
財政収支状況報告
（平成 28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 2,164,747 経営関係管理費 1,111,954 

入港料 95,791 人件費 294,985 

水域施設 庁費 67,317 

係留施設 813,336 港湾調査費 52,102 

岸壁・さん橋 807,114 港湾統計調査費 0 

係船浮標・係船くい 災害復旧費 13,209 

物揚場 6,222 施設維持補修費 99,143 

その他 施設運営費 528,401 

臨港交通施設 0 経営委託費

鉄道 港湾振興費 11,688 

運河 港湾環境整備・保全費 31,339 

その他 港湾厚生費 1,212 

荷さばき施設等 1,146,297 土地建物等使用料 5 

荷役機械 162,414 その他 12,553 

荷さばき地 833,601 補助金等返還金

上屋 150,282 使用料等還付金

木材整理場 補償費

旅客施設 消費税

保管施設 84,190 その他 12,553 

野積場 経営関係公債償還費 0 

貯木場 公債 0

その他 84,190 災害復旧費 0

港湾情報提供施設 元金

廃棄物処理施設 利子

港湾環境整備施設 17 管理的港湾工事 0

港湾厚生施設 元金

船舶給水等 25,116 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 1,195,199 

(別紙１)

収 支 報 告



建物

その他

占用料等 20,178 

水域占用料 20,177 

土砂採取料

埋立免許料

手数料 1 

国庫支出金 36,945 

港湾統計委託費 415 

災害復旧負担金 13,172 

管理的港湾工事補助金 23,358 

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 46,700 

災害復旧 2,600 

管理的港湾工事 44,100 

財産売払収入

その他 38,583 

建物等使用料 99 

利子

土地建物貸付収入 10,236 

雑入 18,248 

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 10,000 

一般会計からの繰入分等

合　　　　　　計 2,307,153 合　　　　　　計 2,307,153 



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 211,867 建設関係管理費 213,118 

基本施設 209,891 人件費 173,520 

運営施設 庁費 39,598 

環境施設・保全施設 1,976 調査費

県・市町村支出金 0 基本施設整備費 1,098,216 

基本施設 直轄事業負担金 680,700 

運営施設 補助事業負担金 417,516 

環境施設・保全施設 運営施設整備費 771,996 

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 771,996 

基本施設 環境整備・保全施設整備費 3,953 

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 3,953 

厚生施設 厚生施設整備費

公債 1,617,700 作業船整備費

基本施設 752,600 出資金

運営施設 863,300 貸付金　

環境施設・保全施設 1,800 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 3,136,613 

その他 0 公債 3,136,613 

精算還付金 基本施設 1,633,564 

不要品売り払い収入 元金 1,427,402 

先行補償費償還 利子 206,162 

違約金 運営施設 1,417,496 

他会計からの借入金 元金 1,254,836 

受託事業収入 利子 162,660 

港湾環境整備負担金 環境施設・保全施設 85,553 

元金 77,135 

(別紙２)



一般会計からの繰入分等 3,394,329 利子 8,418 

基本施設 1,894,171 厚生施設 0 

運営施設 1,413,978 元金

環境整備・保全施設 86,180 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 5,223,896 合　　　　　　計 5,223,896 
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