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第１章 室蘭市総合戦略の基本的な考え方

１．第２期室蘭市総合戦略策定の趣旨

国は平成 20年から人口減少局面を迎え、平成 26 年 12 月に「まち・ひと・しごと創生総

合戦略」を策定し、人口減少の克服と地方創生に合わせて取り組み、将来にわたって活力あ

る日本社会を維持するための基本的な考え方や今後の施策の方向等を示しました。

本市においても、平成 27 年 10月に「第１期室蘭市総合戦略」を策定し、令和元年度まで

の 5年間を推進期間として、人口減少の抑制と、将来にわたって活力ある地域社会の創生に

取り組んできました。令和元年度で推進期間の最終年度を迎えるとともに、国の「まち・ひ

と・しごと創生基本方針 2019」が閣議決定されたことを踏まえ、引き続き地方創生に向けた

取り組みを推進するため「第 2期室蘭市総合戦略」を策定します。

２．室蘭市総合戦略の位置づけ

室蘭市総合戦略は、「まち・ひと・しごと創生法」第 10条に基づく「市町村まち・ひと・

しごと創生総合戦略」として策定するものであり、国が策定した「まち・ひと・しごと創生

総合戦略」や北海道の「北海道創生総合戦略」を踏まえ、室蘭市人口ビジョンに示した将来

展望の実現に向けた今後 5年間の目標や施策の基本的方向、具体的な施策をまとめるもので

す。

３．第２期室蘭市総合戦略の推進期間

本戦略の推進期間は、令和 2年度から令和 6年度までの 5年間とします。

４．室蘭市総合戦略の推進体制等

（１）本市における推進体制

住民代表をはじめ、学識経験者や産業界、金融機関等で構成する「室蘭市総合戦略推進会

議」を推進組織とし、市議会や各種市民団体等の意見も適宜反映させながら、毎年度戦略の

実施状況を検証し、必要に応じて見直しを行いながら取り組みを推進していきます。

（２）広域連携等による推進

国や北海道との連携のほか、西いぶり定住自立圏の中心市として、近隣自治体との広域連

携を図るほか、室蘭工業大学など、様々な主体と連携・協働しながら取り組みを推進します。
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第２章 第１期室蘭市総合戦略の成果と課題

１．第１期室蘭市総合戦略の成果と課題

第 1期室蘭市総合戦略では、人口ビジョンの方向性に基づき、以下の 4つの基本目標を定

めて、取り組みを進めてきました。平成 30 年度実績による基本目標ごとの数値目標・主な

KPI の進捗状況は次のとおりです。

これらの成果や課題を踏まえながら、これからのまちの動きや国の方針などの新たな視点

を取り入れ、第 2期室蘭市総合戦略につなげていきます

基本目標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

【主な成果と課題】

航空機産業や環境・エネルギー分野をはじめとする成長産業への支援策を展開したほか、企

業誘致や金融機関と連携した創業支援に取り組むことで、新たな企業進出や創業にもつながり、

一定の雇用創出効果がありました。また、近年の働き手不足を踏まえ、製造業等への女性進出

支援のほか、広域での合同企業説明会開催など、企業と連携した働き手確保策を進めました。

一方では、高校生の西胆振管内就職率の低下など、若年者の定着が引き続きの課題となって

います。近年、本市の求人数は増加しており、有効求人倍率も全道・全国と比較しても高い状

況にありますが、希望する業種と求人のある業種に違いがあり、「仕事はあるが、希望する仕事

がない」ことも若年者流出の要因の一つと考えられます。

本市の雇用基盤である、製造業を中心とした産業振興策を継続し、高校生、大学生、既卒者

を含めた幅広い年代の働き手の確保に企業と連携して取り組むとともに、若年者の受け皿とな

る魅力ある雇用の創出に取り組むことが必要です。また、国の移住支援金制度が創設されたこ

とを踏まえ、仕事と関連した移住施策の視点も必要です。

指標 単
位

基準値
H30年度

実績値
目標値

数
値
目
標

生産年齢人口（15～64歳）の社会減を

5年間で 200 人程度抑制
人

【H22～26 年度】

1,942

【H27～30年度】

1,744

【H27～R元年度】

1,750

市の施策により創出する

新規雇用者数
人

ー

【H27～30年度】

約 300

【H27～R元年度】

400

基本目標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

基本目標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

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

基本目標プラス１ 広域連携による魅力ある地域づくり
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基本目標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

【主な成果と課題】

特定不妊治療費の助成や、第３子以降の保育料無料化など、本市独自の子育て応援プランを

進めたほか、子育て・若年世代転入者へのマイホーム購入助成や子育て・若年者世代向け賃貸

共同住宅整備支援モデル事業などの子育て・若年世代の定住のための取り組みを進めました。

子育て世代の満足度が上がったほか、近隣市との社会減も改善の傾向が見られます。

一方で、合計特殊出生率については、各年で変動はありますが、概ね横ばいで推移していま

す。出生率の向上には、長期的な視点が必要なことから、国や北海道の施策を注視するととも

に、20 代、30 代女性の減少も出生数減の要因の一つと考えられることから、子育て・若年世

代の定住を促進することが自然減の抑制にもつながると考えられます。

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

【主な成果と課題】

平成 30年度の宮古市とのフェリー航路開設に向けて、各種交流事業に取り組んだほか、積極

的な海外ポートセールスを行うことで、室蘭港の活用や客船寄港の増加つながりました。また、

夜景観光バスの運行や道の駅の物販・飲食機能の強化を図ることで、観光入込客数の増加につ

ながりました。

外国人観光客の増加や炭鉄港の日本遺産登録のほか、白老町の民族共生象徴空間開設、（仮称）

環境科学館・図書館をはじめとした新たな公共施設の整備も予定され、交流人口は今後も増加

が期待されます。こうした交流人口増加の要素を消費につなげる「稼ぐ観光」の視点と、更な

る地域資源の掘り起こし、活用が求められます。

指標 単
位

基準値
H30年度

実績値
目標値

数
値
目
標

子育て支援の取組みに満足している

20 代～30 代の市民の割合
％

【H27 年度】

25.5

【H30年度】

30.2

【R 元年度】

35.0

指標 単
位

基準値
H30年度

実績値
目標値

数
値
目
標

市内観光入込伽数
人

【H26 年度】

1,049,772

【H30年度】

1,242,219

【R 元年度】

1,400,000

新規に室蘭港を活用した取引を

開始した事業者等の件数
件

ー

【H27～30年度】

8

【H27～R元年度】

5
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基本目標プラス１ 広域連携による魅力ある地域づくり

【主な成果と課題】

西胆振圏域での「生涯活躍のまち」構想を策定し、首都圏での移住フェア参加など多世代の

移住促進に圏域として取り組んだほか、室蘭工業大学と連携した「地（知）の拠点大学による

地方創生推進事業（COC+事業）」では、地域の企業を知ってもらうことで地元就職につなげる

取り組みや、学生と協働した事業の実施をとおして、地域とのつながりを深める取り組みを進

めましたが、大学生の道内就職の割合は、近年の売り手市場の影響もあり低下しています。

今後も広域連携や大学連携のメリットを活かした施策を展開し、圏域全体として定住促進や

地域活性化を目指すことが重要です。

（総括と近年の人口動向）

数値目標・KPI の実績のほか、個々の事業の取り組みでは、一定の成果は出ている一方で、人

口減少のペースは変わっていません。平成 26 年に 89,512 人だった本市の人口は、平成 30 年

には 84,016 人となり、年間 1,200～1,400 人のペースで減少しています。年齢階級別では、年

少人口（0～14 歳）と生産年齢人口（15～64 歳）が減少傾向にある一方で、65 歳以上人口が

増加しており、少子高齢化が進行しています。

人口動態をみると、自然動態では、年間 600～800 人ペースで減少しています。死亡数は一

定で推移していますが、出生数が減少傾向にあります。

社会動態では、年間 500～700 人のペースで減少しています。転出数は減少していますが、

転入数も減少しています。年代別の社会動態では、10代を除く全ての年代で減少しており、特

に 20 代 30 代の減少数が大きくなっています。

指標 単
位

基準値
H30 年度

実績値
目標値

数
値
目
標

西胆振圏域３市３町の総人口 人
社人研推計準拠【R2】

180,982

【H31.1.1 現在】

182,510

【R2.1.1】

184,000
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第３章 第２期室蘭市総合戦略の基本目標と主な施策

１．基本目標

室蘭市人口ビジョンで示した方向性実現に向けて、本市が有する特徴的な資源を活かした、

まちの強みを伸ばす取り組みを進めていくことが必要です。継続を力にする視点で、基本的

な目標は維持しつつも、第１期戦略の課題や国の方針などの新たな視点も加えながら取り組

みを進めます。

■室蘭市総合戦略の基本目標

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

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

３．まちの資源を活かし、新たな「ひと」の流れをつくる

・働き手の確保

・魅力ある雇用の創出

・若年者の定着

・継続した子育て支援

・観光消費拡大の視点

・更なる地域資源の掘り起こし

第 1期戦略の課題

室蘭市が進める「まち・ひと・しごと創生」

人口ビジョンの方向性実現

「働くまち」として

室蘭市を選んでもらう

働く人に「住むまち」

として選んでもらう

室蘭市に住み、結婚や出産・子育てした

い人の希望をかなえる

本市が有するまちの資源を活かす

ものづくりのまちの

産業・雇用基盤

室蘭港や景観、歴史・文化、

民族共生象徴空間開設

充実した医療・介護体制

（西胆振医療圏）

環境科学館・図書館、体育館など

新たな公共施設の開設

大型商業施設の移転・拡大

西いぶり定住自立圏など

広域連携の取組み

室蘭工業大学・専門学校等の

教育機関

国の方針

（まち・ひと・しごと創生基本方針 2019）

・地方へのひと・資金の流れを強化する

・新しい時代の流れを力にする

・人材を育て活かす

・民間と協働する

・誰もが活躍できる地域社会をつくる

・地域経営の視点で取り組む
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２．数値目標及び主な施策

（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

数値目標

検討中

基本的な方向

・製造業を中心としたものづくり産業は本市の雇用を支えており、様々な振興策により、こ

の雇用基盤を維持していく。

・働き手確保の視点から、新卒者を含めた幅広い世代において、地元企業への就職促進を図

る。

・若者定着には、製造業のほかにも多様な雇用の場が必要であることから、さまざまな分野

の企業誘致や魅力ある雇用の創出に取り組む。

・若年者の地元企業への理解を深める取り組みや、仕事とのセットでの移住情報の発信など

に力を入れ、出身者のＵターンを推進する。

具体的な施策と重要業績評価指標（KPI）

分類 具体的な施策 重要業績評価指標(KPI)
［4］

「働くまち」と

して室蘭を選

んでもらう

●地元企業への就職促進と UIJ ターンの推進 検討中

「働くまち」の

元気を維持す

る

●ものづくり産業の基盤強化 検討中

●企業誘致の推進や多様な雇用の場の創出
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（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

数値目標

検討中

基本的な方向

・良好な宅地供給は社会減の抑制に一定の効果があることから、引き続き市有地などを活用

した定住環境整備と、住まいに対しての支援に取り組む。

・長期的な視点で、継続して出生率向上に取り組むとともに、安心して子育てできる環境を

づくりを進める。

・立地適正化計画を踏まえた、都市機能の魅力を高め、子育て世代が住みたくなるまちづく

りの推進。

具体的な施策と重要業績評価指標（KPI）

分類 具体的な施策 重要業績評価指標(KPI)

子育て世代に室

蘭に住んでもら

う

●子育て世代が住みたくなる環境づくり 検討中

子育て世代に住

み続けてもらう

●安心して子育てできる環境づくり 検討中
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（３）まちの資源を活かし、新たな「ひと」の流れをつくる

数値目標

検討中

基本的な方向

・港や歴史・文化などの資源を活かし、交流人口の拡大に向けて、取り組みを一層強化する

とともに、観光消費額拡大の視点を取り入れる。

・従来の観光資源に限らない、新しい視点でまちの資源を活用することで、交流人口の拡大

を図るほか、「行きたくなる」・「住みたくなる」まちのイメージづくりと発信を行うこと

で、市外からの認知度向上と市民の愛着醸成を図る。

・地域の課題を資源として捉える発想を持ち、企業・大学と連携した取り組みを進めること

で、関係人口の拡大を図る。

具体的な施策と重要業績評価指標（KPI）

分類 具体的な施策 重要業績評価指標(KPI)

港や観光資源を

活かし交流人口

を拡大する

●国内外の客船誘致等の推進 検討中

●地域ごとの魅力向上と稼ぐ観光の推進 検討中

新たな視点でま

ちの資源を活用

し交流・関係人

口を創出する

●新たな視点でのまちの資源の活用と魅力の

発信

検討中

●地域課題の解決を通した企業等との関係づ

くり

検討中


