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Ⅰ はじめに 

平成27年第１回市議会定例会の開会にあたり、

私の所信と提案いたしております予算案の大綱を

申し上げ、議会並びに市民の皆様のご理解とご協

力をいただきたいと存じます。 

私は平成23年５月、市長に就任して以来、市民

との対話を基本姿勢に、約束した政策目標の一つ

ひとつを、具体的な施策や取り組みにつなげるこ

とに全力を注いでまいりました。 

この４年間を振り返りますと、就任当初の我が

国の経済は、東日本大震災や原発事故に伴う電力

不足等により景気悪化に陥っていたものの、その

後、国の経済対策や、金融緩和、財政出動、成長

戦略の「３本の矢」の展開などにより円安や株高

が進み、雇用や企業収益を中心に、経済の好循環

が生まれ始めたところであります。 

しかしながら、消費税率引き上げ等の影響によ

る物価上昇や原材料費の高騰もあり、地方におけ
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る景気回復の実感は、限定的な状況にとどまって

おります。 

本市においても、人口減尐や景気の低迷などか

ら企業等の縮小や撤退があり、特にJX日鉱日石エ

ネルギー室蘭製油所の原油処理機能の停止につい

ては、まちの将来に係る重要な課題でありました

が、市民・議会・関係機関が一体となって取り組

んだ署名活動や要望活動が、事業再構築に結びつ

き、集合煙突ライトアップの実現にもつながった

ほか、長崎屋室蘭中央店の閉店にあたっても、地

域が一丸となった運動により、後継テナントの入

居に結びついたところであります。 

また、夜景観光や客船入港時における市民ボラ

ンティアのいきいきと輝く姿や、複合公共施設・

子育て情報誌などをテーマとした、まちづくり協

議会に参加した市民の声や笑顔にふれ、自分たち

の行動やアイデアでまちが変わるという意識が尐

しずつ芽生えていると実感しております。 
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都市政策においては、空き家の適正管理に関す

る条例を制定し、指導などを強化したほか、都市

規模に見合ったまちづくりが求められる中で、公

共施設の再編・集約化や跡地利用に向けた検討の

ほか、「むろらん商店街づくりサポートセンター」

の設立支援など、将来を展望した取り組みを進め

ることができたものと考えております。 

また、低炭素社会の構築に向けた「室蘭グリー

ンエネルギータウン構想」を策定する中で、特に

水素エネルギー社会構築への取り組みは、本市が

持つ潜在力を生かし、北海道のトップランナーと

しての役割を果たすとともに、さらなる環境産業

の展開にもつながるものと考えております。 

人口定住対策については、近年における若年世

代の減尐を踏まえ、子育て世代が住みたい、住み

続けたいと実感できる施策を「子育て応援プラン」

として打ち出し、人口減尐を課題とする地方創生

の動きが広がる中で、いち早く取り組みを開始し
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たところであります。 

これら政策目標においては、進捗の途中にあり

成果として実感できるに至っていない事業もあり

ますが、まちづくりへの市民の参加意識の高まり

や都市政策の推進など、将来に希望を持てるまち

の実現に向けた基盤づくりが進んだものと考えて

おります。 

 

Ⅱ 予算編成の基本的な考え方 

次に、平成 27年度予算編成の基本的な考え方を

申し上げます。 

本年は改選期にあたり、骨格予算として編成し

ておりますが、人口定住対策など喫緊の課題への

対応や老朽化が進む公共施設整備など、市民の安

全・安心に係る施策については、当初予算に計上

するとともに、消費喚起や地方創生など国の緊急

経済対策に呼応した施策については、今後補正予

算として提案させていただくなど、当初予算と補
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正予算の一体的な対応により、地域経済の活性化

と定住促進につなげていきたいと考えております。 

 

Ⅲ 主な施策 

１．子どもからお年寄りまで安心して 

希望のもてるまち 

次に、主な施策について申し上げます。 

はじめに、「子どもからお年寄りまで安心して希

望のもてるまち」であります。 

子育て支援では、昨年、子育て世代の定住策と

して打ち出した「子育て応援プラン」について、

スクール児童館等の職員配置基準見直しによる体

制強化や、室蘭岳山麓総合公園の大型遊具整備な

ど、さらなる充実を図るとともに、行政だけでは

なく企業や団体を含め、まち全体で子育てを応援

する体制づくりを推進します。 

高齢者への施策では、今後増加が見込まれる認

知症について、家族も含め交流・相談の場となる
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認知症カフェを設置するなど支援の充実を図りま

す。 

市民の健康を守る取り組みでは、本定例会で総

合的ながん対策の推進に向けた条例を提案してお

り、ピロリ菌検査への助成など新たな施策の実施

により、がんの早期発見や早期治療につなげるほ

か、市立室蘭総合病院に地域包括ケア病棟を開設

するなど、地域医療の充実を図ります。 

地域公共交通については、バスの位置情報に関

する実証実験に協力するほか、陣屋地区における

路線バス乗り入れに向けた試験運行を踏まえ、引

き続き地域やバス事業者と協議を行うなど、路線

バスの利便性向上につながる取り組みを進めます。 

災害に強いまちづくりでは、津波浸水被害を考

慮し、市内４箇所で食料品や資機材等の分散備蓄

を計画的に進めるなど、防災体制の強化を図りま

す。 

八丁平土地対策では、南公園及び隣接する市有



7 

地等について、住民が安心して利用できる公園と

して一体的に整備を進めるとともに、安全を確保

するため、完了後もモニタリング等を実施します。 

教育環境の整備では、蘭北小学校の整備や白鳥

台地区統合小学校の実施設計、東明地区の統合小

学校整備に向けた耐力度調査などを進めるほか、

３月末で閉校となる絵鞆小学校については、現在

武揚小学校内にある適応指導教室や、知利別小学

校内にある教育研究所の移転先として整備し、円

形校舎の活用を図ります。 

また、学力向上の取り組みでは、指導者用デジ

タル教科書の導入校を拡大するなど、児童の学習

意欲向上を図ります。 

 

２．まちなか再生の推進 

次に「まちなか再生の推進」であります。 

都市基盤の整備では、市道や上下水道施設の老

朽化などに対応した整備や、市営住宅東町大和・
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汐見団地の建て替え事業を進めるほか、海岸町２

丁目公園については、地域意見を踏まえた整備を

進めます。 

また、公共施設の跡地については、民間利用を

含めた活用を進めるほか、空き家対策では、昨年

新たに開始した空き家バンクなどの制度周知や、

関係団体と一層の連携を図りながら、空き家等の

解消に取り組みます。 

商業振興では、昨年開設された「むろらん商店

街づくりサポートセンター」において、国の補助

制度活用など大きな成果を上げており、引き続き

商工会議所と連携しながら運営を支援し、商店街

の活性化につなげます。 

 

３．地域活動・市民活動が盛んなまちづくり 

次に「地域活動・市民活動が盛んなまちづくり」

であります。 

地域活動の拠点整備では、耐震不足や老朽化に
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伴う町内会館の改修等に対し支援を継続するとと

もに、まちづくり活動支援補助金などを通じ、地

域や市民活動団体が主体的に取り組む活動を推進

するほか、これまでのまちづくり協議会の経験を

踏まえ、より実践的なワークショップ研修の開催

など、まちづくりを担う人材育成に努めます。 

また、協働のまちづくり指針については、市民

や行政、町内会などそれぞれの役割を整理する中

で、時代に即した見直しを進めます。 

 

４．魅力ある港づくり 

次に「魅力ある港づくり」であります。 

今年は５回の客船入港が予定されており、歓迎

イベントの開催など引き続き市民と一体となった

おもてなしに取り組むとともに、関係機関と連携

したポートセールスを実施するなど、交流人口の

拡大に努めます。 

港湾施設整備では、老朽化した防波堤の改良等
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に新たに着手するほか、大型客船に対応した整備

を進めます。 

観光面では、夜景観光推進に向けて、夜景見学

バスのこれまでの利用状況を踏まえ、運行内容の

充実により集客性を高めるとともに、北海道登別

洞爺広域観光圏協議会の一員として、観光プロモ

ーションを継続して行うなど魅力発信に努めます。 

 

５．産学官民の連携強化 

次に「産学官民の連携強化」であります。 

環境都市づくりの推進では、「室蘭グリーンエネ

ルギータウン構想」に基づき再生可能・未利用エ

ネルギー等の地産地消の促進に取り組むとともに、

移動式水素ステーションの設置と燃料電池自動車

の導入により、水素社会の構築に向けた取り組み

を進めます。 

PCB 廃棄物処理事業については、安全性の確保

と確実な事業の推進などを条件に、国の事業変更
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要請を受け入れたところであり、今後も環境意識

の醸成に向けて、室蘭工業大学と連携し、環境リ

スクについて学ぶ市民公開講座等の実施や、本市

の環境産業の高度な技術を、子どもたちに分かり

やすく伝える環境フェスタを開催するほか、排出

15 県との交流事業として開催する環境研修につ

いて、近隣市町とも連携を図りながら魅力あるプ

ログラムを作成します。 

ものづくりの推進では、「ものづくり企業活性化

チーム 学・官・金 室蘭」による中小企業の課

題解決のサポートを継続するほか、「胆振次世代革

新塾」の運営を通じて、地域イノベーション人材

の育成を図ります。 

 

６．行財政改革と市民に望まれる公共サービスを

目指して 

次に、「行財政改革と市民に望まれる公共サービ

スを目指して」であります。 
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「更なる行政改革」の推進では、道路パトロー

ル業務や蜂の巣等駆除業務などの見直しを図るほ

か、公共施設等総合管理計画策定に向けて、施設

の現状分析を踏まえ、計画的な管理に係る方針を

取りまとめます。 

また、人材育成では、人材育成基本方針に基づ

き、各種研修の拡充を図るほか、国や釜石市への

職員派遣や北海道との人事交流を継続します。 

公設地方卸売市場については、今年度実施した

調査結果を踏まえ、運営協議会において、施設整

備や将来的な運営展望など、経営ビジョン策定に

向けた協議を進めます。 

オープンデータの取り組みでは、本市も参加す

る協議会において、選定アイデアのアプリケーシ

ョン開発を実施するほか、市民の利便性向上につ

ながるデータ提供を進めます。 
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７．西胆振地域の取り組み 

次に「西胆振地域の取り組み」であります。 

定住自立圏の取り組みでは、成年後見支援セン

ターの広域利用について協議を進めるほか、協定

に基づく各分野の取り組みについて、これまでの

実績や効果を検証し、新たな事業の掘り起しを進

めるなど、近隣市町と連携し圏域の魅力向上に努

めます。 

伊達市や壮瞥町と協議を行っている火葬場の共

同整備については、民間活力の導入も含め、整備

手法などの検討を引き続き進めます。 

西胆振地域の３消防本部の広域化については、

職員の処遇や広域化に伴い新たに発生する費用負

担など、現時点において課題もあり、当面は現体

制を継続します。 

北海道新幹線については、平成 28 年３月に新函

館北斗駅までの開業が予定されており、胆振日高

地域の戦略会議や青函圏などとも広域連携を図り
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ながら、道内外への情報発信や地域の機運醸成な

ど官民一体となった取り組みを進め、交流人口の

拡大に努めます。 

 

Ⅳ 地方創生に向けた取り組み 

次に「地方創生に向けた取り組み」であります。 

日本全体が人口減尐時代を迎えている中、尐子

化対策、東京一極集中の是正、地域活性化という

地方創生に向けて、本市においても、市民と基本

認識や課題の共有を図りながら、産学官をはじめ

多様な主体が連携し、まちの特性を的確に捉えた

取り組みを進めることが重要であります。 

今後、国の緊急経済対策による補正予算を活用

し、まちの活力となる子育て世代の定住促進、も

のづくりの人材育成と販路開拓支援等による産業

振興や雇用創出、客船誘致等の港湾振興など、本

市の特性を生かした事業を先行的に実施し、効果

の検証も行いながら、さらなる施策展開につなげ
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ます。 

 

Ⅴ むすび 

以上、平成 27年度予算編成の基本的な考え方と、

主な施策の概要を申し上げたところであります。 

本市は、昭和 40 年代後半から、オイルショック

や構造的な経済不況等の影響により、基幹産業の

合理化に伴う人口減尐が始まり、さらには高炉休

止問題など危機的な状況に直面したこともありま

した。 

まち全体に閉塞感が漂う中、ふるさとの活性化

のために、市民一人ひとりが主役となって、汗を

かき、知恵を絞り、力を合わせる、室蘭ルネッサ

ンス運動が生まれ、そのシンボルとなる測量山の

ライトアップが始まりました。 

以来、この希望の灯りは、9,000 日を超えてな

お、一日も休むことなくまちを照らし続け、多く

の市民がこの灯りに励まされてきました。 
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室蘭には、脈々と受け継がれてきたふるさとへ

の熱い思いと、厳しい状況を乗り越えてきた歴史

があり、困難な時代においても、未来に向けて力

強く歩みを進める力があると確信します。 

今こそ、私たちの持つ優れた資源や潜在力を結

集し、市民が誇りを持って、住みたい、住み続け

たいと思えるまち、「誇れる室蘭」を、市民ととも

につくり上げていくときであります。 

市長としての任期をまもなく終えようとしてい

ますが、私自身新たな覚悟のもとに、将来を見据

えたまちづくりに挑む決意であります。 

終わりに際し、議会並びに市民の皆様のご理解

とご協力を心からお願い申し上げます。 


