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令和元年度 第２回室蘭市総合戦略推進会議 議事概要

◆議題１ 第２期室蘭市総合戦略骨子（案）について

－（事務局説明）－

座長 ： 説明があった第 2期総合戦略骨子（案）について、質問、意見はあるか。

Ｅ委員 ： 具体的な施策の中で、「若年者の地元企業への理解を深める将来的な Uターンに

つながる取り組み」についてどういう事業をイメージしているのか。また、学会

の誘致について、施設規模などハード的な面で可能なのか。地域課題解決に向け

て企業と連携した取り組みを実施したとのことだが、どういうことを実施したの

か。

事務局 ： 若年者の将来的な Uターンにつながる取り組みについて、現状では、高校生に

対しての取り組みというのは、北海道やハローワークが就職を希望する高校生向

けの合同企業説明を開催しているが、進学で市外に出て行っても、就職や転職の

タイミングで Uターンにつながるよう、進学する高校生に対して、地元の企業を

知ってもらう取り組みを検討している。

学会誘致については、これまでも室蘭市で学会が開催された例はあるが、最近

では、隣にホテルがあるきらんが開館したことで、工大からも学会の会場として

使えないかという相談も受けている。大規模な学会は難しいかもしれないが、新

しい公共施設ができたという変化を踏まえ、今後も学会の開催につながる取り組

みを検討している。

企業と連携した地域課題解決に向けた取り組みは、今年度、ごみ収集の人手不

足を技術で解決できないかというテーマで企業とワークショップを開催している

が、他にもさまざまなテーマを設定して、継続していくことを考えている。こう

した取り組みをきっかけに企業との関係づくりをしていくという視点で、新たな

視点の関係人口の分野に位置付けている。

Ａ委員 ： 4年前に日本鋳造工学会を室蘭で開催したことがある。宿泊場所が無くて、登

別からバスを出したが、できれば室蘭にお金を落としたいと考えている。来年も

予定しているが、飲食店に人を流して、室蘭市にどうやってお金を落とすかとい

うことを考えている。しっかりとしたコンベンションセンターがあるとなお良い

が、きらんの隣にはホテルもあるので、うまく利用しようと考えている。昼食会

場がないのが、室蘭市の課題。商店街にケータリングしてもらえないか検討して

いる。人材面や財政面で産学連携して取り組めれば、交流人口の増加や経済効果

につながると考える。
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Ｅ委員 ： 今までは宿泊がネックとなり、経済効果につながりにくかった。観光ではない

が、稼ぐ視点や交流人口増加という視点の施策だと考える。我々も会議を誘致し

たことがあるが、宿泊や飲食など、窓口になってくれるところがあると助かる。

Ａ委員 ： 大学生協を窓口にしているが、会議のレジストレーション（参加登録の仕組み）

のシステムもない。地元企業に作ってもらったが、地元企業を育てる視点、みん

なで協力する視点が大切。

Ｂ委員 ： 広域連携の視点について、削除しているのはなぜか。

事務局 ： 目標としては定めていないが、広域連携をしない、事業を進めないということ

ではない。西胆振の連携という意味では、生涯活躍のまち構想の推進も継続し、

首都圏学生のインターンシップもこの枠組みで連携して進めていくことを検討し

ている。移住の取り組みについても、西胆振の各自治体と連携して進めていく。

広域連携は手法の一つということで、目標として置くことはしないということ。

Ｂ委員 ： 人口減少は避けられないということで、必要な行政サービスを室蘭市だけで維

持できるのかということを懸念している。個別事業での連携はあると思うが、大

局的にみて、広域連携の視点は大事ではないか。人口が減ったときにどういう行

政サービスができるのかという分析はしているのか。

事務局 ： 西胆振でいえば、広域連合での廃棄物処理をはじめ定住自立圏も早い段階で取

り組んでおり、連携は比較的進んでいる。広域での課題は、広域連合や定住自立

圏で協議する場があることから、総合戦略では視点として盛り込んでいる。

Ｂ委員 ： 連携の視点を薄めることに懸念がある。どこの地域も人口減少という課題を抱

えているので、必要な行政サービスを維持できないのではないか。

座長 ： 行政サービスの維持は、行政として大きな課題。廃棄物処理や共同電算は早い

時期から取り組んでいるが、総合戦略の中では、人口減少の中での連携は大事と

しながらも、そこから人口減少抑制のための取り組みで連携できるものがあるか

という点を重視している。そういう意味で前回は、生涯活躍のまち構想を立てた

ということもあるが、振り返ってみると、人口減少抑制という部分で個別の目標

を立てていくのは難しいと。ただ、さまざまな政策の中で広域連携の視点は意識

していなかなければならないので、それぞれの施策の中で意識しながら進めてい

くということで今回は整理した。

Ｂ委員 ： 人口が減っていくのは避けられないという中で、そこに適応していく、持続的
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な社会を作っていく視点が必要なのかなと。

座長 ： そういう意味で、今回立地適正化計画の中で市街地の集約化、コンパクトなま

ちづくりを進めていく。都市機能を強化して、子育て世代が住みやすいまちづく

りを進めるというところが、人口減少に対応していくという視点になる。

Ｉ委員 ： 企業誘致の推進や多様な雇用の創出の取り組みで、人口減少の中では、当然な

がら企業数も減っていく。新しい企業を誘致するだけでなく、既存の企業をどう

存続させていくかという視点も大事。M＆Aや、事業承継の視点も入れるべきでは。

Ａ委員 ： 室蘭は鉄と一緒に育ってきたまち。コア技術はやはりものづくりのまちという

ことで、加工技術は天下一品。室蘭市はさまざまなサポートをしているが、大手

と中小を分けて考えていくことが大事。鉄の技術をサポートする面と、中小企業

を生き残らせるために研究開発型の企業を育てる面の両面が大事。そうすれば大

学生の就職先にもなる。行政のサポートもその両面で考えていくことが重要。例

えば富士フィルムはフィルムの技術を活かして、サプリメントを作った。技術を

活かす部分を市としてサポートすることが重要。

事務局 ： 既存企業への支援という部分では、ものづくり企業へはさまざまな支援を行っ

ているとともに、テクノセンターの 2階を ITや研究開発系の企業にお貸しすると

いうことを今年から行っており、すでに 2社誘致している。なぜ室蘭に来たかと

いうと、室蘭工業大学の先生と学生が目当て。これは大学とうまく連携できた例

であり、こういう企業誘致やさまざまな企業を支援していく。こうした企業と地

域の企業を結びつけて、地域の企業にも育ってもらうという取り組みを進めてい

る。

事業承継は、課題があるという話は聞くが、具体的な事例がない。行政の枠組

みの中で、跡継ぎのいない会社をどう支援していくかというのは難しい部分があ

る。行政だけでなく、金融機関からの情報提供や連携という意味で、行政が関わ

る部分ではと考えている。

座長 ： 事業承継は行政だけでは難しく、金融機関との連携も重要。働く場を確保する

という意味では、新しい企業誘致と既存企業の承継や強化発展の視点も重要。こ

れから文言の調整をする中で、そういった視点も含めて検討していく。

Ｈ委員 ： 総合計画も策定中と思うが、総合戦略は総合計画の中でどういう位置付けにな

るのか。都市計画や観光の計画も策定すると思うが、総合戦略と重なる部分もあ

るかと思う。また、市役所の中で地方創生の窓口はどこになり、事業を実施して

いく中で、進捗状況はどのように把握していくのか。
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事務局 ： 総合計画との関連だが、総合計画は 10年後の目指す将来像に向かってどのよう

な方向性で進めていくかというもの。その大きな方向性に従って、それぞれの計

画が下に位置付けられるものである。総合戦略は総合計画の中でも人口減少の抑

制を進めるための個別計画として位置付けている。都市計画マスタープラン、観

光振興計画なども総合戦略、総合計画に関連してまちづくりを進めていくもので

ある。

地方創生は企画課で総括しているが、各事業については、それぞれ所管課で予

算を持ち、事業を実施していく形になる。これまでの 4年間も同様だったが、総

合戦略に位置付けた地方創生事業は、KPI などの進捗を企画課で取りまとめて、

本推進会議や議会に報告させていただいている。

座長 ： 市には、さまざまな計画があり、それらの関連性を理解するのは難しいものも

あるが、総合計画はまちの大きな方向性を示すものであり、例えば人口減少に関

わる分野の計画は総合戦略であるし、まちづくりに関わる分野の計画は都市計画

マスタープランという計画があり、観光なら観光振興計画という計画がある。各

分野に専門の計画を作っている。

Ｂ委員 ： 人口減少の問題はまちづくりの分野にも関わるし、観光を進めることで人口減

少に歯止めをかけるという関連もあるが、各分野の連携や総括は組織として誰が

担っているのか。

座長 ： 総合戦略については、事務局である企画課で全体の進捗管理を担っている。個々

の事業については、観光分野については観光課、産業分野については産業振興課

が担う形になっており、それぞれ所管部長が統括している。

Ｇ委員 ： ここ 1、2年で観光に対する理解が進み、さまざまな施策が出てきている。今後

観光振興計画が示されると思うが、さまざまな施策をどのようにまとめ、伸ばし

ていくかという視点が求められると思う。

Ｅ委員 ： 我々が提案している施策も取り入れてくれていると思う。先日、総合計画の会

議があったが、人口減少対策をまち全体でどう取り組んでいくかという話になり、

特に女性の働く場が少ないという意見があった。今後市内の大型商業施設が移転

し、700 人の新規雇用があるとされているが、プラスとマイナスの両方の効果が

あると思う。若い女性の働く場として、商業、サービス業を選んでもらえる取り

組みを市としても進めて欲しいというのが一点。また、事業者から声も上がって

いるが、人材の取り合いが発生するという懸念の中で、どういうセーフティーネ

ットを敷いていけるかということが大事になると思う。総合「戦略」なので、よ

り具体的なものを示すものだと思う。十分に考えながら施策の展開をしてもらい

たい。
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座長 ： 雇用の場ができるのと同時に、室蘭市に住んでもらう点も合わせて、雇用と定

住をセットで考えていきたい。

Ｅ委員 ： 若者という視点では、室蘭には、室蘭工業大学、専門学校があり、この地域に

とっての宝である。毎年入れ替わりがあるが、工大であれば 3,000 人くらいの学

生がいる。市でも臨時窓口を設置して、住民登録を促す取り組みをしているが、

それだけなく住民登録をすると何かインセンティブがあり、もっとまちに出ても

らえる仕掛けを我々としてできればと考えているが、市としても検討してもらい

たい。

Ａ委員 ： 今後の取り組みについて、抽象的で分からない部分もあるが、具体案は後で提

示されるということでよろしいか。

事務局 ： 来年度以降の事業という形で、今後ご提示する。

Ａ委員 ： 国内外へのポートセールスについて、客船誘致のアウトプットはどう考えてい

るのか。客船が来ても、お客さんがほかの場所に行ってしまっては意味がない。

昨年、客船入港の際に、室蘭市内を周遊している外国人がいたが、行く所がなく

て困っていた。言葉の問題も含めて、サービスがまだまだ足りない。例えば、環

境科学館・図書館が完成すると目的地の一つになると思うが、いつどういう施設

ができて、外国人が行けるようになるというタイムスケジュールが分かると良い

と考える。

座長 ： 現状でも、市内の案内図を配布し、周遊バスを運行しているほか、中島や中央

町などに拠点ポイントを作って、着物の着付けなどを市民団体が行っているが、

周知が足りていないということもあると思う。また欧米とアジアの客層では行動

志向も違う。アウトプットとしては、市内での滞在時間を延ばすという点。これ

から環境科学館・図書館の完成や大型商業施設が移転すれば消費行動につながる

と思うので、委員がおっしゃるように、民間も含めてこれからできる施設に合わ

せて、周遊ルートを考えて、戦略的にお金を使ってもらうということを考える必

要がある。
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◆議題２ 室蘭市人口ビジョン 将来人口推計の時点修正について

－（事務局説明）－

座長 ： 社人研の最新の人口推計を基に人口ビジョンの将来人口を下方修正するという

ことだが、この件について、何か意見があるか。

Ｈ委員 ： 社人研の推計は、町別に出ているものか。

事務局 ： 社人研の推計自体は、室蘭市全体の数字として公表されるものである。

座長 ： 都市計画マスタープランでは、社人研を基準に、地区別の人口を算出している。

Ｅ委員 ： 他市町もこれくらいの減少率なのか。

事務局 ： 減少率はまちによって違いがある。今回の社人研の推計は H27 年の国勢調査前

5年間の人口減少がどうだったかに左右される。本市の場合、H22～27 の人口減少

率が、その前 5年間よりも高く、下方修正という結果になった。

Ｂ委員 ： こういう推計のもとで、じゃあ室蘭はどういうまちになるのかということが必

要ではないか。

事務局 ： 人口が減少する中で、どういうまちづくりをしていくのかという点は、立地適

正化計画や都市計画マスタープランでコンパクトシティの取り組みを進めている。

総合戦略は、人口減少のスピードをどう緩やかにしていくかという計画である。

Ａ委員 ： 例えば学校統廃合なども人口減少を考えて検討していく必要がある。

座長 ： 病院などはその最たる例で、人口減少の中で、今後の経営を考えたときに統合

等も検討していく必要があるという方向で議論が始まっている。学校についても

将来の人口を考えた上で次の統廃合も考えていかなければならないと思う。

Ａ委員 ： 早めに手を打っていく必要ある。企業もそうだが、儲かっているときに 20 年後、

30 年後を見越した投資をしないと厳しくなると思う。室蘭工業大学も危機感を持

っている。千歳科学技術大学が公立化したことによって、学費が安いという優位

性が無くなっている。若い良い先生が引き抜かれるのではということにも危機感

を持っている。良い人材がいなくなると、大学の魅力が無くなる。そういう先生

が残れるように、大学、市も含めて取り組む必要がある。
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Ｂ委員 ： そういう意味でも室蘭だけではなく広域連携の視点は重要。

座長 ： これから具体の事業を詰めていくが、委員がおっしゃるように、連携とか広域

の視点を意識して検討したいと思う。

Ｅ委員 ： 大学、専門学校、小・中・高校は、地域になくてはならないもの。総合戦略の

中でも教育機関の位置づけをしっかり考えてもらいたい。

座長 ： 個別の事業では、学会誘致など大学と連携した取り組みのほか、新しい分野の

企業誘致という部分でも、大学があって進出につながるという面もあることから、

地域の強みである大学を活かした個別事業を検討していきたい。

Ｅ委員 ： 大学だけでなく、その他の学校も含めて戦略を検討していただければと思う。

Ｃ委員 ： 新学習指導要領の改訂で、総合的な探求の時間が設けられるが、テーマとなる

のは地域に関連したことであり、さまざまな教科で地域に関わることが求められ

ている。北海道は残念ながら総合的な探求の時間の取り組みが遅れている。道外

では、高校生が地域をどう活性化させていくかという提案を市に行うという事例

がある。実際に市がそれを取り入れて実行にまで移せるとやりがいを感じること

になり、ひいては地域に残って、地域を活性化させることにつながる。また、大

学進学でいったんは地域を離れても Uターンしたいという事例につながる。高校

としても地域の探求としての学びの取り組みを進めていかなければと考えている

ところ。

座長 ： 高校、大学に関わらず、地域との関りをどう作っていくかということが、地元

定着や Uターンにつながると思う。こうした視点も大事にしながら戦略を考えて

いきたい。

Ｄ委員 ： 最近は入学の時点で就職を希望する生徒が 8割以上いる。平成 20 年、21 年の

ころは、就職を希望していても就職先の企業が無く、進学や道外の企業に就職す

る生徒もいたが、最近は就職する生徒の 7割が室蘭管内に就職している。生徒の

希望する仕事が室蘭にあるかと言われるとそうとも限らないのが実情。いったん

は道外に就職しても、Uターンの際に魅力的な企業があると良いと思う。

また、本校には女子生徒が 60～70 名いるが、室蘭は女子生徒が働ける場所が他

地域に比べて少ないと感じている。製造業でも女子生徒が働ける環境づくりがも

っと進むと、より定着につながると考える。

座長 ： 製造業の女性の求人が無いということなのか。それとも職場環境として改善が

必要ということか。
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Ｄ委員 ： 最近は数年前とは違い、製造業の中でも女子生徒に対しての門戸が広がってい

ると感じるが、なかなか女子生徒が希望する職が少ないという印象。

Ｆ委員 ： 女性の働く場所という点では、市内の中小企業でも女性を採用している企業は

増えていると感じており、少しずつそういう機運ができはじめている。また現状

では、中小企業は仕事があると聞いているが、逆に人手不足が課題。例えばロボ

ットや IoT を導入したり生産性を上げるためのセミナーを開催するなどの取り組

みを行っているところだが、企業の投資につながることで、なかなか難しい側面

もある。航空機産業の参入支援についても市と連携して取り組んでいるが、将来

を見越した事業であり、今後とも支援していきたいと考えている。

先ほど学校統合の話があったが、過去に携わった経験からすると、学校を無く

すことは地域にとっても影響が大きい。ただ将来的な児童・生徒の推移を見てい

くと統合はやむを得ない面もあり、引き続き検討が必要な分野と考える。

座長 ： 本日さまざまご意見をいただいたが、それらを踏まえながら、来月から始まる

第 4回定例会において骨子案を議会に説明していく。また来年 2月の総合戦略推

進会議で案として提示したい。


