
○平成29年度総合戦略関連事業の実績・評価 実績資料

事業
H29年度
評価

H29年度
決算額

H29年度　実績・評価・H30年度に向けての方針

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（H27-29）：1,364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（H27-29）：約150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 △ 193 

「本気の移住相談会2017」に出展。11件の相談実績があったが、イベントの普及に伴い、漠然と移住を希
望する来場者が多く見受けられるようになった。また、過去2年間の出展でも移住につながった実績は無
かったため、今後は本相談会への出展は見合わせ、札幌圏の女性を対象にした移住施策など、ターゲット
をより具体化した取り組みを進める。

1-02 ようてい・西いぶり広域合同企業説明会開催事業 ○ 5,878 
地方から都市部への人口流出抑制という観点を取り入れ、羊蹄山麓エリアの自治体と連携して開催。参加
企業58社、参加者130人に対し、就職者22人（うち室蘭市内企業14人）となった。女性参加者や羊蹄山麓エ
リアからの参加者が少なかったことから、今後は、参加企業の拡充と情報発信に力を入れていく。

1-03 大学連携推進事業 ○ 347 

道内大学・高専が連携し、卒業生の道内就職率向上を図る北海道COC+コンソーシアム協議会に参画、雇用
創出・若者定着の取り組みに協力したほか、室蘭工業大学の学生が地域課題を学ぶ「地域社会概論」への
講師派遣や、学生が市の業務に携わる取り組みを実施した。今後も本市への学生定着に向けて、市業務へ
の学生参加促進など、まちへの愛着を深める取り組みを継続する。

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 ○ 202 

官民連携して、子どもたちに地域の産業やものづくりに触れる機会を提供し、まちへの愛着を育てる「て
ついく」の取り組みとして「親子工場見学・ものづくり体験バスツアー」（参加者47人）や「教員向けも
のづくり工場視察会」（参加者11人）を開催し、参加者からはものづくりへの関心の声が多く上げられ
た。
今後は、親子工場見学・ものづくり体験バスツアーは、同時期に他団体のイベントが充実してきているこ
とから休止するが、教員向けものづくり工場視察会は引き続き実施するとともに、協力企業の掘り起こし
を進めながら、より教育の場で取り組みやすい環境づくりを進めていく。

1-05 ものづくり・建設業等人材確保支援事業 ○ 1,078 

女性向け職場改善・魅力アップ支援事業費補助金（助成件数1件）を活用した企業については、新規就業者
としての実績にはならなかったが、今後の女性雇用が期待できるとともに、女性の働きやすい職場づくり
に対する意識醸成にもつながった。
ワークライフＷＥＢページ作成支援事業費補助金（助成件数5件）については、昨年度よりも利用実績が増
加しており、一定のニーズが見られる。
今後は、運輸業にも対象を広げるとともに、女性が働く企業の魅力発信のほか、多様な働き方を応援する
取り組みを行い、女性の就労を促進していく。

1-06 ものづくり企業改善・革新支援事業 ○ 3,106 

「現場」における成長力強化を支援するため「ものづくり改善インストラクター」を企業に派遣（実施企
業1社）するとともに、現場改善の知識や手法を学ぶ「ものづくり現場改善塾」を開設（参加企業14社、う
ち新規企業10社）し、現場改善・人材育成が図られた。
今後は、既存の現場改善支援は、航空機産業参入支援に特化するとともに、新入社員合同研修を実施する
ことで、企業の人材育成支援を継続する。

1-07 企業社宅整備等支援事業 ○ ―

市内企業が社宅用に建設または購入する集合住宅への固定資産評価額を10/100補助する、改正産業振興条
例を平成28年度に施行。平成29年度1社が申請、平成30年度補助申請見込み。
制度創設により、市内企業の人材確保・雇用環境の向上と市内定住に資することが見込まれることから、
今後も常設の制度として継続する。

1-08 水素関連産業プラットホーム構築事業 △ 1,450 
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を実施。新たな事業展開の可能性を目指
しているが、具体的な案件には至らなかった。今後は、先行企業と地域企業の連携に一定の目処がついた
ことから、事業規模を縮小するが、引き続き先端技術等の情報収集を継続していく。

1-09 省エネルギー住宅普及推進助成 ○ 450 
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を助成（助成件数3件）
省エネ住宅の普及と水素利用社会構築に資する取り組みであり、今後も継続する。

●業種を問わずやる気のある企業を支援

1-06 ［再掲］ものづくり企業改善・革新支援事業 ○ (3,106) ※再掲

1-07 ［再掲］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 

●企業誘致等の推進

1-10 企業誘致対象企業発掘事業 △ 543 

日本最大級の異業種交流展示会「メッセナゴヤ2017」に出展したほか、「設備投資動向調査」を実施。
メッセナゴヤについては、具体的な企業誘致につながる案件とはならず、出展による効果が薄くなってき
たことから取りやめ、今後は、室蘭地域との親和性を考慮し、既存企業との連携を軸に誘致活動を展開す
る。設備投資動向調査は継続。

●地場産品の販路拡大や創業支援

1-11
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負担金

○ 100 
新潟県三条市を会長に、全国13市からなる首長連合に参画。
ホームページなどによる地域資源の情報発信等を実施。
引き続き首長連合に参画し、地域ＰＲを図る。

1-12 市内創業支援等事業 ○ 2,790 

創業支援補助（助成件数10件、うち新規4件）については、家賃を補助することでの市内創業への後押しに
つながっている。空き店舗補助（助成件数0件）については、ニーズに合う空き店舗が商店街に無いことや
補助要件が厳しいとの声があり、活用が図られていないことから、今後は、商店街のエリア指定や対象業
種の見直しを行うほか、自宅開業の備品購入助成を新設する。

1-13 西いぶりクラウドファンディング販路拡大事業 △ 933 

クラウドファンディングの活用に向けてのセミナーを開催（参加者24人）
資金調達の手法の一つとしてクラウドファンディングを事業者等に周知できたが、投資型クラウドファン
ディングの活用はハードルが高いという声も多く、組成費用の補助を活用する事業者はなかったため、事
業としては休止。

1-14 国内外販路開拓支援等事業 ○ 1,096 
「新価値創造展2017」（出展企業2社）及び『ﾋﾞｼﾞﾈｽEXPO「第31回北海道技術・ﾋﾞｼﾞﾈｽ交流会」』（出展企
業4社）への市内企業出展に伴う経費を助成。新規取引拡大のため、企業から展示会等への出展支援には一
定のニーズがあることから、今後も継続する。

［記号の説明］

　○　：　数値目標・KPIの達成に有効　　　△　：　数値目標・KPIの達成に有効ではない



事業
H29年度
評価

H29年度
決算額

H29年度　実績・評価・H30年度に向けての方針

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（H29）：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 ○ 468 
平成29年度の登録件数累計213件。登録件数は順調に伸びているとともに、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。

2-02 第３子以降の保育料無料化事業 ○ 35,203 
子どもを3人以上養育している世帯の経済的負担を軽減するため、保育所保育料の減免（97人）、私立幼稚
園就園奨励費補助（66人）を実施。
平成30年度からは、対象世帯の収入上限を市独自の930万円から道基準に合わせ640万円に見直し。

2-03 特定不妊治療費助成 ○ 2,350 
平成29年度助成件数49件。累計で16件の出生につながっているとともに、事業の周知が進み助成件数も増
加していることから、今後も継続する。

2-04 子育て世代持家住宅促進助成 ― 17,848 
助成件数439件（平成26年1月2日～平成29年1月1日までの住宅購入分）
→平成28年度で事業終了。「子育て・若年者世代転入者マイホーム購入助成」に移行

2-05 子育て・若年者世代転入者マイホーム購入助成 ○ 12,600 

市外より転入した若年者・子育て世代の住宅購入費用に対し、助成金を交付（助成件数15件）した。その
うち、本制度をきっかけとした本市への移住は、9世帯51人となり、若年者・子育て世代の人口増加に一定
の効果があった。
今後は、住宅金融支援機構と連携し、「フラット35（全期間固定金利住宅ローン）」の金利軽減を図るな
ど引き続き実施する。

 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 ［再掲］子育て世代持家住宅促進助成 ― (17,848) ※再掲

2-05
［再掲］子育て・若年者世代転入者マイホーム購
入助成

○ (12,600) ※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（H29）：1,201,685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（H27-29）：6件

①「港・工場・自然」を活かし交流人口を拡大する 

●国内外の客船等誘致等による交流促進

3-01 宮古市との交流促進事業 ○ 3,443 

フェリー就航に向けて、コミュニティFMでの情報発信や就航ポスターの制作、宮古産業まつり出展などで
のPRを行った。また、就航を契機として、企業間の取引拡大を狙った交流事業を実施し、観光関連事業者
間での交流拡大を図った。
今後も、就航記念イベントの実施や、就航後の交流促進を行う。

3-02 海外ポートセールス事業 ○ 3,062 
客船誘致及び、12フィートコンテナの利用促進に向けて、アメリカ、中国、タイなどの船社等を訪問。海
外企業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。今後も客船の寄港増
や小口輸送の事業化につなげるため、継続的に実施していく。

●観光客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 ○ 2,268 

室蘭市の観光拠点のあり方を検討する「観光拠点づくり検討委員会」を設置・開催。全5回の議論を踏ま
え、道の駅「みたら室蘭」周辺を観光拠点として設定するとともに、消費拡大に向けてのメインターゲッ
ト設定のほか、魅力アップに向けて、みたら室蘭の飲食・物販、情報発信機能の強化などについての提言
を受けた。今後は提言を踏まえ、道の駅「みたら室蘭」の飲食・物販、情報発信機能の強化のため、施設
の設計・整備に着手する。

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 ［再掲］海外ポートセールス事業 ○ (3,062) ※再掲

3-04 フェリー航路就航促進事業 ○ 849 
フェリー就航に向けて、貨物の安定的な集荷を図るため、岩手県庁や宮古市と連携しながら、航路のPR及
び、荷主等の訪問活動を実施。今後も安定的な集荷に向けて、荷主等への訪問を継続する。

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（H29)：185,150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

1-02
［再掲］ようてい・西いぶり広域合同企業説明会
開催事業

○ (5,878) ※再掲

1-06 ［再掲］ものづくり企業改善・革新支援事業 ○ (3,106) ※再掲

1-13 ［再掲］西いぶりクラウドファンディング販路拡大事業 △ (933) ※再掲

1-14 ［再掲］国内外販路開拓支援等事業 ○ (1,096) ※再掲

4-01 西胆振「生涯活躍のまち」構想推進事業 ○ ―
平成29年3月に、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。圏域としての移住相談窓口を
試行的に伊達市に設置するとともに、ホームページ・リーフレット作成による情報発信強化を行った。策
定した構想に基づき、今後も圏域のPR・情報発信の強化を進める。

●西胆振の連携による「生涯活躍のまち」構想の推進

4-01 ［再掲］西胆振「生涯活躍のまち」構想推進事業 ○ ― ※再掲

②室蘭工業大学等と連携し、人材の育成・定着などを推進する

●室蘭工業大学や専門学校等と連携した各種取組を展開

1-03 ［再掲］大学連携推進事業 ○ (347) ※再掲


