
○平成２８年度総合戦略関連事業の実績及び検証一覧

事業
H28年度
評価

H28年度
決算額

H28年度　実績
［ ・ ：実績、 → ：方向性］

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

○生産年齢人口（15～64歳）の社会減を5年間で200人程度抑制 基準値（H22-26）1,942人減　／　目標値（H27-31）：1,750人減　／　実績値（H27-28）：1,045人減

○市の施策により創出する新規雇用者数 基準値　―　／　目標値（H27-31）：400人　／　実績値（H27-28）：約110人

①「働くまち」として室蘭を選んでもらう

●新卒者の地元就職促進とUIJターンの推進

1-01 移住推進事業費 ○ 177
・本気の移住相談会（6/25東京）へ出展、相談件数20件（その後のハローワークへの相談件数2件）
→移住実績には結びつかなかったが、首都圏の相談者に直接ＰＲでき、相談者からの反応は良く、今後の
可能性に期待できることから、継続実施するほか、情報発信の強化を図る。

1-02
UIJターン適職フェア事業
【H29年度】ようてい・西いぶり広域合同企業説
明会開催事業

△ 6,221

・室蘭市ＵＩＪターン合同企業説明会（7/16札幌）来場者76名、出展企業48社、就職者5名
（H27年度：来場者63名、出展企業36社、就職者3名）
→売り手市場のなか、都市部開催は有効ではなかったため、コンセプトを地方から都市部への人口流出抑
制に切り替え、地方と地方の連携による就職フェアに見直す。

1-03 大学連携推進事業 ○ 74
・室蘭工業大学授業「地域社会概論」への協力（講師・フィールドワーク対応、4月・6月）
・室工大生等を対象とした「室蘭の魅力を感じる・知る・考えるバスツアー」（9/4）
→継続した取組が重要であり、市業務への学生参加促進などまちに興味を持ってもらう取組を拡充

②「働くまち」の元気を維持する 

●ものづくり産業の基盤強化

1-04 職業理解促進事業 ○ 446

・夏休み工場見学×ものづくり体験バスツアー（7/28～29、親子23組51人）
・教員向け工場見学ツアー(8/3、15人）
・小中学校へ工場見学一覧配布、学校授業での工場見学実施数（小学校：40件、中学校：20件）
→参加者からものづくりに関心を持ったとの声が多く、学校での取組みや周知活動を強化

1-05 女性のための復職・起業支援事業 △ 1,458

・働きたい女性のための再チャレンジ応援セミナー（10/4～26、11日間、20名）
　実績：就業2名、起業1名
→参加者満足度は高かったが、就業実績が低調で事業効果も見込みにくいため終了。他機関の創業セミ
ナーなどとの連携・協力を検討する。

1-06 ものづくり・建設業人材確保育成事業 ○ 4,743

・女性向け職場改善整備補助金（女性専用トイレ・託児スペース等の改修費用への助成）：6件、支援企業
の新規女性採用数12名
・ワークライフＷＥＢページ作成支援事業（仕事や職場の魅力を発信するＷＥＢページ作成への助成）：2
件
・製造・建設職場魅力発信フォーラム「じもと×しごと発見フェア」連携開催（2/14）
→女性採用の実績につながっており、女性でも働きやすい職場改善の意識醸成のため継続

1-07 ものづくり企業改善・革新支援事業 ○ 3,894
・製造現場の改善インストラクター派遣（室蘭市2社、登別市1社）
・胆振次世代革新塾（参加者23名）
→実施企業・受講生からの評価は高く、現場改善・人材育成につながっているため継続

1-08 企業社宅整備等支援事業 ○ ―
・市内企業が社宅用に建設又は購入する集合住宅への固定資産評価額10/100の補助
・対象企業：1社（申請はH29）
→市内企業の人材確保・雇用環境の向上のため、常設の制度として継続

1-09 水素関連産業プラットホーム構築事業 ○ 2,016
・水素ステーション用のディスペンサー用フレキシブルホースの開発を推進し、国の補助事業に採択
・先行企業と地域中小企業との連携及び先進技術に関する情報収集
→先行企業と地域企業の連携の芽が育ちつつあるため継続

1-10 省エネ住宅普及推進モデル事業 ○ 750
・省エネモデル住宅におけるエネファーム等の導入費用の一部助成（5件）
→省エネ住宅普及・水素利用社会構築の一助になっており、申請者の負担軽減となるよう手続きを見直し
継続

1-11 企業誘致対象企業発掘事業 ○ 2,988

・自治体向け企業誘致ターゲットデータ入手（北海道を投資検討対象地域とする127社分）、アンケート実
施、回答結果に基づきＰＲ資料の送付（5社）
・道外企業に対する本市立地環境等のPR
　ふるさと応援フォーラム（8/5東京、10/25名古屋）、メッセナゴヤ（10/26-29名古屋）
→企業データ購入は新規案件発掘の効果が低いため中止、効果があった立地環境等のＰＲイベント出展は
継続

●業種を問わずやる気のある企業を支援

1-07 ものづくり・建設業人材確保育成事業 ○ (4,743)※再掲

1-12 市内創業支援事業 ○ 5,444

・創業支援補助（家賃補助）6件
・空き店舗補助（改修補助）3件
→創業支援として効果的であり、利用促進のため「むろらん商店街づくりサポートセンター」に業務を移
管し継続

1-08 企業社宅整備等支援事業 ○ ― ※再掲

③「働くまち」の競争力を高める 

●企業誘致の推進

1-11 企業誘致対象企業発掘事業 ○ (2,988)※再掲

●地場産品の販路拡大や創業支援

1-13
東京オリンピック・パラリンピックを活用した
地域活性化推進首長連合事業

○ 6,200
・13市からなる首長連合（会長：三条市）発足
・首長連合として新虎通りに展示ブースを設置し、地域資源の情報発信等を実施（2月～）
→継続して首長連合に参画し、地域ＰＲを図る

1-14 西いぶりクラウドファンディング販路拡大事業 ○ 581

・説明会実施（11社参加）
・組成件数1件（伊達市）
→組成件数が少ないが、説明会への参加など興味を持っている事業者はいることから、事業者負担の軽減
を図り継続

1-12 市内創業支援事業 ○ (5,444)※再掲

1-15 国内外販路開拓支援等事業 ○ 3,534

・商談会等への参加を支援
　新価値創造展（10/31-11/2東京）など　延べ参加企業数16社、商談成約数9件
・室蘭産水産物（活ホタテ3年貝蘭扇）の販路拡大PR
　Food Hokkaido 2016（9/29,30札幌）、沖縄大交易会（11/21,22）
→商談会等への参加支援は効果が生まれているが、企業の意識向上・後押しについては十分成果があった
ものと考え、支援を縮小し継続（出展企業への旅費支援を廃止）
→室蘭産水産物の販路拡大については、室蘭漁協が「蘭扇」の育成状況などを見ながら、接点を持った商
談先へのフォローアップ・取引拡大を図ることとしており中止

［記号の説明］

○ ： ＫＰＩ達成に有効 △ ： ＫＰＩ達成に有効ではない



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

○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 基準値（H27）：25.5％　／　目標値（H31）：35％　／　実績値（H28）：未集計

①「子育てにやさしいまち」を推進する 

●「子育て応援プラン」の推進

2-01 子育て応援企業等登録事業 ○ 568
・登録件数62件（累計178件）
→登録件数は順調に伸びており、また登録団体が未登録団体へ加入を促進する横のつながりも生まれ、ま
ち全体で子育てを応援する意識醸成につながっていることから、ネットワークづくりや情報共有を強化

2-02 第３子以降の保育料無料化事業 ○ 44,511
・補助対象者：保育所132名、幼稚園66名
→子どもを3人以上養育している世帯の経済的負担の軽減が図られ、国の制度の上乗せとして継続

2-03 特定不妊治療費助成金 ○ 2,113
・助成件数43件（うち男性2件、母子手帳交付10件、出生4件（累計8件））
→8件の出生につながっており、助成件数も増加していることから継続

2-04
子育て世代持家住宅促進助成金
→【H29年度】子育て・若年者世代転入者マイ
ホーム購入助成

△ 12,244
・平成28年度305件（H26.1.2～H27.1.1住宅取得者144件、H27.1.2～H28.1.1住宅取得者161件）
→助成対象者へのアンケートで「制度がなくても市内に定住していた」という回答が多く、転入者向けの
制度に見直し

2-05
子育て・若年世代向け賃貸共同住宅整備支援モデ
ル事業

○ 24,000
・2棟8戸整備に補助（木造2階建て、2LDK、家賃5万円、立地：武揚の杜）
→8戸全てが入居済みであり、一定のニーズはあると考えるが、H30策定予定の立地適正化計画との整合性
を図るため休止

 ②子育て世代の「室蘭に住みたい」思いにこたえる 

●子育て世代にやさしい定住環境整備

2-04
子育て世代持家住宅促進助成金
→【H29年度】子育て・若年者世代転入者マイ
ホーム購入助成

△ (12,244)※再掲

2-05
子育て・若年世代向け賃貸共同住宅整備支援モデ
ル事業

○ (24,000)※再掲

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

数値目標

○市内観光入込客数 基準値（H26）1,049,772人　／　目標値（H31）：1,400,000人　／　実績値（H28）：1,286,720人

○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 基準値　―　／　目標値（H27-31）：5件　／　実績値（H27-28）：7件

①「港・工場・自然」を活かし交流人口を拡大する 

●国内外の旅客船等誘致による交流促進

3-01
フェリー航路就航促進事業（交流）
【H29年度】宮古市との交流促進事業

○ 95
・宮古市との交流促進検討ワークショップの開催（8/1,9/29,10/31、参加者40名）
→市民ワークショップでの意見「情報発信」「市民の機運を高める」「市民の芽をつくり育てる」の実現
に努めるとともに、企業版ふるさと納税の活用を図る

3-01
フェリー航路就航促進事業（産業・観光）
【H29年度】宮古市との交流促進事業

○ 2,625

・室蘭港まつり（7/29-31）宮古市ＰＲブース等出展
・宮古市産業まつり（9/10,11）ものづくり・観光ＰＲブースの出展
・異業種交流会（宮古市開催（10/24-26）26名、室蘭市開催（1/22-24、2/19-21）47名）
→フェリー就航に向け機運の醸成を図るため、スポーツ・文化など様々な分野で市民レベルの交流を活性
化させるとともに、産業面での交流は、観光・宿泊・サービス業に対象を絞り継続

3-02 海外ポートセールス実施事業 ○ 3,105

・海外客船寄港実績　H27：4回　H28：5回、H29：3回予定
・客船誘致に向けたポートセールス（アメリカ）10/23-28
・12フィートコンテナの利用促進に向けた企業訪問（タイ）8/21-25、1/18-21
→海外船社とのコネクションが形成され、より直接的なポートセールスが可能となったため、担当者レベ
ルでのセールスに切り替え継続

●受け入れ態勢の整備や観光拠点の整備検討

3-03 観光拠点づくり事業 ○ 3,128
・観光拠点の整備検討のため観光客実態調査を実施
→調査結果を踏まえ、観光拠点として必要な機能を検討し、具現化に向けた取組みを進める

②「港」を活かし国内外の物流機能を高める

●国内外への積極的なポートセールス

3-02 海外ポートセールス実施事業 ○ (3,105)※再掲

3-01 フェリー航路就航促進事業（物流） ○ 556

・室蘭～宮古フェリー航路のＰＲグッズ（割りばしセット）を北海道トラック協会総会にて配布（5月）
・岩手県北上市にて企業訪問及び宮古市主催のセミナーでＰＲ（8月）
・東北岩手県庁、宮古市等及び後志管内自治体等訪問（8月）
・室蘭市長と宮古市長が一緒に川崎近海汽船㈱を訪問（10月）
→安定的な集荷に向け継続

プラス１．広域連携等による魅力ある地域づくり 

数値目標

○西胆振圏域3市3町の総人口 基準値（社人研推計値）：180,982人　／　目標値（H31）：184,000人　／　実績値（H28)：187,741人

①西胆振の連携を深め圏域の魅力を高める 

●西胆振定住自立圏をはじめとした広域連携の推進

4-01 西胆振生涯活躍のまち構想推進事業 ○ (4,956)※後述

1-14 西いぶりクラウドファンディング販路拡大事業 ○ (581)※再掲

1-15 国内外販路開拓支援等事業 ○ (3,534)※再掲

●西胆振の連携による「生涯活躍のまち」構想の推進

4-01 西胆振生涯活躍のまち構想推進事業 ○ 4,956
・３市３町連携による西いぶり「生涯活躍のまち」構想を策定
→策定した構想に基づき、事業を実施

②室蘭工業大学と連携し、理系人材の育成・定着を促進する

●室蘭工業大学や北海道等と連携した各種取組みを推進

1-03 大学連携推進事業 ○ (74)※再掲


