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Ⅰ はじめに

令和４年第１回市議会定例会の開会に当たり、市政運営に

対する私の所信と主な取り組みを申し上げます。

世界で猛威をふるう新型コロナウイルス感染症の拡大は、

市民生活のあらゆる場面に影を落とし、今また、新たな変異

株が広がりを見せるなど、未だ先行きが見通せない状況にあ

ります。

この間、何よりも市民の皆様の命と暮らしを守ることを最

優先に、市内における感染状況や地域経済の実情を勘案しな

がら、対応にあたってまいりました。

市民や事業者の皆様には、長期にわたりご理解とご協力を

いただいていることに、深く感謝を申し上げます。

今後も、日々変化する状況を的確に捉え、市民に寄り添い

ながら、感染拡大の防止と地域経済活動の両立にしっかりと

取り組んでまいります。

また、新型コロナ対策と並行して、市民に約束した「誇り

輝く室蘭」の実現に向けた取り組みを進めてきましたが、昨

年末には、市民待望の環境科学館・図書館「えみらん」が開

館し、地域に新たな賑わいが生まれているほか、新年度には、

総合体育館の開館を予定しており、さらなる交流の広がりを

期待しているところであります。

今、本市の経済動向に目を向けると、新型コロナの影響が

各所に残る一方で、国内外の鉄鋼需要の拡大を背景に基幹産
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業が回復基調にあるほか、新たな企業の進出や設備投資など、

明るい動きも見られています。

石炭の積み出し港からはじまり、エネルギー産業の変遷と

ともに発展した本市の将来を展望すると、世界的な脱炭素化

の潮流は、新たな飛躍やまちの活性化につなげるチャンスで

あります。

直面する課題に真摯に向き合い、着実に歩みを進めるとと

もに、このまちの可能性を信じ、新たな挑戦を続けながら、

「将来にわたり住み続けたいまち」の実現に向けて、全力で

取り組んでまいります。

Ⅱ 市政運営の基本姿勢

はじめに、市政運営の基本的な考え方を申し上げます。

喫緊の課題である新型コロナ対策については、国の経済対

策と連動し、切れ目の無い感染症対策や地域経済対策に取り

組むとともに、「誇り輝く室蘭」の総仕上げに向けて、５つ

の戦略方針に基づく取り組みをさらに推進していきます。

感染症対策では、５歳以上の幼児や小学生も含め、ワクチ

ン接種を着実に進めるとともに、引き続き小中学校・公共施

設等における感染予防を徹底します。

また、地域経済対策では、市内の事業者による新たな事業

手法の導入や事業転換等の取り組みを支援するほか、住宅リ
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フォーム助成の実施により、市内建設事業者の受注機会の拡

大を図ります。

さらに、今後の感染状況を見極めながら、消費喚起を図っ

てまいります。

最重要課題である人口減少対策では、研究開発・IT 分野

や再生可能エネルギー分野をはじめとした企業誘致に今後

も精力的に取り組むほか、東京圏在住者の地方への関心の高

まりや働き方の多様化など、社会情勢の変化にも目を向けな

がら、地方における起業やビジネスモデルの構築も支援して

まいります。

また、公共交通や廃棄物収集など、市民生活に欠かすこと

のできない基礎的サービスの維持・確保に向けた取り組みを

進めるとともに、まちづくりを支える持続可能な財政基盤の

確立に向けて、選択と集中の視点を持った行政改革を着実に

実行してまいります。

さらに、本市は昨年10月、2050年までに二酸化炭素排出量

実質ゼロを目指す「ゼロカーボンシティ」を宣言したところ

でありますが、恵み豊かな環境を次の世代へ確実に引き継い

でいくため、市民や地域、事業者の皆様と一体となって、地

球温暖化抑制への行動を積極的に進めてまいります。
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Ⅲ 重要課題への対応

次に、直面する重要課題への対応について申し上げます。

はじめに、地域医療の再編についてであります。

先般、地域医療連携・再編等推進協議会を一時休止したと

ころでありますが、新年度においては、コロナ後を見据えた

各病院の意向や、医育大学から再編に関わる意見を伺い、医

師会を含む関係者との対話を丁寧に進めるとともに、市立病

院については、引き続き経営改善に取り組みながら、今後の

再編において担うべき役割を明確化するなど、第２次中間取

りまとめで合意した「目指す姿」の実現に向けて、全力を尽

くしてまいります。

次に、フェリー航路の休止への対応についてであります。

室蘭・八戸間のフェリー航路については、本年 1 月末をも

って休止となりましたが、今後もフェリーターミナル施設の

適切な維持管理を行うとともに、宮古市や八戸市などフェリ

ーでつながったまちとの交流継続に努めてまいります。

また、新型コロナや燃料油価格の動向、北海道と東北・関

東間の広域的な物流動向の変化等について、情報収集に努め

ながら、経済団体や関係自治体と連携し、航路再開に向けた

糸口を探ってまいります。

次に、公共施設適正化の推進についてであります。

先般、今後 20 年以内に建て替え時期を迎える８施設につ

いて、全ての建て替えは困難でありますことから、施設機能



５

維持の優先度をお示ししたところですが、今後、利用団体や

市民意見を丁寧に伺いながら検討を進め、新年度内に将来的

な方向性を示していきます。

また、市役所本庁舎や給食センターについては、求められ

る規模や機能、財政負担を極力抑える事業手法などを精査し、

施設のあり方に関する基本的な考え方を示してまいります。

Ⅳ 誇り輝く室蘭を目指して

次に「誇り輝く室蘭」の実現に向けた５つの戦略方針に基

づく主な施策を申し上げます。

なお、教育行政に係る基本的な考え方や施策については、

教育長より、教育行政方針として申し上げます。

１．安心できるまちづくり

はじめに「安心できるまちづくり」であります。

子育て環境の充実では、各保育所における保育支援者の雇

用要件を緩和し、保育士の負担軽減につなげるほか、特別支

援保育については、障がいの実態に応じた保育士の配置を行

うなど保育体制の強化を図ります。

定住促進では、新たに東京圏から移住し、起業をする人や

専門学校等で学び直す人を支援するほか、結婚を希望する人

の出会いの場づくりや、結婚･出産に伴う引越し費用の助成な

ど、若い世代への切れ目のない支援を進めてまいります。
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さらに、多様な働き方に対応したテレワーク移住の推進に

取り組んでまいります。

災害に強いまちづくりでは、各地区の連合町会と協議を進

め、避難所の体制整備を図るとともに、旧蘭中児童センター

を災害備蓄庫として整備するなど、円滑な避難所開設・運営

に向けた準備を進めます。

障がいのある方の自立支援では、関係機関と連携して、福

祉的就労事業所と業務発注者のマッチングを促す新たな仕

組みを構築し、就労機会の確保を図っていきます。

外国人と共生するまちづくりでは、本市での生活に必要な

情報をまとめた「外国語版くらしの便利帳」を作成するほか、

市内で働く外国人などを対象とした日本語講座を開催し、職

場等におけるコミュニケーションの円滑化を支援します。

地域コミュニティの活性化については、新たに地区連合町

会会館駐車場の取得や整備を支援することで、地域活動の拠

点づくりを促進するほか、町内会等のデジタル化推進に向け

て、指導者養成講習会やモデル地区による電子回覧板等の研

修会などを実施します。

地域公共交通では、相乗りタクシーなど、現在行っている

室蘭 MaaS プロジェクトの成果と課題を検証し、持続可能な

公共交通の構築に向けた検討を進めます。
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２.ものづくりのまちが挑む北の先端産業都市づくり

次に「ものづくりのまちが挑む北の先端産業都市づくり」

であります。

脱炭素社会の実現に向けた取り組みでは、市民への「ゼロ

カーボンシティ」に関する趣旨普及や啓発を積極的に行いな

がら、温室効果ガスの排出抑制等に向けた施策の方向性や中

長期の削減目標を定めた、地方公共団体における実行計画や、

港湾分野における「カーボンニュートラルポート形成計画」

を策定してまいります。

また、産業分野では、昨年、多くの企業や大学等が参加す

る脱炭素社会創造協議会を設立したところであり、室蘭地域

の水素需給ポテンシャルを踏まえ、引き続き地域特性を活か

した産業創造に取り組むほか、地元企業の参画促進に向けて、

水素エネルギーフォーラムを開催します。

成長産業への参入支援では、地元企業の受注機会の創出や

販路の拡大に向けて、航空宇宙産業関連展示会への出展を支

援します。

また、UIJターン就職者の採用を進める企業の情報発信や奨

学金返還支援などにより、市内就職を促進するほか、創業支

援では、新たに空き地等における店舗の新築を対象とすると

ともに、転入者や若者に加算措置を設けることで、移住・定

住を促進し、まちの賑わい創出につなげていきます。
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３．潤いある観光・文化・スポーツ振興

次に「潤いある観光・文化・スポーツ振興」であります。

地域資源を活かした観光の推進では、引き続き「白鳥大橋

主塔登頂クルーズ」のPRや、「室蘭de手ぶらフィッシング」

の事業化に向けた取り組みを進めるとともに、新たに旧屋台

村跡地において民間事業者主体のRVパーク事業を実施します。

室蘭岳山麓総合公園では、四季を通じた利用促進を図るた

め、民間活力による事業化を見据えた実証事業に取り組み、

公園の特性を活かした魅力の充実につなげていきます。

広域観光の推進では、全国工場夜景サミットや森蘭航路ツ

アーを開催するなど、関係自治体と連携し、地域の魅力を発

信していきます。

縄文文化の保存と伝承では、旧絵鞆小学校において、市民

団体と連携し、収蔵品の展示公開や体験イベントなど、縄文

文化に触れる機会を創出します。

スポーツ環境の充実では、総合体育館の駐車場整備やテニ

スコートの実施設計に着手するほか、祝津公園サッカー場の

整備を進めます。

４.世界に貢献する港づくり

次に「世界に貢献する港づくり」であります。

将来を見据えた港づくりでは、2050年のカーボンニュート

ラルを見据え、北海道・東北各地域で進む洋上風力発電プロ
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ジェクトにおいて、室蘭港が洋上風力発電の開発・製造拠点

としての機能を果たすことを目指し、岸壁や港湾用地の利用

調整を適切に図るなど、関連企業の動きを後押ししてまいり

ます。

また、雇用の増加や地元企業の受注機会拡大、多数の関連

船舶の寄港等による地域経済への波及効果について理解を深

めるセミナーを開催します。

本年５月に暫定供用を予定している祝津埠頭については、

コロナ後を見据えたクルーズ船の誘致に努めるとともに、本

供用に向けた岸壁改良や、駐車場・臨海公園の整備を進めま

す。

開港150年・市制施行100年の記念の年を迎えるにあたって

は、「まち・ひと・みなと つながりが未来を創る」をキャッ

チフレーズに、記念式典のほか、「炭鉄港フォーラム」や「み

なとオアシスSea級グルメ大会」、｢デジタル教育体験事業｣

など、各種イベントを開催し、先人の偉業をたたえ、まちの

歴史を再認識し、未来につないでいくとともに、記念の年に

あわせて招致した「港湾都市協議会」や「ザ・シンポジウム

みなとin室蘭」等を通じて、「みなとまち室蘭」を広く内外

にPRしていきます。

また、カントリーサインの更新や、ブランドマークの普及･

活用促進により、新たなまちのイメージを発信していきます。
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５．将来を見据えた公共施設整備と行財政改革

次に「将来を見据えた公共施設整備と行財政改革」であり

ます。

新年度の一般会計予算は、企業の設備投資に伴う固定資産

税の増加や既存事業の見直しの徹底により、収支均衡を図り

ましたが、今後も厳しい行財政運営が見込まれることから、

不断の努力で行財政改革を進めていきます。

歳入確保の取り組みでは、新たに総合体育館にネーミング

ライツを導入するほか、市営住宅駐車場の入居者以外への貸

し付けなど、市有財産の有効活用を図ります。

ごみ処理・リサイクル事業では、ごみの減量化に向けて、

生ごみ処理機等の購入費を助成するほか、収集地区の再編な

ど廃棄物収集業務の効率化に向けた取り組みを進めます。

立地適正化計画の推進では、室蘭工業大学と連携し、中島

地区の公園再編計画の策定に取り組むほか、住宅事業者等と

連携し、マイホーム取得希望者と空き家所有者をマッチング

させる新たな取り組みに着手します。

公共施設の整備では、９月の開場に向けて公設地方卸売市

場の整備を進めるほか、東町たいわ団地４号棟の建設を進め

ます。

デジタル技術の活用では、公共施設に Wi-Fi 機能を装備す

るほか、LINE による情報発信機能を強化するなど、市民サ

ービスの向上に向けた取り組みを進めます。
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Ⅴ むすび

以上、令和４年度における市政運営の基本姿勢と主な施策

について申し上げました。

昨年末、環境科学館がオープンし、連日多くの子どもたち

で賑わっているところですが、先日、50 年前に旧青少年科

学館の科学クラブに参加したことがきっかけで技術職の分

野に進み、現在、東京で洋上風力にも関連する大手企業の社

長をされている本市出身の方にお会いする機会がありまし

た。

その方には、「室蘭を応援したい、何か役に立ちたい」と

いう強い思いがあり、室蘭港の優位性等について、熱心に語

っておられました。

遠くにいてもふるさと室蘭のことを思い、支えてくださる

人の存在を改めて心強く感じたところであり、こういった

方々との繋がりを大切にするとともに、産業の振興につなげ、

将来を担う子どもたちが、地元で学び、働き、夢をかなえら

れる、魅力あるまちづくりを進めていく決意を新たにしたと

ころです。

今年は、開港 150 年・市制施行 100 年の本市にとって大き

な節目となる記念の年であります。

世界の産業構造が大きな変革期を迎える中、次の 100 年の

発展に向けて、先人が育んできた地域資源を最大限に活かし
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ながら、将来を見据えた挑戦を続け、確かな礎を築いていき

ます。

そして、市民の皆様とともに、輝かしい未来を展望し、新

たな室蘭の歴史をつくってまいります。

終わりに際し、議員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。




