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Ⅰ はじめに 

平成27年第２回市議会定例会の開会に当たり、市政運営に対

する私の所信と、今後のまちづくりを推進するための基本的な

考え方、補正予算の概要を申し上げ、議会並びに市民の皆様の

御理解と御協力をいただきたいと存じます。 

私は、このたびの統一地方選挙におきまして、市民の皆様の

御支援をいただき、再び市長として市政を担うこととなりまし

た。 

市民の皆様からの期待と、課せられた責任の重さに、改めて

身の引き締まる思いであります。 

私はこれまで、市民との対話を基本姿勢としてまいりました

が、選挙期間中においても、市内をくまなく回り、多くの市民

から、まちづくりに関する様々な声を直接お聞きしたところで

あります。 

これまで取り組んできた子育て支援の更なる充実や、環境都

市づくりをしっかり形にしてほしいといった言葉をいただく一

方で、高齢者の方々からは暮らしの不安、また、中小企業や商

店街の経営者からは、人口減少が進む中で、事業の継続を危惧

する声も伺いました。 

これら、市民一人ひとりの期待や切実な願いをしっかりと心

に刻み、これからの４年間、市民が安心して暮らし、将来に希

望の持てるまちづくりを全力で進めていくことを、強く決意し

たところであります。 
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Ⅱ 市政運営の基本姿勢 

はじめに、２期目の市政運営に当たっての基本姿勢を申し上

げます。 

今、日本全体が人口減少社会を迎え、少子化や大都市圏への

人口集中など、困難な課題に直面する中で、地方自治体におい

ては、自身のまちの現況を冷静に分析し、将来に対し責任ある

まちづくりを進める確かな戦略と、それを実行する力強い行動

力が求められています。 

本市においては、約１世紀半に及ぶ歴史の中で培われた、港

やものづくりの技術・人材、知の拠点である大学、美しい自然

景観など、多くの資源があります。 

これらの資源を掘り起こし、磨き上げ、力強く発信する取り

組みを進めることで、将来に向けた確かな基盤を築くとともに、

市民一人ひとりが日々の暮らしに充実感を覚えながら、安心し

て  住み続けられる環境をしっかりと守り、子どもや友人、国

内や海外に向けて誇れるまちづくりを進めることが重要です。 

私は、本市が有する資源を最大限に活かした取り組みにより、

市民が室蘭に誇りを持ち、住みたい、住み続けたいと思えるま

ち、「誇れる室蘭」の実現に向けて、 

１．子育て支援のブランド化 

２．お年寄りや障がい者が元気に暮らせる環境づくり 

３．市民パワーを活かしたまちづくり 

４．将来を展望した都市機能の充実 
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５．ものづくりのまちが挑む北の環境産業都市づくり 

６．ひと・まち・港を活かすグローバルな都市づくり 

７．スリムな行政運営 

以上の７つの戦略を政策の柱に位置付け、市民との対話を大

切にしながら、先頭に立って市政運営に取り組んでいきます。 

 

Ⅲ 誇れる室蘭を目指して 

次に、７つの戦略の基本的な考え方について申し上げます。 

なお、教育行政に係る基本的な考え方や施策については、教

育長より、教育行政方針として申し上げますが、今般の教育委

員会制度改革に伴い、新たに設置する総合教育会議を通じて、

教育委員会と教育行政の方向性を共有しながら、大綱の策定や

緊急的な問題にしっかりと対応してまいります。 

 

１．子育て支援のブランド化 

はじめに「子育て支援のブランド化」であります。 

近年における本市の人口動態の特徴として、20代から 30代の

子育て世代の人口が流出しており、これらの世代が安心して、

元気に、そして楽しく子育て生活を送れるよう、本市独自の子

育て支援策である「子育て応援プラン」を打ち出し、広く周知

しながら、積極的に取り組んできたところであり、最近では、

新たに子育て支援のボランティア団体が結成されるなど、子育

て支援の意識や活動の輪が広がっていると実感しています。 
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この気運を高めるため、企業や商業者、市民団体などと連携

し、まち全体で子育てを応援する仕組みづくりを進めるほか、

第３子以降の保育料などの負担軽減や、生活困窮世帯の子ども

たちに対する学習支援など、子育て環境の充実に取り組みます。 

さらに、学校適正配置計画に基づき、白鳥台地区や東明地区

の統合小学校整備を進め、教育環境の充実を図ります。 

また、幼い頃から科学やものづくりに触れ、興味を育む環境

づくりとして、（仮称）環境科学館・図書館の整備やものづくり

現場を知ってもらう機会の充実を図るほか、屋内型の遊び場と

図書機能を有する複合公共施設の整備など、本市の特色を活か

した取り組みにより、子育てしたいまちとしての魅力を高め、

子育て世代に選ばれるまちづくりを全力で進めます。 

 

２．お年寄りや障がい者が元気に暮らせる環境づくり 

次に「お年寄りや障がい者が元気に暮らせる環境づくり」で

あります。 

本市の高齢化率は約 34％であり、超高齢社会が一層進む中で、

一人暮らしの高齢者や見守り支援を必要とする方が、今後ます

ます増加していくことが予想されます。 

地域社会から孤立することなく、生き生きと暮らすことがで

きるよう、医療機関や介護事業者、地域との連携を強化し、認

知症の早期発見や相談体制の充実を図るほか、高齢者の在宅生

活を支援する取り組みを進めます。 
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障がい者への施策では、障害者活動支援施設「あけぼの」の

整備充実に向けて取り組むほか、手話条例を制定し、手話に対

する理解促進や使いやすい環境づくりを進めるなど、障がい者

の自立と社会参加の促進に取り組みます。 

また、健康で日々の生活を送ることは、全ての人に共通した

願いであり、健康寿命の延伸に向けて、今年４月に施行された

条例に基づき、がん対策の取り組みを強化するほか、本市の充

実した地域医療体制を継続的に提供できるよう、医療機関等と

も連携しながら医師確保に努めるなど、住み慣れた地域で、安

心して元気に暮らし続けられる環境づくりを進めます。 

さらに、社会環境の変化による墓地需要の多様化に対応する

ため、共同墓設置に向けた検討を進めます。 

 

３．市民パワーを活かしたまちづくり 

次に「市民パワーを活かしたまちづくり」であります。 

私はこれまで、町内会や市民団体などが活動する場にできる

限り足を運び、また、en とーくやまちづくり協議会など、市政

に市民の声が直接届く仕組みづくりも進める中で、市民の中に、

小さな声やアイデアでもまちが変わるという意識が、少しずつ

ではありますが、芽生えてきたことを実感しています。 

本市には、「自分たちのまちは自分たちでつくる」という意欲

を持って活動されている、多くの市民がいますが、これまで進

めてきたまちづくりへの参加意識の醸成や、まちづくりに対す
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るエネルギーを発揮していただく環境づくりを更に進めること

が、市民パワーを市政に活かすまちづくりにつながるものと考

えます。 

そのため、「協働のまちづくり指針」を見直し、多くの市民と

ともに、協働のまちづくりを進める仕組みの充実を図るほか、

複合公共施設に移転する市民活動センターを拠点として、協働

を担う活動団体の育成や団体間の交流促進など、支援を強化す

るとともに、地域コミュニティの活性化や防災機能の強化に向

けて、町内会への支援の充実を図ります。 

また、これまでのまちづくり協議会等における市民意見反映

の手法を活かしながら、本市の将来像やまちづくりの目標を示

す新たな総合計画策定や、地区ごとのまちづくり計画である都

市計画マスタープラン見直しの検討を進めます。 

 

４．将来を展望した都市機能の充実 

次に「将来を展望した都市機能の充実」であります。 

本市では、高度経済成長期において、集中的に都市基盤を整

備してきましたが、公共施設の老朽化や人口減少に伴う空き地、

空き家の発生に対し、将来を展望した中で、人口や財政規模に

見合った都市機能の構築と充実を進めなければなりません。 

（仮称）環境科学館と図書館の一体整備に向けた検討や、文

化センターの改修を進め、中央地区の新たな魅力の創出につな

げるとともに、本市の防災拠点にもなる（仮称）総合体育館の
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整備や公設地方卸売市場の老朽化対策など、公共施設の再編整

備を計画的に進めます。 

公共施設の跡地活用では、武揚小学校跡地の宅地利用による

定住化推進のほか、鶴ケ崎中学校や桜が丘小学校跡地を活用し

たスポーツ振興など、地区のまちづくりに対応した活用を進め

ます。 

また、輪西社宅通の整備など都市基盤の充実や、老朽危険家

屋対策を更に推進するとともに、商店街づくりサポートセンタ

ーと連携し、商店街活性化への支援を強化するほか、地域住民

の足として、重要な都市機能である公共交通については、交通

事業者と連携した ICT 化の推進やふれあいパスの拡充など、利

便性向上に向けた検討を進めます。 

 

５．ものづくりのまちが挑む北の環境産業都市づくり 

次に「ものづくりのまちが挑む北の環境産業都市づくり」で

あります。 

本市では、これまで培ったものづくりの技術や環境産業の集

積を活かし、低炭素都市づくりを進める「室蘭グリーンエネル

ギータウン構想」を策定し、特に、水素エネルギー利用につい

ては、道内初となる水素ステーション設置や燃料電池自動車の

導入など、モデル事業を進めています。 

北海道のトップランナーとして、水素社会の構築に向け果敢

に挑戦するとともに、本市のものづくり資源を活かした水素の
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製造、貯蔵、利用など新たな展開に向けた検討を進めるほか、

再生可能エネルギーの地域内利用や、家庭での省エネ化推進に

向けた取り組みなどを通じて、北の環境産業都市づくりを進め

ていきます。 

ものづくりを支える中小企業の活性化に向けた取り組みでは、

産学官金の連携により販路開拓や現場改善、創業を支援するほ

か、ものづくり・建設業人材の確保に向けて、UIJターンの促進

やものづくり現場を広く知ってもらうオープンファクトリーの

取り組みなどを進めるとともに、中小企業等振興条例を見直し、

地元企業や地元製品の活用を促進するなど、企業に優しいまち

づくりを進めます。 

企業誘致の取り組みでは、産業振興条例を見直し、新たな分

野の企業進出を促進するほか、私が先頭に立ってトップセール

スを行うなど、粘り強く取り組みを進め、４年間で 300 人の雇

用創出を目指します。 

 

６．ひと・まち・港を活かすグローバルな都市づくり 

次に「ひと・まち・港を活かすグローバルな都市づくり」で

あります。 

地域経済の活性化には、縮小が見込まれる国内市場のみなら

ず、海外にも目を向け、グローバルな都市を目指していくこと

が重要であり、本市が有する優れた資源を積極的に発信し、「ひ

と」や「もの」を強く惹きつける取り組みが必要と考えます。 
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本市の悲願であるフェリー航路が、宮古港との間で検討され

ることとなり、開設に向けた取り組みが非常に重要となってく

ることから、施設改修の検討や、周辺自治体、関係団体等との

連携を深め、着実な就航や安定的な運航に向けた取り組みを進

めます。 

また、海外へのポートセールスを行い、より大型の客船就航

や取扱貨物の多様化に向けた取り組みを進めるほか、ガントリ

ークレーンの更新など港湾機能の強化を図ります。 

さらに、白鳥新道２期区間について、救急搬送や災害時の避

難対応など、命の道路としての必要性に加え、港湾物流の更な

る強化の視点も踏まえた中で、整備に向けて市民の機運醸成や

要望活動を進めます。 

交流人口拡大に向けた取り組みでは、雪解けが早く穏やかな

気候を活かし、東京オリンピック・パラリンピックのキャンプ

や、プロサッカーチーム、学生などのスポーツ合宿誘致を進め

るとともに、来年３月予定の北海道新幹線・新函館北斗駅開業

に向けて、観光プロモーションなど官民を挙げて誘客に取り組

むほか、年々増加する外国人観光客にも対応した Wi-Fi 環境の

整備や、観光施設の魅力向上、情報発信の強化を図ります。 

また、海外でも高い評価を受けるホタテ貝「蘭扇」など、本

市の豊富な水産資源について、販路拡大や国際的なブランド価

値を高める取り組みを支援します。 
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７．スリムな行政運営 

次に「スリムな行政運営」であります。 

本市では昭和 54年から行財政改革に取り組み、不良債務等の

早期解消を進めるなど成果をあげてきたところでありますが、

人口減に伴う市税の減少など、依然として厳しい財政状況が見

込まれ、将来にわたり、市民サービスを安定的に提供できる責

任ある行政運営のためにも、引き続き不断の努力で行財政改革

に取り組む必要があります。 

特に、市民一人当たりの公共施設の床面積は、全国平均と比

較して過大であり、現状のまま保有し続けた場合、維持更新費

用など将来世代に多大な負担を残すことから、公共施設等総合

管理計画を策定する中で、今後 10年間で床面積を 15％削減する

という、明確な目標を持って取り組むとともに、未利用市有地

の売却を促進し財源確保を図るなど、公共資産のスリム化や有

効活用を進めます。 

火葬場の広域化については、今年度内に共同整備の手法を検

討するほか、成年後見支援センターについても、引き続き近隣

市町と広域化の協議を進めます。 

ICT化の推進では、来年１月のマイナンバー制度開始に合わせ、

添付書類の省略化など事務事業の効率化を進め、市民の利便性

向上を図ります。 

また、庁内横断的な課題や制度改正に対応するため、新たな

組織体制を構築します。 
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これまでの行政改革の推進に加え、公共施設の計画的管理や

民間活力導入を進める「行政マネジメント課」や、債権徴収の

効率化と強化を図る「債権管理課」を新設するとともに、高度

情報推進担当を「ICT推進課」として独立させるほか、幼稚園や

放課後児童対策の部門を教育委員会から保健福祉部に移管し、

新制度に対応した総合的な子育て支援の充実を図ります。 

 

Ⅳ 補正予算の概要 

次に、７つの戦略の推進に向けて編成した補正予算の主な内

容を申し上げます。 

このたびの補正予算は、私が市民に約束した「誇れる室蘭」

の実現への第一歩となる新規施策を中心に、当初予算で留保し

ていた財源を活用し、編成したものです。 

「子育て支援のブランド化」では、第３子以降の保育料など

の負担軽減や、寡婦控除のみなし適用の実施など、子育て世帯

に対する支援の充実を図るとともに、（仮称）環境科学館・図書

館整備に向けて、まちづくり協議会等により、市民の声を反映

させた基本計画を策定するほか、複合公共施設整備に向けて、

向陽中学校跡地の校舎解体や民間活力による事業実施の準備を

進めます。 

「お年寄りや障がい者が元気に暮らせる環境づくり」では、

障害者福祉総合センターにおける入浴サービスの定員拡大を図

るとともに、共同墓の設置に向け、先進地視察など検討を進め
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ます。 

「市民パワーを活かしたまちづくり」では、街路灯設置に係

る助成灯数を拡充し、町内会等の電気料の負担や環境負荷の軽

減を図ります。 

「将来を展望した都市機能の充実」では、（仮称）総合体育館

整備に向けて基本計画を策定するとともに、文化センター管理

棟の耐震改修とリハーサル室改築の実施設計に着手します。 

「ものづくりのまちが挑む北の環境産業都市づくり」では、

白鳥大橋イルミネーション・ライトアップの LED 照明機器の導

入を進めます。 

「ひと・まち・港を活かすグローバルな都市づくり」では、

フェリー航路就航に向けた安定的な積荷確保のため、積極的に

ポートセールスを行うとともに、ガントリークレーン更新に向

けた基本設計に着手します。 

また、ふるさと応援寄附金において、本市の特産品を返礼品

として活用し、積極的にまちを PRするとともに、映像による情

報発信の強化に向けて、本市の魅力をわかりやすく伝える広報

動画の作成や、映画製作応援団の活動を支援します。 

「スリムな行政運営」では、港の文学館跡地の建物を解体し、

民間売却による土地利用と財源確保を図ります。 
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Ⅴ むすび 

以上、２期目のスタートに当たりまして、私の市政運営の基

本的な考え方を申し上げました。 

私は、これからの４年間において目指すまちづくりへの思い

を「誇れる室蘭」という言葉に込めました。 

私自身、室蘭でまちづくりに携わったのは、イタンキ浜の鳴

り砂海岸の清掃が原点ですが、以来、様々な活動に参加する中

で、自分たちの住むまちを「もっと住みやすく」「もっといいま

ちに」との思いから、自発的に活動を続ける多くの方々のひた

むきな姿に、感銘を受けてきました。 

また、ものづくり現場に何度も足を運び目にしたのは、長い

歴史の中で磨き上げられた技術を受け継ぎ、未来に向かって挑

戦する技術者の方々の誇りに満ちた姿であり、さらに、フェリ

ー航路就航に向け、宮古市との交流を進めようという市民レベ

ルの取り組みが動き出していますが、これも室蘭の可能性を信

じる熱い思いであると 感じています。 

まちづくりの原動力は市民であり、市民一人ひとりの愛着や

誇りを育むことが、住みたい、住み続けたいと思えるまちの実

現につながり、このことが地方創生の時代にあって進むべき道

と確信しています。 

私はこれからの４年間、市民との対話や触れ合いの中で更に

信頼を深め、トップリーダーとして、約束した７つの戦略の具

体化にスピード感を持って取り組んでいきます。 
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最後になりますが、安心して希望の持てるまちを願う市民の

思いを胸に、市議会並びに市民の皆様とともに、「誇れる室蘭」

の実現に向けて力強く取り組んでまいりますので、御理解と御

協力をお願い申し上げます。 


