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室蘭市人口ビジョン 

第１章 室蘭市人口ビジョンについて 
 

１．室蘭市人口ビジョン策定の趣旨 

日本の人口は2008年をピークに減少に転じ、今後このまま何も手を打たなければ、2010

年に1億2,800万人あった人口が2050年には9,708万人にまで減少すると予測されていま

す。 

本市においても人口の推移をみると、1970年の16万2,059人をピークに減少を続けてお

り、2015年4月末現在では8万8,906人となり、今後も減少傾向が続くことが予測されて

います。 

こうした人口減少は、市民生活の活力低下を招くばかりでなく、地域経済や市の財政にも

大きな影響を及ぼすなど、地域の存立基盤にかかわる極めて深刻な問題です。 

室蘭市人口ビジョンは、国の「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」の趣旨を尊重し、

本市における人口の現状・動態を様々な観点から分析を行い、人口に関する認識を地域全体

で共有していくとともに、今後目指すべき将来の方向と人口の将来展望を示すものです。 

 

２．室蘭市人口ビジョンの位置づけ 

このビジョンは、本市における「まち・ひと・しごと創生」の実現に向けて、効果的な総

合戦略を策定するうえでの重要な基礎として位置づけるものです。 

 

３．室蘭市人口ビジョンの対象期間 

室蘭市人口ビジョンの対象期間は、国の長期ビジョンとの整合性を図るため、45年後の

2060年（平成72年）までとします。 

将来人口の推計・分析に当たっては、国立社会保障・人口問題研究所（以下、「社人研」と

いう）による「日本の地域別将来推計人口（平成25年3月推計）」を基本としつつ、日本創

成会議・人口減少問題検討分科会による「地域別将来人口推計（平成26年5月推計）」等を

活用して、対象期間までの本市の長期的な将来展望を明らかにします。 
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第２章 国の長期ビジョン 
 

１．国の長期ビジョン 

政府は、平成 26年 9月、我が国が直面する地方創生・人口減少克服という構造的課題に正

面から取り組むために、「まち・ひと・しごと創生本部」を設置し、この目的の下での国と地方

の取組の指針となる「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン（以下、「長期ビジョン」という）」

を平成26年12月27日に閣議決定しました。 

この長期ビジョンは、日本の人口の現状と将来の姿を示し、人口減少をめぐる問題に関する

国民の認識の共有を目指すとともに、今後、目指すべき将来の方向を提示することを目的とし

ています。 

以下では、この長期ビジョンの概要を整理します。 

 

人口問題に対する基本認識  

１．「人口減少時代」の到来 

○2008年に始まった人口減少は、今後加速度的に進む。  

○人口減少の状況は、地域によって大きく異なる。  

○人口減少は地方から始まり、都市部へ広がっていく。 

２．「人口減少」が経済社会に与える影響 

○人口減少は、経済社会に対して大きな重荷となる。  

○地方では、地域経済社会の維持が重大な局面を迎える。  

３．東京圏への人口の集中 

○東京圏には過度に人口が集中している。  

○今後も東京圏への人口流入が続く可能性が高い。 

○東京圏への人口の集中が、日本全体の人口減少に結び付いている。 

 今後の基本的視点  

○３つの基本的視点から取り組む。  

①「東京一極集中」の是正 

②若い世代の就労・結婚・子育ての希望の実現 

③地域の特性に即した地域課題の解決  

○国民の希望の実現に全力を注ぐ。  

①地方への移住の希望に応え、地方への新しいひとの流れをつくる。 

②若い世代の就労・結婚・子育ての希望を実現する。 

○若い世代の結婚・子育ての希望に応える。 

①結婚の希望の実現→「質」を重視した雇用の確保。安定的な経済的基盤の確保。 

②子育て支援。 

③男女ともに子育てと就労を両立させる「働き方」の実現。 
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室蘭市人口ビジョン 

目指すべき将来の方向 将来にわたって「活力ある日本社会」を維持する 

○人口減少に歯止めをかける。 

○若い世代の希望が実現すると、出生率は1.8程度に向上する。 

○人口減少に歯止めがかかると、2060年に１億人程度の人口が確保される。 

○さらに、人口構造が「若返る時期」を迎える。 

○「人口の安定化」とともに「生産性の向上」が図られると、2050年代に実質 GDP成長率

は、1.5～2％程度が維持される。 

 地方創生がもたらす日本社会の姿 地方創生が目指す方向 

○自らの地域資源を活用した、多様な地域社会の形成を目指す。 

○外部との積極的なつながりにより、新たな視点から活性化を図る。 

○地方創生が実現すれば、地方が先行して若返る。 

○東京圏は、世界に開かれた「国際都市」への発展を目指す。 

○地方創生は、日本の創生であり、地方と東京圏がそれぞれの強みを活かし、日本全体を引

っ張っていく。 

 

２．日本の人口推移と長期的な見通し 

○社人研「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）」（出生中位（死亡中位））によると、

2060年の総人口は約8,700万人まで減少すると見通されている。 

○仮に、合計特殊出生率が2030年に1.8程度、2040年に2.07程度（2020年には1.6程度）

まで上昇すると、2060年の人口は約1億200万人となり、長期的には9,000万人程度で

概ね安定的に推移するものと推計される。 

○なお、仮に、合計特殊出生率が1.8や2.07となる年次が５年ずつ遅くなると、将来の定常

人口が概ね300万人程度少なくなると推計される。 
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第３章 室蘭市の人口の現状分析 
 

１．人口推移 

（１）総人口と世帯数の推移 

室蘭市の総人口は、1970年の16万2,059人をピークに減少を続けており、2010年には

9万4,535人となり、ピーク時から約6万7,500人の減少となっています。 

世帯数は、1965年の5万238世帯をピークに減少し、2010年には4万5,029世帯まで

減少しています。 

1世帯あたりの家族人数は、1940年に5.42人であったものが、2010年には2.10人とな

り、核家族化が進んでいます。 

総人口と世帯数の推移 

 
資料：国勢調査 

１世帯当たりの人数の推移 

 
資料：国勢調査 

  



 

-5- 

 

室蘭市人口ビジョン 

（２）年齢３区分別人口の推移 

生産年齢人口は 1970年まで増加したものの、それ以降は減少が続いています。年少人口

は全体的に減少基調で推移しており、老年人口は一貫して増加基調で推移しています。 

生産年齢人口がピークとなる1970年と2010年を比較すると、生産年齢人口が約5割、

年少人口が約7割減少している一方で、老年人口は約3.7倍に増加しています。 

年齢 3区分別の構成比をみると、1995年に年少人口と老年人口の割合が逆転して以降、

高齢化が急速に進んでおり、2010年の老年人口の割合は34.3％まで増加しています。 

年齢３区分別人口の推移 

 

年齢３区分別構成比の推移 

 
資料：国勢調査 
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（３）５歳階級別人口構成 

2013年 3月末時点の５歳階級別人口構成（人口ピラミッド）は、わが国の人口ピラミッ

ドの形と同様に２つの膨らみがある「ひょうたん形」となっています。 

第２次ベビーブーム世代の層の厚みが小さく、生産年齢人口の割合がやや低くなっていま

す。これは本市の住宅事情の問題から、子育て世代が近隣の登別市、伊達市に流出している

ことなどが影響しているものと推測されます。 

また、男性の20代前半の人口が前後の年代と比べて多く、室蘭工業大学等の立地により、

学生の数が多いことなどが影響しているものと推測されます。 

本市においては、製造業を中心とした産業集積があることから、今後も生産年齢人口は一

定の人数を保つことが見込まれますが、団塊世代の高齢化に加えて、将来の子どもの出生数

に大きく影響する若年層が少ないことから、今後、短期的には人口の自然減が急速に進むこ

とが予測されます。 

 

室蘭市における人口ピラミッド（2013年） 

 
資料：住民基本台帳 

 

  

第一次ベビーブーム 
団塊の世代 

第二次ベビーブーム 

室蘭工業大学等の立地に 
より、学生の数が増加し

ていることなどが影響 
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２．自然動態 ～出生・死亡～ 

（１）出生数と死亡数の推移 

出生数は、1970年に3,039人であったものが、2013年には569人まで減少するなど、ピ

ーク時の1／5以下に減少しています。 

死亡数は、1980年以降、増加傾向で推移しています。特に近年は増加幅が急速に拡大し

ており、2005年には初めて1,000人を超え、2013年には1,212人まで増加しています。 

こうした中、本市では 1995年に死亡数が出生数を上回る自然減に転じて以降、自然減が

続いており、その幅も徐々に拡大しています。 

 

出生数と死亡数の推移 

 
資料：住民基本台帳 
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（２）合計特殊出生率 

1人の女性が一生に産む子供の平均数を示す合計特殊出生率は、1998年～2002年には

1.35、2003年～2007年には1.34であったものの、2008年～2012年には1.45にまで上昇

しています。しかしながら、人口が維持できる水準とされる2.07を大きく下回っています。 

 

本市の合計特殊出生率の推移 

 
資料：人口動態保健所・市区町村別統計 

 

道内における合計特殊出生率上位10市町村と本市の位置付け 

 
資料：人口動態保健所・市区町村別統計 

  

1983年
～1987年

1988年
～1992年

1993年
～1997年

1998年
～2002年

2003年
～2007年

2008年
～2012年

室蘭市 1.63 1.43 1.34 1.35 1.34 1.45

登別市 1.62 1.46 1.42 1.32 1.33 1.36

伊達市 1.55 1.37 1.39 1.25 1.31 1.40

豊浦町 1.53 1.49 1.36 1.35 1.17 1.28

壮瞥町 1.55 1.45 1.35 1.30 1.28 1.29

洞爺湖町 1.69 1.45 1.37 1.66 1.37 1.25

1.62 1.45 1.33 1.24 1.19 1.25

1.73 1.53 1.44 1.36 1.31 1.38全国

西
い
ぶ
り

北海道

1 上富良野町 1.85 えりも町 えりも町 1.90
2 別海町 1.82 別海町 別海町 1.86
3 えりも町 1.81 上富良野町 1.80 共和町 1.81
4 共和町 1.79 足寄町 1.74 日高町 1.80
5 奥尻町 1.77 猿払村 1.73 猿払村 1.75
6 枝幸町 1.74 厚岸町 1.70 佐呂間町 1.74
7 標津町 1.69 大空町 1.68 標茶町 1.73
8 浜頓別町 士幌町 羅臼町 1.72
9 湧別町 芽室町 大空町 1.71

南茅部町

広尾町

羅臼町

室蘭市 149位 1.35 104位 1.34 74位 1.45
北海道

国

1.24 1.19 1.25
1.34 1.31 1.38

10 1.67 湧別町 1.65 浦幌町 1.69

1998～2002年 2003～2007年 2008～2012年

1.85

1.68 1.66



 

-9- 

 

室蘭市人口ビジョン 

３．社会動態 ～転入・転出～ 

（１）転入数と転出数の推移 

転入者数は、1970年の1万2,220人をピークに減少傾向にあり、2013年には3,173人ま

で減少するなど、ピーク時の3割以下に減少しています。 

転出者数は、1970年から 1985年にかけて 1万人を超えるような水準にあったものが、

2013年には4,082人まで減少しています。 

こうした中、本市では、1970年以降、転出者数が転入者数を上回る転出超過が続いてお

りましたが、1985年をピークに転入者の減少に歯止めが掛かってきたこと、転出者の減少

が急速に進んだことから、2005年には社会減が105人まで縮小しました。 

しかしながら、近年は、再び転入者数の減少が加速しつつあること、転出者の減少が収ま

りつつあることから、社会減の減少幅が拡大傾向にあり、2013年には社会減が 909人まで

拡大しています。 

 

転入数と転出数の推移 

 
資料：住民基本台帳 
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（２）年齢階級別の人口移動の状況 

①年齢階級別の人口移動の状況 

2011年から2013年の年齢階級別の転入数と転出数の推移をみると、20代～30代にかけ

ての子育て世代の人口移動が多くなっています。 

社会増減について年代別にみると、10代は転入が転出を上回っていますが、それ以外の世

代はいずれも転出が転入を上回っています。なかでも20代は転出が転入を200人以上上回

る状況が続いており、他の世代と比べて転出超過の状態が目立っています。 

 

年齢階級別の転入数と転出数（2011年～2013年） 

 
資料：住民基本台帳 
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【参考】国勢調査の人口推移から推計した性別・年齢階級別の人口移動の状況 

 

前頁では住民基本台帳を元に、年齢階級別の人口移動の状況について整理しましたが、人

口移動の要因を考えるためには、さらに詳しく性別・年齢階級別の人口移動の状況について

も現状を把握することが重要になってきます。 

ただし、現状、住民基本台帳のデータからは、性別・年齢階級別の動向までは把握できな

いため、ここでは国勢調査による年齢階級別の人口の推移を元に、2005年から2010年にか

けての５年間での人口移動の状況を推計しました。 

男性についてみると、15歳から24歳にかけての年齢層で約1,000人の転入超過がみられ

るものの、25歳から29歳にかけて約1,200人を超える転出超過がみられることが大きな特

徴となっています。女性についてみると、男性ほど目立った特徴はみられないものの、ほぼ

すべての年齢層で転出超過となっており、なかでも15歳から24歳にかけての年齢層での転

出超過が大きくなっています。 
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年齢階級別にみた人口移動の状況（2005年→2010年） 

【男性】 

 
 
【女性】 

 
資料：国勢調査による本市の人口と、北海道保健統計年報で示される生残率より推計。 

   例えば、2005→2010年の0～4歳→5～9歳の純移動数は以下の式により推計される。 

    2005年→2010年の0～4歳→5～9歳の純移動数＝ 

     2010年の5～9歳人口－（2005年の0～4歳人口×2005→2010年の0～4歳→5～9歳の生残率） 
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室蘭市人口ビジョン 

②転出先・転入元の状況 

2013年の転出先・転入元の状況を男女別にみると、男女とも道内での移動が中心となっ

ており、中でも石狩管内、西胆振管内、東胆振管内との移動が多くなっています。 

一方、道外との移動については、関東地方、中部地方との移動が多くなっています。 

また、道内間での転出先・転入元の状況を市町村別にみると、男性は札幌市からの転入が

454人に対し、札幌市への転出は659人、200人以上の転出超過となっています。 

また、登別市についても、転入が247人となっているのに対し、転出が351人となってお

り、100人以上の転出超過となっています。 

女性も、男性と同様に、札幌市からの転入が294人であるのに対し、転出が492人と多く、

約200人の転出超過となっており、また、登別市についても、転入が244人となっているの

に対し、転出が350人と、100人以上の転出超過となっています。 

 

男女別転出先と転入元の状況（2013年） 

 
資料：住民基本台帳 

 

  

【男】 【女】

転入（移動

前の住所）

転出（移動

後の住所）
転入－転出

転入（移動

前の住所）

転出（移動

後の住所）
転入－転出

道内 石狩管内 541 750 -209 道内 石狩管内 352 552 -200

西胆振管内 368 461 -93 西胆振管内 339 469 -130

東胆振管内 124 162 -38 東胆振管内 104 146 -42

上川管内 45 58 -13 釧路管内 0 23 -23

十勝管内 46 52 -6 上川管内 31 40 -9

後志管内 41 46 -5 十勝館内 21 30 -9

日高管内 32 34 -2 渡島管内 51 54 -3

渡島管内 90 91 -1 オホーツク管内 13 16 -3

檜山管内 15 13 2 檜山管内 9 11 -2

根室管内 15 8 7 留萌管内 7 8 -1

空知管内 54 45 9 根室管内 4 2 2

オホーツク管内 40 31 9 宗谷管内 11 8 3

釧路管内 51 38 13 日高管内 22 17 5

宗谷管内 27 10 17 後志管内 32 26 6

留萌管内 19 13 6 空知管内 33 19 14

道内計 1,508 1,812 -304 道内計 1,029 1,421 -392

道外 関東地方 178 270 -92 道外 関東地方 113 169 -56

中部地方 64 87 -23 中部地方 31 48 -17

中国地方 16 26 -10 中国地方 4 10 -6

関西地方 39 47 -8 九州沖縄地方 12 17 -5

九州沖縄地方 12 15 -3 東北地方 21 22 -1

四国地方 4 3 1 関西地方 18 17 1

東北地方 63 57 6 四国地方 1 0 1

道外計 376 505 -129 道外計 200 283 -83

合計 1,884 2,317 -433 合計 1,229 1,704 -475
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。室蘭市人口ビジョン 

道内市町村別にみた男性の転出先と転入元の状況（上位市町村のみ抜粋） 

 
資料：住民基本台帳 

注 ：転入又は転出で20人以上の移動がみられた市町村のみ抜粋 

 

道内市町村別にみた女性の転出先と転入元の状況（上位市町村のみ抜粋） 

 
資料：住民基本台帳 

注 ：転入又は転出で20人以上の移動がみられた市町村のみ抜粋 
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室蘭市人口ビジョン 

【参考】就業者・通学者の流入・流出状況 

 

本市と他市町村との通勤・通学状況をみると、毎日1万3,000人以上が通勤・通学のため

に他市町村から室蘭市に流入し、同様に5,000人近くが室蘭市から他市町村に流出していま

す。特に、隣接している登別市からは、毎日1万人近くが流入しているなど、他の市町村と

比べてもその結び付きの強さがうかがえます。 

 

 

就業者・通学者の流入・流出状況（2010年） 

 
資料：平成22年国勢調査 
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。室蘭市人口ビジョン 

４．自然動態・社会動態の状況 

（１）人口増減～自然増減・社会増減～ 

社会増減に着目すると、1984年に社会減のピークを迎えた後、減少幅が縮小傾向で推移

しており、2005年には122人の減少まで縮小しました。 

ただ、その後は減少幅が再び拡大しつつあり、2013年には 888人の減少まで拡大してい

ます。特にここ2年の減少幅の拡大が目立つ状況となっています。 

自然増減に着目すると、1992年に初めて自然減に転じた後、減少幅が緩やかな拡大傾向

で推移しており、2012年以降は600人台の減少で推移しています。 

自然増減と社会増減を合わせた人口全体の増減についてみると、社会減がピークとなった

1984年に人口減もピークとなり、5,000人を超える減少がみられました。 

その後、徐々に社会減も縮小傾向に推移し、2005年には500人を下回りましたが、2012

年以降、再び社会減が拡大傾向となっています。 

 

人口増減の状況 

 
資料：住民基本台帳 
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室蘭市人口ビジョン 

（２）人口推移に与えてきた自然増減と社会増減の影響 

1955年から1967年までは、出生数が死亡数を上回る自然増と、転入者数が転出者数を上

回る社会増が続く、人口増加局面にありました。 

その後、1968年に転出者数が転入者数を上回る社会減に転じ、徐々に社会減の増加幅が

拡大したことで、1971年には自然増を上回る社会減がみられ、初めての人口減少となりま

した。 

1984年以降は、社会減のピークを過ぎたことで、人口の減少幅が徐々に縮小して推移し

てきましたが、1992年にそれまで続いていた自然増が自然減に転じ、自然減が緩やかな拡

大傾向で推移していることから、近年は人口の減少幅が横ばいで推移しています。 

今後、団塊の世代の高齢化が進むことで、自然減が急速に拡大することが見込まれるため、

短期的には再び人口の減少幅が拡大することが予測されます。 

 

総人口の推移に与えてきた自然増減と社会増減の影響 

 
資料：住民基本台帳 
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。室蘭市人口ビジョン 

第４章 将来人口推計と分析 
 

１．将来人口推計 

（１）総人口の推計 

社人研及び日本創成会議に準拠した本市の将来人口推計は以下のとおりです。 

25年後の2040年の人口をみると、社人研準拠の推計で6万4,118人（2010年対比37.1％

減少）、日本創成会議準拠の推計で 6万 201人（2010年対比 36.3％減少）と、いずれの推

計においても、25年間で3万人以上の人口が減少する見込みとなっています。 

また、人口ビジョンの対象年となる2060年の人口は、社人研準拠の推計で4万7,081人

（2010年対比50.2％減少）となっており、現在の人口が半減する見込みとなっています。 

将来人口推計（社人研・日本創成会議） 

 

 

  

【推計の前提条件】 

・コーホート（5歳階級別人口）要因法により推計。 

・2010年の国勢調査人口を基準人口とする。 

・日本創成会議推計は、将来の人口移動が収束する仮定で、2040年までを推計。 

【推計方法】 

・社 人 研 推 計：2040年までの出生・死亡・移動等の傾向が、その後も継続する 

と仮定して、2060年まで推計。 

・日本創成会議推計：全国の移動総数が、2010～2015年の推計値と概ね一定水準で 

推移すると仮定して、2040年までを推計。 
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室蘭市人口ビジョン 

（２）年齢３区分別人口の推計 

社人研準拠の推計を用いて年齢3区分別の2060年の人口をみると、年少人口は1万484

人（2010年対比64.4％減少）、生産年齢人口は5万6,334人（2010年対比54.8％減少）、

老年人口は2万7,715人（2010年対比35.4％減少）となっています。 

また、年齢3区分別の割合をみると、年少人口と生産年齢の割合が徐々に減少し、その分

老年人口の割合が増加していく傾向にあります。 

年齢３区分別将来人口推計（社人研） 

 

年齢３区分別構成比の将来推計（社人研） 
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。室蘭市人口ビジョン 

（３）20～39歳女性人口の推計 

出生数に大きく影響すると考えられる20～39歳の女性の人口をみると、2040年には社人

研準拠の推計で 5,344人、日本創成会議準拠の推計で 4,918人となっており、2010年と比

べて4割以上も減少する見込みとなっています。 

 

20～39歳女性人口の推計（社人研・日本創成会議） 
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室蘭市人口ビジョン 

２．人口減少段階の分析 

社人研準拠の人口推計を用いて、年齢 3区分別の推移を指数化し分析すると、2025年に

は人口減少段階が【第3段階】に入ると推測されます。 

特に年少人口の減少は激しく、2040年の年少人口の指数は総人口の 68を大きく下回る

53と見込まれています。 

 

人口減少は、以下の3段階を経て進行するとされている 

「第 1 段階：老年人口の増加（総人口の減少）」 

「第 2 段階：老年人口の維持・微減」 

「第 3 段階：老年人口の減少」 

 

年齢3区分別の人口減少状況（2010年から2040年） 

区分 2010年 2040年 
2010年を100 
とした場合の 
2040年の指数 

人口減少 
段階 

年少人口 10,484人  5,606人 53 

3 
生産年齢人口 56,334人 35,487人 63 

老年人口 27,715人 23,025人 83 

総人口 94,553人 64,118人 68 

2010年を基準とした年齢3区分別の人口減少段階推計 
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。室蘭市人口ビジョン 

３．将来人口に及ぼす自然増減・社会増減の影響度分析 

（１）シミュレーションの実施 

将来人口に及ぼす自然増減と社会増減の影響度を分析するため、社人研推計に準拠した人

口推計をベースとして、下記に示す2つのシミュレーションを行いました。 

 

シミュレーション１：合計特殊出生率が人口置換水準（人口を長期的に一定に保てる水準の

2.1）まで上昇したとした場合のシミュレーション 

シミュレーション２：合計特殊出生率が人口置換水準（人口を長期的に一定に保てる水準の

2.1）まで上昇し、かつ人口移動が均衡したとした（移動がゼロとな

った）場合のシミュレーション 

 

シミュレーション結果 
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室蘭市人口ビジョン 

（２）分析の考え方 

① 自然増減の影響度分析 

自然増減の影響度（出生の影響度）については、社人研推計とシミュレーション１とを比

較し分析します。 

シミュレーション１は、人口移動に関する仮定を社人研推計と同じとして、出生に関する

仮定のみを変えているものです。 

そのため、シミュレーション１による 2040年の総人口を、社人研推計による 2040年の

総人口で除して得られる数値は、仮に出生率が人口置換水準まで上昇したとした場合に 30

年後の人口がどの程度増加したものになるかを表しており、その値が大きいほど、出生の影

響度が大きい（現在の出生率が低い）ことを意味します。 

 

自然増減の影響度 5段階評価 

 

 

100％未満  ＝「１」 

100～105％ ＝「２」 

105～110％ ＝「３」 

110～115％ ＝「４」 

115%以上   ＝「５」 

 

② 社会増減の影響度分析 

社会増減の影響度（移動の影響度）については、シミュレーション１とシミュレーション

２とを比較し分析します。 

シミュレーション２は、出生の仮定をシミュレーション１と同じとして、人口移動に関す

る仮定のみを変えているものです。 

そのため、シミュレーション２による2040年の総人口をシミュレーション１による2040

年の総人口で除して得られる数値は、仮に人口移動が均衡（移動がない場合と同じ）となっ

たとした場合に30年後の人口がどの程度増加（又は減少）したものとなるかを表しており、

その値が大きいほど、人口移動の影響度が大きい（現在の転出超過が大きい）ことを意味し

ます。 

 

社会増減の影響度 5段階評価 

 

 

100％未満  ＝「１」 

100～110％ ＝「２」 

110～120％ ＝「３」 

120～130％ ＝「４」 

130%以上   ＝「５」 

出典：「地域人口減少白書（2014 年－2018 年）」 

 

  

シミュレーション１の 

2040年の総人口 

シミュレーション２の 

2040年の総人口 

社人研推計の 

2040年の総人口 

シミュレーション１の 

2040年の総人口 
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。室蘭市人口ビジョン 

（３）将来人口に及ぼす自然増減・社会増減の影響度分析 

シミュレーション１および２の結果から、自然増減・社会増減の影響度を算出すると、自

然増減の影響度が「3」、社会増減の影響度が「2」となります. 

 

分類 計算方法 影響度 

自然増減の
影響度 

シミュレーション１の2040年の推計人口 68，842人 

社人研の2040年の推計人口 64，118人 

＝107.4％ 

3 

社会増減の
影響度 

シミュレーション２の2040年の推計人口 73，355人 

シミュレーション１の2040年の推計人口 68，842人 

＝106.6％ 

2 

【参考：全道における室蘭市の位置づけ】 

 
⾃然増減の影響度(2040年) 

1 2 3 4 5 総計 

社会増減の 
影響度 
(2040年) 

1  
芽室町、⾳更町、更別
村  

東川町、ニセコ町、幕別町、⿅
部町、七飯町、恵庭市、千歳市、
東神楽町  

札幌市、札幌市東区、
札幌市⻄区、札幌市厚
別区、札幌市北区、札
幌市手稲区、札幌市清
田区、札幌市白石区  

仁木町、札幌市
中央区、札幌市
豊平区  

22  
-11.60%  

 2  

清水町、安平町、月形
町、留寿都村、鷹栖町、
赤井川村、中標津町、
鶴居村  

砂川市、北⽃市、旭川市、帯広
市、北⾒市、⻄興部村、網⾛市、
⽯狩市、⻑沼町、斜⾥町、苫⼩
牧市、伊達市、今⾦町、中札内
村、室蘭市、名寄市、富良野
市、登別市  

札幌市南区、北広島市、
岩⾒沢市  江別市  30  

-15.90%  

 3 泊村、京極町  

中富良野町、⿊松内町、
下川町、猿払村、神恵
内村、倶知安町、大樹
町、広尾町、厚真町、
士幌町、上士幌町、大
空町、知内町、⿅追町、
小清水町  

北⻯町、秩⽗別町、新⼗津川町、
新得町、新冠町、当麻町、枝幸
町、興部町、美幌町、美深町、
佐呂間町、遠軽町、湧別町、⽩
⽼町、美瑛町、池⽥町、⽐布町、
剣淵町、栗⼭町、余市町、稚内
市、森町、八雲町、新篠津村、
釧路市、寿都町、滝川市  

占冠村、増⽑町、⻑万
部町、豊浦町、小樽市、
⾬⻯町、函館市   

51  
-27%  

 4 えりも町  

乙部町、弟子屈町、本
別町、羽幌町、厚沢部
町、初山別村、足寄町、
訓子府町、島牧村、上
富良野町、共和町、喜
茂別町、真狩村、別海
町、日高町、和寒町、
標茶町  

津別町、むかわ町、新ひだか町、
壮瞥町、置⼾町、紋別市、⼠別
市、滝上町、根室市、深川市、
浦⾅町、南富良野町、由仁町、
上川町、愛別町、岩内町、積丹
町、沼⽥町、奈井江町、標津町、
蘭越町、⼩平町、浜中町、洞爺
湖町、厚岸町、釧路町、幌延町、
浜頓別町  

古平町、美唄市、雄武
町  当別町  50  

-26.50%  

 5 利尻富⼠町  

陸別町、浦幌町、利尻
町、礼文町、奥尻町、
清⾥町、中頓別町、天
塩町、豊富町、遠別町、
幌加内町、中川町、妹
背牛町、平取町  

苫前町、せたな町、白糠町、上
砂川町、豊頃町、浦河町、様似
町、江差町、歌志内市、松前町、
羅⾅町、三笠市、⽊古内町、芦
別市、上ノ国町、留萌市、⼣張
市 

赤平市、南幌町、福島
町  音威子府村  36  

-19%  

 総計 4  
-2.10%  

57  
-30.20%  

98  
-51.90%  

24  
-12.70%  

6  
-3.20%  

189  
-100%  
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室蘭市人口ビジョン 

第５章 人口の変化が地域の将来に与える影響分析・考察 
 

第３章から第４章にかけて、本市の人口動態の現状及び考察等を行ってきましたが、将来

の人口を展望するに当たっては、人々の働き先をどう考えていくのかということも重要な要

素となってきます。そのため、本章では、雇用の場と密接なかかわりのある本市の産業構造

について分析を行い、その特徴について整理しました。 

 

１．本市の産業構造 

（１）経済センサスからみた産業動向 

①事業所数（民営） 

2012年における本市の産業別の事業所数（民営）をみると、事業所数は産業全体で4,494

事業所となっており、このうち「卸売･小売業」が 1,101事業所と最も多く、全体の 24.5％

を占めています。次いで、「宿泊業，飲食サービス業」（778事業所、17.3％）、「建設業」（484

事業所、10.8％）、「サービス業（他に分類されないもの）」（413事業所、9.2％）、「生活関連

サービス業，娯楽業」（410事業所、9.1％）の順となっています。 

 

産業別にみた事業所数（民営） 

 
資料：平成24年経済センサス‐活動調査 
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また、産業別の事業所数（民営）の構成割合について、北海道及び全国との比較を行うと、

「宿泊業，飲食サービス業」、「サービス業（他に分類されないもの）」、「建設業」などの構成

比が高くなっている一方で、「不動産業，物品賃貸業」、「医療，福祉」などの構成比が低くな

っています。また、「製造業」は北海道と同様の水準となっているものの、全国との比較では

大きく下回っている状況にあります。 

 

産業別事業所数（民営）の構成割合の比較 

 
資料：平成24年経済センサス‐活動調査 
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②事業所数（民営）の推移 

ここ20年間の市内の事業所数（民営）の推移をみると、事業所数は減少傾向にあり、1996

年（6,263事業所）の約7割まで減少しています。 

産業別にみると、産業分類の改定に伴う産業区分の変更があるため、単純には比較できな

い産業もありますが、全般的に、卸売業・小売業、飲食サービス業、製造業などで減少幅の

大きさが目立っています。ただ、このうち製造業については、2000年以降、比較的安定し

た推移となっており、減少傾向に歯止めが掛かってきている状況がうかがえます。 
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産業別にみた事業所数（民営）の推移 

 
資料：1996年～2006年は事業所・企業統計調査、2009年は経済センサス-基本調査、2012年は経済センサス-活動調査 

注 ：日本標準産業分類の改定に伴い、産業分類には主に以下の点について変更が生じている。 

   ①2004年～ 

   ・「情報通信業」の新設（「運輸・通信業」から「通信業」、「サービス業」から「情報サービス業」等を分離し、統合） 

   ・「医療，福祉」「教育，学習支援業」の新設（サービス業を細分化） 

   ・「飲食店，宿泊業」の新設（「卸売業・小売業，飲食店」から飲食店を、「サービス業」から宿泊業を分離し、統合） 

   ・「複合サービス業」の新設（「運輸・通信業」から郵便業を、「サービス業」から「協同組合」を分離し、統合） 

   ②2006年～ 

   ・「運輸業，郵便業」の統合・新設（「情報通信業」から信書送達業を分離し、「運輸・通信業」と統合） 

   ・「不動産業，物品賃貸業」の統合・新設（「サービス業」から物品賃貸業を分離し、「不動産業」と統合） 

   ・「学術研究，専門・技術サービス業」「生活関連サービス業，娯楽業」の新設（サービス業を細分化） 
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③従業者数（民営） 

2012年における本市の産業別の従業者数（民営）をみると、従業者数は産業全体で 4万

4,129人となっており、このうち「製造業」が8,123人と最も多く、全体の18.4％を占めて

います。次いで、「卸売・小売業」（8,027人、18.2％）、「医療，福祉」（4,950人、11.2％）、

「建設業」（4,693人、10.6％）、「サービス業（他に分類されないもの）」（4,189人、9.5％）

の順となっています。 

 

産業別にみた従業者数（民営） 

 
資料：平成24年経済センサス‐活動調査 
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また、産業別の従業者数（民営）の構成割合について、北海道及び全国との比較を行うと、

「製造業」、「建設業」での構成比の高さが目立つ結果となっています。特に「製造業」は、

北海道の２倍近い構成比となっており、道内における本市の特徴を濃く色づけるものとなっ

ています。一方、構成比の低さが目立つ産業として、「卸売業，小売業」が挙げられるほか、

「情報通信業」、「運輸業，郵便業」、「金融業，保険業」などの事業所向けサービスの側面が

強い産業での構成比がやや低くなっています。 

 

産業別従業者数（民営）の構成割合の比較 

 
資料：平成24年経済センサス‐活動調査 
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ここで産業別の従業者数（民営）の構成割合について、性別の状況をみると、男性では、

従業者全体でみたときと同様に「製造業」、「建設業」の構成比の高さが目立つ結果となって

います。特に「製造業」は、さらに比率が高まり、本市の男性の雇用を大きく支える産業と

なっていることがうかがえます。一方、構成比の低さが目立つ産業として、「卸売業，小売業」、

「宿泊業，飲食サービス業」、「医療，福祉」などが挙げられます。 

 

男性における産業別従業者数（民営）の構成割合の比較 

 
資料：平成24年経済センサス‐活動調査 
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また、女性では、「医療，福祉」、「宿泊業，飲食サービス業」、「サービス業（他に分類され

ないもの）」での構成比の高さが目立っており、これらの産業が本市の女性の雇用を大きく支

える産業となっていることがうかがえます。そのほか、従業者の規模こそ小さいものの、「建

設業」も女性の構成比が高くなっており、本市においては女性の雇用を支える産業の１つと

なっていることがうかがえます。一方、構成比の低さが目立つ産業として、「製造業」が挙げ

られます。本市において、「製造業」は男性の雇用を大きく支えているものの、女性従業者の

割合は全国平均や北海道平均と比べても低く、女性の雇用の受け皿とはなっていない状況が

うかがえます。 

女性における産業別従業者数（民営）の構成割合の比較 

 
資料：平成24年経済センサス‐活動調査 
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④従業者数（民営）の推移 

ここ20年間の市内の従業者数（民営）の推移をみると、従業者数は減少傾向にあり、1996

年（5万6,305人）の8割以下まで減少しています。 

産業別にみると、調査手法の変更や産業分類の改定に伴う産業区分の変更があるため、単

純に比較できない面もありますが、全般的に、建設業、運輸業、製造業などで減少幅の大き

さが目立っています。 

ただ、このうち運輸業、製造業については、2004年以降は比較的安定した推移となって

おり、運輸業が3,000人前後、製造業が8,000人前後で横ばいでの推移となっています。 

一方、卸売業・小売業については、2009年から2012年にかけて1,000人以上の減少がみ

られるなど、最近の落ち込みが目立っています。また、全体的に減少傾向もしくは横ばいで

推移している産業が多い中で、医療・福祉、教育・学習支援業は従業者が増加傾向で推移し

ています。 

  



 
 

 

-34- 

 

。室蘭市人口ビジョン 

産業別にみた従業者数（民営）の推移 

 
資料：1996年～2006年は事業所・企業統計調査、2009年は経済センサス-基本調査、2012年は経済センサス-活動調査 

注 ：日本標準産業分類の改定に伴い、産業分類には主に以下の点について変更が生じている。 

   ①2004年～ 

   ・「情報通信業」の新設（「運輸・通信業」から「通信業」、「サービス業」から「情報サービス業」等を分離し、統合） 

   ・「医療，福祉」「教育，学習支援業」の新設（サービス業を細分化） 

   ・「飲食店，宿泊業」の新設（「卸売業・小売業，飲食店」から飲食店を、「サービス業」から宿泊業を分離し、統合） 

   ・「複合サービス業」の新設（「運輸・通信業」から郵便業を、「サービス業」から「協同組合」を分離し、統合） 

   ②2006年～ 

   ・「運輸業，郵便業」の統合・新設（「情報通信業」から信書送達業を分離し、「運輸・通信業」と統合） 

   ・「不動産業，物品賃貸業」の統合・新設（「サービス業」から物品賃貸業を分離し、「不動産業」と統合） 

   ・「学術研究，専門・技術サービス業」「生活関連サービス業，娯楽業」の新設（サービス業を細分化） 
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⑤男女別の従業者数（民営） 

ここで男女別の従業者数（民営）についてみると、男性では「製造業」が7,204人と最も

多く、次いで、「卸売業，小売業」（4,151人）、「建設業」（4,090人）の順となっており、こ

れら3業種で男性従業者数の5割以上を占めています。 

一方、女性では「卸売業，小売業」が3,837人と最も多く、次いで「医療，福祉」（3,736

人）、「宿泊業，飲食サービス業」（2,580人）の順となっており、これら3業種で女性従業者

数の6割以上を占めています。 

全体的な男女別の動向をみると、「建設業」「製造業」「運輸業，郵便業」などでは男性が女

性を大きく上回っている一方で、「宿泊業，飲食サービス業」「医療，福祉」などでは女性が

男性を大きく上回っており、これらの産業で男女差が顕著になっていることが分かります。 

 

男女別にみた産業別の従業者数（民営） 

 
資料：平成24年経済センサス‐活動調査 
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⑦産業（大分類）別の売上金額・付加価値額（企業単位） 

市内企業※の売上金額を産業別にみると、「製造業」が2,521億円と最も多く、全体の42.5％

を占めています。次いで、「卸売，小売業」の 1,256億円（21.2％）、「建設業」の 671億円

（11.3％）と続いており、これら3つの産業で全体の7割以上を占めています。 

 

 

産業（大分類）別の売上金額（企業単位） 

 
資料：平成24年経済センサス‐活動調査 

注 ：「農林漁業」「鉱業､採石業､砂利採取業」の売上金額は秘匿値となっているため、上記に含んでいない。 

「金融業，保険業」の売上金額は「経常収益」を合算したもの。 

  

※市内企業について 

・ここでいう市内企業とは、室蘭市に本社・本店等を有する企業のことです。 

・そのため、市外に事業所を有する企業の場合、市外事業所での売上金額・付加価値額等も、ここ

では集計対象に含まれることになります。 

・一方、市内に事業所を有する企業であっても、本社等が市外にある場合、市内の事業所で生じた

とみなされる売上金額・付加価値額等は集計対象から外れることになります。 

・「平成24年経済センサス‐活動調査」では、事業所単位での集計も行われていますが、事業所

単位で売上金額の把握ができない「ネットワーク型産業※※」の売上金額が不明となるため、こ

こでは企業単位での集計結果を用いて分析を行いました。 

・上記の理由のため、ここでの製造業の売上金額、付加価値額には、新日鐵住金や日本製鋼所等の

大手企業が対象に含まれていないことに留意する必要があります。 

・なお、これらの大手企業も含めた事業所単位での集計結果では、製造業の売上金額は12，427

億円、付加価値額は627億円となっており、企業単位での結果を大きく上回ることになります。 
 

※※ネットワーク型産業：「建設業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「運輸業，郵便業」、「金融業，保険業」、

「通信業」、「放送業」、「映像・音声・文字情報制作業」、「学校教育」、「郵便局」、「政治・経済・文化団体」、

「宗教」が該当 
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市内企業の付加価値額を産業別にみると、「製造業」が351億円と最も多く、全体の26.0％

を占めています。次いで、「医療，福祉」の225億円（16.7％）、「卸売，小売業」の172億

円（12.82％）、「建設業」の161億円（12.0％）と続いており、これら4つの産業で全体の

7割近くを占めています。 

 

産業（大分類）別の付加価値額（企業単位） 

 
資料：平成24年経済センサス‐活動調査 

注 ：「農林漁業」「鉱業､採石業､砂利採取業」の売上金額は秘匿値となっているため、上記に含んでいない。 

 

 

現在、作成中 

 

（２）国勢調査からみた産業別就業者数の詳細分析  …追加検討中 

  

（３）まとめ …追加検討中 
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現在、作成中 

 

第6章 室蘭市の将来展望 

 

 1．現状と課題の整理 

 2．めざすべき将来の方向性 

 3．人口の将来展望 

 

 

 

 

 



室蘭市総合戦略の体系図
総合戦略（平成27年度～31年度の5か年）

基本目標（案）
【数値目標：検討中】

分類
（WGの検討分類ベース）

（１）
まちの特性を生かした産業振興と魅力あ
る雇用の場の創出

（２）
子育て世代を中心に希望を持って住み続
けられるまちづくり

（３）
港や観光資源を生かし、新たな「ひと」
と「もの」の流れをつくる

（プラス１）
広域連携等による魅力ある地域づくり

主な施策（案）
【KPI：検討中】

高校生等の地元就職促進

市外居住者を本市に呼び込む雇用対策

企業誘致

既存企業の活性化

創業支援

新産業の展開

高校生、専門学校生、大学生の地元就職向上

効果的なUIJターンの促進

企業誘致のさらなる推進

ものづくり産業の活性化

地場産品、工業製品等のPRや販路拡大に向けた取組み

人材不足が顕著な職種への支援

ものづくり分野以外の企業に対する振興策

ベンチャー企業創業支援

金融機関等と連携した創業支援

水素社会構築に向けた取組の展開

子育て支援策

港湾振興

子育て応援プランの推進
▶「元気に」「安心」「楽しく」「みんなで」子育ての推進
▶子育て世代に向けた住環境整備

観光振興

広域連携の推進

室蘭工業大学等との連携事業

西いぶり定住自立圏をはじめとした広域連携事業の推進

室蘭工業大学のCOC＋事業と連携した取組み

フェリー航路就航に向けた取組み

国内外の旅客船等誘致による交流促進

取扱貨物の多様化の促進

観光資源の磨き上げ、受入れ態勢の整備とPRの充実

室蘭市の観光拠点の整備検討

総合戦略に基づく事業

◆先行型交付金事業
◇検討する事業例（今後変更があり得る）

◇市内企業情報の提供、キャリア教育の充実
◇室蘭商工会議所と連携した市内企業への就職促進
◇北海道と連携した工大卒業生の道内企業への就職促進
◇理系人材の確保に向けた取組み

◆UIJターン適職フェア
◆広報動画作成事業（申請中）
◇市内の親世代へのPR、SNS等の活用促進

◇立地企業に対する各種支援策の充実
◇室蘭工業大学と連携した企業誘致
◇企業誘致の対象となる業種の見直し

◆ものづくり企業改善・革新支援事業
◇ものづくり産業に対する各種支援策の充実
◇ものづくり現場への女性参入促進
◇官民協働による幼少時から室蘭市のものづくり産業にふれる取組み（てついく）の推進

◇建設業・介護などの人材育成等の支援

◇意欲のある企業の活性化を促す支援策

◇室蘭工業大学等と連携したビジネス教育
◇大学発ベンチャーの創業促進

◇新規創業手続きや金融機関の融資を受ける企業等への支援

◇定置式燃料電池の導入など、民生部門での利用を促進

◆国内外販路開拓支援事業[ブランド帆立等]
◇金融機関と連携した特産品等の販路開拓[クラウドファンディングの活用]

▶安心子育て
◆子育て世代持家住宅促進助成
◆認可外保育施設等活動支援事業
◆DV被害女性の自立に向けた就労準備等支援
◆特定不妊治療費助成
◆みなとスクール児童館専用送迎バス等運行
◆第３子以降の保育料無料化事業（申請中）
◇子育て世代向け賃貸共同住宅整備等への支援
▶みんなで子育て
◆子育て応援企業等登録事業
▶子育て世代に向けた住環境整備
◆子育て世代持家住宅促進助成（再掲）
◇公共施設の跡地等を活用した宅地造成
◇子育て世代向け賃貸共同住宅整備等への支援（再掲）
◇金融機関と連携した空き家への住替え等促進

◆フェリー航路就航促進事業（申請中）
◇洞爺湖有珠山・三陸ジオパークなどの地域資源を生かした地域間交流の促進

◆海外ポートセールス実施（再掲）
◇循環型資源の輸送による室蘭港活用促進
◇小口コンテナを活用した道産品貨物取扱の促進

◆国内外観光客受け入れ態勢整備事業
◆夜景の魅力アップ推進事業
◆広報動画作成事業（申請中・再掲）
◇ものづくり観光の推進
◇広域連携による客船オプショナルツアーの実施（再掲）
◇北海道登別洞爺広域観光圏協議会の取組み
◇nittan×地域戦略会議の取組み

◇金融機関と連携した特産品等の販路開拓[クラウドファンディングの活用]（再掲）
◇西胆振版CCRCの検討
◇洞爺湖有珠山・三陸ジオパークなどの地域資源を生かした地域間交流の促進（再掲）
◇広域連携による客船オプショナルツアーの実施（再掲）
◇西胆振広域観光圏の取組み（再掲）
◇nittan×地域戦略会議の取組み（再掲）

◇観光資源をつなぐ拠点の整備検討

◇社会人のスキルアップ、再教育などの人材育成
◇学会誘致の促進
◇理系人材の確保に向けた取組み
◇北海道と連携した、理系人材の道内企業への就職促進（再掲）
◇大学発ベンチャーの創業促進（再掲）

◆海外ポートセールス実施
◇広域連携による客船オプショナルツアーの実施

※事業例はWGの検討内容に基づく案


