
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 室蘭市総合戦略 
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室蘭市総合戦略 

第１章 室蘭市総合戦略の基本的な考え方 
 

１．室蘭市総合戦略策定の趣旨 

本市は、天然の良港である室蘭港を中心に製造業が集積した歴史を持ち、昭和30年代は高

度成長下の旺盛な労働力需要を背景とした人口の急増があった一方で、昭和40年代以降進め

られた企業の合理化等を契機に、昭和45年の16万2,059人（国勢調査）をピークとした人

口減少が続いています。 

まちの根幹をなす人口の確保はきわめて重要な課題であり、本市はこれまでも独自の人口

分析を行い「人口定住対策行動計画（平成6年）」「室蘭定住対策プロジェクト（平成16年）」

「子育て応援プラン（平成26年）」などの人口減少対策を進めてきました。 

一方、国は平成20年から人口減少局面を迎え、今後少子高齢社会を背景とした急速な人口

減少が予測されるなかで、平成 26年 12月に「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定、

人口減少の克服と地方創生にあわせて取り組み、将来にわたって活力ある日本社会を維持す

るための基本的な考え方や今後の施策の方向等を示しました。 

日本全体が総力を結集してまち・ひと・しごと創生に取り組む今、本市においても人口減

少を抑制し、将来にわたって活力ある地域社会を創生するため「室蘭市総合戦略」を策定し、

地域住民との意識共有や産学官金等の連携による施策の推進を図っていきます。 

 

２．室蘭市総合戦略の位置づけ 

室蘭市総合戦略は、「まち・ひと・しごと創生法」第10条に基づく「市町村まち・ひと・

しごと創生総合戦略」として策定するものであり、国が策定した「まち・ひと・しごと創生

総合戦略」や北海道の「北海道創生総合戦略」を踏まえ、室蘭市人口ビジョンに示した将来

展望の実現に向けた今後５年間の目標や施策の基本的方向、具体的な施策をまとめるもので

す。 

 

３．室蘭市総合戦略の推進期間 

本戦略の推進期間は、平成27年度から平成31年度までの5年間とします。 

 

４．室蘭市総合戦略の推進体制等 

（１）本市における推進体制 

本戦略に係る取組みを効果的に推進していくためには、幅広い関係者の連携が必要であり、

住民代表をはじめ、学識経験者や産業界、金融機関等で構成する「室蘭市総合戦略推進会議」

を推進組織とし、市議会や各種市民団体等の意見も適宜反映させながら施策を推進していき

ます。 
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室蘭市総合戦略 

 

（２）地域連携等による推進 

国や北海道との連携のほか、西いぶり定住自立圏の中心市として近隣自治体との広域連携

を図るとともに、COC＋［1］事業に取り組む室蘭工業大学など、様々な主体と連携・協働しな

がら取り組みを推進していきます。 

 

（３）PDCA サイクル［2］ 

本戦略を着実に推進するため、「室蘭市総合戦略推進会議」での議論等を踏まえ、毎年度戦

略の実施状況を検証し、必要に応じて見直しを行うPDCAサイクルを確立します。 

  

＜用語解説＞ 

［1］：COC＋事業とは、「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業」の略称。大学が地方公共団体や企業等と協働して、

魅力ある就職先を創出するとともに、地域が求める人材を養成するために必要な教育カリキュラムを実施する大学を

支援する事業。室蘭工業大学は、平成27年度の事業に採択されている。 

［2］：PDCAサイクルとは、Plan（計画）、Do（実施）、Check（評価）、Action（改善）の４つの視点をプロセスの中に取り

込むことで、プロセスを不断のサイクルとし、継続的な改善を推進するマネジメント手法。 
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室蘭市総合戦略 

第２章 室蘭市総合戦略の基本目標と主な施策 
 

１．基本目標 

本市が人口減少を抑制し、将来にわたり活力ある地域社会を創生するためには、室蘭市人

口ビジョンにて示した方向性実現に向けた施策を展開するとともに、本市が有する特徴的な

資源を活かした、まちの強みをのばす取組みを進めていくことが必要です。 

このことを踏まえ、本戦略の基本目標を以下のとおり設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■室蘭市総合戦略の基本目標 

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 

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 

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 

 

プラス１．広域連携等による魅力ある地域づくり 

 

これらの基本目標には数値目標を設定し、今後 5年間での達成に向けた施策を進めていき

ます。  

室蘭市が進める「まち・ひと・しごと創生」 

人口ビジョンの方向性実現 

「働くまち」として 

室蘭市を選んでもらう 

働く人に「住むまち」 

として選んでもらう 

室蘭市に住み、結婚や出産・子

育てしたい人の希望をかなえる 

本市が有するまちの資源を活かす 

ものづくりのまちの 

産業・雇用基盤 

室蘭港 

（フェリー・客船・小口貨物輸送等） 

充実した医療・介護体制 

（西胆振医療圏） 

工場夜景・自然景観等の 

観光資源 

西いぶり定住自立圏など 

広域連携の取組み 

室蘭工業大学・専門学校等の 

教育機関 
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室蘭市総合戦略 

２．数値目標及び主な施策 

（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 

 ※平成22～26年度 1,942人 ⇒ 平成27～31年度 1,750人 

・市の施策により創出する新規雇用者数 400人（平成27～31年度） 

※市長公約において掲げられた300人の雇用創出をさらに推進 

 

基本的な方向 

本市は、鉄鋼業を中心とした製造業が基幹産業となっています。過去には合理化がすすめ

られた経緯があり人口減の要因にもなりましたが、近年では事業者数およそ8,000人前後で

安定的に推移しており、まちの雇用や定住人口の下支えとなっています。 

今後、生産年齢人口が縮小していくことが見込まれる中、女性も含めた幅広い人材確保や、

生産性向上の支援策など、引き続き製造業の振興に取り組むほか、幼少期から本市の産業や

ものづくりへの関心を育む取組みを進めていきます。 

製造業以外では、特に卸売業・小売業・建設業などにおいて従業員数の減少がみられるこ

とから、事業継続や人材確保につながる支援策を充実し、雇用の裾野を広げていきます。 

また、ホタテ等の水産物や加工品など本市の地場産品を広く PRすることで、販路拡大な

どにつなげていきます。 

高校生や大学生の域外就職は、人口流出の要因の一つとなっています。地元企業の情報を

積極的に発信する取組み等により、地元就職を促進していきます。 

また、これらの雇用基盤を活かしたUIJ［3］ターンを、本市が持つ様々な縁を活かしながら

効果的に実施していきます。 

 

具体的な施策と重要業績評価指標（KPI） 

分類 具体的な施策 重要業績評価指標(KPI) ［4］ 

「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 

▶高校生、大学生等の地元企業への就職促進

や効果的な情報発信等による UIJターンの

推進 など 

・市内高校生の西胆振管内

就職率 74％ 

（平成31年度） 

※平成22～26年度 71.0％ 

・UIJターン促進による新

規就業者数 50人 

（平成27～31年度） 

※平成22～26年度 42人 

 

  

＜用語解説＞ 

［3］：ＵＩＪターンとは、都市などに住んでいる人が、出身地など別の地域に移り住むことの総称。 

［4］：重要業績評価指標（KPI）とは、目標達成に向かって業務を進める上で、「何をもって進捗とするのか」を定義するた

めに設定される尺度。総合戦略においては、原則、その結果として住民にもたらされる便益（アウトカム）に関する

数値目標の設定が必要だが、行政活動そのものの結果（アウトプット）に係る指標を定めることでも差し支えない。

KPIは、Key Performance Indicator。 
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室蘭市総合戦略 

具体的な施策と重要業績評価指標（KPI） 

分類 具体的な施策 重要業績評価指標(KPI) 

「働くまち」の

元気を維持する 

●ものづくり産業の基盤強化 

▶企業の現場改善による生産性向上への支援

や女性のものづくり企業への就業支援、幼

少時からものづくりの大切さを学ぶ「てつ

いく」の推進 など。 

・市の支援策により人材

育成に取り組んだ企業

の件数 30件 

（平成27～31年度） 

・室蘭での営業・操業が

経営課題となっている

と回答する企業の割合 

32％ 

（平成31年度） 

※平成26年度商工会議所

アンケートの結果 

37.4％ 

●業種を問わずやる気のある企業を支援 

▶建設業や介護など人材不足分野への支援や

意欲ある企業の活性化を促す支援 など 

「働くまち」の

競争力を高める 

●企業誘致等の推進 

▶対象業種の拡大や支援策の充実 など 

・産業振興条例に基づく

助成申請件数 10件 

（平成27～31年度） 

※平成22～26年度 9件 

●地場産品の販路拡大や創業支援 

▶国内外への特産品 PR等による販路拡大支

援、金融機関と連携した創業支援 など 

・商談会参加など、販路

拡大に新規に取り組む

企業等の件数 10件 

（平成27～31年度） 

・金融機関と連携した支

援策による新規創業件

数 70件 

（平成27～31年度） 

※平成22～26年度 57件 
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室蘭市総合戦略 

（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 35％（平成31年度） 

※ 平成27年度市民アンケートの結果 25.5％ 

 

基本的な方向 

近年20～30代の人口流出が顕著であったことを背景に、平成26年度より本市独自の子育

て支援策である「子育て応援プラン」を打ち出し、子育て世代が「住みたい」「住み続けた

い」と思えるようなまちづくりを進めており、今後も人口定住につながる取組みなどさらな

る推進を図っていきます。 

特に本市は、利便性の良い平坦な土地が少なく、近隣市より宅地価格や家賃が高い住宅事

情があり、このことに起因する子育て世代の転出がみられることから、「室蘭で働き室蘭に

住みたい」方々の思いにこたえる定住環境の整備等に、民間とも連携しながら取り組みを進

めていきます。 

 

具体的な施策と重要業績評価指標（KPI） 

分類 具体的な施策 重要業績評価指標(KPI) 

「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 

▶特定不妊治療費助成や第３子以降の保育料

無料化、子育て支援を行う「子育て応援団

登録制度」 など 

・特定不妊治療助成件数 

200件 

（平成27～31年度） 

・子育て応援団の登録件

数 290件 

（平成27～31年度） 

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 

▶子育て世代の持家住宅促進助成や民間と連

携した子育て世代向け共同住宅の整備、公

共施設跡地を活用した宅地供給 など 

・子育て世代持家住宅促

進助成件数 900件 

（平成27～31年度） 

・民間と連携した子育て

世代向け共同住宅の整

備棟数 8棟 

（平成27～31年度） 
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室蘭市総合戦略 

（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 1,400,000人（平成31年度） 

※平成26年度 1,049,772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 5件 

（平成27～31年度） 

 

基本的な方向 

本市は、天然の良港「室蘭港」を中心に北海道の物流の要所として発展してきており、近

年では大型客船の寄港地として西胆振地域における交流の拠点にもなっています。 

また、港には鉄道の引き込み線があり、これを活用した取扱貨物の多様化など更なる物流

拠点に向けた取組みや、東北以北随一の大型客船受入れ態勢を活かした誘致活動及び寄港地

としての魅力向上等により、室蘭市への「ひと」と「もの」の流れを生み出していきます。 

宮古市とのフェリー航路就航に向けた取組みが進められており、開設の効果を地域にもた

らすため、物流のみならず市・圏域同士の交流促進などを進めていきます。 

本市には工場夜景の取組みや、地球岬をはじめとした自然景観など、人を呼び込む多くの

魅力的な観光資源があり、平成 28年 3月に開業が予定されている北海道新幹線の効果を地

域にもたらしていくためにも、これらを磨き上げ、また一体的に楽しんでいただけるような

取組みを進め、交流人口の拡大につなげていきます。 

 

具体的な施策と重要業績評価指標（KPI） 

分類 具体的な施策 重要業績評価指標(KPI) 

「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 

▶国内外の客船誘致や宮古市とのフェリーを

活用した地域間交流の促進 など 

・宮古航路を活用した地

域間交流事業の実施 

（平成27～31年度） 

・客船の寄港回数 30回 

（平成27～31年度） 

※平成21～25年度 24件 

●観光客受け入れ態勢の整備や観光拠点の整

備検討 

▶Wi-Fi環境［5］整備や工場夜景の魅力向上に

向けた取り組み、観光資源をつなぐ拠点整

備の検討 など 

・夜景観光バス参加者数 

2,000人 

（平成31年度） 

※平成26年度 1,419人 

・主要観光地（地球岬・

道の駅等）を訪れる人

の数 900,000人 

（平成31年度） 

※平成26年度 730,175人 
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室蘭市総合戦略 

 

具体的な施策と重要業績評価指標（KPI） 

分類 具体的な施策 重要業績評価指標(KPI) 

「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［6］ 

▶宮古市とのフェリー航路就航や小口コンテ

ナ活用による道産品貨物取扱の促進 など 

・室蘭港の貨物取扱量 

2,530万トン 

（平成31年） 

※平成26年 

2,300万トン 

 

  

＜用語解説＞ 

［5］：Wi-Fi環境とは、特定エリアにおいて無線でネットワークに接続し、インターネットが利用できる環境。 

［6］：ポートセールスとは、港の管理者が関連企業等に自らの所有する港のメリットを説明し、船舶や貨物を誘致すること。 
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室蘭市総合戦略 

（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 184,000人（平成31年度） 

 ※社人研推計準拠  180,982人 

 

基本的な方向 

地理的・歴史的なつながりがある西胆振圏域 6市町では、「西いぶり定住自立圏」を形成

し、共生ビジョンに基づく様々な取組み等により、魅力あふれる圏域づくりを行っています。

本市は、西胆振の中心市として近隣市町と協力しながら広域連携をさらに推進し、圏域全体

の人口流出を抑制する取り組みを進めます。 

東京圏の高齢化問題への対応や、地方への人の流れの推進の観点から、充実した医療・介

護体制を活かし、西胆振3市3町の広域連携の中で「生涯活躍のまち［7］」構想の検討を進め

ていきます。 

本市には共同研究や人材育成など、まちの産業振興等に深く関わりを持つ室蘭工業大学や

専門学校が立地しています。大学や専門学校等との連携による人材の育成・定着の取組みな

ど、西胆振圏域のみならず北海道全体の活性化や人口定住につなげていきます。 

 

具体的な施策と重要業績評価指標（KPI） 

分類 具体的な施策 重要業績評価指標(KPI) 

西胆振の連携を

深め圏域の魅力

を高める 

●西いぶり定住自立圏をはじめとした広域連

携の推進 

▶西いぶり定住自立圏をはじめ近隣自治体と

の広域連携事業の推進 

・新規広域連携事業等の

件数 4件 

（平成27～31年度） 

●西胆振の連携による「生涯活躍のまち」構

想の推進 

▶元気な高齢者の移住推進や西胆振医療圏の

充実した医療介護体制を活かす取り組みに

ついて圏域が連携し検討 

・西胆振版「生涯活躍の

まち」構想の策定及び

推進 

（平成27～31年度） 

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 

▶女子を含む人材確保や道内・市内への就職

率向上 など 

・室蘭工業大学卒業生の

道内就職者数 58％ 

（平成31年度） 

※平成26年度 48％ 

 

  

＜用語解説＞ 

［7］：「生涯活躍のまち」とは、東京圏をはじめとする地域の高齢者が、希望に応じ地方や「まちなか」に移り住み、地域

住民や多世代と交流しながら健康でアクティブな生活を送り、必要に応じて医療・介護を受けることができるような

地域づくりを目指すもの。 
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室蘭市総合戦略 

（参考）室蘭市総合戦略で展開する施策の連携イメージ 

 

 

 

 

室蘭市人口ビジョンの方向性  「働くまち」として室蘭市を選んでもらう 

               働く人に「住むまち」として選んでもらう 

               室蘭市に住み、結婚や出産・子育てしたい人の希望をかなえる 

新卒者の地元就職と 
ＵＩＪターンの推進 

企業誘致の推進 業種を問わず 
やる気のある 
企業を支援 

ものづくり産業の 
基盤強化 

地場産品の 
販路拡大や創業支援 

「子育て応援プラン」の
促進 

子育て世代にやさしい 
定住環境整備 

国内外の客船誘致等に 
よる交流促進 

観光客受け入れ体制の 
整備や観光拠点の整備検討 

国内外への積極的な 
ポートセールス 

（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 

（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 

（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 

室蘭に住み・働く人が、 

産み・育てやすい環境の 

実現 

フェリー航路等を活用した 

産業交流・企業誘致 

西いぶり定住圏を 
はじめとした 
広域連携の推進 

西胆振の連携による
「生涯活躍のまち」

構想の推進 

室蘭工業大学や 
専門学校と連携した 
各種取組を展開 

（プラス１）広域連携等による魅力ある地域づくり 

学生の地元就職促進 

広域観光の推進等による 

持続可能な圏域の形成 


