
【実施・達成状況　記号】 最終

◎ ：実施済、もしくは達成済 39項目 ：78%

○ ：着手し、取組みを進めた 11項目 ：22％

７つ

の

戦略

５０の取組み 達成状況 平成３０年度までの取り組み 担当部局 担当課

・子育て支援に取組む企業や団体を「子育て応援団」として登録し、認定ステッカー等で周知　【平成27年度～】
　➢子育て応援団登録数
　　平成27年度　116件
　　平成28年度　　62件
　　平成29年度　  35件
　　平成30年度　  28件（累計241件）

保健福祉部 子育て支援課

・北海道の「どさんこ・子育て特典制度」を活用し、子育てを応援する店舗等の募集や制度を周知　【平成27年度～】
　➢市内協賛店舗数
　　平成27年度　59店舗
　　平成28年度　17店舗
　　平成29年度　10店舗
　　平成30年度　　3店舗（累計89店舗）

保健福祉部 子育て支援課

・認可外保育施設や子育てサークル等が実施する事業等に対して補助　【平成27年度】
　➢補助活用実績　3施設、2団体 保健福祉部 子育て支援課

・学生等ボランティアによる生活困窮世帯の子どもへの学習支援　【平成27年度～】
　➢実施状況・延べ利用者数
　　平成27年度　市内1ヵ所（蘭東）、月2回、利用者数　延176人
　　平成28年度　市内2カ所（蘭東、蘭西）、月4回、利用者数　延662人
　　平成29年度　市内3カ所（蘭東・蘭西・蘭北）、月4回、利用者数　延734人
　　平成30年度　市内3カ所（蘭東・蘭西・蘭北）、月4回、利用者数　延898人

保健福祉部 生活支援課

・DV被害女性への就労準備支援や、小中高校等でのDV未然防止のための啓発講習を実施　【平成27年度】
　➢啓発講習参加者数　176人 保健福祉部 子育て支援課

・子育て・若年世代に配慮した賃貸共同住宅を整備・供給する事業者に対して工事費の一部を助成　【平成28年度】
　➢整備状況
　　平成28年度　蘭西地区で2棟（8戸）整備、8戸契約済

都市建設部 都市政策推進課

・3人以上の子どもを養育している世帯に対し、第3子以降の保育料無料化　【平成27年度～】
　➢対象人数
　　平成27年度　保育所140人、幼稚園69人
　　平成28年度　保育所132人、幼稚園66人
　　平成29年度　保育所　94人、幼稚園69人
　　平成30年度　保育所　62人、幼稚園30人

保健福祉部 子育て支援課

・ひとり親家庭に対し、寡婦（夫）控除があるものとみなし保育料を軽減　【平成27年度～】
　➢対象人数
　　平成27年度　6人
　　平成28年度　5人
　　平成29年度　6人
　　平成30年度　6人

保健福祉部 子育て支援課

・特定不妊治療を受けた夫婦に対し経費の一部を助成　【平成27年度～】
　➢助成申請数
　　平成27年度　32件
　　平成28年度　43件（男性不妊治療も対象とし拡充、うち男性２件）
　　平成29年度　49件
　　平成30年度　37件

保健福祉部 健康推進課

・つどいの広場「サンキッズ」の利用促進に向け、遊具の購入やタイルカーペットの敷設等を実施　【平成27年度】 保健福祉部 子育て支援課

・市内で住宅を取得した子育て世帯に対し助成金を交付　【平成27年度～】
　➢助成件数
　　平成27年度　128件
　　平成28年度　305件（うち新規177件、継続128件）
　　平成29年度　439件（うち新規140件、継続299件）
　　平成30年度　304件（うち新規　10件、継続294件）
・新たに、市内への転入者のうち、住宅を取得する子育て・若年者世帯に対して助成金を交付　【平成29年度～】
　➢助成件数
　　平成29年度：15件
　　平成30年度：16件

都市建設部 都市政策推進課

・児童の遊び場や親子の交流の場として魅力を創出する公園の整備　【平成27年度～】
　➢室蘭岳山麓総合公園（だんパラ公園）の整備
　　平成27年度　ローラー滑り台、クライミング遊具、休憩室改修
　　平成28年度　大型複合遊具設置
 ➢入江運動公園の整備
　　平成29年度　幼児用遊具、ブランコ設置

都市建設部 土木課

(3) 複合公共施設を整備し子ども
の読書環境、遊び場を充実 ◎

・複合公共施設（生涯学習センター　きらん）の整備　【平成27年度～】
　　平成27年度　既存建物解体、測量、事業者公募に向けた募集事項等の策定
　　平成28年度　事業者選定、基本契約等締結、基本設計
　　平成29年度　実施設計、建設工事
　　平成30年度　施設開設

教育部 生涯学習課

(4) 環境科学館を整備し科学に
触れ、学ぶ環境を充実 ◎

・（仮称）環境科学館・図書館の整備　【平成27年度～】
　　平成27年度　基本計画の策定
　　平成28年度　測量調査、基本設計
　　平成29年度　地質調査、実施設計
　　平成30年度　支障物件除却、プラネタリウム整備　等

教育部 生涯学習課
図書館

・白蘭小学校の整備　【平成27年度～】
　　平成27年度　地質調査・実施設計
　　平成28年度　校舎棟・屋体棟建設
　　平成29年度　校舎棟・屋体棟建設、グラウンド整備　等
　　平成30年度　開校、旧校舎解体、一部グラウンド・外構整備　等

教育部 教）総務課

・高砂・水元小学校統合校の整備　【平成27年度～】
　　平成27年度　耐力度調査
　　平成28年度　測量調査、基本設計
　　平成29年度　地質調査、実施設計
　　平成30年度　校舎棟・屋体棟建設（令和2年開校予定）

教育部 教）総務課

第２期市長公約「７つの戦略・５０の取組み」の実施・達成状況

平成27年度から平成30年度を期間とする第2期の市長公約「７つの戦略・５０の取組み」について、実施・達成状況について報告します。

(1) 子育て応援企業等と連携しま
ち全体で子育てを応援 ◎

(2) 第３子以降の保育料軽減や
不妊治療の助成拡充等により子
育て環境を充実

◎

(5) 白鳥台地区・東明地区の統
合小学校整備による教育環境の
充実

◎
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７つ

の

戦略

５０の取組み 達成状況 平成３０年度までの取り組み 担当部局 担当課

(1)認知症の方や地域住民が集
える認知症カフェを４か所設置 ◎

・認知症カフェの設置　【平成27年度∼】
　➢設置数
　　平成27年度　1ヵ所（舟見町）
　　平成28年度　1ヵ所（東町）
　　平成29年度　1ヵ所（白鳥台）、出前・出張カフェ1ヵ所（中島・3回）
　　平成30年度　1ヵ所（中島町）、出前・出張カフェ3ヵ所（幕西・1回、柏木・3回、崎守・1回）

保健福祉部 高齢福祉課

・高齢者住宅改修向け商品券の発行　【平成27年度】
　➢発行数　10,000セット 経済部 産業振興課

・高齢者住宅のバリアフリー化に対する助成制度の拡充（屋外工事も対象）　【平成28年度～】
　　平成28年度　80件
　　平成29年度　84件
　　平成30年度　86件

保健福祉部 高齢福祉課

・胃がん予防のためピロリ菌検査を実施　【平成27年度～】
　➢受診数
　　平成27年度　755件（50.55.60.65歳対象）
　　平成28年度　1,752件（中学生2～3年生をを対象者に拡充、うち中学生1,145件）
　　平成29年度　976件（対象を50～65歳に拡充し433件受診。中学生2年生：543件）
　　平成30年度　769件（50～65歳:246件、中学生2年生：523件）

保健福祉部 健康推進課

・胃がんの早期発見のため50歳以上は現行の胃部レントゲン検査（バリウム検査）のほか、内視鏡検査との選択とし、それぞれ二重
読影を実施　【平成29年度～】
  ➢50歳以上の内視鏡検査受診数
　　平成29年度　内視鏡検査　91件
　　平成30年度　内視鏡検査　89件

保健福祉部 健康推進課

(4) 障がい者活動支援施設
「あけぼの」の整備充実 ◎

・「あけぼの」の改築整備に向けた検討
　　平成27年度　あけぼの父母の会に対し、施設移転に関する説明会を実施
　　平成28年度　事業主体から道へ施設整備計画を提出（補助申請）
　　平成29年度　・道から事業所者へ補助交付決定・着工・完成
　　　　　　　　　　　・花卉栽培所の整備
　　平成30年度　施設開設

保健福祉部 障害福祉課

(5) 手話条例を制定し手話に対
する理解促進と使いやすい環境づ
くり

◎

・手話条例の制定及び手話に対する理解や普及啓発に係る取り組みの実施　【平成27年度～】
　　平成27年度　「みんなの心をつなぐ手話言語条例」の制定
　　平成28年度　手話講座への受講費助成のほか、手話普及リーフレット及び条例制定周知ポスター作成・配布
　　平成29年度　えみなメイト内で手話を取り入れた健康体操を実施、手話電話サービスモデル事業の実施
　　➢出前講座実施数
　　　平成28年度　22回
　　　平成29年度　32回
　　　平成30年度　30回

保健福祉部 障害福祉課

・埋葬の多様化に対応した共同墓の整備　【平成27年度～】
　　平成27年度　先進地視察及びアンケートの実施
　　平成28年度　基本計画の策定、実施設計の実施
    平成29年度　整備、供用開始

生活環境部 地域生活課

・現火葬場の老朽化対策として新たな火葬場を整備　【平成27年度～】
　　平成27年度　室蘭市・伊達市・壮瞥町による共同整備の調査研究を終了、単独での整備に向けた検討
　　平成28年度　基本計画の策定、火葬炉設備の選定
　　平成29年度　地質・測量調査、基本設計、実施設計
　　平成30年度　造成工事、（補正）建設工事（令和2年供用開始予定）

生活環境部 地域生活課

(1)地域の声を活かした都市計画
マスタープランの見直し ○

※都市計画マスタープラン見直しに向けた検討
　　平成27年度　策定に向けた進め方及びスケジュール等の検討
　　平成28年度　都市計画マスタープランの一部となる立地適正化計画策定に向けた庁内説明会（北海道開発局）
　　　　　　　　　　　及びまちづくり団体・連合町会向け国交省出前講座の実施　ほか
　　平成29年度　都市計画マスタープラン見直し及び立地適正化計画策定着手
　　　　　　　　　　　市民アンケート調査（郵送）、現況分析、市民ワークショップ、立地適正化計画骨子（案）作成
　　平成30年度　都市計画マスタープラン見直し及び立地適正化計画策定
　　　　　　　　　　　骨子（案）住民説明会（5箇所）、関連施策に関する検討、立地適正化計画の作成

都市建設部 都市政策推進課

・地域コミュニティ拠点整備費補助制度の拡充　【平成28年度～】
　　平成28年度　町内会館のバリアフリー改修に対する補助を創設 生活環境部 地域生活課

・住民自治組織報奨金の単価増額　【平成28年度】 生活環境部 地域生活課

(3) 街路灯設置費助成金を拡充
し町内会の負担を軽減 ◎

・省エネ型街路灯設置費に対する助成枠を拡充　【平成27年度～】
　➢設置数
　　平成27年度　80団体　499灯
　　平成28年度　78団体  524灯
　　平成29年度　67団体　518灯
　　平成30年度　67団体　489灯

生活環境部 地域生活課

・「協働のまちづくり指針」の改定　【平成27年度】

・まちづくり活動支援補助金の補助期間等を拡充　【平成28年度】

(5) 市民活動センターを複合公共
施設に移転し市民活動を支援 ◎

・複合公共施設(生涯学習センター)の事業者公募に向け、市民活動センターにかかる要求水準書を作成　【平成27年度】
・【再掲】複合公共施設（生涯学習センター）の整備　【平成27年度～】
・平成30年12月　生涯学習センター開設に伴い移転

生活環境部 地域生活課

・防災備蓄倉庫を整備　【平成27年度～】
　➢整備数
　　平成27年度　1ヵ所（子ども発達支援センター）
　　平成28年度　1ヵ所（みなと小学校敷地内）
　　平成30年度　1か所（旧蘭北児童センター）

総務部 防災対策課

・自主防災組織向上に向け、町会に対し出前講座を実施　【平成27年度～】
　➢出前講座の実施数
　　平成27年度　16件
　　平成28年度　17件
　　平成29年度　22件
　　平成30年度　29件
　➢自主防災設置率
　　平成27年度　39.9％　63町会
　　平成28年度　40.5％　64町会
　　平成29年度　41.0％　67町会
　　平成30年度　42.5％　72町会

総務部 防災対策課

(2) 高齢者の住宅改修支援で在
宅生活をサポート ◎

(3) 道内初の「がん対策推進条
例」でがん対策の取組みを強化 ◎

(6) 埋葬の多様化に対応した「共
同墓」の設置や火葬場の改築 ◎

(2) 町内会館の整備補助や報奨
金を拡充し町内会活動の支援を
強化

◎

(4) まちづくり活動支援補助金を
拡充し協働のまちづくりを推進 ◎ 生活環境部 地域生活課

(6) 自主防災組織の設置率向上
と物資備蓄により防災機能を強化 ◎
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７つ

の

戦略

５０の取組み 達成状況 平成３０年度までの取り組み 担当部局 担当課

・室蘭市総合戦略の策定　【平成27年度】 企画財政部 企画課

・総合戦略関連事業の実施 【平成27年度～】
　　平成27年度　第3子以降の保育料無料化事業、子育て世代持家住宅促進助成、UIJターン適職フェア事業ほか
　　平成28年度　女性向け職場改善魅力アップ支援事業、子育て・若年世代向け賃貸共同住宅整備支援モデル事業ほか
　　平成29年度　ようてい・西いぶり広域合同企業説明会開催、子育て・若年世代転入者マイホーム購入助成ほか
　　平成30年度　航空機産業参入支援事業、公共施設跡地を活用した宅地供給、ほか

経済部
保健福祉部

ほか

産業振興課
子育て支援課

ほか

(2) 環境科学館と一体化した図
書館を整備 ◎ ・【再掲】（仮称）環境科学館・図書館の整備　【平成27年度～】 教育部 生涯学習課

図書館

(3) 防災活動の拠点にもなる総
合体育館の整備 ○

・（仮称）総合体育館の改築整備　【平成27年度∼】
　　平成27年度　基本計画の策定
　　平成28年度　測量調査
　　平成29年度　建設地区検討
　　平成30年度　基本設計の策定

教育部 生涯学習課

(4) 卸売市場の老朽化対策と市
場の賑わいづくり ○

・公設地方卸売市場の整備　【平成28年度～】
　　平成28年度　市場運営協議会で将来ビジョン基本方針を策定
　　平成29年度　市場運営協議会にて新市場に必要な面積及び市場使用料について議論
　　平成30年度　市場整備に向けた基本計画策定について取組開始

経済部 農水産課

(5) 武揚小跡地を活用し蘭西地
区の定住化を推進 ◎ ・公募提案型方式により、武揚小学校跡地を宅地分譲地として売却　【平成27年度】 企画財政部 管財課

・文化センターリハーサル室の改築　【平成27年度～】
　　平成27年度　文化センター管理棟の改修、リハーサル室の改築実施設計、地下駐車場の耐震診断及び改修実施
　　　　　　　　　　　設計
　　平成28年度　リハーサル室・地下駐車場の耐震改修
　　平成29年度　供用開始

教育部 生涯学習課

・港の文学館企画展の開催　【平成27年度～】
　➢開催数
　　　平成27年度　2回
　　　平成28年度　1回
　　　平成29年度　1回
　　　平成30年度　3回

教育部 図書館

(7) 鶴ケ崎中・桜が丘小跡地を活
用したスポーツ振興 ○ ・条件付入札により桜が丘小学校跡地を市内NPOスポーツ団体に売却　【平成27年度】 教育部 生涯学習課

・空家等対策計画の策定　【平成28年度】 都市建設部 建築指導課

・空き家バンクに登録された空き家を購入する者に対し、リフォーム工事費、建替のための解体費、造成工事費を補助
　【平成27年度～28年度】
　➢補助申請数
　　平成27年度　3件　（除却3）
　　平成28年度　3件　（リフォーム1、除却2）

　（制度見直し）
　・空家バンクに登録された空き家を購入する者に対する建替のための解体費補助、または空き家バンクに限らず3年以上住んでいな
い空き家を購入した者に対するリフォーム経費補助
　【平成29年度】
　➢助成件数　２件（リフォーム2、除去0）
　【平成30年度】
　➢助成件数　2件（リフォーム1、除去1）

　・近隣住民が地域貢献のため、老朽空家の除去を行う場合の解体費補助
　【平成29年度】
　➢助成件数　3件
　【平成30年度】
　➢助成件数　1件

都市建設部 建築指導課

・輪西社宅通の整備【平成30年度～】
　平成30年度　輪西町9条～11条通線区間整備（約130m) 都市建設部 土木課

 ・室蘭市内でLED電球を購入した者に対し、地域商品券を交付しLED化を推進　【平成27年度】
　➢交付数　5,948枚 経済部 産業振興課

・商店街や商工会議所、金融機関と連携し、市内での創業経費の一部を支援　【平成27年度～】
　➢創業支援補助（家賃補助）件数
　　平成28年度　6件
　　平成29年度　10件
　　平成30年度　7件
　➢商店街空き店舗出店促進支援　補助件数
　　平成27年度　1件
　　平成28年度　3件
　　平成29年度　0件
　　平成30年度　3件

経済部 産業振興課

※地域公共交通検討会議などで公共交通利便性向上に向け検討
　平成28年度　市民ワークショップを実施（3ヵ所、計6回） 生活環境部 地域生活課

・平成30年度　地域公共交通網形成計画の策定
　市民アンケート調査（郵送）、地域及び公共交通の現状整理
　地域公共交通活性化協議会開催（4回）、地域公共交通網形成計画の作成

都市建設部 都市政策推進課

(1) 人口定住に向けた室蘭版総
合戦略の推進 ○

(6) 文化センターリハーサル室の
改築等による文化振興 ◎

(8) まちなか再生に向けた輪西社
宅通の整備と老朽家屋対策の推
進

◎

(9) 商店街づくりサポートセンター
と連携し商店街の支援を強化 ◎

(10) ＩＣＴ化の推進やふれあい
パス拡充等で公共交通の利便性
向上

○
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７つ

の

戦略

５０の取組み 達成状況 平成３０年度までの取り組み 担当部局 担当課

・PCB廃棄物適正処理にかかる啓発活動、情報提供などについて、国からの委託事業として実施　【平成27年度～】
　平成27年度　環境研修やエコツアー調査、室蘭子ども環境フェスタ、環境情報の発信　等を実施
　平成28年度　道の駅みたらと東室蘭自由通路の電子掲示板等を活用し、環境情報発信を強化
　平成29年度　東室蘭駅等でAR技術を活用した展示や環境産業企業の技術を紹介

経済部 産業振興課

・移動式水素ステーションの整備やFCVを導入し、市民・企業向けの普及啓発を実施【平成27年度～】
　平成27年度　FCV1台導入及びステーション設置
　平成28年度　FCV1台導入
　　　　　　　　　　 FCVの展示・試乗会や水素利用シンポジウムの開催等（延べ119回）
　　　　　　　　　　　水素エネルギー普及啓発にかかるパンフレット及び環境産業関連施設ジオラマの作成
　平成29年度　企業へのFCVの貸出を実施
　平成30年度　一次避難所であるサンライフ室蘭にFCVから電源を確保できる給電設備を整備
　　　　　　　　　　　胆振東部地震の際に避難所の電源としてFCVを活用

経済部 産業振興課

・官民連携のプラットフォームを構築し、市内ものづくり企業の水素関連市場への参入を促進　【平成28年度～】
　平成28～30年度　水素ステーションのディスペンサー用フレキシブルホースの開発など地域間・企業間連携による技術開発や商談、
先進企業視察などを実施

経済部 産業振興課

・グリーン水素ネットワークモデルプロジェクト実行計画を策定【平成29年度】
・民間企業・大学と連携し、「建物及び街区における水素利用普及を目指した低圧水素配送システム実証事業」を実施【平成30年
度～】

経済部 産業振興課

・入江運動公園温水プールに燃料電池を導入　【平成28年度】 教育部 生涯学習課

・市と民間企業が連携し、道内初の固定価格買取制度（FIT）を活用した下水汚泥バイオガス発電を開始
　【平成27年度∼】
　平成27年度　民間企業が蘭東下水処理場内にバイオガス発電所を建設
　平成28年度　発電事業開始

水道部 下水道施設課

・再生可能エネルギーによる発電事業の誘致・促進 【平成28年度～】
　平成28年度　民間企業による遊休地を活用したバイオマス発電事業を誘致 経済部 産業振興課

・一般競争入札により本輪西小学校跡地を太陽光発電施設として民間売却　【平成28年度】
・公募により御前水中学校跡地を太陽光発電施設として民間売却　【平成29年度】 企画財政部 管財課

・【再掲】　室蘭市内でLED電球を購入した者に対し、地域商品券を交付しLED化を推進　【平成27年度】 経済部 産業振興課

・【再掲】　省エネ型街路灯設置費に対する助成枠を拡充　【平成27年度】 生活環境部 地域生活課

・白鳥大橋イルミネーション・ライトアップ景観照明のLED化　【平成27年度～】
　平成27年度～29年度　ロープ照明機器、投光器の購入及び交換工事 経済部 観光課

・省エネモデル住宅を購入する市内居住者に対し、エネファーム導入費用の一部を助成　【平成28年度～】
　➢助成件数
　　平成28年度　5件
　　平成29年度　3件
　　平成30年度　5件

都市建設部 都市政策推進課

・地場産品の情報発信や販路開拓に向け、展示会や商談会への中小企業の参加を支援　【平成27年度～】
　➢出展支援社数
　　平成27年度　新価値創造展　7社、海外セールス（マカオ）の実施　1件(3団体）
　　平成28年度　新価値創造展　5社 、食のインフォメーションバザール　7社、ビジネスEXPO　4社
　　平成29年度　新価値創造展　2社 、ビジネスEXPO　4社
　　平成30年度　ビジネスEXPO　5社

経済部 産業振興課

・【再掲】商店街や商工会議所、金融機関と連携し、市内での創業経費の一部を支援　【平成27年度～】 経済部 産業振興課

・融資制度の利用促進を図るため、中小企業振興資金融資貸付金の利率の引き下げを実施　【平成28年度～】
　➢利用件数
　　平成27年度　36件
　　平成28年度　41件
　　平成29年度　42件
　　平成30年度　27件

経済部 産業振興課

・3市3町が連携し、地元特産品の販路拡大に向けたクラウドファンディング活用による資金調達を支援　【平成28年度～】
　➢活用件数
　　平成28年度　1件
　　平成29年度　1件

経済部 産業振興課

(1) 水素ステーションの整備やＦ
ＣＶ導入などによる環境産業の展
開

◎

(2) 下水処理場のバイオマス発電
などエネルギーの地域内利用の促

進
◎

(3) ＬＥＤ化の促進や環境住宅
の普及等で省エネルギー対策を推
進

◎

(4) 産学官金の連携により中小
企業の販路開拓や創業を支援 ◎

　
　
　
　
　
　

５
 
も
の
づ
く
り
の
マ
チ
が
挑
む
北
の
環
境
産
業
都
市
づ
く
り



７つ

の

戦略

５０の取組み 達成状況 平成３０年度までの取り組み 担当部局 担当課

・“学・官・金 室蘭”を通じた胆振次世代革新塾の運営による人材の育成　【平成27年度～】
　　平成27年度　外部講師による講義を計8回開催　受講者23人
　　平成28年度　外部講師による講義を計8回開催　受講者23人
・ものづくり現場改善塾によるものづくり人材の育成　【平成29年度】
     平成29年度　24人
・ものづくり企業のための室蘭地域新入社員合同研修【平成30年度】
　　平成30年度　19人

経済部 産業振興課

・子ども達がものづくりに触れる機会を提供し愛着を深めてもらう「てついく」を推進　【平成27年度∼】
　工場見学受入れ企業・施設一覧の作成・全小中学校配布
　➢教員向け工場見学ツアー参加者数
　　　平成27年度　19人
　　　平成28年度　15人
　　　平成29年度　11人
　　　平成30年度　18人
　➢親子向け工場見学ツアー参加者数
　　　平成27年度　親子24人
　　　平成28年度　親子51人
　　　平成29年度　親子47人

経済部
企画財政部

産業振興課
企画課

・学生・求職者・就職希望者と市内企業とのマッチングを図る合同企業説明会を実施　【平成27年度～】
　平成28年度　SNSを活用し情報発信強化
➢ＵＩＪターン適職フェア開催実績（札幌開催）
　　　平成27年度　参加企業36社・来場者63人・就職決定者3人
　　　平成28年度　参加企業48社・来場者76人・就職決定者5人
➢就活フェア開催（室蘭開催）
　　　平成27年度　参加企業35社・来場者56人・就職決定者16人
　　　平成28年度　参加企業39社・来場者76人・就職決定者6人
➢ようてい・西いぶり広域合同企業説明会開催（室蘭開催）
　　　平成29年度　参加企業58社・来場者130人・就職決定者22人
　　　平成30年度　参加企業60社・来場者85人・就職決定者17人

経済部 産業振興課

・成長力強化を目的とした製造現場の改善支援を実施　【平成27年度～】
　➢ものづくり改善インストラクター派遣企業数
　　　平成27年度　3社
　　　平成28年度　2社
　　　平成29年度　1社
　　　平成30年度　1社

経済部 産業振興課

・室蘭高等技術専門学院の教材費等に対する給付制度の創設　【平成29年度～】
　　平成29年度　交付件数　11件
　　平成30年度　交付件数　15件

経済部 産業振興課

・製造業または建設業を営む市内中小企業が行う、女性が働きやすい職場環境整備への支援　【平成28年度～】
　➢女性向け職場改善整備補助件数
　　　平成28年度　6件
　　　平成29年度　1件
　　　平成30年度　2件

経済部 産業振興課

・企業で働く人のワークライフを新たにWEBページに掲載・情報発信を行う企業への支援　【平成28年度～】
　➢ワークライフWEBページ作成支援補助件数
　　　平成28年度　2件
　　　平成29年度　5件
　　　平成30年度　1件

経済部 産業振興課

・助成対象業種やメニューの拡大などを盛り込んだ産業振興条例の改正　【平成27年度】 産業振興課

・市内への定住促進と雇用確保を図るため、企業の社宅整備に対する助成制度の創設　【平成28年度～】
・平成29年度 社宅建設助成　指定申請1件
・平成30年度 社宅建設助成　補助申請・交付1件

産業振興課

・企業誘致のターゲット企業を把握し、企業誘致活動を推進　【平成28年度～】
　平成28年度　企業データの購入、ビジネスフォーラム及びメッセナゴヤへ参加・PR
　平成29年度　メッセナゴヤへ参加・PR

産業振興課

・経済環境変化等を踏まえた中小企業振興条例の制定　【平成27年度】 経済部 産業振興課

・地元企業を活用し、ふるさと納税の返礼品として地元製品・商品を追加【平成27年度】

・地元企業を活用し給食食器を更新【平成29年度】 教育部 学校給食センター

(8) ３００名の雇用創出を目指
し若者の定住を促進 ◎

・ものづくり企業の工場増設や介護施設開設などに伴う雇用増　【平成27年度～】
　平成27年度　約50人雇用増
　平成28年度　約60人雇用増
　平成29年度　約40人雇用増
　平成30年度　約150人雇用増

経済部 産業振興課

(6) 産業振興条例を見直し企業
誘致を推進 ◎ 経済部

(7) 中小企業振興条例を見直し
地元企業、地元製品・商品の活
用を促進

◎

(5) 室工大・工業高校などや企業
と連携し「ものづくり・建設業人材」
を育成

◎



７つ

の

戦略

５０の取組み 達成状況 平成３０年度までの取り組み 担当部局 担当課

・フェリー就航に向けた取組の推進　【平成27年度～】
　　平成27年度　近隣自治体へのセールス、PR用クリアファイルの作成等
　　平成28年度　近隣自治体へのセールス、PR用割箸セットの作成等
　　　　　　　　　　　市民交流をテーマにまちづくり協議会ワークショップを実施　（参加者　40人）
　　　　　　　　　　　宮古市産業まつりでのものづくり・観光PRブースの出展
　　　　　　　　　　　室蘭・宮古市の異業種交流会の実施（両市参加者　宮古開催26人、室蘭開催47人）　ほか
    平成29年度　 近隣自治体へのセールス、PR用クリアファイルの作成等
　　　　　　　　　　  宮古市産業まつりでのものづくり・観光PRブースの出展
　　　　　　　　　　  フェリー就航カウントダウンボードの設置、パンフレットの作成  ほか
　　平成30年度　近隣自治体へのセールス、PR用クリアファイルの作成等
　　　　　　　　　　  宮古市産業まつりでの観光PRブースの出展
　　　　　　　　　　  フェリー就航カウントダウンボードの設置、パンフレットの作成
　　　　　　　　　　　フェリーターミナルビルオープン式、フェリー就航歓迎セレモニーの開催　ほか

港湾政策課

・室蘭港フェリーターミナルビルの改修　【平成27年度～　】
　　平成27年度　ターミナルビルの建物診断等の調査を実施
　　平成28年度　ターミナルビル改修の実施設計
　　平成29年度　ターミナルビル、可動橋、人道橋等改修

港湾政策課

(2) ガントリークレーンの更新によ
る港湾機能の強化 ◎

・ガントリークレーン更新　【平成27年度～】
　　平成27年度　基本設計
　　平成28年度　建設
　　平成29年度　建設、旧設備解体

港湾部 港湾政策課

(3) 客船大型化に対応した港湾
施設の整備 ◎ ・大型客船に対応した岸壁整備（係船柱・防舷材の設置）　【平成27年度】 港湾部 港湾政策課

・コンテナ貨物取り扱い品目の多様化に向けた海外セミナー、企業訪問の実施　【平成27年度～】
　　平成27年度　バンコク
　　平成28年度　バンコク
    平成29年度　バンコク
    平成30年度　バンコク
・外航コンテナ定期航路のウィークリー化【平成29年度】

港湾政策課

・客船誘致に向けた海外セールスの実施　【平成27年度～】
　　平成27年度　マイアミ
　　平成28年度　ロサンゼルス、マイアミ
　　平成29年度　ロサンゼルス、上海
　　平成30年度　ロサンゼルス、上海、欧州

港湾政策課

(5) 白鳥新道２期整備による物
流機能の強化 ○ ・室蘭開発建設部での交通量等の調査に関する意見・情報交換会及び室蘭地方総合開発期成会を通じ、国に対し

　要望活動を継続的に実施 都市建設部 都市政策推進課

・ホタテ貝「蘭扇」を、ふるさと応援寄付者に対する返礼品として位置づけ　【平成27年度～】
➢送付件数
　　平成27年度　54件
　　平成28年度　67件
　　平成29年度　0件（H28.8の台風被害により出荷停止）
　　平成30年度　0件（H28.8の台風被害により出荷停止）

総務部 総務課

・ホタテ貝「蘭扇」等の海外トップセールスの実施　【平成27年度～】
　平成27年度　マカオ国際旅行博覧会への出展
　平成28年度　「FOOD　HOKKAIDO　2016～北海道食の輸出大商談会～（札幌市）」、 「沖縄大交易会」など
　　　　　　　　　　に参加

経済部 農水産課

・国内外の観光客受入れの体制を整備　【平成27年度∼】
　平成27年度　市ホームページ・地球岬観光案内版多言語化、地球岬WiFi設置、移動式WiFi導入
　平成28年度　観光拠点の整備検討のため、観光客実態調査を実施
　平成29年度　道の駅とその周辺を観光拠点エリアと位置づけ、基本的な方針を定める
                  モバイル決済サービスの導入、外国人観光客受入れ研修の実施
　平成30年度　道の駅の改修による観光拠点の整備
　　　　　　　　　　観光パンフレットの改訂（英語版・中国語版）、外国人観光客受入れ研修及び専門家招聘事業の実施

観光課

・室蘭夜景の魅力アップに向けた取組を推進　【平成27年度～】
　平成27年度　ライブカメラの設置、測量山フットライト・祝津風車のライトアップ整備
　平成28・29年度　白鳥大橋イルミネーション・ライトアップ景観照明LED化工事の実施
　平成30年度　札幌市における工場夜景パネル展の開催及び工場夜景カード作成によるPR活動の実施

観光課

・北海道新幹線開業を見据えた取組を「北海道新幹線×nittan地域戦略会議」において実施【平成27年度～】
　平成27年度　nittanマルシェなどイベントプロモーションにおける情報戦略事業や、森蘭航路を活用した新たな周遊
　　　　　　　　　　ルートの検討等の交通戦略事業の実施
　平成28年度　首都圏トップセールス､函館うまいもんサミットで地域の魅力をPRするイベントプロモーションの実施
　　　　　　　　　　森蘭航路を活用した旅行商品の造成に対し補助を実施
　平成29年度　JR北海道わがまちご当地入場券企画、道内外誘客ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝの実施
　　　　　　　　　　 森蘭航路を活用した旅行商品の造成に対し補助を継続
　平成30年度　道内外誘客ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝの実施
　　　　　　　　　　 森蘭航路を活用した旅行商品の造成に対し補助を継続

経済部
企画財政部

観光課
企画課

・北海道登別洞爺広域観光圏協議会において、首都圏や東北の旅行会社等へのプロモーション活動を実施
　【平成27年度～】 経済部 観光課

(9) 東京五輪・パラリンピックの
キャンプ地などスポーツ合宿の誘致 ○ ・陸上およびサッカー競技において、北海道の情報カード、北海道開発局の合宿地PR冊子、全国知事会のデータベースサイトにより誘

致に向けた情報を発信　【平成27年度～】 教育部 生涯学習課

(1) フェリー航路の着実な開設 ◎ 港湾部

(4) 国内・海外へのポートセールス
による物流ネットワークの形成 ○ 港湾部

(6) 水産資源の国際的ブランド
化の支援等による水産業の振興 ○

(7) 工場夜景・道の駅等を活用し
た外国人観光客受入対応の強化 ◎ 経済部

(8) 北海道新幹線開業を見据え
た広域観光の推進 ◎
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７つ

の

戦略

５０の取組み 達成状況 平成３０年度までの取り組み 担当部局 担当課

(1) 愛着を持って住み続けるまち
の実現に向けた新総合計画の作
成

○ ・平成27年度～29年度　策定スケジュール、市民意見聴取方法等の検討
・平成30年度　グループインタビューやシールアンケート、市民アンケート調査を実施 企画財政部 企画課

(2) 今後１０年間で公共建築物
の床面積を１５％削減 ◎

・室蘭市公共施設等総合管理計画の策定　【平成27年度】
・室蘭市公共建築物適正化計画の策定　【平成28年度】
・あり方を検討する施設の方向性や市営住宅たいわ団地の管理戸数縮減、建替事業を当面見合わせる基本的な考え方を示す【平
成29年度】
・あり方を検討する施設の一部について、市の方針を決定【平成30年度】

行政マネジメン
ト推進室

行政マネジメント
推進課

・市有地の売却促進に向けた取組の推進　【平成27年度～】
　平成27年度　ホームページリニューアル
　➢不動産売却実績
　　　平成27年度　76,721.65㎡、164,681,078円
　　　平成28年度　35,212.42㎡、88,048,789円
　　　平成29年度　31,012.60㎡、116,027,260円
　　　平成30年度　43,710.51㎡、142,411,200円

　➢新たな土地売却手法の導入（建物解体費が土地価格を上回る場合、解体費の不足相当額を公費で負担
　　　平成29年度　1件（旧室蘭地方職業訓練校跡地）
　　　平成30年度　1件（旧総合福祉センター）

・公募条件緩和により、旧北電跡地をグループホーム敷地として民間売却　【平成27年度】

・【再掲】　公募提案型方式により、武揚小学校跡地を宅地分譲地として売却　【平成27年度】

・【再掲】　条件付入札により桜が丘小学校跡地を市内NPOスポーツ団体に売却　【平成27年度】

・【再掲】　一般競争入札により本輪西小学校跡地を太陽光発電施設として民間売却　【平成28年度】

・定住自立圏において、「福祉」「産業振興」「住民交流・移住促進」分野を加えた協定変更及び共生ビジョンの改訂
　【平成27年度】 企画財政部 企画課

・新たな広域連携事業の推進　【平成27年度～】
　平成27年度　ようてい・西いぶり広域連携会議
　平成28年度　成年後見支援センターの共同運営（2市3町）、生涯活躍のまち構想策定（6市町）ほか
  平成29年度　地域周産期医療への支援（6市町）

企画財政部 企画課

・【再掲】　現火葬場の老朽化対策として新たな火葬場を整備 生活環境部 地域生活課

(5) マイナンバー制度を活用した
ＩＣＴ化推進で市民サービスを向
上

◎ ・マイナンバー適用外事務について、添付書類（住民票、税証明）の省略化を実施【平成28年度～】
・各種証明書のコンビニ交付サービスを開始【平成30年度～】

企画財政部
行政マネジメン

ト推進室
生活環境部

ＩＣＴ推進課
行政マネジメント

推進課
戸籍住民課

(6) 公共施設の計画的管理や子
育て支援に対応した機構改革 ◎

・行政マネジメント課、子育て支援室のほか、債権管理課、ICT推進課を新設　【平成27年度】
・行政マネジメント推進室、都市政策推進室を新設　【平成29年度】
・子育て世代包括支援センターを新設　【平成30年度】

総務部 職員課

(3) 市有地の売却促進など公共
資産を有効活用 ◎ 企画財政部 管財課

(4) 火葬場や成年後見支援セン
ターなど西胆振地域の連携を推進 ◎
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