
平成31年度から令和４年度を期間とする第３期の市長公約「５つの戦略方針・30の取組み」について、

達成に向けたこれまでの市の取組みと進捗状況について報告します。

30

0

■第２期総合戦略の策定【令和元年度】

■第２期総合戦略の推進（令和２年度の新規・拡充事業）

 ・サテライトオフィスモニター事業

  都市部のIT企業等を対象とした貸しオフィスの設置（8月開設）

   ➤利用企業数

    令和２年度 15社

    令和３年度 23社

    令和４年度 5社（R4.7月末現在）

 ・出会いの場サポート事業

  出会いの場等の開催費用への助成制度を創設

   ➤助成件数・参加者数 ※R2は市主催でオンライン婚活イベントを開催

    令和２年度 1件・13人

    令和３年度 2件・27人

    令和４年度 2件を予定（R4.7月末現在）

 ・結婚・出産新生活応援助成

  結婚や出産を契機に転居する世帯に対し、家賃等を助成

   ➤助成件数

    令和２年度 28件（結婚18件・出産10件）

    令和３年度 48件（結婚30件・出産18件） ※R3に年齢要件・所得要件を緩和

    令和４年度 9件（結婚8件・出産1件）（R4.7月末現在）

 ・まちのイメージづくり・魅力発見事業

  室蘭の資源や魅力を整理し、魅力発信につなげるための調査を実施

 ・「研究開発・IT企業誘致」・「定住・空家活用」プロジェクトチームの設置  外

■第２期総合戦略の推進（令和３年度の新規・拡充事業）

 ・テレワーク移住等推進事業

  テレワーク移住や企業の地方拠点設置を促進するため、滞在経費の一部を助成

   ➤助成件数・人数

    令和３年度 3件・6人

    令和４年度 10件・17人（R4.7月末現在）

 ・企業連携UIJターン促進事業

  「UIJターン就職促進に関する包括連携協定」を締結した企業のPR動画を制作

   ➤動画制作企業数

    令和３年度 7社

    令和４年度 6社予定（R4.7月末現在）

 ・DX推進支援事業

  ロボット・IoT・AI等の先端技術を活用したDXの推進を支援

   ➤助成件数

    令和３年度 7件（先端技術導入支援2件・IoT導入促進支援5件）

    令和４年度 2件（先端技術導入支援0件・IoT導入促進支援2件）（R4.7月末現在）

 ・まちのイメージづくり・魅力発信事業

  ブランドマーク・カントリーサインのデザイン作成等 外

■第２期総合戦略の推進（令和４年度の新規・拡充事業）

 ・市内創業支援等事業の対象要件を拡充

 ・出会いの場サポート事業の助成額を増額

 ・ブランドマーク認知度アップ事業

 ・ブランドマーク普及・活用促進助成

 ・カントリーサインの更新 外

第３期市長公約 「５つの戦略方針・30の取組み」の進捗状況

【進捗状況 記号】

○：着手し、取組みを進めている

→：検討中

戦略方針

取  組

１．安心できるまちづくり

R３年度末

進捗状況
令和3年度までの取組及び令和4年度の取組状況（青字：令和4年度取組）

①人口減少対策の推進 ○
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戦略方針

取  組

R３年度末

進捗状況
令和3年度までの取組及び令和4年度の取組状況（青字：令和4年度取組）

■地域防災力の向上に向けて、非常用発電機の整備を推進【令和元年度】

 ➤補助団体 楽山ヶ丘自治会自主防災会

■自助・共助防災力の強化に向けた講座やセミナー、防災訓練等を実施【令和元年度～】

 ➤延参加者数

  令和元年度 1,611名

  令和２年度 1,707名

  令和３年度 1,420名

  令和４年度 1,044名（R4.7月末現在）

■非常時業務代替施設（室蘭西中学校）のシステム・ネットワーク環境構築【令和2年度】

 ➤モバイル通信機器購入

■国土強靱化地域計画の策定【令和2年度】

■災害危険区域予測図（ハザードマップ）の改訂【令和3年度】

■北海道の地域防災計画の改定を踏まえた備蓄日数及び備蓄物資の拡充【令和3年度～】

■町内会等運営の一次避難所等に感染防止資機材等を整備【令和2年度～】

■旧蘭中児童センターを備蓄庫として整備

■大規模盛土造成地における滑動崩落の防止に向けた取り組み【令和２年度～】

 令和２年度 大規模盛土造成地変動予測調査の実施

 令和３年度 大規模盛土造成地の簡易地盤調査の実施

 令和４年度 大規模盛土造成地変動予測調査の実施（２次スクリーニングの必要性を確認）

■地域医療連携・再編等推進協議会において、第２次中間取りまとめを承認【令和元年度】

■市立病院の経営改善【令和２年度～】

 ・病院経営改善支援業務委託

  ➤経営改善に向けた取り組みと改善実績額

   令和２年度 退院時リハビリ指導料、医師事務作業補助の類上げ等の実施（13,450千円）

   令和３年度 令和２年度の取組に加え、薬価差益率の改善等の実施（144,170千円）

■保育現場での補助業務等に従事する子育て支援員の養成研修会を開催【令和元年度～】

 ➤参加者数

  令和元年度 28人（うち室蘭市民28人）

  令和２年度 22人（うち室蘭市民22人）

  令和３年度 47人（うち室蘭市民19人） ※Ｒ３から広域での実施

  令和４年度 12月開催予定

■保育士人材バンクの創設【令和元年度～】

 ➤新規登録者数

  令和元年度 27人（うち室蘭市民27人）、保育施設等就労者7人

  令和２年度 20人（うち室蘭市民20人）、保育施設等就労者13人

  令和３年度 11人（うち室蘭市民6人）、保育施設等就労者5人  ※Ｒ３から広域での実施

  令和４年度 3人（うち室蘭市民2人）（R4.7月末現在）

■保育所・認定こども園整備助成【令和元年度・２年度】

 ➤助成施設 双葉保育所、清泉幼稚園

■体調不良児対応型病児保育【令和２年度～】

 令和２年度 5ヵ所→6ヵ所（新たに双葉保育所で実施）

 令和３年度 6ヵ所→7ヵ所（新たに清泉幼稚園で実施）

■八丁平スクール児童館増築等事業【令和2年度】

 ホール等増築、多目的ホール等内部改修（女子トイレ増設） 外

■幼児教育・保育環境の充実を図るための取り組み【令和３年度～】

 ・保育補助者雇上強化事業助成

  保育士の補助業務を行う保育補助者の雇い上げに必要な経費を事業者に助成

  ➤助成施設数

   令和３年度 保育所2カ所、認定こども園2園

   令和４年度 保育所3カ所、認定こども園2園（R4.7月末現在）

 ・保育体制強化事業助成

  保育に関わる周辺業務を行う保育支援者の配置に必要な経費を助成

  ➤交付施設数

   令和３年度 2施設

   令和４年度 11施設（R4.7月末現在） ※R4から対象要件を緩和

 ・幼稚園や認定こども園で特別な支援を必要とする子どもに関わる一時預かりの補助単価を増額

  ➤補助単価（1日あたり）：400円→4,000円

■保育士等の負担軽減に向けた取り組み

 ・保育士や幼稚園教諭等に対し、賃上げ効果が継続される取り組みを前提として助成

 ・障がい児に関わる補助単価基準の見直し

■乳幼児検診における「屈折検査」の導入 

 ➤受診者数 79人（うち要精密検査11人）（R4.6月導入 実績は６～７月分）

■保育所等で使用する木製品の購入・整備に必要な経費を助成

③地域医療連携・再編による持続可能な医療提供体制の構築 ○

②防災力向上や強靱化による災害に強いまちづくり ○

④待機児童対策など子どもを産み・育てられる環境充実 ○
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戦略方針

取  組

R３年度末

進捗状況
令和3年度までの取組及び令和4年度の取組状況（青字：令和4年度取組）

■地域公共交通網形成計画を踏まえ、公共交通の利用を促進【令和元年度～】

 ・市内公共交通マップの作成・周知【令和元年度】

  ➤マップ作成数 5,000部

 ・小学生向け路線バスの乗り方教室開催【令和元年度】

  ➤参加者数（小学5年生） 155人

 ・一般向け路線バスの乗り方教室開催（道南バスとの共催）【令和３年度～】

  ➤参加者数（白鳥台） 65人

 ・バスロケーションシステム導入支援【令和３年度】

  ➤デジタルサイネージを市内11箇所に設置

■地域公共交通再構築検討調査の実施【令和2年度】

■室蘭MaaS実証実験の実施【令和2年度～】

 令和２年度 タクシーを活用した近距離移動サービスの導入可能性を調査

 令和３年度 白鳥台地区オンデマンド交通「ちょい乗り白鳥台」や相乗りタクシーの実証実験を実施

 令和４年度 白鳥台地区オンデマンド交通「ちょい乗り白鳥台」の有償実証実験を実施予定

■ワンコインパス助成（R2.7月開始）

 ➤助成件数

  令和２年度 2,067件

  令和３年度 2,140件

  令和４年度 1,091件（R4.7月末現在）

■ふれあいパス助成（R2.7月見直し）

 ➤助成件数

  令和２年度 6,613件

  令和３年度 4,521件

  令和４年度 1,466件（R4.7月末現在）

■胃がん予防を目的としたピロリ菌検査の対象年齢を拡大【令和元年度～】

 50～65歳の対象年齢を40～65歳に拡充

 ➤受診者数

  令和元年度 381名（Ｈ30年度は246名）

  令和２年度 228名

  令和３年度 187名

  令和４年度 37名（R4.7月末現在）

■中学生のピロリ菌検査について、周知方法の見直しにより受診率を向上【令和元年度～】

 ➤受診率

  令和元年度 95.2％（Ｈ30年度は84.9％）

  令和２年度 96.1％

  令和３年度 95.4％

  令和４年度 94.5％（R4.7月末現在）

■みなとまち散策路でのウオーキングプレイベントの実施【令和2年度】

 ➤参加者 99人

■[再掲]ワンコインパス助成

■健康寿命延伸プロジェクト【令和３年度～】

 ・健康ポイント事業

  ➤参加者数

   令和３年度 2,071人

   令和４年度 217人（R4.7月末現在）

■コロナ禍の在宅生活による体力低下防止に向けた普及啓発（広報紙折り込み）【令和２年度】

 ➤41,500世帯配布

⑤地域公共交通の利便性向上と高齢者の外出支援 ○

⑥がん対策など健康寿命の延伸に向けた取り組み ○
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戦略方針

取  組

R３年度末

進捗状況
令和3年度までの取組及び令和4年度の取組状況（青字：令和4年度取組）

■コミュニティスクールの設置【令和元年度～】

 令和元年度 港北中学校区、本室蘭中学校区、喜門岱小学校区に学校運営協議会を設置

 令和４年度 翔陽中学校区に学校運営協議会を設置

       東明中学校区、桜蘭中学校区、星蘭中学校区に学校運営協議会を設置予定

■天神小学校（高砂・水元統合校）整備

 令和元年度 校舎棟・体育館棟建設、外構整備 外

 令和２年度 既存建物解体、グラウンド・外構整備 外

■海陽小学校（大沢小学校統合）整備

 令和元年度 校舎棟内部改修 外

■旭ヶ丘小学校（知利別小学校統合）整備

 令和元年度 校舎棟増築・内部改修、外構整備 外

■地球岬小学校（天沢小学校統合）整備

 令和元年度 校舎棟増築・内部改修、外構整備

 令和２年度 校舎棟増築・内部改修、外構整備 外

■外国語教育推進事業 【令和2年度～】

 ・外国語指導助手を増員

  令和２年度 3人→4人

  令和３年度 4人→5人

 ・国際理解教育推進員を増員

  令和２年度 1人→2人

■「総合的な学習の時間」推進事業の拡充【令和2年度～】

 ・環境・エネルギー分野について主体的・能動的に学ぶ「こども環境学習」を実施

  令和２年度 5校 330人

  令和３年度 7校 868人

  令和４年度 3校 252人（R4.7月末現在）

■特別支援員の配置基準見直し【令和2年度】

■ことばの教室事業の拡充【令和３年度】

 ➤みなと小、蘭北小に加え、新たに海陽小を追加

■今後の学校づくりに向けた検討

 検討委員会開催 計7回（R4.7月末現在 ）

■校務支援システムの導入

■学校トイレ生理用品設置事業

 市立小中学校の女子トイレに生理用品を設置

■いじめ防止対策に関わる組織体制の整備

■障害者就労支援事業所の受託事業紹介パンフレットを作成【令和元年度】

■障がい者の仕事創出【令和２年度～】

 ・望洋台霊園の草刈り業務を障害福祉サービス事業者に委託【令和２年度～】

■障害者理解促進事業【令和２年度～】

 令和２年度 市内就労支援事業所の写真パネル展を開催、理解促進リーフレットの作成 外

 令和３年度 「障がい者雇用のススメ」（一般市民、企業向け）研修会を開催

       ➤参加者 64人

■障がい者就労マッチング支援実証実施【令和4年度～】

■外国語版くらしの便利帳の作成

■「やさしい日本語講座」の開催

⑧障害のある方の就労支援など自立に向けた取り組み ○

⑨外国人が学び、働き、共生できるまちづくり ○

⑦生きる力を育む教育と地域とともにある学校づくり ○
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戦略方針

取  組

R３年度末

進捗状況
令和3年度までの取組及び令和4年度の取組状況（青字：令和4年度取組）

■航空機産業参入支援事業【平成30年度～】

 ・航空機産業の認証取得を支援

  ➤認証取得企業数

   平成３０年度 1社

   令和元年度  1社

   令和２年度  1社

   令和３年度  1社

 ・生産管理や品質保証体制などの現場改善を支援

  ➤助成件数

   平成３０年度 1件

   令和元年度  1件

   令和２年度  1件

 ・試作品技術開発を支援

  ➤助成件数

   平成３０年度 2件

   令和元年度  2件

   令和２年度  1件

 ・航空機部品の品質保証等に関する知識・技術取得のための研修会を開催【令和元年度】

  ➤参加者数 21名

 ・生産性向上のため、IoTやロボット導入に関する研修会を開催【令和２年度】

  ➤参加者数 127人（IoT導入セミナー：71人、ロボット導入セミナー：56人）

■道内初となる市内製造業４社による航空機クラスター「MAS-NET（室蘭航空宇宙産業ネットワーク）」の

 発足を支援【令和元年度】

■室蘭航空宇宙産業ネットワーク室蘭航空宇宙産業ネットワーク（MAS-NET）の新たな受注機会の創出や

 販路拡大を支援【令和3年度】

・「MAS-NET」PR動画制作、アドバイザー指導

■経済産業省北海道経済産業局と航空機産業等の先端ものづくり産業の推進に向けた取組に関する覚書を

 締結【令和元年度】

■企業の航空宇宙産業関連展示会への出展を支援【令和３年度～】

 令和３年度 エアロマート2021、航空・宇宙機器開発展（エアロテック）に出展

 令和４年度 航空・宇宙機器開発展（エアロテック）に出展（R4.7月末現在）

■将来に向けて本市が目指す産業のあり方を示す成長産業振興ビジョンを策定【令和元年度】

■国際的な水素集積地としての可能性を探る再エネ由来水素利活用調査を実施【令和元年度】

■英国スコットランド・アバディーン市と水素産業による産業振興を目的とした協定締結に

 合意【令和元年度】

■次世代エネルギー事業の構築・加速化を目指し、具体的なプロジェクト実施に向けた連携体制の

 構築【令和３年度～】

 令和３年度 室蘭脱炭素社会創造協議会を設立、室蘭地域における水素需給ポテンシャルを試算

 令和４年度 室蘭脱炭素社会創造協議会の活動を継続、更なる再エネポテンシャルの検討

■ゼロカーボンシティに向けた取り組み

 ・産業分野…室蘭脱炭素社会創造協議会やセミナーなどを通じて、官民連携で脱炭素を推進

 ・港湾分野…カーボンニュートラルポート形成計画を策定し、国際拠点港湾として脱炭素を推進

 ・民生・公共分野…（仮称）室蘭市地球温暖化対策実行計画を策定し、地域内の二酸化炭素排出削減に

  関わる取り組みを推進

■洋上風力産業の取り組みに関するセミナーを開催し、市内中小企業等の意識や理解の醸成を支援

■水素エネルギーフォーラムの開催

２．ものづくりのまちが挑む北の先端産業都市づくり

⑩航空機産業集積に向けた市内企業の参入支援 ○

⑪水素など環境・新エネルギー分野の取り組み ○

⑫ＪＸＴＧと脱炭素社会を展望した取り組み ○
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戦略方針

取  組

R３年度末

進捗状況
令和3年度までの取組及び令和4年度の取組状況（青字：令和4年度取組）

■企業の人材確保のほか、若者の定住促進のため、奨学金返還支援基金を造成【令和元年度】

■奨学金返還支援事業助成【令和2年度～】

 ➤助成件数

  令和２年度 1社・1件

  令和３年度 2社・5件

  令和４年度 3社・8件予定（R4.7月末現在）

■ＵＩＪターン就職採用に積極的に取り組む企業との包括連携協定を締結【令和元年度～】

 ➤協定締結企業数

  令和元年度 1社

  令和２年度 3社

  令和３年度 4社

  令和４年度 5社予定（R4.7月末現在）

■「社宅整備補助金」の対象業種を拡充【令和2年度～】

 ➤指定申請件数

  令和２年度 2社（うち1件は6社共同申請）

  令和３年度 0社

  令和４年度 1社（R4.7月末現在）

■企業連携UIJターン促進事業【令和３年度～】

 ➤PR動画制作企業数

  令和３年度 7社

  令和４年度 6社予定（R4.7月末現在）

■企業向け採用セミナーの開催【令和３年度】

 ➤参加企業数

  令和３年度 15社

■在宅ワーク応援事業セミナーの開催【令和３年度～】

 ➤参加者数

  令和３年度 32人

  令和４年度 20人（R4.7月末現在）

○
■室蘭商工会議所のまちづくりファンドを通して、感染防止対策や新たな事業・転換等、幅広い取り組みを

 支援【令和３年度～】

■北海道若者活躍プロジェクトの推進【令和２年度～】

■室蘭工業大学と連携した企業誘致により、精電舎電子工業(株)、(株)ビックボイスを誘致【令和元年度】

■パナソニックＩＴＳ(株)と地域課題解決に向けた包括連携協定を締結、同社は室蘭開発室を新たに

 開設【令和元年度】

■室蘭商工会議所と連携し、ものづくり・建設業の職業教育を行う退職技能者等を登録する「匠バンク」を

 創設【令和元年度】

■［再掲］企業の人材確保のほか、若者の定住促進のため、奨学金返還支援基金を造成

■室工大と連携した企業誘致活動

■[再掲]DX推進支援事業

⑭大型店との共存による商業振興と賑わい創出

⑬企業の人材確保や女性が働きやすい職場づくり ○

⑮大学・企業等との連携による人材育成と地元定着 ○
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戦略方針

取  組

R３年度末

進捗状況
令和3年度までの取組及び令和4年度の取組状況（青字：令和4年度取組）

■観光振興計画の策定【令和元年度】

■観光振興計画を踏まえた交流人口拡大への取り組み【令和３年度～】

 ・インフラツーリズム事業【令和３年度～】

  令和３年度 白鳥大橋主塔見学や港内クルーズなどのモニターツアーを実施

   ➤ツアー回数 11回、参加者 109人

  令和４年度 白鳥大橋主塔登頂クルーズ

   ➤ツアー回数 7回、参加者 60人

 ・釣りを活かした観光実証事業【令和３年度～】

  令和３年度 釣りと地域資源を組み合わせた体験型観光パッケージプランを実施

   ➤ツアー回数 7回、参加者 50人

  令和４年度 室蘭de手ぶらフィッシング

   ➤ツアー回数 4回、参加者 22人

 ・民間によるRVパーク運営【令和４年度～】

  旧屋台村跡地でRVパーク運営を行う民間事業者を公募

■総合体育館整備事業

 令和元年度 地質調査、実施設計

 令和２年度 建設工事

 令和３年度 建設工事、駐車場整備 外

 令和４年度 駐車場工事、外構工事

■祝津公園サッカー場整備事業

 令和２年度 測量調査

 令和３年度 実施設計、サッカー場整備 ※設計・施工・運営一括発注方式（DBO方式）による整備

 令和４年度 サッカー場整備、駐車場整備 外

■（仮称）入江運動公園テニスコート整備事業

■その他整備事業

 令和３年度 中島公園野球場多目的室等改修 外

 令和４年度 入江温水プール非常放送設備改修 外

■全国高等学校総合体育大会開催への取り組み

 令和５年度のフェンシング大会開催に向け、担当職員の配置や実行委員会を設置

■合宿誘致への取り組み

 女子サッカーに関わる合宿誘致を推進

■室蘭岳山麓総合公園とだんパラスキー場の民間事業者による利用促進策導入可能性について

 調査実施【令和２年度】

■室蘭岳山麓総合公園民間活力実証事業【令和３年度～】

 運動広場などの魅力アップにつながる取り組みを行う民間事業者を公募し、実証事業を実施

  令和３年度 事業者ヒアリング、公募型プロポーザルによる事業者の選定

  令和４年度 実証事業の実施、ちびっこサンパワーハウスのトイレ等改修

■広域観光圏協議会や北海道新幹線×nittan地域戦略会議での広域連携を推進【令和元年度～】

■炭鉄港のＰＲ推進【令和元年度～】

 令和元年度 炭鉄港推進協議会の設置

 令和２年度 構成文化財紹介看板設置、講演会の開催

 令和３年度 炭鉄港構成文化財バスツアーの開催

 令和４年度 炭鉄港フォーラム、炭鉄港めしイベントの開催

■森蘭航路のＰＲ推進【令和２年度～】

 令和２年度 森蘭航路のPRとともに、旅行会社が実施するツアーへの助成を実施

 令和３年度 チラシの更新、旅行会社へのPR訪問

 令和４年度 旅行会社が実施するツアーへの助成のほか、森蘭航路と室蘭港の歴史を学ぶツアーを開催

３．潤いある観光・文化・スポーツ振興

⑯観光拠点整備によるインバウンド対応強化と稼ぐ観光の推進 ○

⑰スポーツ施設の機能充実と大会・合宿誘致 ○

⑱総合公園の特性を活かした魅力充実 ○

⑲広域連携による観光、文化、魅力の発信 ○
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戦略方針

取  組

R３年度末

進捗状況
令和3年度までの取組及び令和4年度の取組状況（青字：令和4年度取組）

■民間団体への体育館棟の売却に合わせ、校舎棟などの安全確保のための補修工事経費を

 計上【令和元年度～】

 令和元年度 矩形校舎棟解体（着手後工期延期で次年度繰越）、プール棟解体

 令和２年度 矩形校舎棟解体、円形校舎棟外部改修、円形体育館棟売却

■アイヌ民具資料等を用いた室蘭市民俗資料館での企画展開催【令和2年度】

■アイヌ文化普及啓発事業【令和３年度～】

 ・市民向けの体験学習会や講演会を開催 

  ➤参加者数

   令和３年度 ０人（コロナにより中止）

   令和４年度 体験会と講演会を開催予定

 ・展示品の制作

   令和３年度 アイヌ民具の制作（刀子、漆器、笄等）

   令和４年度 アイヌ民具の制作を予定（刀、漆器等）

 ・民具資料保存備品整備

   令和３年度 資料保管用備品（桐製テンバコ）を整備                       

■縄文文化普及啓発事業

 収蔵品等の展示公開、模擬発掘体験、屋外説明板を整備

■民族共生象徴空間「ウポポイ」への市民見学会を開催【令和2年度】

 ➤参加者数 22人

■イタンキ生活館改修工事を実施（展示室新設・スロープ・多目的トイレ整備等【令和2年度】

■宮古港フェリー利用促進協議会が主体となり、室蘭～宮古間の貨物運送を行う運送事業者への調査を

 実施【令和元年度】

 ➤調査実績 41社 180件

■宮古港フェリー利用促進協議会が主体となり、フェリー利用貨物の動向調査を実施【令和３年度】

 ➤調査回答数 341社

■宮古・室蘭フェリー航路連絡調整会議への参加 外【令和元年度～】

■宮古市との交流事業の実施

 令和元年度

 ・フェリー航路就航1周年記念イベント開催

 ・宮古市産業まつり出展（観光・物産）

 ・修学旅行誘致活動実施

 令和２年度

 ・宮古市産業まつり出展（物産）

 ・八戸市内旅行会社へのPR訪問

 ・室八航路PRポスター作成

 令和３年度

 ・宮古市産業まつり出展（物産）

 令和４年度

 ・宮古市産業まつり出展（観光・物産）

■客船誘致に向けた海外セールスの実施【令和元年度～】

 ➤訪問国

  令和元年度 アメリカ

■祝津埠頭の老朽化対策及び客船対応に向けた整備【令和２年度～】

 令和２年度 岸壁整備、駐車場整備に係る設計、アンローダ撤去

 令和３年度 岸壁整備、駐車場整備 ほか

 令和４年度 一部供用開始

       入港予定：クルーズ船2隻（R4.7月末現在）

○

■室蘭港の方向性を抜本的に見直し、新たな航路・企業誘致に繋げるための計画改訂

 令和元年度 長期構想検討、港湾計画の検討、各種環境調査 等

 令和２年度 長期構想策定、港湾計画の検討、各種環境予測 等

 令和３年度 港湾計画改訂

■開港150年・市政施行１００年記念事業基金を造成【令和元年度】

■関係団体等と連携を図るための庁内推進本部の設置及び実行委員会の設立【令和２年度】

■事業計画の作成、実施事業の検討、記念事業専用サイトの作成、キャッチフレーズ、ロゴマーク決定、

 PR動画・ノベルティグッズ作成 ほか【令和３年度】

■各種記念事業の実施【令和４年度】

４．世界に貢献する港づくり

㉓新たな物流航路構築に向けた取り組み

⑳旧絵鞆小学校を活用した縄文、アイヌ文化の保存と伝承 ○

㉑宮蘭フェリーの安定就航に向けた利用促進 ○

㉒大型客船に対応した岸壁整備と客船誘致 ○

㉔先人への感謝と未来に向けた開港150年・市制100年事業 ○
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戦略方針

取  組

R３年度末

進捗状況
令和3年度までの取組及び令和4年度の取組状況（青字：令和4年度取組）

■火葬場整備事業

 令和元年度 建設工事

 令和２年度 供用開始

■環境科学館・図書館整備事業

 令和元年度 建設工事、展示整備、プラネタリウム整備 外

 令和２年度 建設工事、展示整備、プラネタリウム整備、周辺道路整備 外

 令和３年度 展示整備、外構・駐車場整備、既存建物解体 外

       供用開始

■［再掲］総合体育館整備事業

■公設地方卸売市場移転建替

 令和元年度 公設市場移転建替用地の測量・地質調査、基本設計

 令和２年度 実施設計

 令和３年度 実施設計、建設工事、外構工事 外

 令和４年度 供用開始

○
■財政の見通しや行政改革プランの策定を踏まえ、方向性を検討

■立地適正化計画に基づく居住誘導区域への誘導政策を実施【令和元年度～】

 ・子育て・若年者世代転入者マイホーム購入助成

  ➤助成件数

   令和元年度 21件

   令和２年度 15件

 ・空家活用促進助成金（リフォーム助成）

  ➤助成件数

   令和元年度 1件

   令和２年度 1件

   令和３年度 0件

   令和４年度 0件（R4.7月末現在）

■市営住宅における高齢者特定目的住宅の指定替え【令和２年度～】

 ➤指定替え件数

  令和２年度 9件

  令和３年度 5件

  令和４年度 0件（R4.7月末現在）

【再掲】■新婚・出産新生活応援助成【令和２年度～】

■みなとまち散策路再整備事業【令和２年度】

■老朽空家等活用支援助成事業（空家活用促進助成金）の見直し【令和２年度～】

 ➤助成件数

  令和２年度 3件

  令和３年度 3件

  令和４年度 0件（R4.7月末現在）

■まちなかオープンスペース有効活用事業【令和２年度～】

 令和２年度 市民参加による官民連携中央町オープンスペース楽しまさる会議発足

 令和３年度 広場整備、広場の運営管理、各種イベントの開催（イベント利用80回）

 令和４年度 有志による市民団体が結成され、活動を継続

■地域住民主体によるまちづくりの推進（地区別構想作成推進）【令和3年度～】

 令和３年度 小学校区を基に、構想の作成・実行メンバーを募集

 令和４年度 ４地区で会の発足に向けて協議開始（R4.7月末現在）

■公園再編推進事業【令和３年度～】

 令和３年度 中島地区公園実態調査

 令和４年度 中島地区公園再編計画作成

５．将来を見据えた公共施設整備と行財政改革

㉖将来負担を考慮した本庁舎、給食センターなど施設更新計画の作成

㉕火葬場、環境科学館・図書館、体育館、市場の着実な整備 ○

㉗立地適正化計画を踏まえたコンパクトなまちづくり ○
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戦略方針

取  組

R３年度末

進捗状況
令和3年度までの取組及び令和4年度の取組状況（青字：令和4年度取組）

■公共建築物の一元管理の推進に向けた取り組み【令和２年度～】

 令和２年度 修繕・工事の予算費目を統一、修繕について建築管理課で一元的に予算を執行

       各公共施設の光熱水費の予算費目を統一

       行政マネジメント推進課で一元的に予算を執行

 令和３年度 工事について建築管理課で一元的に予算を執行

■自主財源の確保に向けた取り組み【令和２年度～】

 ・入湯税の導入

 ・学校開放事業等の利用料見直し

■職員の持ち家手当に対する住居手当を廃止

■火葬場に指定管理者制度を導入

■おくやみコーナーを開設

■東京事務所を廃止

■ふるさと応援寄付金ポータルサイトの拡充

■ネーミングライツの推進

■ごみ処理・リサイクル事業の見直し

 収集地区再編、プラスチック製容器包装分別収集廃止、ごみ処理手数料改定

■土木設計・工事監理業務の集約化

○

■RPA（ロボティクス・プロセス・オートメーション）の導入による業務効率化の取り組み【令和元年度～】

 令和元年度 法人住民税データ検索、人事給与計算、学校災害共催給付金申請業務に導入

 令和２年度 時間外勤務手当のシステム入力業務、スクール児童館名簿登録等業務に導入

 令和３年度 個人住民税の賦課業務に導入

■人事政策の見直し【令和元年度】

■人材育成基本方針を改定【令和元年度】

■人事評価結果の処遇への反映【令和２年度】

■職員提案による業務改善等の推進

㉙ＩＣＴ活用による業務の効率化と市民サービスの向上

㉚市民に親しまれ活力ある市役所づくり ○

㉘不断の行政改革と歳入増加の取り組み ○
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