
○室蘭市総合戦略　関連事業一覧 令和元年度　第１回室蘭市総合戦略推進会議　資料③

単位：千円

 １．まちの特性を活かした産業振興と魅力ある雇用の場の創出

 「働くまち」として室蘭を選んでもらう

決算 決算 決算 決算 予算
決算

（H27～30）

①
【H28年度～】
移住推進事業

176 193 14 339 383

□「本気の移住相談会（東京都）」出展【H28・29年度】
➤　 H28…相談件数20件
➤　 H29…相談件数11件

⇒H28年度は、来場者からの反応も良く、今後の可能性に期待できたが、イベ
ントの普及に伴い、2年目からは、漠然と移住を希望する来場者が多く見受け
られるようなった。また、2年間の出展でも移住につながった実績は無かった

㉖ため、よりターゲットを具体化した取り組みとして、H30年度は「 室蘭魅力体
感・出会い応援事業」を実施。
□移住促進リーフレット等制作【H28年度～】
□移住支援金の助成【R1年度】
　北海道と連携して、市内の対象企業に就職する東京圏からの移住者に対し
て、移住支援金を助成。※地方創生推進交付金事業（補正予算対応）

②

【H27・28年度】
UIJターン適職フェア事業
↓
【H29・30年度】
ようてい・西いぶり広域合同企業説明会開催事業
↓
【R1年度】
西いぶり合同企業説明会開催事業

11,907 6,518 5,878 4,503 4,182 28,806

□「室蘭市UIJターン合同企業説明会（札幌市）」開催【H27・28年度】
➤　 H27…参加者63名、出展企業36社、就職者3名
➤　 H28…参加者76名、出展企業48社、就職者5名

⇒売り手市場の中、広告宣伝の手法や出展企業を西胆振地域に拡大するな
どの改善を図ったが、就職者実績からしても、都市部開催は有効的ではな
かったため、コンセプトを地方から都市部への人口流出抑制に切り替え、地方
と地方の連携による就職フェアに見直す。
□「ようてい・西いぶり広域合同企業説明会（室蘭市）」開催【H29・30年度】
➤　 H29…参加者130名、出展企業58社、就職者22名（うち室蘭市内企業14

名）
➤　 H30…参加者85名、出展企業60社、就職者17名（うち室蘭市内企業12名）

⇒企業の出展ニーズは高く、就職決定数では成果がみられる状況だが、羊蹄
山麓地域からの参加が少ないことから、西胆振での連携に見直し。
□「西いぶり合同企業説明会（室蘭市）開催」【R1年度】
　西胆振地域連携による地元学生・求職者への合同企業説明会を開催

③
【H28年度～】
大学連携推進事業

73 347 93 81 513

□道内大学・高専が連携し、卒業生の道内就職率向上を図る北海道COC+コン
ソーシアム協議会に参画【H27年度～】
□室蘭工業大学講義開講に伴う協力【H28年度～】
　講義「地域社会概論」への講師派遣やフィールドワーク対応【H28年度～】
　講義「北海道産業論」開講に伴う協力【H29年度～】
□学生を対象にした「室蘭の魅力を感じる・知る・考えるバスツアー」実施【H28
年度】
➤　 参加者17名

□室工大生による市業務への参加促進【H29・30年度】
➤　 H29…学会ガイド制作業務
➤　 H30…坂カレンダー制作業務

H27 H28 H29 H30 R1（H31） 事業費　計

具体的な施策
　　　　　　　　　　　事業名
※R1（H31）年度事業の並び順で掲載

　　　　　　　　　H27～R1年度の主な事業内容
➤※ は、事業の結果

※⇒は、その時の事業の見直し内容
※　は、KPIに位置付けているもの
※青字は、R1年度の変更点

新卒者の地元就職促進と
UIJターンの推進
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決算 決算 決算 決算 予算
決算

（H27～30）

H27 H28 H29 H30 R1（H31） 事業費　計

具体的な施策
　　　　　　　　　　　事業名
※R1（H31）年度事業の並び順で掲載

　　　　　　　　　H27～R1年度の主な事業内容
➤※ は、事業の結果

※⇒は、その時の事業の見直し内容
※　は、KPIに位置付けているもの
※青字は、R1年度の変更点

 「働くまち」の元気を維持する

④
【H28年度～】
職業理解促進事業

446 202 79 427 727

□夏休み工場見学×ものづくり体験バスツアー開催【H28・29年度】
➤　 H28…参加者　親子23組、51名
➤　 H29…参加者　親子23組、47名

⇒他団体のイベントが充実してきていることから、協力企業の掘り起こしと、
教員向け工場見学に重点を置くこととする。
□教員向けものづくり工場視察会開催【H28年度～】
➤　 H28…参加者15名
➤　 H29…参加者11名
➤　 H30…参加者18名

□小学校へ工場見学一覧を配布【H28年度～】
□夏休み期間のものづくりイベントの情報集約・発信【H30年度～】
□ものづくり匠教室開催【R1年度】
　中学生を対象としたものづくり・建設業に関わる職業教育の実施

⑤

【H28年度】
ものづくり・建設業人材確保育成事業
↓
【29年度】
ものづくり建設業人材確保支援事業
↓
【H30年度】
働く女性応援事業
↓
【H31年度】
働き手確保支援事業

4,743 1,078 3,311 2,900 9,132

□製造・建設職場魅力発信フォーラム「じもと×しごと発見フェア」連携開催
【H28年度】
□工場女子魅力発信リーフレット作成【H30年度】
□インターネットを使った新しい働き方セミナー開催【H30年度】
➤　 参加者：42名

□女性向け職場改善・魅力アップ支援事業費補助金【H28年度～】
　女性専用トイレや託児スペース等の改修費用への助成
➤　 H28…助成件数6件、新規女性採用数12名
➤　 H29…助成件数1件、新規女性採用数0名

⇒H30年度から対象業種に運輸業を追加
➤　 H30…助成件数2件、新規女性採用数3名

□ワークライフＷＥＢページ作成支援事業費補助金【H28年度～】
　仕事や職場の魅力を発信するＷＥＢページ作成への助成
➤　 H28…助成件数2件
➤　 H29…助成件数5件

⇒H30年度から対象業種に運輸業を追加
➤　 H30…助成件数1件

⇒R1年度から対象業種を全業種に拡大
□移住支援金の助成【R1年度】（再掲）
　北海道と連携して、市内の対象企業に就職する東京圏からの移住者に対し
て、移住支援金を助成。※地方創生推進交付金事業（補正予算対応）

⑥
【H30年度～】
ものづくり企業新入社員合同研修事業

34 50 34

□室蘭地域新入社員合同研修会開催【H30年度～】
➤　 H30…参加企業8社（うち新規企業3社）、参加者19名

⑦
【H28年度～】
企業社宅整備等支援事業

－ － 6,733 － 6,733

□市内企業が社宅用に建設または購入する集合住宅への固定資産評価額を
10/100補助する、改正産業振興条例を平成28年度に施行
➤　 H28…条例施行
➤　 H29…指定申請1社
➤　 H30…補助申請・交付1社（1棟20部屋）

⇒R1年度から対象業種を全業種に拡大

⑧

【H28・29年度】
水素関連産業プラットフォーム構築事業
↓
【H30年度～】
新分野展開支援事業

2,016 1,450 597 300 4,063

□水素ステーション用のディスペンサー用フレキシブルホースの開発を推進
し、国の補助事業に採択【H28年度】
□先行企業と地域中小企業との連携及び先進技術に関する情報収集【H28・
29年度】
⇒先行企業と地域中小企業との連携に一定の目処がついたことから、事業規
模を縮小するが、引き続き先端技術等の情報収集を継続
□先端技術等に関わる情報収集【H30年度～】
□ビジネスEXPO「北海道技術・ビジネス交流会（札幌市）」出展【H30年度～】
　出展企業5社、商談件数12件

⑨

【H28年度】
省エネ住宅普及推進モデル事業
↓
【H29年度～】
省エネルギー住宅普及推進助成

750 450 750 400 1,950

□省エネモデル住宅におけるエネファーム等の導入費用を助成【H28年度～】
➤　 H28…5件
➤　 H29…3件
➤　 H30…5件

⇒R1年度から1件あたりの助成額を5万円減額し、10万円に変更

ものづくり産業の基盤強化
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決算 決算 決算 決算 予算
決算

（H27～30）

H27 H28 H29 H30 R1（H31） 事業費　計

具体的な施策
　　　　　　　　　　　事業名
※R1（H31）年度事業の並び順で掲載

　　　　　　　　　H27～R1年度の主な事業内容
➤※ は、事業の結果

※⇒は、その時の事業の見直し内容
※　は、KPIに位置付けているもの
※青字は、R1年度の変更点

⑩
【H30年度～】
航空機産業参入支援事業
※地方創生推進交付金事業

7,267 4,376 7,267

□航空機産業の認証取得支援【H30年度～】
　JISQ9100及びNadcapの取得を支援
➤　 H30…1件

□航空機部品製造プロセス改善支援【H30年度～】
　生産管理や品質保証体制などの現場改善を目的としたインストラクター派
遣を支援
➤　 H30…1件

□航空機部品試作支援【H30年度～】
　受注機会創出を目的とした部品製造トライアル等に伴う試作品技術開発を
支援
➤　 H30…2件

□航空機産業フォーラム開催【Ｈ30年度】
　来場者約350人
□品質保証実務研修会の開催【H31年度】
　航空機部品の品質保証等に関する知識・技術取得のための研修会を開催
し、製造実務者の育成を支援

⑪
【H30年度～】
成長分野関連産業重点支援事業
※産業振興助成金

－ － －

□室蘭市地域基本計画に定める成長分野に対する新設・増設時等の助成を拡
充し、企業進出・設備投資を増進【H30年度～】

⑫
【H28年度】
女性のための復職・起業支援事業
→H28年度で終了

1,458 1,458

□｢働きたい女性のための再チャレンジ応援セミナー｣開催【H28年度】
➤　 参加者20名（うち、就業2名、起業1名）

⇒参加者満足度は高かったが、就業実績が低調で事業効果も見込みにくいた
め終了。

⑬

【H27～29年度】
ものづくり企業改善・革新支援事業
→「製造現場の改善による成長力強化」は、H30年度から
「⑩航空機産業参入支援事業」に移行
→「企業の人材育成」は、H30年度から「⑥ものづくり企
業新入社員合同研修事業」に移行
→「オープンファクトリーの実施」は、H28年度から「④職
業理解促進事業」に移行

6,019 3,894 3,106 13,019

□製造現場の改善による成長力強化【H27～29年度】
　現場改善を目的とした改善インストラクターを派遣
➤　 H27…3社
➤　 H28…3社
➤　 H29…1社

⇒H30年度から、航空機産業に特化
□企業の人材育成【H27～29年度】
　胆振次世代革新塾開催
➤　 H27…参加企業15社（うち新規企業15社）、参加者23名
➤　 H28…参加企業17社（うち新規企業9社）、参加者23名

　ものづくり現場改善塾開設
➤　 H29…参加企業14社（うち、新規企業10社）、参加者24名

⇒H30年度から、新入社員合同研修を実施することで、企業の人材育成を支
援
□オープンファクトリーの実施【H27年度】
➤　 H27…参加者　親子12組、24名

⇒H28年度から、職業理解促進事業に移行

[再掲]ものづくり企業新入社員合同研修事業

[再掲]企業社宅整備等支援事業

業種を問わず
やる気のある企業を支援
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決算 決算 決算 決算 予算
決算

（H27～30）

H27 H28 H29 H30 R1（H31） 事業費　計

具体的な施策
　　　　　　　　　　　事業名
※R1（H31）年度事業の並び順で掲載

　　　　　　　　　H27～R1年度の主な事業内容
➤※ は、事業の結果

※⇒は、その時の事業の見直し内容
※　は、KPIに位置付けているもの
※青字は、R1年度の変更点

 「働くまち」の競争力を高める

⑭

【H28・29年度】
企業誘致対象企業発掘事業
↓
【H30年度～】
企業誘致推進事業

2,988 543 280 280 3,811

□道外企業に対する本市立地環境等のPR【H28・29年度】
➤　 H28…ふるさと応援フォーラム出展、メッセナゴヤ出展
➤　 H29…メッセナゴヤ出展

⇒具体的な企業誘致につながる案件とはならず、出展による効果が薄くなっ
てきたことから中止
□自治体向け企業誘致ターゲットデータ入手【H28年度】
　北海道を投資検討対象地域とする127社へのアンケートを実施、回答結果に
基づきＰＲ資料を送付（5社）
⇒新規案件発掘の効果が低いため中止
□設備投資動向調査実施【H29年度～】

［再掲］航空機産業参入支援事業

［再掲］成長分野関連産業重点支援事業

⑮
【H28年度～】
市内創業支援等事業

5,444 2,790 6,315 8,922 14,549

□創業支援事業費補助金（家賃補助）【H28年度～】
➤　 H28…6件

⇒H29年度から、利用促進のため「むろらん商店街づくりサポートセンター」に
業務を移管
➤　 H29…10件
➤　 H30…7件

□商店街空き店舗出展促進支援事業費補助金【H28年度～】
➤　 H28…3件
➤　 H29…0件

⇒H30年度から、商店街以外での出店も対象としたほか、対象業種を拡充
➤　 H30…3件

□自宅開業備品購入助成【H30年度～】
➤　 H30…2件

⑯
【H28年度～】
東京オリンピック・パラリンピックを活用した
地域活性化推進首長連合負担金

6,200 100 100 100 6,400

□13市からなる首長連合（会長：三条市）が発足。首長連合として新虎通りに展
示ブースを設置し、地域資源の情報発信等を実施【H28年度】
□ホームページなどによる地域資源の情報発信等を実施【H29年度～】

⑰
【H28・29年度】
西いぶりクラウドファンディング販路拡大事業
→H29年度で休止

582 933 1,515

□クラウドファンディングに関する説明会実施【H28年度】
➤　 参加企業11社、組成件数1件（伊達市）

□クラウドファンディングの活用に向けてのセミナーを開催【H29年度】
➤　 参加者24人

⇒資金調達の手法の一つとしてクラウドファンディングを事業者等に周知でき
たが、投資型クラウドファンディングの活用はハードルが高いという声も多く、
組成費用の補助を活用する事業者は無かったため休止。

［再掲］新分野展開支援事業

企業誘致等の推進

地場産品の販路拡大や
創業支援
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決算 決算 決算 決算 予算
決算

（H27～30）

H27 H28 H29 H30 R1（H31） 事業費　計

具体的な施策
　　　　　　　　　　　事業名
※R1（H31）年度事業の並び順で掲載

　　　　　　　　　H27～R1年度の主な事業内容
➤※ は、事業の結果

※⇒は、その時の事業の見直し内容
※　は、KPIに位置付けているもの
※青字は、R1年度の変更点

⑱
【H27～29年度】
国内外販路開拓支援等事業
→「⑧新分野展開支援事業」に移行（ビジネスEXPO出展）

5,853 3,533 1,096 10,482

□商談会等への参加を支援【H27～29年度】
➤　 H27…メッセナゴヤ2015出展、新価値創造展2015出展（東京都）

　　　　マカオ国際旅行産業博覧会出展
　　　　延べ参加企業数10社、延べ商談成約数2社
⇒国外への販路開拓支援については、今後の企業の取り組み状況を見なが
ら進める必要があり、H28年度から休止。
➤　 H28…食の大商談会「インフォメーションバザール」出展（東京都）

　　　　新価値創造展2016出展（東京都）
　　　　ビジネスEXPO「北海道技術・ビジネス交流会（札幌市）」出展
　　　　延べ参加企業数16社、延べ商談成約数9件
⇒企業の意識向上・後押しについては、十分成果があったものと考え、H29年
度から支援を縮小し継続（出展企業への旅費支援を廃止）
➤　 H29…新価値創造展2017出展（東京都）

　　　　ビジネスEXPO「北海道技術・ビジネス交流会（札幌市）」出展
　　　　延べ参加企業数6社、延べ商談成約数1件
⇒新規取引拡大のため、企業から展示会等への出展支援には一定のニーズ
があることから、H30年度から「⑧新分野展開支援事業」に移行して継続
□室蘭産水産物（活ホタテ3年貝蘭扇）の販路拡大PR【H28年度】
➤　 H28…北海道食の輸出大商談会（札幌市）出展

　　　　沖縄大交易会（宜野湾市）出展
⇒室蘭産水産物の販路拡大については、室蘭漁協が「蘭扇」の育成状況など
を見ながら、接点を持った商談先へのフォローアップ・取引拡大を図ることと
しており休止
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決算 決算 決算 決算 予算
決算

（H27～30）

H27 H28 H29 H30 R1（H31） 事業費　計

具体的な施策
　　　　　　　　　　　事業名
※R1（H31）年度事業の並び順で掲載

　　　　　　　　　H27～R1年度の主な事業内容
➤※ は、事業の結果

※⇒は、その時の事業の見直し内容
※　は、KPIに位置付けているもの
※青字は、R1年度の変更点

 ２．子育て世代が希望を持って住み続けられるまちづくり

 「子育てにやさしいまち」を推進する

⑲
【H27年度～】
子育て応援企業等登録事業

1,402 568 468 284 131 2,722

□｢子育て応援団｣登録件数【H27年度～】
➤　 H27…登録件数116件
➤　 H28…登録件数62件
➤　 H29…登録件数35件
➤　 H30…登録件数28件　累計登録件数241件

5,702 6,737 7,443 2,833 1,660 22,715

▲ 24,474 ▲ 37,774 ▲ 27,761 ▲ 16,285 ▲ 8,350 ▲ 106,294

㉑
【H27年度～】
特定不妊治療費助成

1,537 2,113 2,350 1,832 2,250 7,832

□特定不妊治療助成件数【H27年度～】
➤　 H27…助成件数32件（うち、母子手帳交付7件、出生4件）

⇒H28年度から、男性の特定不妊治療も対象。
➤　 H28…助成件数43件（うち、男性2件、母子手帳交付10件、出生8件）
➤　 H29…助成件数49件（うち、男性0件、母子手帳交付18件、出生16件）
➤　 H30…助成件数37件（うち、男性0件、母子手帳交付12件、出生6件）

　　　　 累計助成件数161件

㉒
【H29年度～】
子育て・若年者世代転入者マイホーム購入助成

12,600 14,400 14,800 27,000

□市外より転入した若年者・子育て世代の住宅購入費用に対し、助成金を交
付【H29年度～】
➤　 H29…15件

⇒H30年度から、住宅金融支援機構と連携し、住宅ローンの金利を軽減
➤　 H30…16件

⇒R1年度から助成対象住宅を居住誘導区域内に立地するものに限定

㉓

【H27～29年度】
子育て世代持家住宅促進助成

㉒→H29年度から「 子育て・若年者世代転入者マイホーム
購入助成」に制度改正（※H30年度以降も、既認定分の予
算は発生）

5,276 12,244 17,848 35,368

□市内で住宅を新築・購入した子育て世代に対し、助成金を交付【H27～29年
度】
➤　 H27…128件（H26.1.2～H27.1.1までの住宅購入分）
➤　 H28…305件（H26.1.2～H28.1.1までの住宅購入分）
➤　 H29…439件（H26.1.2～H29.1.1までの住宅購入分）

⇒助成対象者へのアンケートで「制度がなくても市内に定住していた」という
㉒回答が多く、平成29年度から、転入者を対象とした「 子育て・若年者世代転

入者マイホーム購入助成」に見直し

㉔

【H28年度】
子育て・若年者世代向け賃貸共同住宅整備支援モデル事
業
→H28年度で休止

24,000 24,000

□2棟8戸整備に補助（木造2階建て、2LDK、家賃5万円、立地：武揚の杜）【H28
年度】
⇒8戸全てが入居済みであり、一定のニーズはあると考えるが、H30年度策定
の立地適正化計画との整合性を図るため休止

 子育て世代の「室蘭に住みたい」思いにこたえる

㉕

【H30年度】
公共施設跡地を活用した宅地供給
↓
【R1年度】
市有地を活用した宅地供給

8,814 － 8,814

□居住用途での活用を条件に、公共施設跡地を売却【H30年度】
➤　 Ｈ30…総合福祉センター跡地を介護付き有料老人ホームとして売却

　　　　　※負担金付土地譲渡兼解体条件付売却（マイナス入札）
□居住用途での活用に向けて市有地を売却し、民間による宅地開発を促進
【R1年度】

㉖
【H30年度】
室蘭魅力体感・出会い応援事業
→H30年度で休止

226 226

□白鳥大橋ウオークに合わせた婚活ツアー開催【H30年度】
　室蘭商工会議所と共催し、白鳥大橋ウオーク開催に合わせ、主に市内男性、
市外女性をターゲットにした婚活イベントを開催
➤　 参加者　男性20名、女性19名、カップル成立10組

⇒参加者募集の観点から、今後は目玉となる大規模イベント開催に合わせて
の実施を検討。

［再掲］子育て・若年者世代転入者マイホーム購入助成

⑳
【H27年度～】
第３子以降の保育料無料化事業
※市単独事業のみ計上（歳入減を含む）

□補助対象児童数
➤　 H27…幼稚園69名、140名
➤　 H28…幼稚園66名、保育所133名
➤　 H29…幼稚園66名、保育所97名

⇒平成30年度から、対象世帯の収入上限を市独自の930万円から道基準に合
わせ640万円に見直し。
➤　 H30…幼稚園16名、保育所76名

⇒R1.10月以降は、国の幼児教育・保育無償化により、市独自無料化事業を廃
止

子育て世代にやさしい
定住環境整備

「子育て応援プラン」の推進

（歳出）

（歳入）
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決算 決算 決算 決算 予算
決算

（H27～30）

H27 H28 H29 H30 R1（H31） 事業費　計

具体的な施策
　　　　　　　　　　　事業名
※R1（H31）年度事業の並び順で掲載

　　　　　　　　　H27～R1年度の主な事業内容
➤※ は、事業の結果

※⇒は、その時の事業の見直し内容
※　は、KPIに位置付けているもの
※青字は、R1年度の変更点

 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

 「港・工場・自然」を活かし交流人口を拡大する

㉗

【H28年度】
フェリー航路就航促進事業（交流）
↓
【H29年度～】
宮古市との交流促進事業

95 3,443 4,613 1,243 8,151

□宮古市との交流促進検討ワークショップの開催【H28年度】
➤　 参加者40名

⇒市民ワークショップでの意見「情報発信」「機運を高める」「交流の芽をつく
り育てる」の実現に努めるとともに、企業版ふるさと納税の活用を図る
□コミュニティFM、旅行雑誌を利用した情報発信【H29年度～】
□フェリー就航ポスター作成【H29年度～】
□修学旅行誘致活動を実施【H29年度～】
□宮古市産業まつり出展【H29年度～】
□企業間交流実施（商談会参加、企業訪問）【H29年度】
□フェリー航路就航記念イベント開催【H30年度】

㉘
【H28年度】
フェリー航路就航促進事業（産業・観光）

㉗→H29年度から、「 宮古市との交流促進事業」に移行
2,624 2,624

□異業種交流【H28年度】
　宮古市産業まつり出展（ものづくり技術）
　異業種交流会実施（宮古市開催、室蘭開催）
□観光PR【H28年度】
　室蘭港まつりでの宮古市PRブース等出展
　宮古市産業まつり出展（観光PR）

㉙
【H27年度～】
海外ポートセールス事業

13,981 3,104 3,062 4,339 3,882 24,486

□客船誘致に向けたポートセールス【H27年度～】
➤　 H27…アメリカ
➤　 H28…アメリカ
➤　 H29…アメリカ、中国
➤　 H30…欧州、中国、アメリカ

□12フィートコンテナの利用促進に向けた企業訪問【H27年度～】
➤　 H27…タイ
➤　 H28…タイ
➤　 H28…タイ
➤　 H30…タイ

観光客受け入れ態勢の整備や
観光拠点の整備検討 ㉚

【H28年度～】
観光拠点づくり事業

3,128 2,268 49,005 2,000 54,401

□観光拠点の整備検討のため観光客実態調査を実施【H28年度】
□「観光拠点づくり検討委員会」を設置・開催【H29年度】
　道の駅「みたら室蘭」周辺を観光拠点として設定するとともに、消費拡大に
向けてのメインターゲット設定のほか、魅力アップに向けて、みたら室蘭の飲
食・物販、情報発信機能の強化などについての提言。
□館内の飲食テナント事業者の選定とともに、飲食・物販機能の拡充のため、
内装工事に着手【H30年度】
□H31年4月にリニューアルオープンした道の駅「みたら室蘭」のオープニング
イベントのほか、年間を通じて各種催しを実施【R1年度】

 「港」を活かし国内外の物流機能を高める

㉛

【H27年度】
フェリー航路就航促進事業
↓
【H28年度】
フェリー航路就航促進事業（物流）
↓
【H29・30年度】
フェリー航路就航促進事業
↓
【H31年度】
フェリー航路利用促進事業

869 822 849 926 2,818 3,466

□フェリー航路就航PR【H27年度～】
　クリアファイル等のPRグッズ作成
　宮古・室蘭フェリー航路セミナー参加
□関連企業・自治体等と連携した周知活動【H27年度～】
　貨物の安定的な集荷を図るため、岩手県庁や宮古市等と連携しながら、航
路のPR及び、荷主等の訪問活動を実施。
□室蘭～宮古間の貨物輸送を行う運送事業者への調査等を実施【R1年度】

［再掲］ 海外ポートセールス事業

国内外の客船等誘致等による
交流促進

国内外への積極的な
ポートセールス
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決算 決算 決算 決算 予算
決算

（H27～30）

H27 H28 H29 H30 R1（H31） 事業費　計

具体的な施策
　　　　　　　　　　　事業名
※R1（H31）年度事業の並び順で掲載

　　　　　　　　　H27～R1年度の主な事業内容
➤※ は、事業の結果

※⇒は、その時の事業の見直し内容
※　は、KPIに位置付けているもの
※青字は、R1年度の変更点

 プラス１．広域連携等による魅力ある地域づくり

 西胆振の連携を深め圏域の魅力を高める

㉜
【H27年度～】
西いぶり「生涯活躍のまち」構想推進事業

ー 4,956 ー 68 － 5,024

□西胆振・地方創生フォーラム開催【H27年度】
➤　 参加者400名

□３市３町連携による西いぶり「生涯活躍のまち」構想を策定・推進【H28年度
～】
　圏域としての移住相談窓口を試行的に伊達市に設置
　ホームページ・リーフレット作成による情報発信を強化
□「JOIN移住・交流＆地域おこしフェア」出展【H30年度】
➤　 H30…相談件数80件

□｢地域の魅力発信！移住交流フェア｣出展【H30年度】
➤　 H30…相談件数31件

[再掲]西いぶり合同企業説明会開催事業

西胆振の連携による
「生涯活躍のまち」構想の推進

[再掲] 西いぶり「生涯活躍のまち」構想推進事業

 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

室蘭工業大学や
専門学校等と連携した
各種取組を展開

[再掲] 大学連携推進事業

52,546 99,212 68,497 117,416 51,141 337,671

西いぶり定住自立圏を
はじめとした広域連携の推進
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