
平成30年度のまちづくり
　第1回市議会定例会で、青山市長が平成30年度の市政方針を説明しました。
その概要と事業予算についてお知らせします。

　限られた財源の中で最大限の効果を生み出すため、保育環境の充実、低所得
世帯への支援、子育て相談機能などの強化について重点的に事業展開します。　

　人口減少社会においても、持続可能なまちの将来像を描き、
将来のまちづくりに関わる重要課題について、一つ一つ決断
していきます。市民が住みたい・住み続けたいと思えるまち
「誇れる室蘭」の実現に向けて、市民に約束した７つの戦略
に基づく取り組みを一つでも多く形にしていくため、持てる
力の全てを注ぎ取り組みを進めます。

平成30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。
なお、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。

11 子育て支援のブランド化

　人口に占める高齢者の割合の増加が予測されるた
め、認知症予防や健康寿命の延伸に取り組みます。

2 お年寄りや障がい者が元気に暮らせる環境づくり

　市民の防災や危機管理に対する意識が高まりを見せる中で、市民・地域・行政のそれ
ぞれが防災力を高め、互いに協力し合う、安全・安心なまちづくりを進めていきます。

3 市民パワーを活かしたまちづくり

むろらんの〝器〞スタート事業

認知症カフェの増設

見守り体制の充実

市民の健康を
　　守る取り組み

　４月以降に本市で生まれた赤ちゃんに、
地元企業が製作したオリジナル食器を贈り、
ものづくりのまち室蘭への愛着を育みます。

　公共施設での受動喫煙防
止に向けた取り組みを推進
します。また、将来にわた
り適切な地域医療を維持す
るため市内３つの総合病院
のあり方の検討を進めます。

　認知症の人や家族が気軽に集い、
専門家に相談などができる「認知症
カフェ」をより多くの人が利用でき
るよう、舟見町、東町、白鳥台に加
え、新たに中島地区に開設します。

　認知症の人を支援するため、医療
機関、介護サービス事業者等との連
携支援などを行う認知症支援推進員
を、各地域包括支援センターに配置
します。また、認知症徘徊捜索模擬
訓練の実施回数を増やします。

教育環境の整備
　平成３２年に開校予定の天神小学校（高
砂・水元小学校の統合校）の整備を行うほ
か、知利別・大沢・天沢の各小学校の編入
統合に向けた実施設計などを行います。

予算 2,162万円予算 220万円
　津波警報サイレンの更新や、民間
企業が所有するサイレンと連携し、
警報が届くエリアを広げ、災害情報
の伝達機能を強化します。

　SNSなどを活用した市民による発信を促す仕組
みづくりや、「室蘭-特任広報官」を増員し、市外
への 〝室蘭の魅力〞発信につなげます。

予算 868万円

予算 29万円
予算 649万円

　地域と合同で、新たに避難所
生活を体験する宿泊型の防災訓
練を行い、災害対応力を強化し
ます。

　蘭中地区、蘭西地
区の2カ所の備蓄庫
に加え、蘭北地区に
新たな備蓄庫を整備
します。

予算 7万円

予算 2,031万円

予算 83万円

火葬場の整備
　現在の敷地内に建て替え
予定の火葬場について、平
成32年の供用開始に向け、
整備を進めます。
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▲天神小学校の完成予想図

▲認知症カフェ

▲認知症徘徊捜索模擬訓練の様子

▲宿泊型の訓練で、ダンボールベッドを
　組み立て
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子育て応援プランの推進

市民と連携した情報発信の取り組み

防災・減災に向けた取り組み

認知症の人を地域で支え合う体制の充実

保育環境の充実

予算 4,714万円

低所得世帯への支援の強化

備蓄庫の整備

防災訓練の充実 Jアラート対象範囲の拡大

予算 7,631万円

予算 3,567万円

予算 10億6,216万円
子育て相談機能等の強化

予算 9万円

予算 964万円

病児保育の拡充
　保護者が安心して働くことができるよう、ほくと保育園、
常盤・東町・港北保育所に加え、中島保育所でも病児保育を
実施します。

小中学生の医療費助成を拡充
　非課税世帯に対して、小学生の通院と中学生の通院・入院に
かかる医療費を、新たに助成します。　

就学援助の対象費目を拡大
　要保護・準要保護世帯を対象に、新たに中学校のクラブ活動
費と生徒会費の就学援助を追加します。　

子育て世代包括支援センターの開設（保健センター５階）
　保健師、保育士等を配置し、ワンストップで子育てに関す
る相談などに対応します。また、各種講座の開催などの子育
て情報を発信します。
５歳児相談事業を新たに実施
　新たに５歳児相談を実施し、就学前の成長などへの不安に
対し、切れ目なく支援します。
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6 ひと･まち･港を活かすグローバルな都市づくり
将来人口を見据え、生活に必要な機能や居住地域の集約化など、人口
規模に見合った持続可能なまちの姿を示し、市民と共有していきます。44 将来を展望した都市機能の充実

7 スリムな行政運営

　白鳥大橋ハーフマラソン・ウオークを開催します。 　岩手県宮古市からの第１便入港（6月22日）に
併せ、市民参加の歓迎イベントなどを開催します。

　白鳥大橋とともに歩む、未来のまちづくりシンポ
ジウムを開催します。

　宮古市との交流促進に向けて、小中学生や市民
団体などの交流を支援します。

白鳥大橋20周年記念事業

ものづくり技術や人材の集積を生かし、航空機・自動車産業など〝成長もの　
づくり分野〝〝環境エネルギー分野〝 に関連する事業を重点的に促進します。　　55 ものづくりのまちが挑む北の環境産業都市づくり

　「成長ものづくり分野」や「環境エネル
ギー分野」に対する企業の設備投資などへ
の支援を拡充し、企業誘致につなげます。

　女性を積極的に雇用している企業や社員の声をまとめたリーフ
レットを配布し、女性を雇用する企業の増加を目指します。
　また、製造業や建設業、運輸業において、女子トイレや託児ス
ペースの増設など、女性が安心して働ける職場環境を整備する企
業を支援します。

　成長性の高い航空機産業への市内企業の
参入に向けた総合的な支援や、意識醸成に
向けたフォーラムを開催し、新たな産業基
盤の構築を目指します。

成長ものづくり分野等への支援

行政改革や公共施設の
適正化に向けた取り組み
　将来にわたって持続可能な財政運営に向けて、各種証明
書のコンビニ交付サービス導入に合わせた市役所本庁舎の
証明交付コーナーの廃止や、イタンキ浜海水浴場の廃止な
ど、事業を見直します。
　また、だんパラスキー場や旧絵鞆小学校などのあり方を
市民と協議していくほか、市営住宅の建て替えについても、
規模や構造、民間住宅の活用など、あらゆる視点から検討
します。

総合計画の策定
　次期総合計画の策定に向けて、さまざまな世代の市民意
見を伺い、目指すべきまちの将来像や方向性を検討してい
きます。

平成30年度のまちづくり

▲旧室蘭駅舎とその周辺

▲平成24年に開催された白鳥大橋ハーフマラソン（左）・ウオーク（右）

▲東京都で開催した移住相談会

旧室蘭駅舎周辺エリアの魅力アップ
　青少年科学館で展示しているＳＬを移設後の旧室蘭駅舎周辺エ
リアの活用と魅力アップに向け、市民ワークショップを開催しま
す。また、ＳＬ移設などの資金確保と事業のPRのため、クラウ
ドファンディング（※）を実施します。

　道の駅「みたら室蘭」を改修し、飲食・物販機
能の充実や観光情報の発信を強化します。

予算 193万円
予算 801万円

予算 299万円

予算 127万円

予算 4,980万円

企業の人材確保に向けた女性の就業促進
　在宅ワークに関心が高い市民に向けて、
就労時間や場所にとらわれない働き方の推
進として、クラウドソーシング（※）の活
用に向けたセミナーを開催します。

※クラウドファンディング…インターネットを利用して、不特
定多数の個人から資金を集めること。

多様な働き方の推進

予算 2,725万円 予算 768万円

予算 31万円

予算 84万円予算 307万円

　人口減少社会を見据え、「住まい」や「生活に必要な施設」を
誘導する区域を決める中で、市役所本庁舎や市体育館の建て替え
地域についても市の方針を示します。また、地域交通ネットワー
クの再構築を目指す計画を策定します。

　空き店舗出店支援の対象地域を商店街
限定から、市内全域に拡大します。
　また、新たに自宅での開業に必要な備
品購入助成制度を創設し、市内創業を支
援します。

観光拠点づくりの取り組み

　商店街づくりサポートセンターと連携し、外国
語表示に取り組む商業者を支援します。

外国人観光客の受入強化

予算 1,080万円予算 1,789万円

立地適正化計画と
地域公共交通網形成計画の策定 まちの賑わい創出の推進

宮蘭フェリー就航関連事業

予算 172万円

広域行政の推進
　西胆振６市町（室蘭市、登別市、伊達市、
豊浦町、壮瞥町、洞爺湖町）が連携し、幅広
い世代の移住促進に向け、首都圏での移住
PRなどに取り組みます。
　また、廃棄物処理施設（メルトタワー２１）
の更新に向けた協議を進めます。

ハーフマラソン

ウオーク

※クラウドソーシング…インターネット
を利用して、不特定多数の人に業務を
発注したり、受注者の募集を行うこと。

　白鳥大橋開通20周年と10年振りのフェリー就航が重なる記念の年に、市民と喜びを
分かち合い、新たに生まれる「ひと」と「もの」の流れをまちづくりにつなげていきます。

　今後予定される大型公共施設の整備などに多大な財政負担が見込まれるこ
とから、持続可能な財政運営に向けて、強い決意で行政改革を進めます。　
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平成30年度のまちづくり

66 ひと･まち･港を活かすグローバルな都市づくり
将来人口を見据え、生活に必要な機能や居住地域の集約化など、人口
規模に見合った持続可能なまちの姿を示し、市民と共有していきます。

4 将来を展望した都市機能の充実

77 スリムな行政運営

　白鳥大橋ハーフマラソン・ウオークを開催します。 　岩手県宮古市からの第１便入港（6月22日）に
併せ、市民参加の歓迎イベントなどを開催します。

　白鳥大橋とともに歩む、未来のまちづくりシンポ
ジウムを開催します。

　宮古市との交流促進に向けて、小中学生や市民
団体などの交流を支援します。

白鳥大橋20周年記念事業

ものづくり技術や人材の集積を生かし、航空機・自動車産業など〝成長もの　
づくり分野〝〝環境エネルギー分野〝 に関連する事業を重点的に促進します。　　

5 ものづくりのまちが挑む北の環境産業都市づくり

　「成長ものづくり分野」や「環境エネル
ギー分野」に対する企業の設備投資などへ
の支援を拡充し、企業誘致につなげます。

　女性を積極的に雇用している企業や社員の声をまとめたリーフ
レットを配布し、女性を雇用する企業の増加を目指します。
　また、製造業や建設業、運輸業において、女子トイレや託児ス
ペースの増設など、女性が安心して働ける職場環境を整備する企
業を支援します。

　成長性の高い航空機産業への市内企業の
参入に向けた総合的な支援や、意識醸成に
向けたフォーラムを開催し、新たな産業基
盤の構築を目指します。

成長ものづくり分野等への支援

行政改革や公共施設の
適正化に向けた取り組み
　将来にわたって持続可能な財政運営に向けて、各種証明
書のコンビニ交付サービス導入に合わせた市役所本庁舎の
証明交付コーナーの廃止や、イタンキ浜海水浴場の廃止な
ど、事業を見直します。
　また、だんパラスキー場や旧絵鞆小学校などのあり方を
市民と協議していくほか、市営住宅の建て替えについても、
規模や構造、民間住宅の活用など、あらゆる視点から検討
します。

総合計画の策定
　次期総合計画の策定に向けて、さまざまな世代の市民意
見を伺い、目指すべきまちの将来像や方向性を検討してい
きます。

▲旧室蘭駅舎とその周辺

▲平成24年に開催された白鳥大橋ハーフマラソン（左）・ウオーク（右）

▲東京都で開催した移住相談会

旧室蘭駅舎周辺エリアの魅力アップ
　青少年科学館で展示しているＳＬを移設後の旧室蘭駅舎周辺エ
リアの活用と魅力アップに向け、市民ワークショップを開催しま
す。また、ＳＬ移設などの資金確保と事業のPRのため、クラウ
ドファンディング（※）を実施します。

　道の駅「みたら室蘭」を改修し、飲食・物販機
能の充実や観光情報の発信を強化します。

予算 193万円
予算 801万円

予算 299万円

予算 127万円

予算 4,980万円

企業の人材確保に向けた女性の就業促進
　在宅ワークに関心が高い市民に向けて、
就労時間や場所にとらわれない働き方の推
進として、クラウドソーシング（※）の活
用に向けたセミナーを開催します。

※クラウドファンディング…インターネットを利用して、不特
定多数の個人から資金を集めること。

多様な働き方の推進

予算 2,725万円 予算 768万円

予算 31万円

予算 84万円予算 307万円

　人口減少社会を見据え、「住まい」や「生活に必要な施設」を
誘導する区域を決める中で、市役所本庁舎や市体育館の建て替え
地域についても市の方針を示します。また、地域交通ネットワー
クの再構築を目指す計画を策定します。

　空き店舗出店支援の対象地域を商店街
限定から、市内全域に拡大します。
　また、新たに自宅での開業に必要な備
品購入助成制度を創設し、市内創業を支
援します。

観光拠点づくりの取り組み

　商店街づくりサポートセンターと連携し、外国
語表示に取り組む商業者を支援します。

外国人観光客の受入強化

予算 1,080万円予算 1,789万円

立地適正化計画と
地域公共交通網形成計画の策定 まちの賑わい創出の推進

宮蘭フェリー就航関連事業

予算 172万円

広域行政の推進
　西胆振６市町（室蘭市、登別市、伊達市、
豊浦町、壮瞥町、洞爺湖町）が連携し、幅広
い世代の移住促進に向け、首都圏での移住
PRなどに取り組みます。
　また、廃棄物処理施設（メルトタワー２１）
の更新に向けた協議を進めます。

ハーフマラソン

ウオーク

※クラウドソーシング…インターネット
を利用して、不特定多数の人に業務を
発注したり、受注者の募集を行うこと。

　白鳥大橋開通20周年と10年振りのフェリー就航が重なる記念の年に、市民と喜びを
分かち合い、新たに生まれる「ひと」と「もの」の流れをまちづくりにつなげていきます。

　今後予定される大型公共施設の整備などに多大な財政負担が見込まれるこ
とから、持続可能な財政運営に向けて、強い決意で行政改革を進めます。　

い
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