
1 

平成２７年度 第４回室蘭市総合戦略推進会議 議事概要 
 

◆室蘭市人口ビジョン及び室蘭市総合戦略（素案）について 
 
A 委員   ：室蘭市総合戦略では、企業の創業支援について新規創業件数を 52 件にするとい

う数値目標が掲げられているが、この 52 件という数値は、テナント貸借に限っ

たものなのか、それとも新規創業した企業全体を対象とした数値なのか。 

 
事務局   ：具体的な事業は今後の検討だが、例えば創業者の家賃負担などを軽減していくこ

とが考えられるが、数値は企業全体を対象としたものとなっている。 

 
A 委員   ：当行の新創業融資制度を活用した新規創業件数のうち、テナント貸借に係るもの

は、平成 22～26 年で 25 件。テーマを絞ってセミナー等を開催すれば、人も集

まることになり、希望者も見込める。また、2～3年後の創業を目指す人も多いた

め、今後 5年間での目標ということであれば、達成できない数値ではないと思う。

各金融機関とのネットワークを活かして、取り組んでいきたいと思う。 

 
A 委員   ：人口ビジョンの関係だが、市外の大学や専門学校等に進学する高校生がどの程度

いて、どの程度の人数がまた市内に戻ってきているのか、感覚的なものでも分か

れば教えてもらいたい。 

 
事務局   ：室蘭市としては、これまでに行ってきた UIJ ターンフェアを通じて、室蘭市に転

居してきた人数は把握しているが、それらの方がどこの高校を卒業したのかまで

は把握できていない。 

 
A 委員   ：室蘭には室蘭工業大学などがあるが、文系の学生などは東京などに進学して、そ

のまま道外で就職してしまうことが多いと思う。室蘭の出身者にターゲットを絞

って、また室蘭に戻ってきてくれるような対応策があっても良いのではないか。 

 
事務局   ：市外に進学した高校生や再び室蘭市に戻ってきた人の実数を把握することは、個

人情報の関係もあり、困難だと思われる。また、高校や大学の OB がどこにいる

のかということも、市といえども把握することは厳しいといえる。ただ、UIJ タ

ーンに関しては、当市は Iターンの数が少なく、ほとんどが Uターンや Jターン

であるとみられるなど、当市に縁のある人が多いものと思われる。こうした状況

を踏まえて、現在、室蘭市に縁のある人に効果的な情報を提供するような仕組み

を構築することを検討しており、地元に残っている両親や室蘭工業大学の同窓会

への情報提供など、予算を考慮しながら様々な手法を検討しているところである。 

 
座長    ：事務局からも話があったように、室蘭市としては、UIJ ターンフェアだけでは限
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界があるだろうと、土地に縁のある人を対象にした取組を進めようとしていると

ころである。 

また、創業支援に関しては、従来であれば市単独の支援制度で考えていたところ

であるが、今回は金融機関と連携しながら、企業を支援していくことができれば

と考えている。 

 
B委員   ：総合戦略で「プラス１」として示している部分は、西胆振 3市 3町の広域連携で

の話となっているが、これらの項目は西胆振 3市 3町が共通で設けている項目と

なっているのか。 

 
事務局   ：確認している限りでは、これらの項目すべてに KPIを設けているのは室蘭市だけ

となっている。本市は西いぶりの中心市であることから、積極的に目標を掲げよ

うと、こうした形で KPIを示したところである。ただ、新規広域連携事業等の件

数については各自治体で具体的な施策として共通で認識しており、自治体によっ

て目標件数のばらつきはあるが、KPI として数値目標を総合戦略に盛り込んでい

る。また、「生涯活躍のまち」構想についても 3 市 3 町で取り組んでいくべきも

のとして認識しており、総合戦略の施策として項目に盛り込んでいる。 

 
B 委員   ：プラス１の内容については、3 市 3 町で共通した内容で総合戦略に盛り込むこと

により、国に対しての強いメッセージ、PRになると思うが、その点についてはど

う考えているのか。 

 
事務局   ：これらの内容に関する柱立ての置き方は、各自治体の考え方によることになって

しまうのではないかと感じている。また、伊達市はすでに総合戦略の策定を 9月

に終えているということもある。中心市の立場としては、3 市 3 町で一体となっ

て取り組むことを明言してもらうことが大切だと考えている。柱立ての置き方が

違うのかもしれないが、各自治体では総合戦略の中に「広域連携の推進」「生涯活

躍のまち」といった文言を具体的な施策として盛り込んでおり、そうした意味で

は大変有り難い話だと感じている。 

 
B 委員   ：「生涯活躍のまち」構想と関連して、日本版 CCRC のことについても、総合戦略

の中で明記した方が良いと思うが、この点についてはどのように考えているのか。 

 
事務局   ：日本版 CCRCについては、最近国が「生涯活躍のまち」と言葉を変えたところで

あり、国と表記をあわせている。 

 
B委員   ：「生涯活躍のまち」構想の具体的な中身や KPIは検討中とのことであったが、最終

的には総合戦略に反映されてくるのか。 
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事務局   ：総合戦略はそれ自体、毎年見直しをしていくことになるため、KPI についてもそ

の都度より良いものに置き換えていくものと考えている。 

 
B委員   ：「生涯活躍のまち」構想の具体的な中身が見えてくることで、様々な事業者が構想

とかかわるような仕事をするのではないかとみている。例えば、介護事業の付加

価値をもっと高いものにしようと、これまで別の事業を行っていた事業者が介護

事業に進出することも考えられる。先程話に上がっていた新規創業支援について

は、こうした第 2創業なども支援の対象として考えるようにすると良いのではな

いか。また、そうすることで KPIの達成もより見込めやすくなるのではないか。 

 
事務局   ：「生涯活躍のまち」構想の具体的な中身の検討は、これからの対応となるため、具

体的な施策が見えた段階で支援のあり方なども盛り込んでいきたいと考えている。

また、KPI については、いかに補足できる数値を設定していくのかが重要になっ

てくる。今回、新規創業支援に関して、金融機関との連携とした背景には、本市

だけでは企業の目利きができないため、その部分を金融機関にお願いしたく「金

融機関と連携」という文言を入れたところである。 

 
C委員   ：第 2創業に関しては金融機関の創業支援の対象に含まれてくるため、積極的に取

り組んでいきたいと思う。 

プラス１の具体的な施策の中で「室蘭工業大学や専門学校等」と連携した各種取

組の展開とあるが、これはすでに室蘭工業大学と連携しながら進めている COC＋

事業や、胆振次世代革新塾などの取組を拡大しようというものなのか。それとも

全く別のものを想定しているのか。 

 
事務局   ：胆振次世代革新塾も取組の 1つとして考えている。また、基本目標の 1つ目に含

まれている人材育成にかかる取組も対象に含まれてくるものと考えている。D 委

員ともよく話すのだが、室蘭工業大学が COC+事業に採択されたことで協力参加

企業が増えているため、人材育成についても大学の機能を活かしながら事業を展

開していくことで、これらの協力参加企業を活かしながら、地域に人材をとどめ

ていくようにしたいと考えている。また、COC+事業では個別のプロジェクトを

どうするのか、まさにこれから検討していくことになる。ただ、対象地域が全道

にまたがるなど範囲が広いため、来年度すぐに事業に取り組めるか難しい部分も

あるが、大学と連携しながら検討を進めていきたいと考えている。 

 
座長    ：事務局から話があった COC+事業については、こういう機会なので室蘭工業大学

の D委員から概要を説明して頂ければと思う。 

 
D委員   ：COC事業は、大学を地域コミュニティの中核的存在として、地域で連携して地域

貢献を進めることを目的とした事業であり、2 年前から始まった事業である。室
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蘭工業大学もこの 2年間、室蘭市と協力しながら産学官金の体制で事業採択に向

けた取組を進めてきたが、表立って学生が地域に残るような実績がなかったため、

事業に採択されることがなかった。今年度からは他大学とも連携して事業を進め

る COC+事業として募集が始まったこともあり、当大学では北見工業大学などと

連携し、事業に選定されたところである。総合戦略のプラス１では、当大学卒業

生の道内就職者数を 10%上げることを目標としているが、実際にはこれは非常に

厳しい目標と考えている。何故かというと、当大学のカリキュラムを改定し、質

の高い教育を行って、能力の高い人材を育成したとしても道内に雇用がないため、

結局は本州の企業に取られてしまうためである。道内の雇用の場に関しては、大

手企業はすでに道内大学の卒業者が就職しており、これ以上受け入れる余裕がな

いため、雇用の場を増やすとすれば、新しい企業をつくることなどが必要になっ

てくる。また、室蘭の場合であれば、地域全体で連携しながら、企業の人材育成

にかかわる部分を大学で行うなどして、大学卒業者が就職できるような企業づく

りをしていくことが必要となってくると考えている。一方、今回採択されたCOC+

事業では、当大学のほかに道内の大学や高専 6校が参加大学となっており、すべ

ての地域で同じ内容の取組を行っても卒業生の取り合いになってしまうため、い

かに取組の内容を整理していくべきかという点でも難しい部分がある。今回、採

択された COC+事業については、実際に取組を進めていくかどうかを 10 月中に

決めて、文部科学省に回答する予定となっているが、この段階で事業を行わない

という選択肢はなく、目標としている数値を達成するためにどのような取組を進

めていくべきか、新しい切り口で考えていく必要がある。 

 
座長    ：D 委員の話にもあったように、これは大学だけでできることではなく、学生の受

入先となる中小企業をどのようにつくって、どのように支えていくかということ

が大きな課題となってくると考えている。 

 
E 委員   ：まず 1 つ目として、総合戦略の中で宮古市とのフェリー航路を活用した地域間交

流事業の実施がうたわれているが、現時点で相手方となる宮古市との接触などは

行っているのか。また、現時点ではこの部分について KPIとして数値目標が入っ

ていないが、何か具体的な構想があるのか教えて頂きたい。あえて漠然とした表

現にしているのかもしれないが、例えば小中学校や高校の生徒・学生の交流や伝

統芸能を展開する市民団体の交流など、何か想定しているものがあれば教えて頂

きたい。 

次に 2 つ目として、主要観光地を訪れる観光客の数を 90 万人にするなどの目標

値が掲げられているが、そのターゲットをどのように考えているのか教えて頂き

たい。経済効果の観点で考えると、宿泊客を増やすのであれば、例え目標がもっ

と小さくても地域経済への貢献度は高くなると考えられる。これからのプロモー

ション活動とも関係してくるものであるため、ターゲットをインバウンドとして

考えているのか、それとも道内客なのか、道外客なのか、現時点で想定している
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ものがあれば教えて頂きたい。 

 
座長    ：1 つ目の宮古市との関係については、すでに両市の市長が互いに訪問するなどし

ている。そのほか、商工会議所の交流も始まっているところである。相互に交流

が行き交うのはまだこれからという状況である。一方、フェリー航路に対する市

民の捉え方については、双方で差が生じている部分がある。室蘭市の場合は 7～8

年前までフェリー航路があったこともあり、その効果などに対する理解を持って

いるが、宮古市の場合はこれまでフェリー航路が就航していたことがなく、その

効果などに対する理解が進んでいない面がある。そのため、まずはフェリー航路

を持つことの意義を宮古市の方に PR していくことが必要かと感じている。そう

してお互いが意識を共有した上で、文化交流や経済効果などについて、取組を進

めていくことになるかと考えている。 

 
事務局   ：宮古市との関係という面で、せっかくの機会なので 1つ紹介したいのだが、民間

レベルでは、D 委員から宮古市でものづくり教室を開催したいので、相手先の担

当者を教えてもらいたいという話があった。一方、室蘭市としては、担当窓口が

中心となって、どのようなプロジェクトを進めていくべきかを検討しているとこ

ろである。ただ、座長の話にもあったように、相手方との温度差が結構あるため、

待っているだけではダメで、室蘭市の方から積極的に仕掛けていくことが必要だ

と考えている。また、企画課としては、先日、ジオパークの件で洞爺湖町に行き、

一緒になって事業を売り込みに行きましょうと呼びかけ、洞爺湖町にも何ができ

るのか検討してもらっているところである。 

2 つ目の質問である観光については、ご指摘の意見はもっともなことだと考えて

いる。観光客にお金を落としてもらい、地域としてお金を稼ぐことが重要なこと

であるため、例えば KPIとして数値目標を掲げるのであれば、夜景観光バスの参

加者の 1人当たりの消費額を何千円上げるといったことも考えられる。現在、室

蘭市もインバウンドが増えているのは間違いないが、市内のホテルの稼働率が、

平日 100%、休日 60%、平均して 80%となっており、実際には室蘭市に観光に

来ているわけではなく、登別市で宿泊できないため室蘭市で宿泊しているという

観光客が約半分、残りの多くが日本製鋼所などの大手企業に出張で来ているビジ

ネスマンというのが入込の実態だと事務局では捉えている。もちろんツアーで室

蘭市を訪れているケースも少なからずあると思うが、室蘭に宿泊した翌日に登別

温泉に向かったり、登別温泉に寄ってから宿泊するために室蘭市に来るというケ

ースがほとんどというのが実態ではないかとみている。ただ、一方で、市として、

インバウンドの実態を全く補足できていないことが弱い部分であるため、来年度

の事業としてターゲットを絞るための調査を考えているところである。また、北

海道新幹線の開業に伴い、レンタカーを利用する個人旅行客の増加が見込まれる

が、このまま何もしなければ、高速道路を利用して登別に行くだけということも

考えられるため、観光地をつなぐような拠点整備を図っていきたいと考えている。
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室蘭を訪れた観光客に、地域にお金を落としてもらうためにも、道の駅の周辺を

観光客が訪れる拠点となるように、見直すべきではないかと内部で検討している

段階である。少し分かりづらいかもしれないが、総合戦略の具体的な施策として

「観光資源をつなぐ拠点整備の検討」と記載しているのは、そうした取組を意図

してのことである。本来であれば、こうした取組は民間事業者に一生懸命取り組

んでもらえば良いのかもしれないが、現状、そうした動きはみられないため、市

として掲げたところである。さらに、1 つ目の質問とも関係するが、フェリー航

路が就航すれば、これまでになかった当市独自の交流人口を持つことにもつなが

るため、広域連携という観点からは、登別市で買物したり、伊達市の展望台に連

れて行ったりといったことも考えられるが、できれば室蘭市内にもお金を落とし

てもらえるような仕組みを作ることを念頭において、来年度以降、検討していき

たいと考えている。 

 
F委員   ：高校生の西胆振管内の就職率について、74%に上げることを目標としているが、

これから高校生の数自体が減っていくことを考えると、就職率を上げても、実数

としては減っていくことも考えられる。そうしたことは織り込み済みなのか。 

 
事務局   ：市としても、KPI として率を掲げるのか、実数を掲げるのかは、迷ったところで

ある。ただ、年度によって就職者数にばらつきがあったり、ここ数年の就職者数

をみると、平成 22年度が 378人、平成 23年度が 393人、平成 24年度が 374

人、平成 26年度が 386人となるなど、人口が減っている割には、それと連動し

た動きとなっていないことなどを踏まえて、率を 3%程度上げることを目標とし

て掲げたところである。 

 
F 委員   ：人口を増やすために仕事をつくるのか、仕事をつくるために人口を増やすのか、

難しいテーマであるが、人が増えることで仕事が増えるという切り口で考えてみ

ると、子育て世代などの若い人を増やすことももちろん大事ではあるが、高齢者

の方が住み続けるという観点があっても良いのではないかと感じた。仕事を退職

した高齢者の方が札幌に移住することがかなりあるようにみえるため、高齢者に

優しいまちづくりをしていき、高齢者の方に室蘭市に住み続けてもらうことで、

市内でお金を使ってもらうという考え方があっても良いのではないか。 

 
事務局   ：そうしたことも考えていくべきものだと考えている。実際に、プラス１の「生涯

活躍のまち」構想の中の高齢者に移住促進については、東京から元気な高齢者を

呼び込むということだけではなく、地域内での住替えやまちなか居住なども想定

したものである。また、高齢者の転出に関しては、確かに無視できない部分であ

り、総合戦略に盛り込むか迷った部分でもあるが、そこまで幅広の内容にしてし

まうと、事業として取り組むことのできるものがかなり絞られてしまうのではな

いかと考えたところである。財源が限られている中で、いかに今後 5年間での成
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果を上げていくのかということを考えたときに、ターゲットを絞った取り組みに

したのが、今回の総合戦略となっている。 

 
D 委員   ：総合戦略で掲げられている基本目標は、プライオリティの順番どおりに並んでい

るのか。総合戦略で掲げられている内容については、基本的に賛成なのだが、こ

れらの要素はクラスターのようなもので、すべてがお互いに影響し合うものだと

考えている。総合戦略では、これらの基本目標について、平面図で整理しており、

確かに分かりやすく整理されているが、できれば立体的に整理して、それぞれが

関係していることを分かりやすく整理した方が良いのではないか。そうした関係

性が見えてくることで、初めて具体的な施策が見えてくる部分もある。 

 
事務局   ：ご指摘があったように、基本目標等の関係性は、現状、行政的で分かりづらいと

思うところであり、また、それぞれが密接にかかわってくるものでもあるため、

図表等の見せ方については、いかに分かりやすくできるか、事務局として検討し

ていきたい。 

 
D 委員   ：COC+事業との関連で、当大学では学生に胆振地域のことを知ってもらい、好き

になってもらおうと「胆振学」という講座を今年度から始めている。ただ、胆振

のことを好きになってもらったからといって、それだけでは学生が胆振に残ると

は限らない。そこで今回の COC+事業では切り口を変えて、北洋銀行と組んで、

企業への融資を行う人材に、ものづくり企業のことを分かってもらって目利きが

できるようにすることを目玉の 1つとしている。 

また、交流人口の拡大との関連では、日本鋳造工学会の全国大会を来週末から当

大学で開催することになっているが、登別市に宿泊するのが参加者の 4割にとど

まっており、6 割が室蘭市に宿泊する予定となっている。もちろん期間中は登別

市との間でシャトルバスを運行することになっているが、それでもナイトクルー

ジングをしたい、登別市内の宿泊料金が高く、ルートインなどのビジネスホテル

の方が良いといった理由で市内のホテルを選んでいるようである。また、今回は

ドーミーインのオープンもあり、宿泊客の受入が可能だったことに加えて、市の

協力で蓬らい殿を 2日間貸切にできたことなどで、室蘭市内にお金を落としても

らうこともできた。大学としては今後もこのような学会や国際学会などの開催を

目指すことで、地域経済に効果が生じるようにしていきたいと考えているが、一

方で室蘭市内にはホテルやセミナーのできる会場が少ないといった問題があり、

室蘭市内のインフラ整備に取り組んでもらえればと考えている。交流人口の拡大

のみならず、総合戦略に掲げている具体的な施策に取り組んでいくに当たっては、

当大学と室蘭市、あるいは金融機関などがタッグを組んで、お互いに何が足りな

いのか、どのようなことに行ってほしいのかについて、意見を交換し合うことが

大切になってくるのではないか。 

 



8 

座長    ：ご指摘のあった意見については、今後も引き続き総合戦略の具体的な施策の内容

を検討していくことになるため、その中で足りない部分を盛り込んでいきたい。 

 
G委員   ：総合戦略の『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』

という部分について、全体的な方向性は良いと考えている。あとは、そのために

具体的な取組について、室蘭港湾振興会としてどのような提言ができるかという

ことになるかと思う。例えば、TPP との関連では、これから農産物の関税が撤廃

されていく中で、輸出に向けた動きが活発化してくると思うが、その際に室蘭港

が活用されるように、法的な整備やインフラ整備に取り組む必要が出てくるかと

思う。また、私の所属している企業においても、民間企業として港に関連して、

様々な営業活動を行っているが、あくまでも現有のインフラを前提とした活動に

とどまっている。港に関係するインフラ整備はお金のかかるものが多いため、例

えば JR コンテナを引き込みできる線路の整備や冷凍倉庫の設置などといった足

りないものについて、官民が一体となることで将来のインフラ整備を見越した営

業活動ができるようになれば、新たな展開も期待できるのでは。 

 
座長    ：ご指摘のあった件については、来年度以降、予算化できるものは取り入れるよう

にしていきたい。 

 
H 委員   ：国や道の総合戦略との整合性を取る必要があるなどの制約がある中で、今回の総

合戦略については、室蘭らしさを打ち出した内容で、よくまとまっているものと

捉えている。 

一方、将来人口の推計結果に関しては、過去の人口減少率を加味して推計したと

のことであるが、市内の新日鐵住金や日本製鋼所は世界トップレベルの企業であ

り、今後も引き続き当市での操業が見込まれること、合理化も一巡したことなど

から、ある程度の段階で下げ止まるのではないかとみている。あとは、住宅環境

をどのように整備していくかが重要になってくるのではないか。 

また、総合戦略では KPIについて様々な目標値を設定しており、それを実現する

ための取組を検討している段階にあると思うが、そのための取組は総合戦略の対

象期間となっている今後 5年間で、毎年必ず行うことになるのか、それとも年度

によって重点的に行うものが変わってくることになるのか。また、事業の内容に

ついても見直しなどを行うことになるのか。事業を行うには、市税を投入するこ

とになるため、今後 5年間でフィックスした内容となると、事業の中身を相当詰

める必要があるとみられるため、そのあたりの状況を教えて頂きたい。 

 
事務局   ：総合戦略は今後 5年間の計画であるため、継続して取り組むことになるが、必ず

しも同じ事業を 5年間続けて行うわけではない。この会議では、来年度以降の総

合戦略の検証についてもお願いしているが、それぞれの事業で思い描いたとおり

の効果が表れているのか、すぐに効果が出るものでもないため、難しい面もある
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と思うが、もっと別のことを考えた方が良いのではないかなど、PDCA に基づい

てご意見を頂ければと考えている。総合戦略で示した事業については、国からの

補助率が 2分の 1となっていることに加えて、交付金対象もまだ明確にされてい

ないため、交付金が付かなかった場合のことも考慮して、何を優先して取り組む

のかなど、事業の優先順位についても明確にしていきたいと考えている。 

 
I委員    ：主に観光面に関して意見を述べたいが、室蘭市では観光面の取組が始まった時期

が遅かったこともあり、先程、E 委員の指摘にもあった経済効果を始めとして、

関連データの把握について、取組を進めていく必要があるのではないかと感じて

いる。観光というのはとても裾野の広い産業であり、観光関連業者の増加につな

がれば、雇用の場が増えるだけではなく、経済効果としても大きな効果が生じる

のではないかと考えているところである。KPI についても、現状は実人数を目標

としているが、今後は経済効果なども数値目標として取り込みつつ、検討して頂

ければと考えている。また、交流人口の増加を目指すには、交流人口を受け入れ

るための定住人口の増加が必要であるため、市民の方に室蘭に住み続けてもらえ

るよう、取組を進めて頂ければと考えている。 

 
J委員    ：先程、D委員から説明のあった「胆振学」について、教えて頂きたい。 

 
D 委員   ：COC+事業では、文部科学省から、学生が地元に残るように、その地域のことを

知ってもらう学問をカリキュラムに入れるよう指示されており、観光や地元産業

について、毎回、講師を変えて、それぞれ専門家の方に講義をしてもらう「胆振

学」という講座を今年度から 1年生を対象に導入したところである。 

 
J委員    ：総合戦略の具体的な施策をみると、高校生の地元就職率がそれなりに高い一方で、

大学生の地元就職率が低い状況から、大学生が働くことのできるような職場が市

内にはあまりないのかと感じた。雇用の場にミスマッチが生じているのではない

かと感じており、例えば大学で、そうしたミスマッチを解消すべく、室蘭のまち

づくりなどを研究し、若者の柔軟な発想をまちづくりに活かすことができれば良

いのではないかと感じたところである。 

 
事務局   ：今のご意見は、大学に新たな学部をつくるということよりも、学生にまちづくり

に参加してもらうということになるのではないかと感じたところである。市とし

ても、今年度、（仮称）環境科学館や図書館といった公共施設の基本計画を策定す

るに当たって、市民の意見を広く聞くため、ワークショップを開催しており、そ

の際に室蘭工業大学の学生にも参加してもらっている。ワークショップに参加し

た学生の中には、残念ながら当市ではないのだが、当初予定していた民間企業へ

の就職を取りやめて、出身地である自治体に就職を決めた学生もいたようである。

市としては、室蘭工業大学とも協力しながら、もう少し学生がまちづくりにかか
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わるような仕組みを、D 委員などと協力しながら、力を入れて取り組んでいきた

いと考えている。 

 
D 委員   ：大学生の就職について考えてみた場合、室蘭には新日鐵住金などの大手企業であ

れば研究職があるが、中小企業に関しては、そうした研究職も少なく、現場を管

理する職種が中心となるため、高校生と比べて働き口が少なくなってしまうとい

う問題もある。また、給与も大手企業と比べて、中小企業は低くなってしまうた

め、なかなか大学生が就職先として選びにくいという面もある。特に、室蘭の場

合は、新日鐵住金や日本製鋼所といった大手企業の下請として活動している中小

企業が多いため、高校生の働き口という面では良いのだが、大学生の働き口とい

う面では難しい部分がある。大学生が働くことができるようになるためには、同

時に中小企業のレベルアップも図っていく必要があるため、なかなか難しい現実

があることも理解して頂ければと思う。 

 
H 委員   ：室蘭テクノセンターでは、市内のものづくり企業の付加価値を高めようと、大学

の研究テーマとつながるような大手企業のサブラボなどの誘致に室蘭工業大学と

協力しながら取り組んでいる。そうした企業を誘致できれば、大学生の就職先と

しても期待できるため、様々な活動に取り組んでいるが、実際にはなかなか結果

が出ていないのが現状である。 

 
D委員   ：当大学の学生が地元に残らないことの理由の 1つには、今の学生が、将来の自分

の働いている姿を見通すことができていないこともあるのではないか。今の学生

は自分の偏差値に合った大学を選んでいる面が強く、大学で何かをしたいという

希望を持っている学生が少ない。例えば、機械システム工学コースに入学してき

た学生をみても、私たちの時代は車が好きな学生が集まっていたが、今の学生は

車に興味を持っていない学生も多い。 

 
F 委員   ：都市計画を学んだ学生の場合、室蘭市での就職先としては市役所がある程度で、

民間企業では働き先がないような状況にある。ただ、室蘭市役所も採用できる人

数には限りがあるのが現状である。行政サービスの採用人数を増やすためには、

まちの規模が大きくなることが必要であり、そのためには人口が増えていくこと

が必要となってしまう。 

 
座長    ：いずれにしても大学生に室蘭に残ってもらうには、自治体や企業など、学生を受

入れることのできる環境が必要であり、地域が一体となって解決していくことが

できればと考えている。 


