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令和元年度 第１回室蘭市総合戦略推進会議 議事概要

◆議題１ 第１期室蘭市総合戦略の検証について

－（事務局説明）－

座長 ： さまざまな取り組みを進める中で、効果的な取り組みがあった一方、若者世代

の定着に課題があり、それが出生数減少にも影響しているという話があった。

まずは第１期戦略の検証について、各委員から意見を伺いたい。

Ｆ委員 ： 社会動態に着目すると、20代、30 代の流出が多いが、高齢の方の流出もみられ

る。企業動向以外の要因があると思うが、分析をしているのか。

事務局 ： 高齢の方の札幌への転出が多いことから、子どもの居住地に近い場所への転居

を希望する人や、サービス付き高齢者住宅への入居を希望する人が多いと考えて

いる。

Ａ委員 ： 人口の減少について、中小企業などで雇用の創出効果は見られつつあるが、一

方でＪＸＴＧなど大企業の動向などに左右される面もあり、なかなかその差を埋

めきれないという理解でよろしいか。

事務局 ： 平成 30 年末の実績なので、ＪＸＴＧの影響は今回の実績には反映されていない。

今年の 3月、4 月や、今後にかけて影響が出てくると考えている。先ほどの転入

者アンケートを見ても、転勤という理由が多いことから、企業の人事異動等が要

因と考えられるが、大企業だけが要因とは限らなく、企業の支店などが減少して

いることも要因と考えられる。企業動向に左右されるという事象については、施

策で対応仕切れない部分もある。

Ａ委員 ： ベンチャーなどの中小企業の誘致が必要であるとともに、大企業が存続できる

ような連携策が必要と考える。

座長 ： 企業との連携については、日本製鋼所などの航空機産業参入を支援していると

ともに、ＪＸＴＧについては勉強会をとおして、次の事業展開の情報交換を行い、

それに合わせて何をしていかなければならないのか、連携を深めているところ。
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◆議題２ 第２期室蘭市総合戦略の方向性について

－（事務局説明）－

座長 ： 現時点での第２期総合戦略の方向性について、「産業振興・雇用創出」「子育て

世代の定住」「観光振興などの交流人口増加」は継続することと、関係人口や外国

人などの新しい視点を取り入れていくことについて、各委員の自由な意見を聞か

せていただきたい。

Ｆ委員 ： 製造業からは人の採用が難しいとの声がある。高卒を採用したいが、なかなか

採れない。室蘭工業大学卒業生の道内就職者数の割合というＫＰＩがあったが、

マッチングがうまくいっていないと感じる。選ばなければ仕事はあるが、やりた

い仕事がないということなのか。やりたい仕事を作る努力と、それをやれる人を

呼び込む努力。東京では、外国人材の活用が盛んであり、地域として議論する必

要もあると思うが、仕事はあるのにマッチングしないというのはもったいないと

考える。

座長 ： 高校生、大学生ともに、地元で就職してもらいたいが、景気が良いという社会

情勢もあり、人材が外に流出してしまっている側面がある。高校、大学でのマッ

チングはどのような状況なのか。

Ａ委員 ： 大学でも地元に就職してもらえるよう戦略を立てているが、売り手市場という

こともあり、なかなか難しい側面もある。期待が持てるのは、増加している留学

生だが、日本では働き口が無く、スキルを身に付けても、卒業後に帰国してしま

う。なかなか日本の企業では採用が進んでいないが、今後は進んでいくと考える。

そこに乗り遅れないことが重要ではないか。

Ｂ委員 ： 室蘭工業高校では、就職希望者の 8～9割は製造業を希望している。1～2割は、

宿泊業や福祉関係を希望している。就職先の地域では、ここ 10年くらいは約 7割

が管内、2割が札幌などの道内、1割が道外となっている。

室蘭には、選ばなければ仕事はあるが、やりたい仕事が札幌や東京にあるとい

う生徒は出て行ってしまう。

本校では、情報技術科が募集停止となったが、情報系の企業が室蘭には少なく、

就職先として希望する生徒は出て行ってしまう。

生徒の中には、就職を希望するが、やりたいことが分からないという生徒もお

り、高校としては、キャリア教育として、企業調べやインターンシップなどに取

り組んでいる。

Ｃ委員 ： 働き手が足りないというのが、企業の率直な意見。人口が増えない中、女性や
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高齢者など、今働いていない人にいかに働いてもらうかという施策を取らざるを

得ないのかと考える。

また、キャリア教育を含めて、地元を愛する人をいかに増やすかという視点も

ある。地元の高校から大学、専門学校に入ってもらうという取り組みもやるべき

ではないか。例として、室蘭工業大学に地元入学枠のようなものを設定してもら

うことで、地元を知る人が、地元の企業に就職するといった取り組みも必要では

ないか。

また、数年後にイオン室蘭店が移転・開店した際に、700 人の雇用が増えると

聞いているが、働き手がいない中で雇用が増えても、人の取り合いとなり、他の

企業に影響が出てくる可能性が大きい。今働いていない人に働いてもらうなど、

会議所、市も含めて、しっかりとした対策が必要。

『「企業にやさしい街づくり」に向けた提案書』の中でも触れているが、市と摺り

合わせしながら、総合戦略にも取り入れてもらいたい。

Ｄ委員 ： 今年の 5月に胆振総合振興局、室蘭工業大学ＣＲＤセンターと連携して、大学

の先生と企業の経営者との交流会を開催した。企業には大学の研究を知ってもら

い、大学には企業の課題を知ってもらうなど、大変有意義なものであったと考え

ており、すぐに結果は出ないと思うが、先生をとおして学生に地元企業を知って

もらうというのは効果的と考えている。

外国人材の活用については、言葉や宗教など、難しい問題もあるが、今後考え

ていく必要がある

Ｅ委員 ： 観光業界でも担い手不足は出てきている。これから稼ぐ観光を進めていくため

にも、働き手の確保は必要。観光振興は新たな魅力づくりや発信も大切だが、そ

れを担っていく人を育てていくという視点も必要。

新しい観光資源という意味では、日本遺産になった炭鉄港があるが、推進して

いくためには、携わる人も必要になり、両輪で進めていく必要がある。

座長 ： インバウンドも増加しており、観光で稼ぐという視点で何か意見はあるか。

Ｅ委員 ： 室蘭では、観光事業者そのものが少ないという状況。観光で稼ぐ人を増やして

いくことと、飲食店や土産屋等に携わる人を増やすことが重要。まち歩きなど着

地型観光の視点で、少ない人数を受けいれてくれる新しい取り組みが必要。

道の駅もリニューアルし、売店や飲食の需要も増えている。これらに携わる人

にも波及しており、裾野の広い産業であることから、携わる人を増やしていく必

要がある。

座長 ： 道の駅のリニューアル後の現場の状況はどうか。
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Ｅ委員 ： 売店・喫茶の売り上げは、昨年の倍近くとなっており、リニューアルの効果は

高かったと感じる。同じように、今まで注目されていなかった所に手を加えてい

くことで、交流人口を増やしていくということも考えられる。

また、リニューアルに伴い、従業員も増えたことから、雇用の面でも効果があ

ったと考える。

Ｇ委員 ： 企業訪問をすると雇用の話題が一番多く出る。中小企業が新卒を採用できるの

は、何年かに１回というサイクルも珍しくない。高校生、大学生が地元就職につ

ながらない要因と、新卒で就職した人は何が就職の決め手だったのかを掴むこと

が重要ではないか。合同企業説明会で地元就職につながった要因などを次回聞か

せていただきたい。

また、イオン室蘭店の移転・開店に伴い、人の取り合いになるのではという声

は地元からも聞こえてきている。

新しい施策の中で公共施設跡地を活用した定住と、雇用の創出をどう結びつけ

ていくか、また定住してもらうには、住居だけの問題なのか周辺環境含めての話

なのか、考えていくことが重要。

座長 ： 合同企業説明会の参加者へのアンケートを実施しているか。

事務局 ： 参加者へのアンケートは実施しているが、なぜ室蘭の企業を選んでいるかの理

由については、次回までにお示ししたい。

大学生の就職については、工大からも状況を聞いているが、売り手市場で大手

企業からの誘いが多く、道内就職に結びつかないことが要因となっている。

高校生の管内就職については、学校によっては、事務系を希望している学生と

採用のミスマッチというのもあると考える。

Ｈ委員 ： 総合戦略は室蘭市の計画の中でどういう位置付けになるのか。

事務局 ： 総合戦略は、国が地方創生を進める中で、人口ビジョンと合わせて地方にも策

定を求めている計画である。基本的には人口減少の抑制に向かって、まちの資源

を活かして取り組むという人口減少対策を目的とした計画である。総合計画の下

に位置付けられ、観光振興計画などその他計画とも関連する。

Ｈ委員 ： 例えば観光の関係で、来年の民族共生象徴空間開設との連携の視点は、総合戦

略と関連しないものなのか。また、KPI とも連動してくるのか。

事務局 ： 交流人口増加の視点として、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』を設定しており、ウポポイとの連携についても

必要な視点であると考える。
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KPI については、これから決めていくことになるが、現状では、室蘭市の観光

入込客数を設定しており、こうした KPI に関連してくる可能性はある。

Ｈ委員 ： 第 1期戦略の KPI 実績は、どういった形で市民に周知するのか。

事務局 ： KPI は、毎年度、本会議の中で評価をいただき、ホームページに掲載している

ほか、市議会にも報告している。

Ｈ委員 ： 達成できなかった数値目標・KPI について、20 代、30 代の減少要因など、より

踏み込んだ分析が必要。それを第 2期戦略の施策に反映してもらいたい。

また、室蘭の魅力はものづくりだと考える。航空機や水素の取り組みは進めて

いるが、ものづくりの魅力を PR していくことが、中小企業への就職にもつながる

と考える。

例えば観光業界では、働き手が集まらずに、ホテル従業者のための学校を作っ

た企業もある。それくらいのことをしないと人は集まらないのでは。

座長 ： 第 2期戦略を作る上で、第 1期戦略で十分ではなかった若者の定着や若年女性

の減少などを踏まえ、これから具体の事業を検討する中で対応していく。また、

ものづくりの魅力の発信についても検討していきたい。

Ｉ委員 ： 雇用の関係だと、室蘭は業種が製造業、建設業に偏っている。企業はブルーカ

ラー的な人材を求めており、ホワイトカラーを求めている企業は少ない。

東京、札幌に人が流れる理由の一つは、大手企業から採用が決まっていくこと

が背景にある。ものづくりという基盤を活かしつつも、例えば情報産業などの業

種を誘致することを考えてもいいのでは。

また、室蘭は優れた中小企業が多いので上場企業の数を増やすというのも考え

の一つ。例えば KPI に情報関連企業の誘致や、企業の上場支援などの項目があっ

ても良いと考える。

観光の分野では、船での外海観光を行っている事業者もいる。時間はかかるか

もしれないが、注目するのもいいかもしれない。他の地域に無い資源を活かして

いく必要がある。

Ｊ委員 ： 若者や女性の受け皿となる雇用という視点が上げられているが、高齢者雇用の

視点も入れた方がいいのでは。外国人も良いが、言葉の問題もある。元気な高齢

者は多く、生産年齢は 70歳でも良いと思っている。そのための健康づくりの視点

があってもいいのでは。

また、KPI の設定だが、例えば市内高校生の西胆振管内就職率は、景気など社

会情勢によっても変動する。単純に過去の数字に上乗せというのはふさわしくな

いのではないか。また、子育て支援の取組みに満足している 20 代～30 代の割合
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の 35％の目標設定は低すぎるのではないか。

座長 ： 次期戦略でも数値目標・KPI を設定していくということでよいか。

事務局 ： 事業の成果を図る指標として、これらの数値目標・KPI を設定したが、社会情

勢に左右される面もあると考える。第 1期戦略を踏まえ、どのような設定の仕方

が良いか検討していきたい。

子育ての満足度についても、35％と設定したが、決してこれで満足するという

ものではないと考える。

Ａ委員 ： ネガティブな要因を改善していくという考えも大事だが、ポジティブなところ

をさらに伸ばしていく視点も大事ではないか。特に観光では、道の駅が活性化し

ており、1期目の成果と考えてもいいのでは。また更に伸ばすためには増えてい

る要因分析をした方が良い。

また、懸念材料としては、北海道新幹線札幌延伸の際に、何もしないとマイナ

スの効果しかない。新幹線とのアクセスについては、今のうちから考えておく必

要ある。そのためにもどこからどういう人が来ているかの分析が必要。

室蘭には自然や工場など魅力的なところが多い。意外な魅力でもやりようによ

っては人に来てもらえる。攻めの観光を考えた方が良い。

定住の分野では、きらんは老若男女が集まり、とてもにぎわっている。作って

良かった施設だと考える。今後、図書館や環境科学館なども開設するが、にぎわ

い作りを考えることが必要。

座長 ： 様々なご意見があったが、伸びている部分の要因を分析して、更に伸ばしてい

くという視点。また、環境科学館・図書館や入江に移転する体育館やスポーツ施

設の集約など、公共施設の建て替えや集約をきっかけにした交流人口の増加とい

うのも一つの視点になるのでは。

Ａ委員 ： 観光でどれだけ雇用が増えたのという KPI 設定も必要では。

座長 ： 稼ぐ観光の側面での指標として何が良いか。これまでは入込客数だけでの評価

だったが、雇用や経済効果など稼ぐということを表せるような KPI 設定も検討が

必要。

Ｆ委員 ： 弊社は国の政策に従って、創業支援に取り組んでいるが、働く場の提供という

のは重要と考えている。また事業承継の問題にも取り組もうと考えている。外か

ら室蘭に来て、新たに開業して人や働く場が増えるという視点も重要。

座長 ： 全体を通して、地元で働く人材の育成や、情報系分野の企業誘致のほか、雇用
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の場を室蘭の資源を活かしてどう作っていくのかという視点が一つ。

また、観光分野では良い所をより伸ばしていくことと、未発達のところの強化

も必要。また、公共施設更新をきっかけとした交流人口増加などの視点もある。

これらのいただいた意見を参考にしながら、素案にまとめ、次回 11 月中旬にお

示しする。


