
財政収支状況報告
（平成 27年度）

　財政収支状況報告は、国際拠点港湾である苫小牧港における港湾管理者の財政状況を
「経営関係」と「建設関係」とに区分して記載したものです。港湾法第４９条の規程によ
り、毎年１回作成して公表しています。また、国土交通大臣に提出しており、国の港湾行
政の基礎資料に使われています。

【経営関係】
　港湾管理者の提供する港湾施設の管理運営、役務の提供、維持、その他港湾の保全のた
めの港湾工事、港湾統計、その他港湾の管理運営のために必要な業務に関する収支を記載
しています。

【建設関係】
　港湾施設の建設改良の港湾工事、港湾施設以外の設備等の建設改良工事、工事実施のた
めに直接必要な計画及び調査、工事の実施に付随して生ずる発生品の売り払い、港湾管理
者の資産を形成する事項等に関する収支を記載しています。



苫小牧港

第四号様式（第十三条関係）

（その一）経営関係収支報告

　　　　　　収　　　　　　　入 支　　　　　出

費　　　　　　目
金　　額

費　　　　　　目
金　　額

（千円） （千円）

施設使用料及び役務利用料 2,132,943 経営関係管理費 1,061,286 

入港料 96,172 人件費 275,561 

水域施設 庁費 72,461 

係留施設 799,813 港湾調査費 18,324 

岸壁・さん橋 793,437 港湾統計調査費

係船浮標・係船杭 災害復旧費 24,656 

物揚場 6,376 施設維持補修費 109,530 

その他 施設運営費 508,450 

臨港交通施設 0 経営委託費

鉄道 港湾振興費 15,874 

運河 港湾環境整備・保全費 30,372 

その他 港湾厚生費 1,112 

荷さばき施設等 1,034,234 土地建物等使用料 5 

荷役機械 1,487 その他 4,941 

荷さばき地 870,458 補助金等返還金

上屋 162,289 使用料等還付金

木材整理場 補償費

消費税

旅客施設 その他

保管施設 85,232 経営関係公債償還費 0 

野積場 公債 0

貯木場 災害復旧費 0

その他 85,232 元金

廃棄物処理施設 利子

港湾環境整備施設 21 管理的港湾工事 0

港湾厚生施設 元金

船舶給水等 117,471 利子

船舶修理・保管 その他 0 

引船 元金

綱取 利子

土地 一般会計への繰入分等 1,230,254 

(別紙１)

収 支 報 告



建物

その他

占用料等 20,433 

水域占用料 20,432 

土砂採取料

埋立免許料

手数料 1 

国庫支出金 46,034 

港湾統計委託費 415 

災害復旧負担金 11,200 

管理的港湾工事補助金 34,419 

その他

県・市町村支出金 0 

受益者負担金等 0 

受益者等負担金

港湾環境整備負担金

その他

公債 5,100 

災害復旧 5,100 

管理的港湾工事

財産売払収入

その他 87,030 

建物等使用料 109 

利子 41 

土地建物貸付収入 9,927 

雑入 76,953 

受取保険料

不要品売払

立替払金受入

消費税還付金

基金繰入金

前年度繰入金

その他

一般会計からの繰入分等

合　　　　　　計 2,291,540 合　　　　　　計 2,291,540 



苫小牧港

（その二）建設関係収支報告

　　　　　　収　　　　　　　入 支　　　　　出

費　　　　　　目
金　　額

費　　　　　　目
金　　額

（千円） （千円）

国庫支出金 271,590 建設関係管理費 204,719 

基本施設 271,590 人件費 162,095 

運営施設 庁費 42,624 

環境施設・保全施設 調査費

県・市町村支出金 0 基本施設整備費 1,229,468 

基本施設 直轄事業負担金 702,986 

運営施設 補助事業負担金 526,482 

環境施設・保全施設 運営施設整備費 777,264 

厚生施設 直轄事業負担金

受益者負担金 0 補助事業負担金 777,264 

基本施設 環境整備・保全施設整備費 0 

運営施設 直轄事業負担金

環境施設・保全施設 補助事業負担金

厚生施設 厚生施設整備費

公債 1,781,900 作業船整備費

基本施設 887,900 出資金

運営施設 894,000 貸付金　

環境施設・保全施設 その他 0 

厚生施設 補助金返還金

作業船 先行補償費

その他 受託工事費

貸付金元利償還金 建設関係公債償還金等 3,394,054 

その他 1,821 公債 3,394,054 

精算還付金 基本施設 1,817,427 

不要品売り払い収入 1,821 元金 1,581,865 

先行補償費償還 利子 235,562 

違約金 運営施設 1,487,768 

他会計からの借入金 元金 1,304,053 

受託事業収入 利子 183,715 

港湾環境整備負担金 環境施設・保全施設 88,859 

元金 78,951 

(別紙２)



一般会計からの繰入分等 3,550,194 利子 9,908 

基本施設 2,011,010 厚生施設 0 

運営施設 1,450,325 元金

環境整備・保全施設 88,859 利子

厚生施設 作業船 0 

作業船 元金

出資金 利子

貸付金 その他 0 

その他 元金

利子

一般会計への繰入分等

合　　　　　　計 5,605,505 合　　　　　　計 5,605,505 
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