

■未来づくり事業
　室蘭商工会議所と連携し、新たな事業手法・転換な
どに取り組む市内の事業者を支援します。�4,445万円

事業活動の継続を支援

　5～11歳の子どもへの接種（7ページ参照）を含め、
着実にワクチン接種を進めます。

新型コロナワクチン接種

3．公共施設適正化の推進
・�今後20年以内に建替時期を迎える8施
設（※）全ての建て替えは困難なため、
利用団体や市民の意見を丁寧に聞き、
将来的な方向性を示します。
※�市役所本庁舎、学校給食センター、
市立室蘭看護専門学院、文化セン
ター（大ホール・管理棟・市民美術
館）、武揚体育館、中島スポーツセ
ンター、だんパラスキー場、水族館。

・�市役所本庁舎と学校給食センターは、
規模や機能、財政負担を極力抑える手
法などを検討
し、施設のあ
り方に関する
基本的な考え
方を示します。
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■ 5つの戦略方針

１．安心できるまちづくり

　いじめで苦しむことなく安心して学習できるよう、い
じめに関する連絡協議会や審議会を新たに設置し、いじ
め防止対策の組織体制を強化します。� 　8万円

教育環境の充実と学校づくり

■外国語版「くらしの便利帳」の作成
　外国人住民が室蘭で安心して暮らし続けられるよう、
行政サービスの内容や手続きなどを掲載した、「くらし
の便利帳」の英語版と中国語版を作成します。� 62万円

■「やさしい日本語講座」の開催
　職場などでのコミュニケーション
を円滑にするため、外国人労働者や
外国人労働者と接する日本人従業員
を対象に日本語講座を開催します。

6万円

外国人と共生するまちづくり

　町内会などのデジタル化を推進す
るため、ZoomやLINEなどを活用
した活動に関する指導者養成講習会
や、モデル地区で電子回覧板などに
関する研修会を行います。� 17万円

町内会などへの支援

■木材を活用した幼児教育・保育環境の充実
　子どもたちが木のぬくもりや優
しさを感じ取れるよう、木製の遊
具や本棚などを購入・整備する保
育所・幼稚園などを支援します。

1,110万円

■保育士などの負担軽減対策
　保育士や幼稚園教諭、放課後児童支援員などに対し、
収入を引き上げるための支援を行い、処遇改善につなげ
ます。　� 　7,601万円
　保育体制を強化するため、保育の周辺業務（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」の配置経費を支援します。　� 　1,320万円

子育て環境の充実
　旧蘭中児童センターに災害備蓄庫
を整備し、備蓄量を増やして災害に
備えます。� 　　645万円

災害に強いまちづくり

■移住促進
　新たに専門学校などで学び直したり、起業する移住者
を支援するため、移住支援金の条件を緩和します。また、
地元企業や移住希望者への制度周知を強化します。

■市内での創業支援
　移住・定住の促進とまちの賑わい
づくりのため、市内の空き店舗や空
き地などを活用して創業する事業主
に対し、店舗の改修・新築工事費や
家賃に当たる額などの支援に加え、
事業主の転入や新たな雇用創出など
への支援を新設します。�2,207万円

■まちの魅力発信
　まちのイメージを広くＰＲするた
め、公共施設や公用車などにブラン
ドマークを使用するほか、配布用の
シールやステッカーなどを作成しま
す。また、民間事業者が行う、施設・
車両などへのブランドマークの使用
やオリジナルグッズ作成経費の一部
を助成し、多くの人の目に触れる機会をつくります。

　　350万円

■定住環境整備
　旧知利別小学校跡地などを民間事業者に売却し、宅地
を整備します。� 　　4,483万円

人口減少対策

令和４年度のまちづくり
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令和４年度のまちづくり

２．ものづくりのまちが挑む北の先端産業都市づくり

３．潤いある観光・文化・スポーツ振興

■産業分野
　室蘭脱炭素社会創造協議会やセミナーなどを通して、
官民連携による脱炭素化を推進します。また、地元企業
の参画促進のため、水素を含む新たなエネルギー産業創
出実現に向けたフォーラムを開催します。� 1,606万円

■港湾分野
　「カーボンニュートラルポート形成計画」を策定し、
国際拠点港湾としての脱炭素化を推進します。

1,242万円

■民生・公共分野
　「地方公共団体実行計画」を策定し、地域内の二酸化
炭素排出量抑制に関わる取り組みを推進します。

1,050万円

　縄文文化に触れる機会として、
旧絵鞆小学校で収蔵品などの展
示公開や体験イベントを行うほ
か、屋外説明板を設置します。

　219万円

■ＲＶパークの運営
　旧屋台村跡地でＲＶパークの運営を行う民間事業者を
公募し、祝津エリアの賑わいづくりにつなげます。

　　歳入13万円

■室蘭岳山麓総合公園の魅力アップ
　運動広場や遊具広場
などを対象に、賑わい
づくりにつながる取り
組みを行う民間事業者
を公募し、四季を通じ
た利用促進を図るための実証事業を行います。

　　2,379万円

ゼロカーボンシティに向けた取り組み

縄文文化の保存と伝承

民間事業者と連携した交流人口
拡大の取り組み

　室蘭テクノセンターと連携し、洋上風力産業の取り
組みに関するセミナーを開催し、市内中小企業などの
意識や理解を深めます。� 　　50万円
　室蘭航空宇宙産業ネットワーク（MAS-NET）の受
注機会創出や販路拡大を図るため、展示会への出展を
支援します。� 　　250万円

　市公用車の水素自動車を企業に貸し出すほか、新た
に市民を対象にカー
シェアリングを行い、
水素自動車を体感す
る機会を設けます。

　　332万円

成長産業への参入を支援 水素自動車の普及啓発

■（仮称）入江運動公園テニスコート整備
　（令和6年度供用開始予定）� 　　　1,109万円

■祝津公園サッカー場整備
　（令和5年度供用開始予定）� 　　4億6,610万円

スポーツ環境の充実

祝津公園サッカー場完成イメージ

　祝津公園サッカー場の供用開始と令
和6・7年度に開催予定の全国高等学
校総合体育大会（女子サッカー競技）
に合わせ、女子サッカーに関わる合宿
誘致に取り組みます。� 　30万円

合宿誘致の推進

◀�市は令和3年10月に、2050
年までに二酸化炭素排出量実
質ゼロを目指す「ゼロカーボ
ンシティ」を宣言しました。
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令和４年度のまちづくり

４．世界に貢献する港づくり

５．将来を見据えた公共施設整備と行財政改革

　記念式典や各種記念事業を開催し、「みなとまち室蘭」
を広く市内外にＰＲします。詳細は、5月号に掲載します。

　　7,948万円

公設地方卸売市場水産市場整備
（9月供用開始予定）� 　　21億4,400万円

■持続可能な収集体制の確保
　ごみ処理手数料を改定し、適正化を図ります。
� 　　歳入2億7,602万円
　ナビゲーションシステムを搭
載したタブレットを収集車両に
設置するほか、収集地区を再編・
集約するなど、収集業務の効率
化と収集作業の負担軽減につな
げます。� 　　2億3,866万円

■ごみの減量促進
　家庭でのごみ減量を支援する
ため、電動生ごみ処理機や生ご
み堆肥化容器（コンポスト）の
購入費用を助成します。
� 　　660万円

　北海道・東北各地域で進む洋上風力発電プロジェクト
で、室蘭港が開発・製造拠点としての機能を果たすこと
を目指し、岸壁や港湾用地の利用調整など、関連企業の
動きを後押しします。

■公共施設のWi-Fi環境を整備
　室ガス文化センター、胆振地方男女平等参画センター
（ミンクール）、中小企業センター、サンライフ、サンパ
ワー380にWi-Fi環境を整備します。� 　　73万円

■情報発信の推進
　きめ細やかな情報発信を行う
ため、市公式LINEアカウントの
機能を拡充します。� 147万円

開港150年・市制施行100年記念事業

森蘭航路のＰＲ

公共施設の着実な整備 廃棄物対策の見直し

洋上風力発電の開発・製造拠点に
向けた取り組み

ICT活用による市民サービスの向上

　2億200万円

祝津埠
ふ

頭の整備（5月暫定供用開始予定）

　航路利用の定着を図るため、旅行会社が実施する森蘭
航路を利用したツアーを助成します。また、「森蘭航路
と室蘭港の歴史を学ぶツアー」を開催します。�123万円

　令和4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

▲令和3年11月に大成建設㈱と包括連携協定を締結

友だち登録
はこちら→

建設中の公設地方卸売市場水産市場
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公債費

総務費

土木費

教育費

商工費

衛生費

その他

47億800万円
（－0.4％）

36億300万円
（－51.2％）

17億3,300万円
（－2.0％）

14億2,800万円
（－8.4％）

11億300万円
（－4.9％）

10億7,500万円
（－1.5％）

14億5,800万円
（－9.3％）

市債

道支出金

地方消費税交付金

諸収入

その他

35億2,700万円
（－42.6％）

25億5,600万円
（2.7％）

23億7,300万円
（10.9％）

20億1,000万円
（11.0％）

28億3,400万円
（5.2％）

市税
135億2,500万円
（3.2％）

民生費
121億3,900万円
（－0.9％）

諸支出金
51億8,900万円
（2.0％）

広域連合負担金
50億2,800万円
（70.8％）

職員費
47億7,100万円
（1.2％）

国庫支出金
83億1,900万円
（－8.5％）

地方交付税
70億9,100万円
（4.0％）

歳入
（収入）

歳出
（支出）

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。

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。

一般会計とは別に、独立して経理を
行う会計です。

《詳細》財政課 ☎25-2268
 http://www.city.muroran.lg.jp/
main/org2300/yosan.html

181億3,800万円（3.4％）

422億3,500万円
（－4.6％）

232億9,100万円  （－2.4％）

特別会計 企業会計

市税　�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
�
民生費　�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
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
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

職員費　職員の給料・諸手当など
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
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
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

主な用語の説明

令和４年度の予算
　一般会計の予算額は、前年度と比べ4.6パーセント、20億5,800万円の減となりました。
　歳出では、環境科学館・図書館や入江運動公園総合体育館の完成などにより、建設事業
が減額となり、それに伴い、歳入は国庫支出金や市債が減額となっています。

（  ）内は前年度に対する伸び率

一般会計

国民健康保険� 　　85億8,700万円（5.5％）
介護保険� 　　　　77億9,300万円（1.5％）
後期高齢者医療� 　17億5,800万円（2.0％）

水道事業�　　　　　�　　31億6,100万円� （－0.1％）
工業用水道事業�　　　　　　��5,300万円（－30.7％）
病院事業� 　　　　　�115億6,800万円　� （0.3％）
公設地方卸売市場事業�　�30億3,400万円（－22.6％）
港湾整備事業�　　　　　　4億1,500万円� （－3.5％）
下水道事業�　　　　　�　50億6,000万円　� （6.8％）

令和４年度のまちづくり


