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平成２７年度 第３回室蘭市総合戦略推進会議 議事概要 
 

◆室蘭市総合戦略（骨子）について（質問・意見等） 
（１）人口ビジョンについて 
A委員   ：年齢階級別の転入者数と転出者数をみると、20代での移動が多く、室蘭工業大学

の入学や卒業に伴う移動が 6割程度含まれていると考えているが、そうした認識

で合っているか。 

 
事務局   ：そのように考えている。 

 
B 委員   ：産業別の事業所数、従業員数をみると、製造業では事業所数の割に従業員数が多

いなど、大企業の占める割合が高いことが想定されるが、人口ビジョンの将来推

計を行う上で、大企業の動向に伴う部分は除外して考えているのか。 

 
事務局   ：大企業の従業員数がどの程度の規模になるのか、調べれば分かるのかもしれない

が、現時点ではそこまで考慮した推計を行っているわけではない。あくまでも製

造業全体での過去の動向を元に推計を行っている。 

 
C 委員   ：合計特殊出生率をみると、室蘭市は西いぶりの他の市町村よりも高い数字となっ

ているが、その要因について分析しているのであれば、教えてもらいたい。 

また、出生率の目標を 2.07としている理由についても教えてもらいたい。 

 
事務局   ：室蘭市の出生率が高い要因については分からない。 

出生率の目標値については、国や道が 2.07 を目指して取組を進めようとしてい

る中で、室蘭市としてもその目標値を目指さない理由を説明できないと考えてい

る。目標としては高い数値なのかもしれないが、地方都市としても、国の示した

数値に合わせて努力目標を置いたという状況である。 

 
C委員   ：国の目標よりも、上を目指すという考えはなかったのか。 

 
事務局   ：出生率の 2.07 は、全国的にみても達成している自治体がほとんどない非常に高

い目標。本市としても、できるだけ早い段階で、人口を維持できる水準とされる

2.07を達成できるように努力していきたいと考えている。 

 
D 委員   ：出生率の目標値の設定については、室蘭市としてオリジナルの目標値を設定する

のではなく、ある程度基本的な枠組みが決まっているものなのか。 

また、道が作成している人口ビジョン等はまだ作成途中であるが、道の人口ビジ

ョン等が出来上がった段階で、本市の人口ビジョン等の見直しを改めて行うこと

はあるのか。 
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事務局   ：市としても出生率の 2.07 が良いのか検討を行ってきたが、先行的に人口ビジョ

ンを作成している他の自治体をみると、先駆的な取組を打ち出している自治体で

あっても、目標値としては国が示した 2.07 としていることがほとんどであり、

2.07 を超えるような目標値を設定できるような取組を打ち出すことは難しいと

考えている。本市としても、2.07を目指して頑張っていくことが方針になると考

えている。 

道との関係については、出生率に関しては国と同様に 2.07 が道の目標値になる

と聞いている。そのため、個々の関連施策において、道との兼ね合いから、今後、

微修正を加えていくことになると考えている。 

 
座長    ：出生率の目標値の設定によって、将来人口も大きく変わってくることになるが、

目標値を上下させる根拠を設定することが難しく、人口を維持できる水準である

2.07を目指して、取組を進めていくということしか言えないのではないかと考え

ている。 

 
C 委員   ：目標値に向かって取組を進めていく前に、現状の出生率について、しっかりとし

た分析を行い、どういった点で強みや弱みがあるのかを把握した上で、総合戦略

の個別の施策を考えていってもらえればと思う。 

 
E委員   ：社会減について、年間 50人の縮小を想定しているが、その数字はどのような前提

で出てきたのか。 

また、どの時点で 50人の縮小を達成させようと考えているのか。 

 
事務局   ：50人という数字は、何もしなければ室蘭市から出ていったかもしれない人達を引

きとめようという前提で考えている。具体的には、学生の市内での就職を増やし

たり、UIJ ターンを増やしたり、土地の造成などにより、子育て世代をまちにと

どめたりといったことを積上げて、50人という数字を想定している。 

また、達成時点は、取組を始めてから 2040年まで毎年、50人縮小させることを

前提としている。 

 
F 委員   ：人口流出の大きな理由として住宅事情が挙がっており、住宅の家賃や宅地の価格

などが高いことについて、平坦な土地が少ないことが背景にあると分析している

が、本当にそれだけが理由なのか。また、家賃や土地の高さについては、土地が

ないのだから、どうしようもないと考えれば良いのか、それとも廃校になった小

学校の跡地を宅地にするなどのアイデアがあるのであれば教えてもらいたい。 

 
事務局   ：現時点での 1つの例としては、武揚小学校の跡地について、宅地活用を前提にプ

ロポーザル方式で売却しているが、宅地の価格設定は今までの価格帯よりも低く
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なる見込みであり、子育て世代が住みやすい価格になると見込んでいる。今後も、

そうした利便性の高い跡地が毎年のように出てくるわけではないが、何か所かは

売却することが予定されている。 

また、家賃負担の軽減については、他の自治体では公営住宅がその受け皿として

機能することになるが、室蘭市の場合、公営住宅が古く、若者世代の受け皿とな

りえない状況にある。また、今後、新しく公営住宅を若者向けに建てることも、

床面積の問題などから難しい状況にある。現時点で、はっきりとした方針が決ま

っているわけではないが、例えば民間と連携するなどして、低家賃の賃貸住宅を

増やしていったり、社宅をつくったりといったことを検討していきたいと考えて

いる。 

 
G委員   ：転出者アンケートで、住みにくかったと感じる点として、「交通の便」や「買物な

ど日常生活の利便性」を挙げる回答が多くみられるが、交通の便は日常生活とも

関連するため、ここの区分けについて、どのように考えているのか。 

また、「買物など日常生活の利便性」については、住みやすいと感じる点でも上位

となっており、これには地区別の差異が影響しているのではないかと考えている

が、そのあたりについて、どのように分析をしているのかを教えてもらいたい。 

 
事務局   ：ここでの「日常生活」については、買物や娯楽といったものを念頭に置いている。 

また、「買物など日常生活の利便性」が住みやすさでも上位に来ていることについ

ては、指摘にもあったとおり、地区ごとの違いがあるのではないかと考えている。

ただ、転出者アンケートは、まだ中間集計の段階ということもあり、クロス集計

はまだ行っていないため、最終集計の際にはそうしたクロス集計も行い、分析を

していきたいと考えている。 

 
（２）総合戦略体系図について 
H委員   ：これまで本会議やワーキンググループでは、CCRCの動きなども踏まえて、医療・

福祉についても事業化を進めて、産業化を進めていくべきではないかという方向

性を提案してきたが、この体系図の「新産業の展開」において、そうした内容が

反映されていないのは、どのような理由があるのか。 

 
事務局   ：実際に、ワーキンググループでは、医療・福祉についても総合戦略の内容に盛り

込むべきではないかという意見があったが、横浜市などのように関連産業の振興

などといった具体的な施策まで踏み込めるのかという点で難しい部分があり、現

状の提案内容となっている。 

ただ、医療・福祉を取り巻く環境や、女性を中心とした雇用の受け皿という重要

な役割を担うことなども理解しており、そのため「広域連携の推進」というテー

マの中で、総合戦略に基づく事業として「西胆振版 CCRCの検討」を掲げる形と

している。 
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また、8月 17日に開催された西いぶり定住自立圏の首長会議において、西胆振版

CCRC の推進に関する合意があったことから、総合戦略の主な施策として明示す

ることが必要と考えており、このことも含め戦略の体系を整理していく。 

 
H委員   ：現在、室蘭市には規模の大きな総合病院が 3つあるが、医療費負担増の問題など

から、高齢者を中心とした入院患者について、できるだけ自宅に戻そうという国

の方針があり、それにあわせて全国的に病床を減らそうという考え方も打ち出さ

れてきている。このため、将来的には医療と福祉の一体化が進む流れになってき

ているが、室蘭市としても、こうした状況を踏まえて、医療と福祉の一体化を前

面に打ち出した取組を進めていくことが必要ではないか。これから病床数の減少

が進むことになれば、医師や看護師の減少にもつながるため、西胆振版 CCRCの

取組を進めるとともに、周辺地域の医療機能を担うという位置付けを明確にする

ことで、医師や看護師の減少に歯止めをかけることも期待できるのではないか。 
 
座長    ：地域医療構想の策定に向けた検討が 7月から始まっており、市もそのメンバーに

入っているため、検討会議の場では、そうした数字上の辻褄合わせで議論が進ん

でいかないように発言していきたいと考えている。 

 
C 委員   ：「広域連携の推進」で掲げられている事業のうち、西胆振版 CCRC のような地域

全体での取組とみられるようなものについては、この会議で方向性を決めること

ができるものと考えても問題ないのか。 
 
事務局   ：そうした項目は、地方創生に関連して出てきている項目であり、広域連携の大き

な枠組みの中でそれぞれのまちがどのような役割を果たしていくべきかという意

見については、この会議の中で発言をしてもらいたいと考えている。 

 
C 委員   ：医療を担う人材は、これからも不足するとみられているが、室蘭市内には看護学

校や介護福祉の専門学校など、人材を供給できる教育機関があるため、そうした

機関の連携をより強めて、体制を強化していくような政策も総合戦略の中に盛り

込んで頂きたい。そうすることで、若い人が市内に定着するようになり、市外か

らも若い人が来るようになるのではないか。 

また、これまで 3回の会議を通じて、委員の皆さんがそれぞれの立場から意見を

出したと思うが、そうした意見が、総合戦略のどこに反映されたのか、あるいは

反映されなかったのか、その検討過程や理由が分かるように資料として示しても

らいたい。 

 
事務局   ：会議の中で挙がった意見や文言については、もちろん丁寧に拾い上げて整理した

上で、改めてワーキンググループに戻して、施策を考えるようにしてきた。例え

ば、室蘭商工会議所の「企業にやさしい街づくり」に向けた提案書との関係では、
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これまで室蘭市としてはものづくり企業を中心に支援策などを行ってきたが、人

口ビジョンの産業構造の分析からも分かったように、従業者が減ってきているの

はむしろものづくり企業ではないところであったため、ものづくり企業であるか

どうかに関わらず、やる気のある企業を伸ばしていこうと考えた方が良いのでは

ないかということをワーキンググループに戻して検討し、その上で「ものづくり

分野以外の企業に対する振興策」として体系図に盛り込んでいる。また、各委員

からは、観光に対して、人を呼び込む意識の問題や中途半端さを指摘する意見が

数多く挙がったと思うが、そうした意見を踏まえて、例え国の交付金の対象にな

らなくても、拠点化を進めていくことが必要なのではないかと考え、その上で「室

蘭市の観光拠点の整備検討」として体系図に盛り込んでいる。C 委員から指摘の

あった資料については、最終の会議までにまとめて、郵送又はメールで送るよう

にしたいと思う。 

 
A委員   ：室蘭市の人口の年代構成をみると、室蘭工業大学が立地していることもあり、20

代の人口が多くなっているものの、30代より上では再び人口が少なくなる構造と

なっているため、室蘭工業大学の卒業生の受け皿を充実させていくことが、人口

を増やしていく上で鍵となってくるのではないか。そのためには、学生が大学で

学んだスキルを活かすことのできる職場や産業が必要になってくるが、体系図で

は総花的な表現が多く、具体的な中身が見えていないと感じる。総合戦略は今後

5 年間の目標を立てるものであるため、例えば、水素社会などのような具体的な

ものが見えてこなければ、ベンチャー企業などを興すにしても難しい面があるの

ではないか。 

また、室蘭市の人口ピラミッドをみると、20～24 歳の男性が多い一方で、20～

24 歳の女性が少なくなっている。20 代前半の男性が多いことについては、どう

しても工業大学という性格上、仕方のない面もあるが、若い女性の数が将来の人

口に大きく影響してくるため、若い女性を増やす戦略が必要だと感じる。そのた

めには室蘭工業大学の女子学生を増やすという戦略も必要になってくるが、それ

とともに卒業した女子学生が結婚や出産しても安心して働ける職場を作り、女性

に優しいまちを目指すという戦略も必要だと感じる。 

現在、室蘭工業大学の卒業生の地元就職率は 3～5%程度となっているが、これを

例えば 10%に上げることできれば、より多くの学生が市内に残ることになり、年

齢を重ねる中で、結婚して、子どもを産んでという循環が生まれることになる。

こうした自己完結のできるまちを目指さなければ、将来の人口を増やすことが難

しいと感じる。 
 
事務局   ：国において、理系の女子学生を増やす方針が打ち出されており、室蘭工業大学に

おいても、教員も含めて女性の数を増やそうと取組を始めている。従来、こうし

た取組は大学主体で行っていたが、現在はまちの PR も兼ねて、市としても一体

的に取り組んでいるところである。また、最近は、市内の製造業でも女性を雇い
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たいと考える企業が増えてきていることもあり、これから進学してくる学生に向

けて、大学卒業後の就職動向が見えるようにしていくことも行政の役割の 1つと

考えている。一方、企業からも女性を雇用するに当たって、更衣室やトイレなど

の環境整備に対するニーズが出てくるのであれば、行政としても何らかの支援を

行っていくことが必要だと捉えているし、今回の総合戦略の中にも関連した取組

内容を盛り込むべきだと考えている。 

大学からは、規模が小さくても魅力のある企業を掘り起こすなどして、もっと地

元企業を紹介してほしいといった要望が出ているため、まずはそうした地道な取

組から始め、すでに体系図の中に盛り込んでいる企業誘致と絡めて、卒業した学

生が希望を持って就職できるような仕組みを整えていくことができればと考えて

いる。 

 
A 委員   ：そうした工業都市としてのマイナスイメージを払拭できるようなイメージアップ

戦略に、市が中心となって取り組んでもらえるのは非常に心強いため、是非とも

協力をお願いできればと考えている。また、そうした取組が、女子生徒も含めた

市内の中学生や高校生に浸透することで、大学への進学、卒業後の地元での就職

にもつながってくるのではないか。 

 
D 委員   ：体系図に盛り込まれている事業は、ワーキンググループで検討した上で、現実的

なものを選択しているのだと思う。例えば、「新産業の展開」としては、環境産業

という視点もあるのだろうが、具体的に現段階で、どういった取組を進めていく

のかというと、なかなかはっきりとは言えないのだと思う。また、今後 5年間で

進めていく取組であるという点からも、こうした表現になっているのだと思う。

ただ、平成 23 年に策定した「今後の環境産業拠点形成の方向性」のように、こ

れまでに市では様々な計画を打ち出しており、その中で今後の取組方針や方向性

などを整理しているため、こうした既存の計画で示されている方針から、総合戦

略の中に盛り込むべきものがないのか、点検作業を進めてほしい。 

 
H委員   ：体系図では、「子育て支援策」も大きな柱の 1つとして、内容に盛り込まれており、

新しい事業を進めていくという視点も重要だとは思うが、その一方で子どもを産

み育てやすい環境を整えるため、すでにある子育て支援サービスの強化を図って

いくことも必要ではないか。例えば、保母や保育士を拡充することで、母親が子

どもを預けて働きやすいという環境整備にもつながってくる。 

また、以前に提案したこともあったが、介護、医療、福祉といった業種では、有

資格者であっても別の仕事に就いていたり、出産を機に仕事を辞めてしまったま

まの人材も多いため、こうした人材を活用できる、人材バンクのような仕組みを

より広域的に立ち上げることができれば良いのではないか。特に介護や医療、福

祉といった分野では、24時間対応のサービスを求められることが多く、人手不足

になりがちであるため、短時間でも働きたいと考える人のニーズに応えることも
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できるとみられる。 

ただ、こうした介護、医療、福祉といった業種では、人件費が安いという課題も

あるため、市としてもこうした課題を踏まえた上で、総合戦略に盛り込むべき施

策等が検討されていくことを期待している。 

 
A 委員   ：総合戦略で掲げられている目標、特に広域連携に関する取組を進めるに当たって

は、もっと色々な人に室蘭というまちを知ってもらい、室蘭に来てもらうことが

必要である。ただ、そうしたことを考えた際に、将来的に心配な点として、北海

道新幹線が札幌まで延伸した時に、室蘭までの既存交通の便がかなり悪くなって

しまうことがある。単純に観光客が減るというだけではなく、人の交流という点

で室蘭が取り残されたまちになるのではないかということを心配しており、そう

いうことが起きないように、既存の交通事業者と密に連携していってもらいたい。

また、前向きな方向性を打ち出すためにも、既存の交通体系のあり方なども総合

戦略の中に盛り込んでもらいたいと考えている。 

また、転出者アンケートでは、住みにくかったと感じる点として、交通の便を挙

げる回答が多くみられたが、実際に中心部で生活している身としては、JRもあり、

バス路線も充実しているなど、それほど交通の便は悪くないと感じる面もあるも

のの、JRとバスの連絡が悪い部分もあるため、こうした課題を解消するような工

夫についても検討してもらえればと感じている。 

 
座長    ：交通に関しては、どのように表現できるのかという問題もあるが、生活の利便性

にも関わってくる重要な問題であるため、総合戦略の中に盛り込んでいくことを

検討していきたい。 

 
事務局   ：総合戦略の体系図では、交通という表現を用いていないが、「広域連携の推進」の

事業の 1つに「nittan地域戦略会議の取組」とあり、この会議は、北海道新幹線

が通らない地域が取り残されてはならないとの課題意識から発足したものとなっ

ている。この会議を通じて、南回りの鉄路がなくならないよう、毎年、JR北海道

に進言しているという流れにある。また、二次交通に関しても、すでに北都交通

が函館から洞爺、登別までバスを走らせるというような動きも出ているほか、森

町との間でクルーズ船を試験運航する取組も行われている。民間事業者の取組と

なるため、難しい部分もあるが、こうした取組をどうにかして活かしていきたい

と考えている。また、この問題については、道がイニシアチブを採らなければい

けないという意見が民間事業者から上がっており、室蘭市としても道に強く要請

している部分となっている。 

市内交通の便については、JRとバスがあるなど、比較的、恵まれた環境にあるも

のと捉えているが、JRとバスを乗継ぐ場合に、乗継ぎ券がなかったり、時間の調

整が取れていないといった問題があり、それによって転勤族からの評価が悪くな

っているものと思われる。こうした交通の便に関しては、地域交通を守るという
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観点で政策をまとめていきたいと考えているため、そうした点を察して頂ければ

と思う。 

 
C 委員   ：転出者アンケートや人口ビジョンでも触れられていたが、登別市への転出者が多

く、20～30 代の転出が中心とみられるとのことであったが、この課題を解決す

るためには、どのようにして住める環境を整えていくのかが政策の方向性になっ

てくるのではないかと感じている。先程、武揚小学校の跡地を民間事業者に売却

した話もあったが、宅地は公共インフラの 1つだと感じており、市としても環境

整備を進めていくことが必要ではないかと感じている。例えば、市が宅地開発を

行い、開発した宅地を民間事業者に格安で販売して、民間事業者が運営するとい

った手法も是非考えて頂きたい。 

また、子育て支援策に関しては、実際に子どもがいる家庭向けのものが多いよう

に感じられるが、まだ子どもがいない若い夫婦に対しても、色々な支援策を進め

ていくことが必要になってくるのではないか。そうした支援策を充実させること

が、若い世代に室蘭に住んでもらう上で 1つのポイントになってくるため、そう

した視点で施策を考えてもらいたい。 

 
座長    ：20～30 代の人口を減らさないようにすることが大きな課題であるため、子ども

がいる家庭だけではなく、子どものいない家庭も含めた子育て世代を対象として

の政策を進めていければと思う。 

 


