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平成２８年度 第２回室蘭市総合戦略推進会議 議事概要

◆平成２８年度総合戦略関連事業の進捗状況及び平成２９年度に向けた検討状況について

A委員 ： 移住推進事業について、室蘭市は北海道の中でも雪が少なく、夏でもエアコン

がなくてもよいということを考えると、北海道の中でも差別化を図れるような PR

をすべきでは。移住ホームページにも涼夏小雪の記載はあるが、雪が少ないとい

う度合いを見せるために写真を掲載することで印象も変わってくるのではないか。

UIJターン適職フェア事業について、来場者数や来場者に何か偏りがあるなど

が課題であれば、金融機関は教育ローンを融資しているので、融資した学生が大

学４年生になる頃に、例えば室蘭市から住所を移転せずに東京や札幌市に住んで

いる方に対しても直接 DMを送るなどの協力が可能だと考える。

女性のための復職・起業支援事業について、当行のほうでも少ない金額で開業

するプチ創業が増えてきているので、起業ついては事例をもって説明することも

可能と考える。

市内創業支援事業について、補助金の創設が融資に結びついているが、工事業

者を地元に限定することや店舗兼住宅の場合は補助対象外という扱いについては、

按分で一部の助成を可能とするなどの工夫をしてほしい。

第３子以降の保育料無料化事業については、予算の関係等もあるが、第２子以

降の保育料無料化ができれば、全国的にも目立ちアピールできるのではないか。

観光拠点づくり事業については、外国人が恐らく食事のためにコンビニへ集ま

っていることが見受けられるので、周りの飲食店などがインバウンドを受け入れ

られるように、例えば外国語表記などの環境整備ができると活性化につながって

くると思う。

事務局 ： 移住推進事業については、本市では国の施設を使うとか、東京事務所の職員が

対応するなど予算をかけない範囲での相談会も四、五回行っているが、本気の移

住相談会と他の相談会の違いは、完全予約制のため、本気で移住を考えている人

が予約をして、その方々と個別にお話をするということ。ホームページの工夫は

当然必要だと思うが、本気の移住相談会で感じたことは、相談内容は圧倒的に仕

事の比重が大きいのだが、本市の募集している仕事は全くミートしない。相談者

の専門的なスキル等に対し個別に相談ができるよう、企業にお願いしながら、個

別の職紹介が必要と感じた。

女性の復職支援については、今年託児を実施したところ倍以上の申し込みがあ

った。パソコンセミナーについては、過去のアンケート結果からいったん職場を

離れた女性が最新のパソコンやソフトに触れることが社会に出るハードルとなっ

ているという実態があったため実施した。また女性の復職セミナーについては、

就職にすぐに結びつくというものではないため受講後の復職調査を行ってこなか

ったが、今後は調査を行っていきたい。
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座長 ： 第３子以降の保育料無料化事業を第２子から無料化できないかということにつ

いては、第３子の無料化だけで、今年度４，３００万円の単独経費を予算化して

おり、国の制度改正により、これより若干負担は下がるが、第２子からとなると

かなりの負担となる。優位性は考えられるが、市の負担という意味で今すぐには

難しいと考える。

B委員 ： 女性のための復職・起業支援事業については、全国的に言われている保育士、

幼稚園教諭、看護師、介護福祉士などの職種は、一度家庭に入った女性が復職す

る際に、医療技術の進歩や久しぶりに子供に接することなどが非常にハードルと

なる。それらのサポートとして、講習会の実施や、あるいはそれでけではなく、

人材不足とされている分野なので、人材育成・定着を推進する取り組みや、資格

を持つ者を潜在的に把握するため、人材バンクをつくりそこに登録してもらうな

どの取り組みをしていただきたい。

また、ものづくりに関する事業が充実しているが、その他の職種についても具

体的な支援事業が必要と考える。

西いぶりクラウドファンディング販路拡大事業については、組成件数が登別市、

伊達市の１件づつと少ない状況であるが、事業規模の縮小や休止を検討するので

はなく、PRの方法や周知、使い方をレクチャーする機会を増やす、専門的な相談
窓口をつくるなど、アプローチの仕方を変えて継続すべきではないか。

国内外販路開拓支援等事業について、食についても室蘭は優れたものがあると

思うので、国内もそうだが、海外に強くＰＲし、売るだけではなく有機的にイン

バウンドを室蘭市に連れてくるための仕掛けをつくる工夫が必要であり、そのた

めには官民を挙げて検討会議などを設けるべきではないか。

第３子以降の保育料無料化事業については、私も第２子からに引き上げるべき

だと思う。直接的に各家庭に補助をするということが難しければ、例えば、保育

所や幼稚園に間接的な補助をして保育料の一部を補填することにより、室蘭市は

周辺都市に比べて子育てがしやすいということにつながるのではないか。また西

胆振の広域連携で保育所の入所制度を行っていると思うが、使いづらいと聞いて

いるので、その辺の検討もお願いしたい。

基本目標プラス１の中に、室蘭工業大学等と連携し、人材の育成・定着などを

推進するとあるが、KPIについては、室工大のほか各専門学校等の市内・道内就
職者数を数値化して示すべきと考える。

事務局 ： 西いぶりクラウドファンディング販路拡大事業については、始めてみて問題・

課題が見えてきたところ。今２次募集中であるが、次回の募集も予定しているの

で、PR方法や事業性そのものの難しい部分など、その辺を踏まえながら改善に向
けて取り組みを進めている状況である。
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C委員 ： 基本目標３、港や観光資源を活かし、新たな「ひと」と「もの」の流れをつく

るに関連して、観光のほうに重点を置いているように見えるが、観光だけではな

くて、仕事なども含め、普段室蘭に人が来て欲しいということであれば、将来の

交通体系を考える必要があると考える。特に新幹線は交通体系を大きく変え、ニ

セコ周りになったときに室蘭が取り残された地域となる可能性があるため、今か

ら考えていかなければならないと考える。

宮古市とのフェリー就航については、就航後、持続的に利用してもらうために

は苫小牧市等、他の地域と比べたコスト、時間的優位性などのメリットをアピー

ルしていかなければならないのではないか。

KPIに設定している室蘭工業大学卒業生の道内就職者数については、道内とい

うよりも室蘭市に定着しないと本市のためにならないと思うので、室蘭市内の就

職率も考えるべきではないか。

座長 ： 人と物の流れをつくる基本は交通体系なので重要であり、２０３０年に予定さ

れている新幹線札幌延伸の際に南回りの路線が維持できるかが最大の課題となる。

北海道新幹線×nittan地域戦略会議などでも、しっかりした人の流れをつくり、
札幌延伸後も路線を維持したいということも目的としており、またそれらに関し

て国等への要望も行っている。これからも危機感を持ちながら取り組みを進めて

いく。

事務局 ： フェリーに関しては、営利を目的とする一般企業が料金を設定するというとこ

ろで難しい部分があるが、自治体としては、物流でフェリーを利用してもらうた

めに他の港にはないメリットをＰＲしている。例えば、北海道のトラック協会の

総会で、航路をＰＲするためのメリットを記載したノベルティーグッズを配付す

るなど、地道に活動をしている。観光的な部分については新聞等々でお伝えして

いる。

座長 ： またフェリーの運航ダイヤは発表になっているが、運航料金はこれからの発表

なので、運航料金が出て優位性をどれだけ訴えられるかが勝負。その辺は来年出

てくると思うので、それにあわせて更に PR、誘致の強化を進めたい。

C委員 ： 民間企業も儲からなければ就航しないと思うが、経営上の分析は行っているの

か。

事務局 ： 経営上の数字などは聞かせてもらっていないが、株式を上場している企業がい

ろいろな経営戦略の中で決断をしたと思っている。トラック料金については、既

存の市が運営するフェリーターミナルの活用などによる協力体制をもって少しで

も安くしていただきたいというお話をしている。室蘭市のトラック協会は国に対

して、苫小牧港でフェリーに乗ることができないときに函館市まで行かなければ



4

いけない場合に、室蘭市にフェリーがあれば有効に活用できるという要望書を上

げており、トラック業界にとっては当然安い方を利用するが、選択肢が増えると

いうことが非常に重要である。また、八戸市から仙台市まで約１万５千円の高速

料金がかかるが、宮古市から仙台市までは室蘭新道のような無料の高規格道路が

できるので、苫小牧港と室蘭港の間の７０キロの距離については本州に渡った後

の利便性でカバーできるという判断で今回就航したと聞いており、このような内

容も含め PRしている。

D委員 ： 私が室蘭市に戻って商売を始めたのは、ふるさと室蘭というより先に、室蘭市

を初めとした西胆振のバラエティーに富んだ食材、クオリティーの高い食材に魅

力を感じ、移住して商売を始めた。これだけの食材がある地域はそんなにないと

思うので、そういった部分を PRすると食にかかわる人は魅力を感じると思う。

また、移住相談会のときの具体的なアプローチについて、例えば、菓子製造・

パン職人など、経験があって即戦力として動ける職人は、市内にはほぼいないか、

市外へ出て行ってしまっている。そういった職人が必要となった場合は市外から

呼んでこなければならないため、その辺の部分で市とコミュニケーションをとっ

てできればと思う。

事務局 ： 室蘭市のものづくりの仕事を首都圏で紹介しても反応が鈍い。実際室蘭市で募

集している企業のほとんどは現場の作業員のようなものが多く、だからこそ C委

員からお話のあった室工大生の就職の開拓というのも必須となっているのだが、1，

700の自治体の中から本市ができるというのは諦めたほうがいいと思っている。
仕事場や必要な技術を具体的に掲示するとか、また継業、跡継ぎがいなくて小

売りが廃業となる問題については、ある町では、跡継ぎを全国で募集し、財産問

題などの課題を行政、商工会議所、金融機関等がサポートするなどして移住につ

なげている。外から人を呼び込むためには、特に、縁がなくても地域に移り住ん

で何かにチャレンジしたいという層がたくさんいるので、そこにどう提案できる

かが重要なので今のお話は非常にありがたい。例えば、地域が求めている業種を

室蘭市でやってもらえれば居抜きでここを貸すとか、工夫したアピールや実態の

把握が必要となり、今後、商工会議所や金融機関、商店街サポートセンターなど

と協議を行いたいと思っているので、その際には外から戻ってきた D委員にも入
っていただき、ぜひアドバイスをいただきたい。

B委員 ： 今お話のあった特定の技術を持っている人を管外から呼び寄せるという部分に

ついて、雇用する事業者と技術を持った移住者、両方にメリットがないと来づら

いのでは。例えば、管外から新しい雇用を生み出した事業者や移住者に対して、

一定期間だけでも税金の軽減を行うなどのインセンティブを創出すると全国でも

やっていない取り組みとなるのでは。

また、総合戦略の推進状況に記載の市内観光入込客数については、インバウン
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ドなどは別の数字で押さえているのか。

事務局 ： 外国人観光客数としては押さえていないが、市内の外国人宿泊者数、平成２７

年度６，７６８人という数字は押さえている。

B委員 ： それは観光を目的として本市に入ってきた人数か。

事務局 ： 観光のみではなく、仕事なども含まれている。

B委員 ： 当校は台湾と学務提携を結ぶなど交流を持っており、そこからわかってきたこ

とは、最初はツアーで北海道へ来るが、２回目、３回目は個人旅行で北海道へ戻

ってくる方が多くなっていることや、宿泊は登別市・洞爺湖町であっても意外と

室蘭市内にも喜ばれるコンテンツがあること。当校は母恋にあり、毎日のように

台湾の方が地球岬に向かうところを見たり、また夜景についても喜ばれている。

周辺に観光地が控えているが、連携してうまくやればインバウンドの観光資源と

してリピーターに受けるコンテンツがたくさんあると思う。これらの磨き上げを

図る意味でもインバウンドの調査をすべきと考える。

座長 ： 状況把握と受け入れ対応について、市としても観光客増を図る上では重要だと

考えるので、今後力を入れて取り組んでいきたい。

E委員 ： 宮古市とのフェリー就航について、川崎近海汽船の方から、年内には何とか運

賃が出せるのではと聞いている。運賃がはっきりすれば貨物輸送の面でも見積も

りが飛び交うようになり、観光のほうでもいろいろなツアーや企画が出てくるこ

とを期待している。

港湾については、ほかにもバイオマス発電所建設による雇用や原材料の輸入船、

リーファコンテナやガントリークレーン更新などの効果により輸出入の増加に期

待している。

客船について、最近の客船が大きくなってきたことから崎守のコンテナヤード

につけることが多くなってきた。岸壁が殺風景なため、中古のコンテナを改造し

店舗のような形にして、客船が来たときに並べてはどうかと提案し、いろいろな

人から意見を求めているところ。利点としてはコンテナヤードに置いておけるこ

とや当社のリーチスタッカーですぐに移設ができることなどがあげられる。もう

一つは、店舗を出して、学生にボランティアやアルバイトで来てもらい英語の勉

強を兼ねて店員をやってもらうこと。これらでインバウンドにもアピールできな

いかと考える。

座長 ： 崎守港では屋外テントを張って客船対応をしているが、天候の影響もあるので、

今の御意見も参考に賑わいの創出を考えていきたい。



6

F委員 ： 先ほどもお話のあった室蘭市の豊富な食材、気候、大学、専門学校、大きな病

院など恵まれた地域であることをホームページなどを利用して市外に積極的に発

信していくべき。例えば、ホームページが充実している会社が求人を出した場合

は応募がたくさん来るが、ホームページがあまり動いていない会社は、いくらハ

ローワークに求人を出しても応募が来ないということもあり、ホームページはす

ごく大事だと考える。

座長 ： 室蘭市のよさをどう伝えて発信していくのかは重要である。日本映像協会の最

優秀賞をもらった広報動画や、撮りフェス in室蘭など、民間でのさまざまな情報

発信の取り組みが出ているので、うまく連携して、また更にいろんなツールを使

って本市を PRする取り組みに力を入れていきたい。

C委員 ： 室蘭市役所は公用車も水素自動車を入れ、水素に関して力を入れた取り組みを

行っているが、総合戦略では水素はどのような位置づけとなっているのか。また、

水素の供給やインフラ整備については室蘭市だけでできる問題ではないと考える

が、国の施策などと関連させ、次の一手をどう考えているのか。

事務局 ： 水素関連産業プラットフォーム構築事業について、室蘭テクノセンターを中心

として、随時情報収集をしながら、地元の企業とのマッチング、先行企業からど

れだけ仕事をもらえるかも含め、取り組みを進めていきたい。

座長 ： 捕捉として、本市が道内で初めて移動式水素ステーションと FCVを入れたのは、
これからの水素社会の普及、北海道はまだまだなので、そのきっかけになればと

いうことで取り組みを始めたところ。

総合戦略への位置づけについては、将来的な雇用、企業の育成という観点から

入れており、FCVの導入にあわせ、今年に入ってから中小企業庁のモデル事業を
受けた室蘭工業大学と市内企業も入った取り組みや、また大阪の先進企業と室蘭

市内の企業が研究するプラットフォームをつくるなどの取り組みが始まっている。

水素ステーション、FCVはこれからに向けてのきっかけづくりではあるが、我々
の狙いは、それをきっかけに水素社会が広がればそこに附帯する事業や企業が必

要になってくるので、それに向けての取り組みを平行して進めているところ。

C委員 ： それらが一挙に実現するのは難しいと理解するが、せっかく FCVを買ったので
あれば、全国、全道へ行って、室蘭が率先して水素社会に取り組んでいることを

PRすべきであり、走行距離が課題であれば何とか普及を広げられないか。

座長 ： 全道的にも取り組み始めていて、来年、再来年ぐらいに札幌市内に水素ステー

ションが設置される可能性がある。札幌市にできれば、更に遠くまでいけるベー
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ス出てくるので、道内他の自治体とも協力しながら広めていければと考える。

G委員 ： 水素の関係で、水素ステーション導入はそれ相応の投資額であったと思う。そ

ういった先端の部分とあわせて他の市町村でも取り組んでいる風力を水素に変え

る事業等の導入なども検討していってもらいたい。あわせて、水素ステーション

と FCVがあるのは道内で本市だけなので、他の市町村や団体、企業にも積極的に

導入の働きかけをしていくべきではないか。

総合戦略の中で、人というのがキーワードになっていると思う。就職は即応的

な事業になるが、そこのベースとなるような教育、育児の取り組みを進めていた

だきたいし、当所が提案しているキャリア教育を進めていくためのプラットフォ

ームづくりを本所と市が中心となって進めていきたい。

先ほど来、A委員や B委員からお話のあった、保育料の無料化を第２子からで

きないかということについては、確かに予算の問題があり、一個人の意見として

述べさせていただくと、地域で負担し合うという考え方を議論しなければいけな

いと思う。企業が人を活用したい、女性を活用したいとなったときに保育園に預

けられるかどうかや経済的な負担の問題に直面するので、企業でも人が欲しいの

であれば何らかの形で負担し合えるような、地方税で何か特殊な目的税を考える

だとか、企業版ふるさと納税を活用するとか、いろいろなアイデアを考えながら

取り組んでいただきたい。地域で労働人口が少なくなってきているので、働き手

を地域でまかなえるような取り組みを業界も含めて市で考えていただきたい。

女性のための復職・企業支援事業について、事業内容の見直しを検討としてい

るが、当所も創業支援セミナーをやっており、受講者の大半は女性である。直で

起業に結びつかないという部分もあるが、当所も女性をターゲットとしたそうい

ったセミナーを次年度以降やっていきたいと思っているので事業継続をお願いし

たい。

座長 ： 水素の関係については、普及促進について、本市はトップランナーにいるので、

市内の企業にも、来年度以降は具体に協力をいただきながら取り組みを進めてい

きたい。

創業セミナーの関係については、貴所の事業とも連携を図りながら、どうやっ

たらそこを後押しできるかという観点も含め検討していきたい。

H委員 ： 職業理解促進事業については、小学生、中学生のうちからものづくりを肌で感

じる事業であり、将来に向けた人材育成、盤石な体制につながると思うので、推

進していただきたいし、我々も地元の金融機関として推進していきたい。

女性のための職場環境を整備するためのサポートなどは、女性の能力を遺憾な

く発揮していただくために不可欠な施策だと思う。我々も地元の金融機関として

個々の企業に対し支援していきたい。

室蘭市の観光については、ハード面、インフラ面懸案も多々あると思うがこれ



8

だけ景観や素材のある町もないのではないか。現状の室蘭市だけでは通過型に過

ぎないが、登別市、伊達市と連携すれば二、三泊ぐらいの滞在型の観光ルートが

できると思うのでそういった一翼を室蘭市が担っていろんな考えを出していただ

きたい。

座長 ： 観光のほうは資源を活かして室蘭での消費や滞在時間を長くしてもらうことが

大きな課題であり、観光客の実態調査などを踏まえながら具体的な検討を進めて

いる。まだ明確の方向は出ていないが、できるだけ早期にそこの解決策を提示で

きるよう取り組みを進めていきたい。

I委員 ： 当所でいろいろな企業を回っているが、どこの会社も人が来ないということで、

多分ハローワークだけに出しても見てくれていないのだと思う。例えば、先ほど

お話もあったが、今の時代はホームページもないところに人は来ないのではない

か。今まであったことも含めて、ステップアップするために何かよい方法はない

かというところをぜひ検討していただきたい。

座長 ： その点は、中小企業の現場に目を向けながら取り組みを進めていきたい。

G委員 ： 創業支援の関係で、補助金の条件の中で融資を受けなければいけないという部

分があるが、制度を紹介している中で、ぎりぎりの自己資金があって、借金をし

ないで創業したいということで補助対象とならなかったケースがあった。そうい

ったケースに汎用性をもって補助対象にできるようなことや、その他改善点など

もあると思うので、それらを踏まえて、次年度に向けて検討をお願いしたい。

市の子育て施策は、子供を持つ家庭がメインとなっているが、住む場所を選択

する最初の時期は結婚するときだと思う。子育て世代持家住宅促進助成金につい

ては、子供を持っていなくても、例えば２０～４０代くらいまでの適齢期の方が

室蘭市に住めるような施策に変更をお願いしたい。

J委員 ： 今、子育てのお話があったが、雇用の関係について、子育てをしていると正規

雇用としては働けないが、内職ならできるというお話を聞いている。そういった

ニーズも踏まえながら市の経済部と連携しながら対応している。


