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序章－室蘭市観光振興計画の趣旨 
 

 １ 計画策定の趣旨 

 

本市では平成元年 6月に「室蘭市観光振興計画」を策定し、平成 10 年 4 月に

は白鳥大橋開通を想定した改訂を行い、この計画に基づき観光振興に取り組ん

できました。しかし 21 世紀に入り、少子高齢化や人口減少、団塊の世代（※1）

の大量退職、高度情報化やグローバル化（※2）などの進展により、我が国の社会

環境が大きく変化している中、人々の観光ニーズもソフト面を重要視した体験

型・学習型観光に焦点が当てられているなど、価値観やライフスタイルが多様

化してきました。 

また、世界規模での交流が進む中、観光は 21 世紀における基幹産業になり得

ると認識され、観光立国の実現は 21 世紀の我が国の経済社会の発展のための不

可欠な重要課題となっています。観光は、人や情報の移動・交流、地域におけ

る消費の増加や新たな雇用の創出など、幅広い経済効果をもたらすといわれる

中で、国は「観光立国推進基本法」を制定し、同法に基づき「観光立国推進基

本計画」の策定、さらには平成 20 年 10 月に国土交通省に「観光庁（※3）」を設

立しました。 

北海道においても、平成 20 年 3 月に「北海道観光のくにづくり行動計画」を

策定し、北海道観光の振興に向けて取り組んでいます。 

 こうした中、本市でも時代に即応した新しい観光振興を行うための指針が必

要となったため、平成 20 年 3 月策定の「第 5次室蘭市総合計画」を踏まえ、従

来の計画の見直しを行い策定したものです。 

 

 

 
２ 計画の目的 

 観光振興のために、市をはじめ市民や市民団体、事業者、観光関連団体が協

働で行う取り組みは、地域の住民が誇りと愛着を持つことのできる地域社会づ

くりと発展に寄与し、さらに国内外からの観光旅行を促進することで、将来に

わたる豊かなまちづくりにつながります。 

 このような取り組みをより活発にするためには、「市民が地域を知ることから

はじめるまちづくり」という意識のもと、全市を挙げて取り組むことが求めら

れています。 

 室蘭における観光の意義を確認し、本市の観光振興の理念や将来的な方向性

を示すことで、魅力的な観光のまちづくりを推進することを計画の目的として

います。 

 

 

 
３ 計画の期間 

計画の期間は概ね 10 年とし、年度毎の観光入込客数を進捗状況の指標としま

す。また、計画は現時点での考え方を示しているものであり、観光を取り巻く

社会環境を踏まえ、必要に応じて内容の見直しを行うこととします。 
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 「室蘭市観光振興計画」は、平成 20 年 3 月に策定した「第 5次室蘭市総合計

画」を踏まえたものであり、室蘭市において現在までに策定されている関連計

画との整合性を図ったものです。 
 
■上位計画・その他部門別計画との関連 
 

第5次室蘭市総合計画 

～ 海と科学技術のサークル都市むろらん ～ 

各部門の個別計画 
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４ 関連計画 

 
○室蘭市総合計画 

りのため、福祉や教育、都市整備や環境など、様々な取り

組

計画の基本構想を引き継ぎながら、

基

かした、訪れたくなるま

ち

観光入込客数、宿泊客数 
（平成 18 年度） 

住みよいまちづく

みが行われていますが、これらの取り組みの方向性をまとめ、“まちづくりの

道しるべとなる計画”が総合計画です。 

「第 5次室蘭市総合計画」は、第 4次総合

本計画を新たに策定した、室蘭市の“新しいまちづくりの計画”で、平成 20

年度から平成 29 年度までを計画期間としています。 

観光に関しては「豊かな自然や食、ものづくりを活

」を目標に掲げ、平成 29 年度の観光入込客数を 140 万人に、宿泊客数を 19

万人にすることとしています。 

 
（平成 29 年度） 

入込客 140 万人 

宿泊客 19 万人 

入込客 128 万人 

宿泊客 18 万人  
 



第１章－室蘭観光の現状と課題 
 

 
 
１ 社会環境の変化 

（１）少子高齢化・人口減少社会の本格化 

   出生率が低下する一方、平均寿命の伸長により総人口に占める高齢者の

割合が急速に増加しています。また、総人口は減少局面に入っており、そ

の中で地域が活力を維持するには、観光によって交流人口を増やすことが

必要です。 
    
（２）団塊の世代の大量退職 

   昭和 22～24 年に出生した、いわゆる団塊の世代が退職を迎え、新たな国

内旅行市場のけん引役となることが期待されています。 
さまざまな志向を持つ団塊の世代に対し、満足できるサービスを提供す

るために、新たなサービスの創造と観光市場の活性化が求められています。 
 
（３）価値観・ライフスタイルの多様化 

   経済的発展や平均寿命の伸長などを背景に、個人の価値観やライフスタ

イルの多様化が進み、心の豊かさを重視し、生活のゆとりと質を大切にす

る意識が高まっています。観光においても少人数旅行や体験型・学習型旅

行など多様化が進み、年齢や目的に合った企画事業を提供することが求め

られています。 
 

（４）安全・安心や環境に対する意識の高まり 

   自然災害、国を越えた感染症の発生、食品の安全性の問題、深刻化する

地球温暖化などを背景に、安全・安心や環境に対する意識が高まっており、

地域素材を活かした商品開発や、地域の環境維持や保護を意識した観光地

づくりなどが求められています。 

 

（５）情報通信技術の発達 

   情報通信技術の飛躍的な発達は、生活の利便性を向上させ、産業の生産

性・効率性を高めるなど、社会生活や経済活動に変化をもたらす一方で、

情報格差（※4）や、情報通信システムの安全性や信頼性の確保といった課題

が生じています。 
   観光面においても口コミ、新聞、雑誌、テレビ、ラジオからインターネ

ット、カーナビゲーション、携帯電話などに至るまで、情報発信のための

媒体は広がっており、それらを有効活用し信頼できる情報を発信すること

が求められています。 
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第１章－室蘭観光の現状と課題 
 

（６）グローバル化の進展 

   情報通信技術や交通・輸送手段の発達によって、人や物、情報、資金な

どが世界中を行き交う大交流時代となっています。異なる国や地域がこれ

まで以上に緊密に結びつくグローバル化の進展により、外国人観光客が増

加しており、確実に目的の観光地に到着するための情報提供、わかりやす

いマップ、案内標識などの充実が求められています。 
 
 
 
２ 国の観光の動向 

 世界規模の大交流時代を迎えて、各国では観光振興の促進が国家・都市経営

の重要な戦略の一つとなり、国家･都市間競争の時代に入っています。世界観光

機関（ＵＮＷＴＯ）によると、平成 18 年の全世界の海外旅行者数は、8億 4,200

万人となっています。また、平成 22 年には 10 億人、平成 32 年には 15 億 6 千

万人になると予測されています。 

 国においては、平成 19 年 6 月に「観光立国推進基本計画」を閣議決定し、観

光立国の実現に関する基本的な方針や目標を定め、例えば平成 18 年に 733 万人

であった訪日外国人旅行者数を平成 22 年までに 1,000 万人、平成 32 年までに

2,000 万人とする目標に向けてのビジット･ジャパン･キャンペーン（※5）や平成

20年10月の観光庁設立による観光振興施策などの様々な活動を推進しています。 

 

 

 
３ 北海道観光の現状 

 北海道では「北海道観光のくにづくり条例」に基づき、「北海道観光のくにづ

くり行動計画」を策定し、「ともにつくろう 地域が輝く感動のくに・北海道」

をテーマに観光振興に取り組んでいます。 

平成 19 年度の北海道の観光入込客数は 4,958 万人（対前年度比 101.0％）と

なっており、その内訳としては道内客 4,309 万人（同 101.4％）、道外客 649 万

人（同 98.5%）となっています。観光客の構成比（道内 86.9％と道外 13.1％）

は、ここ数年大きな変化は見られません。 

 圏域別では、本市を含む道央圏が観光入込客数の 55.4％と最も多く、道北圏

が 17.0％、道南圏が 8.4％、そしてオホーツク圏、十勝圏、釧路・根室圏がそ

れぞれ 6.6％、6.4％、6.2％となっています。 

季節別では、夏季が最も多く観光入込客数の半分（50.4％）を占めています。

次いで冬季が 20.9％、春季が 15.0％、秋季が 13.7％となっています。夏季の入

込客数の集中は北海道観光の特徴となっています。 

 日帰り・宿泊客別にみると、日帰り客が 3,534 万人で前年度の 104.1％、宿泊

客は 1,424 万人で同 94.1％と日帰り客の増加がみられます。 
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第１章－室蘭観光の現状と課題 
 

 表－１ 平成 19 年度 北海道観光入込客数（実人数） 
左の内訳 季節別内訳 

区 分 観光入込客 
日帰り客 宿泊客 春 夏 秋 冬 

道外客 649万人 2 万人 647 万人 82 万人 356 万人 77 万人 134万人 

構成比 13.1％ 0.3％ 99.7％ 12.6％ 54.9％ 11.9％ 20.6％ 
 

前年比 98.5％ 100.0％ 98.5％ 96.5％ 99.4％ 97.5％ 97.1％ 

道内客 4,309 万人 3,532 万人 777 万人 663 万人 2,141 万人 601 万人 904万人 

構成比 86.9％ 82.0％ 18.0％ 15.4％ 49.7％ 13.9％ 21.0％ 
 

前年比 101.4％ 104.1％ 90.7％ 102.2％ 99.3％ 105.3％ 103.6％ 

合計 4,958 万人 3,534 万人 1,424 万人 745 万人 2,497 万人 678 万人 1,038万人 

構成比 100.0％ 71.3％ 28.7％ 15.0％ 50.4％ 13.7％ 20.9％ 
 

前年比 101.0％ 104.1％ 94.1％ 101.5％ 99.3％ 104.3％ 102.7％ 

「平成 19 年度北海道観光入込客数調査報告書」より 

 
 
 
  図－１ 北海道観光入込客数の推移 
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第１章－室蘭観光の現状と課題 
 

 
 
４ 室蘭観光の現状 

（１）室蘭観光の現状 

平成 10 年に開通した白鳥（はくちょう）大橋は、交通渋滞の解消や西胆振

圏の人的交流、物流の高速アクセス化を支え、私たちの生活・生産活動に大き

な変革をもたらすとともに、大橋自体がその優雅な姿から観光資源ともなり、

室蘭市のシンボルとなっています。 

 
室蘭港を跨ぐ室蘭市のシンボル白鳥大橋（全長 1,380m） 

白鳥大橋の開通に伴い、これまで白鳥大橋記念館（道の駅「みたら室蘭」）

や大橋を眺望するためのビューポイント整備など新たな観光資源の拠点づく

りを図るとともに、既存の観光資源である室蘭八景などと有機的に連結させた

市内観光ルートの設定を行うなど、相互の価値を相乗的に高める取り組みを実

施してきました。特に、水族館やマリーナなどがある祝津・絵鞆地区において

は、道の駅やパークゴルフ場、屋台村、温泉施設、展望台、親水緑地などの整

備を進め、また、イルカ・鯨ウオッチングや外海遊覧も行われていることから、

海洋性レクリエーションにも特化しており、本市における一大観光集客エリア

と位置づけられ、地球岬とともに西胆振観光の周遊コースとして定着し、行楽

シーズンには大勢の観光客が訪れています。 

最近では、市民の味として古くから親しまれてきた「室蘭やきとり」と「室

蘭カレーラーメン」がイベントの実施や様々な媒体を通じた PR 活動によって

室蘭のご当地グルメとして話題を集め、大手コンビニエンスストアなどで商品

化されるなど、全国的な人気と知名度を高めているほか、平成 14 年に市の魚

として制定された「クロソイ(※6)」を使った料理が、市内の料理店で扱われる

ようにもなり、室蘭独自の「食」による活性化が期待されています。 

観光入込客数は、白鳥大橋が開通した平成 10 年度の 205 万 8 千人をピーク

にその後は減少に転じ、平成 19 年度は 124 万 6 千人となっています。また、

時期的には行楽シーズンやイベントが多く開催されている 5 月から 10 月まで

に集中していることや、登別・洞爺湖という有名温泉地に挟まれていることか

ら一時的に立ち寄る通過型の観光形態となっています。 
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  図－２ 室蘭市観光入込客数の推移 

     

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

年度

千
人

日帰り客 宿泊客

2,058

1,751

1,276 1,318 1,327 1,298 1,254
1,203

1,282 1,246

 
 

図－３ 道内客と道外客数の推移 
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図－４ 宿泊客数の推移 
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（２）各地域の特色 

 
＜蘭西地区＞ 

室蘭市の中でも歴史が古く、港を活用した物流の拠点として発展し、臨海

部に製鋼・造船企業などの企業が立地しているほか商業施設、官公庁などが

集中しています。一方、イルカや鯨など海洋動物が回遊する美しい海や多様

な野鳥が生息する測量山緑地など豊かな自然に恵まれています。 

絵鞆半島の海岸部は、断崖絶壁が数キロに渡って連なり独特の自然景観を

望むことができ、特に地球岬は市外から大勢の観光客が訪れる本市を代表す

る観光名所となっています。また、白鳥大橋周辺では水族館やマリーナ、親

水緑地、イルカ・鯨ウオッチングや外海遊覧など、海洋性レクリエーション

に特化した整備が進められるとともに、白鳥大橋記念館（道の駅「みたら室

蘭」）や温泉施設、屋台村、展望台などが集積するなど、本市における一大

観光レクリエーションゾーンとなっています。 

港側の中央埠頭には大型客船が入港し、市民団体を中心とした歓迎イベン

トや倉庫を活用したイベントも開かれており、にぎわいあふれる港空間が展

開されています。 

  

地球岬 市立室蘭水族館 
 
＜蘭東地区＞ 

臨海部やイタンキなどの工業団地には、鉄鋼関連などの企業が立地し「も

のづくりのまち」を象徴する景観が広がっています。 

また、国道 36 号と国道 37 号及び鉄道が結節する交通の要衝となっている

地区でもあり、JR 東室蘭駅を中心に飲食店関連やオフィスビル、複合商業施

設などが建ち並ぶ西胆振の中心的商業機能を持っています。外海側は砂浜が

続き、全国的にも希少な鳴砂（※7）が残っているほか、湧き水を利用したビオ

トープ（※8）や夏季シーズンににぎわいをみせる海水浴場があります。 

最近は、中島町中央通の拡幅整備や河川空間の整備、東室蘭駅自由通路及

び駅前広場の整備が進められ、にぎわい・憩い・うるおいあふれる魅力ある

まちづくりが展開されています。 
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第１章－室蘭観光の現状と課題 
 

  
JR 東室蘭駅 イタンキ浜の鳴砂 

 
＜蘭北地区＞ 

室蘭港を望む高台に住宅街が広がる一方、臨海部は石油精製関連や機械・

橋梁製作などの企業が立地しているほか、内陸部の香川工業団地には金型や

産業機械製作などの企業が進出しています。また、豊かな生態系や原始的な

森林、南部藩陣屋跡などの歴史ある史跡が残されています。 

室蘭岳山麓には、スキー場やキャンプ場をはじめとした、多目的な運動施

設、宿泊研修施設などがあり、市民のレクリエーションの場として親しまれ

ています。 

また、崎守多目的国際ターミナルには、世界最大級の豪華客船も入港し、

歓迎イベント時には、乗客・乗員と市民ボランティア・見物客が入り混じり、

にぎわいと心温まる交流が行われています。 

 

  

だんパラスキー場 豪華客船と歓迎セレモニー 

 ※蘭西地区 

絵鞆町、祝津町、港南町、増市町、小橋内町、築地町、緑町、西小路町、沢町、幕西町、

海岸町、中央町、常盤町、清水町、幸町、本町、栄町、舟見町、山手町、入江町、茶津町、

新富町、母恋北町、母恋南町、御前水町、御崎町 
※蘭東地区 

大沢町、輪西町、みゆき町、仲町、東町、寿町、日の出町、中島町、中島本町、知利別町、

宮の森町、八丁平、高砂町、水元町、天神町 
※蘭北地区 

本輪西町、港北町、高平町、柏木町、幌萌町、神代町、香川町、白鳥台、陣屋町、崎守町、

石川町 
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第１章－室蘭観光の現状と課題 
 

10 

 
 
５ 室蘭観光の課題 

最近の観光形態は団体周遊旅行から、小グループ旅行や個人旅行へと多様化

してきており、自然志向、健康志向、本物志向によるエコ・ツーリズム（※9）や

グリーン・ツーリズム（※10）といった体験型観光のニーズに対応できる受け入れ

体制の整備が重要とされています。 
このような現状の中で本市は滞留・滞在型観光（※11）のまちを目指すため、「体

験型観光」に注目しており、室蘭市の基幹産業である製鉄、製鋼、石油精製な

どの工場や環境関連施設の見学、あるいは全国でも数ヵ所しか事業化していな

い「イルカ・鯨ウオッチング」、市民の有志によって作られたボルト人形「ボル

タ」の製作体験、指定管理者制度の導入により次々と新しい企画を打ち出して

いる「水族館」、「青少年科学館」などが、この観光形態の資源となります。 
また、観光を進めるうえで大きな魅

力となり、リピーターの獲得にもつな

がる「食」についても、全国的な知名

度がある「室蘭やきとり」や、市内の

ラーメン店が集まり売り出し中の「室

蘭カレーラーメン」のほか、室蘭市の

魚である「クロソイ」をはじめとした

地元海産物料理など、アピールできる

ものが揃っています。 

 
イルカ・鯨ウオッチング 

今後は、こうした新たな観光資源と既存の観光資源、さらには潜在的観光資

源の掘り起こしを行い、豊かな自然環境と「ものづくりのまち」としての特性

を活かしていくことで、滞留・滞在型を目標とした「室蘭観光」が、多くの観

光客のニーズに対応できることを、様々な媒体を通じ発信していく必要があり

ます。 

 
工場群と白鳥大橋 



第２章－室蘭観光の基本的な考え方 
 

 １ 観光振興の役割と基本理念 

 

（１）観光振興の役割 

 

 観光振興は、多くの観光客が室蘭を訪れることにより、本市経済の活性化や

地域振興に結び付けていくという役割を持っています。 

  市内において観光客の行動によってもたらされる効果は、「経済的効果」と

「社会的効果」に大きく分かれます。 

  「経済的効果」は、観光客の消費支出の増大により観光産業を拡充し、新

規産業が展開されることであり、これに伴い市内における雇用の拡大が図ら

れ、市民所得が増加することが考えられます。本市の観光産業を成長させる

ことによって、このような経済面での波及効果が全市に広がり、且つ、幅広

い産業分野にわたって拡大することが期待されています。 

  一方「社会的効果」は、観光客と市民との交流の活発化や室蘭への観光客

の定住促進などにより、生活文化の向上が図られることであり、ひいては観

光を通じて全国的に知名度を高め、都市イメージの向上につながります。 

  さらにこれらが相乗的な効果を生み出し、社会基盤の整備をはじめとした

活力ある地域社会の実現に結びつけることが観光振興の役割になります。 

 

（２）基本理念 

 

室蘭市総合計画で掲げるまちづくりの目標である「豊かな自然や食、ものづ 

くりを活かした、訪れたくなるまち」を目指すため、本市観光の推進にあたっ

ては、 

 

「市をはじめ市民や市民団体、事業者、観光関連団体が協働して積極的に観光

のまちづくりを担い、まちを活性化し、滞留・滞在型観光のまち室蘭の実現

を図る」 

 

ことを基本理念とします。 
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第２章－室蘭観光の基本的な考え方 
 

 
 
２ 基本的な考え方 

観光振興の役割と基本理念に基づき、目標達成に向けた５つの基本的な考え

方を示します。 
 
 

（１） 地域個性を活かした観光のまちづくりの推進 

（２） 観光による消費の拡大 

（３） 多様なニーズに対応できる受け皿づくりの推進 

（４） 観光情報の充実 

（５） 広域連携による観光の推進 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（１）地域個性を活かした観光のまちづくりの推進 

  ・歴史、景観、産業など、室蘭市としての地域特性を活かした観光のまち

づくりを進めます。 
  ・観光資源の再発見・再構築・創出などを通じ、地域ぐるみで室蘭観光の

魅力を高めます。 
 

（２）観光による消費の拡大 

  ・各種産業の観光に関わる事業への参加により、まちの活性化を目指しま

す。 
  ・各種産業が持つ魅力ある資源を観光に活かし、付加価値をより一層高め

市内における消費拡大を目指します。 
 

（３）多様なニーズに対応できる受け皿づくりの推進 

  ・多様なニーズを持つ観光客が思い思いに室蘭で質の高い豊かな時間を過

ごすことができる、魅力あるメニューづくりを進めます。 
    ・地域ぐるみのホスピタリティ(※12)の向上、観光情報サービスの充実など、

観光客を迎える環境整備を進めます。 
  ・外国人観光客に対応した受け入れ体制の充実を図ります。 
 

 

 

 12



第２章－室蘭観光の基本的な考え方 
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（４）観光情報の充実 

・市民や市民団体、事業者、観光関連団体と観光情報の共有を図り、一体

的、効果的な情報発信に努めます。 
・インターネットなどの活用により、観光客が知りたい情報を「出発前」

に得られるよう、効果的な情報提供を図ります。 
・観光客が思い出に残る旅となるよう、室蘭市への「到着後」における観

光案内機能の充実を図ります。 
 

（５）広域連携による観光の推進 

・西胆振市町(※13)との連携、協力と情報の共有を図り、広域観光圏の形成を

促進します。 
・西胆振市町それぞれの特性を活かし連携することで、周遊性の高い新た

な魅力の創出、付加価値の向上などに努めます。 
 

 

観光客へ親切、丁寧に室蘭観光を

案内する観光ボランティアガイド 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豪華客船で来蘭した外国人観光客

と地元の子ども達とのふれあい交流 

 



第３章－観光振興のための取り組み 
 

 
 
１ 基本的施策 

前章の室蘭観光の基本的な考え方に基づいた施策を以下に示します。 
この施策の具体的な行動計画などについては、関係する団体、機関などと連

携、協力しながら、効率的・効果的な推進が図られるよう協議していきます。 
 
 
 
 

（１） 港・海・景観を活かした観光の推進 

室蘭市は、噴火湾から太平洋へと続く海と緑豊かな自然に恵まれ、港とと

もに発展してきたまちであり、港と海と景観を活用した観光の推進を図りま

す。 
・港の活用のために客船誘致などのポートセールスを展開し、交流人口の

拡大を図ります。 
・イルカ・鯨ウオッチングや外海遊覧など、海洋性レクリエーションの推

進を図ります。 
・まちと工場群の夜景を魅力あるものとして発信していきます。 
 

   
入江臨海公園からの測量山ライトアップ 測量山展望台（山頂）からの眺望 

 
 
 
 

（２） 「食」文化を活かした観光振興 

「食」は旅行の最大の楽しみの一つとされており、ブランド化の推進などに

より、室蘭ならではの「食」の魅力を提供します。 
・「室蘭やきとり」や「室蘭カレーラーメン」、「クロソイなど地元海産物料

理」をはじめとした、室蘭の多彩な「食」のブランド化を推進し、観光

消費の拡大を目指します。 
・ご当地グルメ（※14）を組み込んだグルメツアーの開発など、食文化の魅力

向上を推進します。 
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第３章－観光振興のための取り組み 
 

   
 室蘭カレーラーメン 室蘭やきとり 

 
 
 
 

（３） ものづくりを活かした観光の推進 

  「見る」観光に加え「体験する」「学習する」観光にスポットがあてられて

いる現状において、本市が長年培ってきた｢ものづくりのまち｣としての特性

を観光資源へと活用し、主に学生を対象とした「ものづくり観光（※15）」の推

進を図ります。 
・大規模な工場を有する企業と連携を図り、工場見学などの情報を発信し

ていきます。 
・環境関連施設の見学などにより「環境産業拠点都市・室蘭」をアピール

していきます。 
・「ボルタ工房」でのボルタ製作体験や「室蘭工業大学ものづくり基盤セン

ター」などでの製作体験観光を推進していきます。 
 

   

ナッティ（左）とボルタ（右）  工場群 
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第３章－観光振興のための取り組み 
 

 

 

 

（４） 観光情報提供体制の充実 

 観光客の利便性向上を図るため、室蘭観光に関する情報提供を様々な媒体を

通じて行っていきます。 
・いつでも、どこでも情報が得られるインターネットを活用し、観光情報

の内容充実と発信強化を図ります。 
・定期的に観光パンフレットを見直し、新しい情報を取り入れていくこと

に努めます。 
・観光案内所や道の駅などにおける観光情報提供体制の充実を図ります。 

 

   
 白鳥大橋記念館（道の駅「みたら室蘭」） 旧室蘭駅舎 

 
 
 
 

（５） 広域観光の推進 

室蘭市近隣の地域には、それぞれの地形や歴史から生まれ育まれてきた資源

が数多く存在します。各市町が連携を深め、地域の持つ特性を相互に活用、磨

き上げることで西胆振全体の魅力向上が図られ、より広い観光客層を誘致する

ことが可能となることから広域での観光振興を推進します。 
・西胆振市町との観光情報の共有化を図ります。 
・登別温泉、洞爺湖温泉や洞爺湖有珠山ジオパーク（※16)をはじめとした世

界に誇る資源などと連携した広域観光ルートの設定を推進します。 
 

     
 登別温泉地獄谷 洞爺湖と羊蹄山
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第３章－観光振興のための取り組み 
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２ 主な取組項目 

 前項で掲げた観光振興のために行う基本的施策についての主な取り組みを下

記に示します。 
 

区          分 取      組      項      目 

港・海・景観を活かした観光の推進 港を活用したイベントの推進 

  客船誘致などのポートセールス 

     海洋性レクリエーションの推進 

     夜景観光の推進 

「食」文化を活かした観光振興 ご当地グルメの PR 

      グルメツアーの開発 

ものづくりを活かした観光の推進 ものづくり観光の推進 

      修学旅行などの誘致 

観光情報提供体制の充実 ホームページやパンフレットなどの充実・PR 

   道路案内標識・案内図の整備 

    旅行エージェントとの連携 

広域観光の推進 広域的な観光情報の共有化による連携した PR 

      西胆振広域観光ルートの設定 

 物産展などの推進 

その他 観光資源の再発見・再構築 

  地域の素材や技術を活かした特産品・土産品の開発 

    観光施設の保全・整備 
   観光道路の整備 

   ホスピタリティ運動の推進 

      全市的にきれいで快適なまちをめざした運動の推進 
   全道・全国大会、スポーツ合宿などの誘致 

   季節移住の推進 
 



第４章－計画の推進にあたって 
 

 
 
１ 計画の推進とそれぞれの役割 

本計画を推進していくためには、その主体となる市民・市民団体、事業者、

観光関連団体、市がともに連携していく必要があります。それぞれの役割に応

じて、自主的･積極的な取り組みを進めるとともに、相互に理解・協力し「観光

のまち室蘭」をつくっていくことが求められています。ここでは、それぞれの

役割を示します。 
 
（１）市民・市民団体 

市民・市民団体は、それぞれの地域において、郷土とともに歩み、郷土の発

展に寄与してきました。まさに地域経済・文化の担い手であり、まちづくりの

主役です。郷土への愛着と誇りを持ち、積極的に郷土の魅力を発信する重要な

主体となります。 
 観光客に温かい心と態度をもって接し、観光ボランティアなど積極的な役割

を果たし、観光客の印象に残るおもてなしをすることに努めます。 
 
（２）事業者 

  地域の事業者も重要な観光の担い手となります。物やサービスを提供して

いることすべてが観光につながると考えられ、事業者は新たな魅力づくりに

取り組むとともに、交通・宿泊・飲食・土産など、観光事業者相互の連携を

強化し、観光客へのサービス向上に努めます。 
 
（３）観光関連団体 

  観光関連団体は、観光振興を推進する中核的存在としての役割を発揮し、

関連団体・市民団体などとの連携強化、効果的な誘致宣伝活動の展開やホス

ピタリティの向上に努めます。 
 
（４）市 

  本市の特性を活かした観光振興に取り組むとともに、西胆振の市町と連携

し、効率的な観光振興施策を実施します。また、既存施設の再活用や新たな

観光資源の発掘・創出を図るとともに、情報の共有に努め、効率的な観光情

報を提供することや、観光客の利便が確保されるよう観光関連団体などとの

連携を図ることに努めます。 
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国

※１ 団塊の世代 
本計画では、昭和 22 年から 24 年までの 3 年間

にわたる第 1 次ベビーブームに生まれた世代を指

し、約 800 万人に上る。 

 
※２ グローバル化 

経済活動や社会活動などが地球規模でつなが

り、広がっていくこと。 
 
※３ 観光庁 

国土交通省の外局として、観光立国推進基本法

制定過程における衆議院と参議院の委員会決議、

同法に基づいて策定された「観光立国推進基本計

画」の閣議決定などを受けて、地域経済の活性化

や国際相互理解の増進を企図して設立された。 
 
※４ 情報格差 

情報量に差があること。また、その差によって

情報環境・技術を有効に活用する「情報強者」と

情報環境・技術が十分でない「情報弱者」の間に

生じる格差。 
 
※５ ビジット・ジャパン・キャンペーン 

土交通省が中心となって行っている、訪日促進

活動。 

 
※６ クロソイ 

カサゴ目フサカサゴ科（メヌケ、キンキ等の仲

間）に属する魚で日本各地に生息。透明感のある

白身で、活け造りにするとコリコリと食感がよく、

塩焼きや、煮つけ、鍋物にも最適の万能魚。平成

14 年には、「つくり・育てる漁業」を支える魚としての

将来性、室蘭港周辺の岩場で生き抜く力強さ、食卓

でのおいしさなどから、室蘭市の魚として制定した。 

 
※７ 鳴砂 

砂同士の摩擦でキュッキュッと澄んだ音が鳴る

砂。石英を多く含み、粒の大きさや形が揃ってお

り、また、汚れていないことなどが砂の鳴る条件。 
 
※８ ビオトープ 

生物が生息できる空間、環境。 
 
※９ エコ・ツーリズム 

自然環境や歴史文化を対象とし、それらを体験

し学ぶとともに、対象となる地域の自然環境や歴

史文化の保全に責任をもつ観光の在り方。 
 

※１０ グリーン・ツーリズム 
農村体験など、農村地域に滞在し、農山村の自

然・文化・人々との交流などを楽しむ滞在型の余

暇活動。 
 
※１１ 滞留・滞在型観光 

その地域に日中など長時間滞留し、体験型や学

習型の観光をすること。あるいはそこを拠点に周

辺の観光を楽しむレジャー形態のこと。 
 
※１２ ホスピタリティ 

観光客が安心して快適に観光できるように、地

域の人々がおもてなしの心で接し、観光客をあた

たかく迎えること。 
 

※１３ 西胆振市町 
一般的には室蘭市・登別市・伊達市・壮瞥町・

洞爺湖町・豊浦町の 6 市町を指すが、観光におい

ては白老町を加えた 7市町を指す。 

 
※１４ ご当地グルメ 

地域の「まちおこし」を目的に、地域の名産と

して売り出される料理や、特定の地域のみで浸透

している料理。 
 

※１５ ものづくり観光 
地域の産業文化財や産業製品を通じて、ものづ

くりの心にふれることを目的とした観光。本市で

は「ものづくりのまち」という特性を活かし、も

のづくりに関する施設や技術等を景勝地など豊か

な自然と組み合わせ、観光資源としての価値を高

め、市外からの修学・学習旅行などの誘致に取り

組むこととしている。 
 

※１６ ジオパーク 

科学的に見て特別に重要で貴重な、あるいは美

しい地質遺産を複数含む一種の自然公園で、地球

活動の遺産を主な見所とする。 
 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%B3%E5%85%89%E7%AB%8B%E5%9B%BD%E6%8E%A8%E9%80%B2%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%B3%95
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%9C%9F%E4%BA%A4%E9%80%9A%E7%9C%81
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%9C%9F%E4%BA%A4%E9%80%9A%E7%9C%81
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%B3%E5%85%89


 参考資料  

 

 室蘭市観光振興計画の主な策定経緯 

 

 

平成２０年１０月２２日   第１回観光振興計画策定庁内会議 開催 

 

１１月 ６日   第１回庁内ワーキンググループ会議 開催 

１１月２０日   第１回観光振興計画策定懇談会 開催 

１１月２６日   第２回庁内ワーキンググループ会議 開催 

 

１２月 ４日   観光振興計画策定懇談会 夜景視察 

１２月１５日   第２回観光振興計画策定庁内会議 開催 

１２月１８日   第２回観光振興計画策定懇談会 開催 

 

平成２１年 １月 ８日   第３回観光振興計画策定庁内会議 開催 

 １月１３日～３１日  市民意見募集 

 １月２２日   第３回観光振興計画策定懇談会 開催 

  

２月 ９日   観光振興計画策定懇談会から提言書受領 

 ２月１２日   第４回観光振興計画策定庁内会議 開催 

 ２月１７日   第４回観光振興計画策定懇談会 開催 

 ２月１８日   第５回観光振興計画策定庁内会議 開催 

  

３月１２日   市議会 経済建設常任委員会 報告 
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 室蘭市観光振興計画策定懇談会 
 

室蘭市観光振興計画策定懇談会設置要綱 
 

（設 置） 
第１条 室蘭市観光振興計画の策定にあたり、広く関係団体等から意見を聴くため、室蘭市観光振興計画
策定懇談会（以下「懇談会」という。）を設置する。 

 
（組 織） 
第２条 懇談会は、委員１６名以内で組織する。 
２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

・観光行政に携わる者 
・学識経験者 
・観光振興を目的とする団体に所属する者 
・観光に関する事業を行う者 
・公募により選考された者 

 
（任 期） 
第３条 委員の任期は、懇談会の目的を達成する日までとする。 
 
（役 員） 
第４条 懇談会に次の役員を置き、委員の互選により選出する。 
 会長  １名 
 副会長 １名 
２ 会長は、会務を総理し、懇談会を代表する。 
３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。 
 
（会 議） 
第５条 懇談会の会議は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。 
２ 懇談会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。 
３ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 
 
（事務局） 
第６条 懇談会の事務局は、経済部観光課において行う。 
 
（その他） 
第７条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、会長が懇談会に諮って定める。 
 
附 則 
（施行期日） 
１ この要綱は、平成２０年１０月 ７日から施行する。 
（召集の特例） 
２ この要綱による最初の懇談会の会議は、第５条第１項の規定にかかわらず、市長が召集する。 
（要綱の失効） 
３ この要綱は、懇談会の目的を達成した日に、その効力を失う。 

 

 

室蘭市観光振興計画策定懇談会委員名簿 
（敬称略） 

 氏     名 所 属 ・ 役 職 等 

会 長 菅 原 政 之 社団法人 室蘭観光協会 専務理事 

副会長 永 松 俊 雄 国立大学法人 室蘭工業大学 教授 

委 員 内 柴 一 茂 北海道運輸局室蘭運輸支局 首席運輸企画専門官 

〃 前 野 匡 宏 北海道胆振支庁産業振興部 商工労働観光課長 

〃 石 倉 祥 子 室蘭市民観光ボランティアガイド協議会 会長 

〃 平 田   吏 室蘭商工会議所 事務局次長 

〃 藤 当   満 NPO 法人 室蘭地域再生工場 理事長 

〃 大 池 晶 二 日本航空 室蘭支店長 

〃 木 村 徹 也 道南バス株式会社 室蘭貸切センター長 

〃 佐 藤 優 秀 北海道旅客鉄道㈱ 旅行センター東室蘭支店 次長      

〃 韮 山 節 子 室蘭プリンスホテル 支配人 

〃 吉 田 みゆき ANA セールス北海道㈱室蘭支店 アシスタントマネジャー   

〃 加 藤 慎 平 公募委員 

〃 塩 谷 伸 之 公募委員 

〃 高 橋   功 公募委員 

〃 法 村 恵 美 公募委員 
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