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H27.7.8第2回室蘭市総合戦略推進会議 

ワーキンググループの協議内容を踏まえた方向性の検討について 

１．室蘭市総合戦略推進会議ワーキンググループ班編成(平成27年7月1日変更) 
◎：班長 

1班  検討テーマ：雇用対策・定住環境・子育て支援  [10名] 

 分野 氏名 所属団体等 備考 

 産業経済 菊地 正幸 室蘭商工会議所 中小企業相談所 所長 ①②兼 

 金融機関 高木 創 室蘭信用金庫 営業推進部 副調査役 ①②兼 

 金融機関 嶋田 直人 株式会社北海道銀行 室蘭支店 主任  

 公募委員 中林 咲子  －  

◎ 行政 関川 純人 室蘭市経済部産業振興課 課長  

 行政 佐竹 光寿 室蘭市保健福祉部子育て支援室 係長  

 行政 小川 雄亮 室蘭市経済部産業振興課 主任 ①②兼 

 行政 小倉 健介 室蘭市都市建設部都市政策課 係長  

 行政 福島 英明 室蘭市企画財政部企画課 係長 ①②兼 

 行政 井村 佳代子 室蘭市企画財政部企画課 主任  

 

 

2班  検討テーマ：産業振興・大学連携・広域連携  [10名] 

 分野 氏名 所属団体等 備考 

 産業経済 菊地 正幸 室蘭商工会議所 中小企業相談所 所長 ①②兼 

 産業経済 岩倉 雅人 公益財団法人 室蘭テクノセンター 主事  

 金融機関 藤 啓太 株式会社日本政策金融公庫 室蘭支店 課長代理  

 金融機関 高木 創 室蘭信用金庫 営業推進部 副調査役 ①②兼 

 金融機関 青沼 研太廊 株式会社北洋銀行 室蘭中央支店 主査  

◎ 行政 岩田 亨 室蘭市経済部産業振興課 主幹  

 行政 小川 雄亮 室蘭市経済部産業振興課 主任 ①②兼 

 行政 奈良 信一 室蘭市企画財政部企画課 課長  

 行政 福島 英明 室蘭市企画財政部企画課 係長 ①②兼 

 行政 橋本 拓也 室蘭市企画財政部企画課 主任  

 

 

3班  検討テーマ：港湾振興・観光振興・産業振興  [8名] 

 分野 氏名 所属団体等 備考 

 産業経済 仲嶋 憲一 一般社団法人 室蘭観光協会 事務局長  

 金融機関 大矢 加奈子 室蘭信用金庫 システム部 主幹  

 公募委員 佐藤 慎吾  －  

◎ 行政 西舘 武志 室蘭市港湾部港湾政策課 主幹  

 行政 丸田 之人 室蘭市企画財政部ＩＣＴ推進課 課長  

 行政 宇那木 啓二 室蘭市経済部産業振興課 主幹  

 行政 小笠原 洋一 室蘭市経済部観光課 主任  

 行政 本間 大輔 室蘭市企画財政部企画課 主査  

 

資料７ 
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１．ワーキンググループの進め方・これまでの経過 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

➊検討領域の確認 

◎各テーマの範囲はどこまでか 

◎各テーマ相互の関連性を認識する 

➌行政の取り組み等を説明 

（場合によっては国・道の施策も含め） 

 ◎過去の事業 

 ◎現在の事業（先行型事業の状況） 

 ◎現時点で行政が考える施策の方向性 

➋各テーマの課題の抽出 

◎何が問題か、何に困っているか等 

◎必要なデータを定量的に把握 

➍施策・事業を検討 

 ◎課題を解決する施策の方向性を決定 

 ◎方向性を踏まえた事業の検討 

➎事業案の絞り込み・精査 

 ◎複数案の優先度を決定 

 ◎予算・人的制約などを整理 

➏総合戦略推進会議での発表・報告 

 ◎指摘等を踏まえ修正・見直し・廃案 

➐事業の決定 

 ◎総合戦略推進会議として事業決定 

課題について自由な議論 

まずは意見を多く出す。 

  →その後１つ１つ検証する。 

施策について自由な議論 

 →既存予算の活用可能性 

  既存事業の今後の見直し可能性 

 →施策の内容・予算規模検討 

 →効果予測 

 →実現可能性 

予算には限りがある 

 →どの施策を優先するか 

市長・財政ヒアリング等 

１班 

雇用対策 

定住環境 

子育て支援 

２班 

産業振興 

大学連携・ 

広域連携 

３班 

港湾振興 

観光振興 

産業振興 

●WGこれまでの経過 
 

5/15 第1回全体WG  

   ・位置づけ、検討内容確認、班編成 

5/22 班長打ち合わせ 

   ・進め方の確認 

 

【各班にて協議開始】 

 [1班]…6/1、6/16 

 [2班]…5/27、6/18 

 [3班]…6/5、6/12 

  ➣おおむねフロー図➍まで進行  

 

6/29 第1回全体WG  

   ・推進会議報告内容整理 
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２．ワーキンググループにおける協議内容の論点整理 

検討テーマ 主な協議内容 

雇用対策 【検討の柱】・・・「女性・学生の地元就職」「UIJターンの促進」 

「雇用のミスマッチ解消」 

・就職を希望する高校生のうち、約3割が管外に流出 

⇒自らの希望や家庭の事情等によるケースが多く施策展開での効果は？ 

・男子高校生は、おおむね希望する職種に就いている 

・一方、女子高校生は求人数が少ない事務関係の職種を希望することが多く、男

子と比較して希望職以外の職種に就くケースが多い 

⇒女性の就業割合が高い医療・介護への職業理解促進や人材育成等の支援を

検討 

・室蘭工業大学の地元就職は就職者400～600人のうち5％程度にとどまる 

⇒COCプラス事業の中で地域就職率（道内）を5年間で10％向上させること

としており、この中で管内への就職率アップにも取り組む 

・一般求人の需要が多い職種に求職者が集まらないことへの対応（建設業や運送

業、医療・福祉系） 

⇒職業理解促進や人材育成等の支援を検討 

・効果的なUIJターン促進の検討が必要 

⇒ターゲットとして、東京・札幌圏等で室蘭市につながりや関心のある層へ

の効果的な情報発信の検討 

定住環境 【検討の柱】・・・「雇用・子育てに特化した住環境整備」 

・宅地造成は定住促進に即効性がある 

⇒公共施設跡地等を活用した宅地造成等の展開 

・子育て世代が住みやすい民間住宅 

⇒賃貸住宅の家賃低減策、社宅建設支援の検討） 

子育て支援 【検討の柱】・・・「子育て応援プランの推進」 

・子育て支援のブランド化に向けて、多彩なメニューとその質の向上を図る 

⇒既存のプラン掲載事業の推進 

⇒特に企業等が協力した「みんなで子育て」の展開の検討 

産業振興 【検討の柱】・・・「企業誘致」「既存企業の活性化」「創業支援」 

「新産業の展開」 

・基幹産業である鉄鋼業や、これを中心としたものづくり産業は、高い生産性を

有するが、自動車産業を中心にまだ成長の余地がある 

・企業誘致は仕入れ先企業などターゲットの重点化や支援拡充等の検討が必要 

⇒本市の基盤となるものづくり産業については、各種支援策の充実などに引

き続き取り組むとともに、企業誘致については対象業種の拡大の検討 

・水素など環境産業の基盤を活かした、ものづくりの新たな展開が必要 

⇒水素利用については定置型燃料電池など民生部門での利用促進 

・医療や介護の施設等が充実しており、従事者も多い 

  ⇒高齢化の進展によるサービス需要の拡大や、日本創成会議の提言、国の介

護人材不足の推計・職場環境改善の動きなども踏まえ、医療・介護分野を

一つの産業として広域的に検討することが必要では？ 

・特定の業種に限定しない、可能性のある企業・事業への支援も必要 

  ⇒企業ニーズに対応した総合的な支援策の検討が必要 
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◆室蘭市の総合戦略として、産業や雇用の基盤を柱とした取組みを検討していく 

検討テーマ 主な協議内容 

観光振興 【検討の柱】・・・「港・海・景観」「食文化」「ものづくり」「情報提供体制」 

・ターゲット設定のためのデータが少ない 

⇒データ不足解消に向けた取り組みが必要 

・広域観光に関しては、本市の観光資源との連携に関心がある近隣温泉地の宿泊

事業者もあるが、現状各市町による個々の資源の磨き上げが中心 

⇒観光資源の磨き上げとして、夜景観光、ものづくり観光等の推進 

・室蘭の観光がひととおり楽しめる場所がほしい 

⇒室蘭を代表する観光拠点の形成 

港湾振興 【検討の柱】・・・「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」 

・宮古市とのフェリー航路開設に向けた取り組みが必要 

  ⇒市民や各種団体などによる交流の推進、積荷の確保に向けた取り組み 

・ポートセールスのさらなる推進 

  ⇒海外客船誘致、取扱貨物の多様化 

大学等との

連携 

【検討の柱】・・・室蘭工業大学や専門学校等と連携した取組みの推進 

・室蘭工業大学の人材育成機能等を活かした取組みが必要 

  ⇒「ものづくり出前講座」や「理系学生応援プロジェクト」の展開による人

材育成強化 

⇒社会人のスキルアップ、再教育の場としての活用 

⇒留学生の拡大に向けた取組み 

※室蘭工業大学において、北見工業大学、北海道科学大学、道内３高専（苫小牧、

釧路、旭川）、北海道、室蘭市、北見市 札幌市、苫小牧市、釧路市、旭川市、

道総研、その他企業等と連携し、文科省の「COCプラス」事業に申請中（選考

結果は8月下旬） 

 地域就職率（道内）を5年間で10％向上させるなどの目標を設定している 

 

 

 

 

 

 

３．今後のスケジュール 

  ７月９日以降・・・ワーキンググループ各班にて検討継続 

        ・・・方向性踏まえ総合戦略の骨子検討 

 

  ８月上旬  ・・・第３回室蘭市総合戦略推進会議開催 

           ・ワーキンググループ検討状況、総合戦略骨子について ほか 

 

  ９月上旬  ・・・第４回室蘭市総合戦略推進会議開催 

           ・総合戦略素案について ほか 

 
  １０月   ・・・総合戦略策定 

 


