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平成３０年１２月

室蘭駅周辺地区都市再生整備計画 ○
平成30年度 ～ 平成32年度 室蘭市

・区域内歩行者通行量を7,392人/日（H30）から8,501人/日（H32末)に増加。
・区域内公共施設利用者数を75,941人（H28)から85,000人（H32末)に増加。
・区域内における空き店舗活用件数を1件（H26～H28平均)から6件（H32末）に増加。
・地区住民の子育て環境に対する満足度を51.6％（H28）から70.0％（H32末）に増加。

Ａ　基幹事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 個別施設計画 備考

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H30 H31 H32 H33 H34 策定状況

A10-001 都市再生 一般 室蘭市 直接 1,404.0 1.33 

A12-002 公園 一般 室蘭市 直接 室蘭市都市公園安全・安心対策事業 40.0 策定済

合計 1,444.0 

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 個別施設計画 備考
種別 種別 対象 間接 H30 H31 H32 H33 H34 策定状況

合計

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 H30 H31 H32 H33 H34

C10-001 都市再生 一般 室蘭市 直接 1.3 

C10-002 都市再生 一般 室蘭市 直接 1.0 

合計 2.3 

番号 備考

C10-001 都市再生整備計画事業（A10-001）のエリア内の旧室蘭駅舎公園整備に合わせたイベントを開催することで賑わいの創出により効果を高める。

C10-002 都市再生整備計画事業（A10-001）のエリア内の情報板整備等に合わせた回遊性向上等に資する事業を実施することで相乗効果を高める。

社会資本総合整備計画（市街地整備）
計画の名称 重点配分対象の該当
計画の期間 交付対象
計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
当初現況値 中間目標値 最終目標値

7,392人/日 8,501人/日

(H30) (H32末)

75,941人 85,000人

(H28) (H32末)

1件 6件

(H26～H28平均) (H32末)

51.6% 70.0%

(H28) (H32末)

効果促進事業費の割合

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

交付対象事業

要素となる事業名

（事業箇所）

室蘭市 室蘭駅周辺地区都市再生整備計画事業 道路、公園等　区域面積108ha 室蘭市

室蘭市 入江運動公園の遊戯施設の改築等 室蘭市

事業内容 事業実施期間（年度）
（延長・面積等）

室蘭市 旧室蘭駅舎公園活性化事業 SL清掃体験等のイベント開催等 室蘭市

室蘭市 まちなか活性化推進事業 回遊性向上等に資する事業 室蘭市

一体的に実施することにより期待される効果

　室蘭駅周辺地区は、行政や商業、医療、文化、スポーツなどの機能がコンパクトに集積しており、港や歴史資源などと調和した街並みを形成しているが、近年は、人口減少に伴う市街地の空洞化が急速に進んでおり、老朽化した公共施設の
更新や、室蘭～宮古間フェリー就航促進など、まちづくりの契機を活用した賑わい創出が求められている。
　本事業により、フェリー等による広域交流の促進、図書館・環境科学館整備や商店街の魅力向上による地域交流・活性化、これらを結びつける回遊性や総合プロデュース力向上の取り組みにより相乗効果を創出し、官民連携による交流人口
の拡大や地域の稼ぐ力の向上につなげ、賑わいの再生を目指す。

備考

区域内歩行者通行量（区域内の5箇所における歩行者通行量） ―

区域内公共施設利用者数 ―

区域内における空き店舗活用件数 ―

地区住民の子育て環境に対する満足度 ―

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
1,446.3 Ａ 1,444 Ｂ Ｃ 2.3 Ｄ 0.2%

事業者 市町村名
全体事業費
（百万円）

費用便益比

番号 事業者 要素となる事業名 市町村名
全体事業費
（百万円）

費用便益比

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容
市町村名

港湾・地区名
全体事業費
（百万円）



Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業
事業 地域 交付 直接 備考

種別 種別 対象 間接 H30 H31 H32 H33 H34

合計

番号 備考

交付金の執行状況
（単位：百万円）

事業内容 事業実施期間（年度）

（面積等）

一体的に実施することにより期待される効果

H30 H31 H32 H33 H34

配分額
（a）

0

計画別流用
増△減額
（b）

0

交付額
（c=a+b）

0

前年度からの繰越額
（d）

0

支払済額
（e）

翌年度繰越額
（f）

うち未契約繰越額
（g）

不用額
（h = c+d-e-f）

未契約繰越＋不用率
(h = (g+h)/(c+d)）

未契約繰越＋不用率が10％を超えている
場合その理由

番号 事業者
要素となる事業名

（事業箇所）
市町村名

全体事業費
（百万円）



（参考様式３）参考図面（社会資本整備総合交付金）

計画の名称 室蘭駅周辺地区都市再生整備計画

計画の期間 平成30年度　～　平成32年度　（3年間） 室蘭市交付対象

室蘭駅周辺地区　108ha

※都市再生整備計画と同じ

A10-001　　都市再生整備計画事業

■基幹事業　公園

　旧室蘭駅舎公園整備

基幹事業
効果促進事業
関連事業（単独）

（凡例）

A10-001　　都市再生整備計画事業

■基幹事業　地域生活基盤施設

　情報板整備

A10-001　　都市再生整備計画事業

○関連事業　官民連携単独事業

　高校生ビジネスプラン事業

A10-001　　都市再生整備計画事業

○関連事業　官民連携単独事業

　空き店舗活用促進事業

A10-001　　都市再生整備計画事業

○関連事業　官民連携単独事業

　創業支援事業

A10-001　　都市再生整備計画事業

○関連事業　官民連携単独事業

　商店街活性化推進事業

A10-001　　都市再生整備計画事業

■基幹事業　道路

　市道中央・舟見通線、市道栄町通線

A10-001　　都市再生整備計画事業

○関連事業　官民連携単独事業

　フェリー就航促進事業

A10-001　　都市再生整備計画事業

○関連事業　官民連携単独事業

　客船誘致事業

A10-001　　都市再生整備計画事業

○関連事業　官民連携単独事業

　観光客回遊促進事業

A10-001　　都市再生整備計画事業

○関連事業　単独事業

　入江運動公園（スポーツ機能強化事業）

A10-001　　都市再生整備計画事業

■基幹事業　中心拠点誘導施設

　図書館整備事業

A10-001　　都市再生整備計画事業

○関連事業　環境省補助事業

　環境科学館整備事業

C10-001　

■効果促進事業

　旧室蘭駅舎公園活性化事業

C10-002

■効果促進事業

　まちなか活性化推進事業

A12-002　　室蘭市都市公園安全・安心対策事業

　・入江運動公園（子育て機能強化）
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都市再生整備計画
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室蘭駅周辺地区

（都市再構築戦略事業）

（地方再生コンパクトシティ）

第１回変更



様式１　目標及び計画期間

市町村名 地区名 面積 108 ha

平成 30 年度　～ 平成 32 年度 平成 30 年度　～ 平成 年度

目標

目標設定の根拠
都市全体の再構築方針（都市機能の拡散防止のための公的不動産の活用の考え方を含む、当該都市全体の都市構造の再編を図るための再構築方針）

まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

都道府県名 北海道 室蘭市 室蘭駅周辺地区

計画期間 交付期間 32

【大目標】
　　広域交流の促進と、来街者を迎えるまちの顔としてふさわしい賑わいの創出
【小目標】
　　・新規フェリー就航等を契機とした広域交流の促進
　　・図書館・環境科学館合築整備や地元商店街の魅力向上等による地域交流の促進・活性化
　　・回遊性や総合プロデュース力向上の取り組みにより相乗効果を創出
　　上記の取り組みにより、交流人口の拡大や地域の稼ぐ力の向上につなげ、賑わいの再生を目指す。

　本市は、これまでに、商工会議所・企業等と連携した官民連携によるポートセールスに取り組んだ成果により、平成30年6月からのフェリー航路就航が予定されているところであるほか、図書館・環境科学館の検討では、市民参加のワークショップや有
識者による検討委員会など多様な意見を踏まえた基本計画を策定し、設計を進めている状況である。さらに、商業機能の再生に向けては、商業者が中心となってワークショップや策定委員会を実施し、フェリーや図書館・環境科学館等を活用した賑わ
い創出などに向け、（仮称）商業ビジョンの作成に取り組むなど、新たなまちづくりの展開が図られてきているところであり、今後、これらを具体化する段階にある。また、現在策定中の立地適正化計画においても、公共施設の集約・再編、利便性の高い
都市機能の強化と居住環境創出によるにぎわいの再生、さらには持続可能な地域公共交通の再構築などを基本的な考え方とし、平成30年度の策定・公表を目指し検討を進めている。

・Ｈ２７国勢調査における室蘭市の人口は約８．９万人であるのに対し、Ｈ５２推計で約６．４万人と約２．５万人減少し、高齢化率も３６％台と見込まれている。これら人口減少・少子高齢化に伴って、空家・空き店舗の増加するなど市街地の空洞化が急
速に進みまちの活力が低下しており、賑わいの再生が喫緊の課題である。
・老朽化した公共施設の維持も大きな課題となっており、室蘭駅周辺地区は、行政機能や文化・スポーツ系などの公共施設が集積しているが、これらのさらなる集約や再整備による魅力の向上が求められている。
・低利用化していた港湾機能においてフェリー就航による背後地を含めた都市間交流・経済活動の活性化が求められている。
・拠点となる公共施設整備により生み出される新たな人の流れを、商店街等の商業機能に誘導していく取り組みが求められている。

・本市第５次総合計画では、まちなかのコンパクトなまちづくりについて、「快適で潤いのある居住環境と充実した都市機能のあるまち」「まちなかを支える賑わいのある商業地」などを目標に掲げている。
・現行の都市計画マスタープランでは、地区のまちづくりテーマを「港と自然と人の交流でにぎわうまち」とし、取組みの基本方針に「港とまちの交流促進、西胆振圏の中核機能の強化」「自然・歴史とのふれあい促進」などを掲げている。
・なお、当市では、平成30年度に立地適正化計画の策定・公表、地域公共交通網形成計画の策定・公表、さらには、平成31年度に都市計画マスタープランを改定する予定であり、これらと当計画の整合性を図ることとしている。

　室蘭市の市街地は、古くから港とものづくりのまちとして発展してきており、室蘭港に近いＪＲ室蘭駅を中心とした地区、現在の陸上交通の要衝であるＪＲ東室蘭駅を中心とした地区の２地区において、行政・商業・医療・文化・スポーツなど様々な都市
機能が集積した市街地を形成しており、近隣の伊達市や登別市など３市３町で構成する西胆振定住自立圏の中心市としての広域拠点の役割も担っている。しかしながら、自然減、社会減による人口減少、少子高齢化に伴い、空家・空き店舗の増加、
地域企業の経済活動の縮小等により市街地の空洞化が急速に進んでおり、まちの活力が失われつつある。また耐震診断結果を契機に、耐震性能不足で老朽化した公共施設の維持・更新も大きな課題となっている。
　このような状況の中で、これまでも都市計画マスタープランに基づきコンパクトなまちづくりを推進してきたところであるが、さらに発展した取り組みとするため、平成30年度の立地適正化計画策定・公表を目標に、コンパクトシティ・プラス・ネットワーク
のまちづくりに取り組むこととした。都市全体としては、港やものづくり、行政・商業・医療といった本市の都市構造を踏まえ、公共施設の集約・再編、利便性の高い都市機能の強化と居住環境創出によるにぎわいの再生を目指すこととし、公共施設の拠
点集約・機能再編、空家・空き店舗・空き地等の既存ストックの活用、子育て・現役世代をターゲットとした移住定住支援、さらには広域中心拠点の機能強化による経済活性化などにより都市の再構築を図るほか、室蘭～宮古間のフェリー就航などの広
域的につながる利点を活かした新たな人の流れを、まちなかや観光地などに交通ネットワークを介し環流させることで、交流人口の拡大や域内の経済活性化につなげていく。
　中心拠点地区としては、都市の発展の歴史的経緯、居住地の広がり、さらには将来的なまちづくりの方向性等を考慮し、東室蘭駅周辺及び室蘭駅周辺の２地区を設定する。
　東室蘭駅周辺地区では、陸上交通の要衝となるＪＲ駅、バスターミナルなど交通結節点機能、大規模商業施設や総合病院などの都市機能が集積している。また、新たな交流施設として平成３０年１２月の開設を目指し、市民の生活を豊かにし、子育
て世代向け機能を有する多世代交流の拠点施設である生涯学習センターの整備を進めているなど、これら都市機能とふるさとの川モデル河川として認定を受けている知利別川や中島公園といった都市の潤い機能、商業を中心とした都市機能の強化
により便利で快適な生活環境の向上につなげ、賑わいの再生を目指す。
　当整備計画における室蘭駅周辺地区では、国や北海道の出先機関、本市の行政中枢である市役所などが立地し行政機関を中心とした業務機能の集積のほか、図書館や科学館、文化センターといった文化系、西胆振圏域唯一の第２種公認陸上競
技場を有する入江運動公園などのスポーツ系の機能がコンパクトに集積されており、国の登録有形文化財である旧室蘭駅舎など歴史的資源が残されているなど、都市機能と調和した街並みを形成しているほか、平成３０年には１０年ぶりにフェリー航
路が就航されることで新たな人の流れが期待されている。このような経緯を踏まえ、同地区の様々なポテンシャルを活かし、広域交流や地域交流を促進し、回遊性や総合プロデュース力向上の取り組みにより相乗効果を創出し、交流人口の拡大や地
域の稼ぐ力の向上につなげ、賑わいの再生を目指す。
　公的不動産の活用方針としては、公共施設等総合管理計画に基づく公共建築物の適正化、学校統合等による跡地の利用方針を示す公共施設跡地利用計画などと整合性を図る中で、公共用地を活用した都市機能の維持・誘導、定住人口の確保等
に結びつけるため、民間活力の導入などの手法により公的不動産をまちづくりのために戦略的に活用する。具体的には、まちなかの学校跡地を活用し、４つの公共施設を集約した生涯学習センター整備や、民間提案型宅地・コミュニティ整備等を進め
ており、立地や市民ニーズ、民間事業者の意向等を踏まえ、事業化に結びつけていく。



都市再構築戦略事業の計画
都市機能配置の考え方

都市再生整備計画の目標を達成するうえで必要な中心拠点誘導施設及び生活拠点誘導施設の考え方

都市再生整備計画の目標を達成するために必要な交付対象事業

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

人/日 H30 H32

人 H28 H32

件 H26～H28平均 H32

・中心拠点区域では、既に、鉄道やバスといった交通結節機能、行政機能・公共施設などの公共公益機能、広域医療機能、大規模商業施設や商店街などの商業機能など多くの都市機能を有しているところであるが、コンパクトなまちづくりを推進する
ため、広域的な拠点性を有する都市機能などをより一層強化する。特に、既に中心拠点区域内にある都市機能については、良好な居住環境や利便性確保の観点から、その維持又は強化を推進するとともに、不足する都市機能については積極的な誘
導を推進する。
・また、本市におけるコンパクトシティの推進においては、持続可能な公共交通網の再構築が必要不可欠であるため、公共交通ネットワークの形成を考慮した都市機能配置を進める。

　中心拠点誘導施設の図書館は、元々独立していた科学館との合築整備を予定している。両施設は、各々が本市の基幹的な都市機能であるほか、広域的な中心拠点機能も担っており、耐震性能不足や老朽化などの課題を抱えているため、公共施
設等総合管理計画に基づき、合築して整備することとした。合築施設では、中心拠点区域内での整備により都市機能を維持し、整備に伴う新たな機能強化により、子育て世代をはじめ多世代の交流を促進し、関連する事業と連携を図りながら、地区全
体の賑わい創出を目指す。

区域内歩行者通行量の増加 区域内の5箇所における歩行者通行量

新規フェリー就航等を契機とした広域交流の促進、図書館・環境
科学館合築整備や地元商店街の魅力向上等による地域交流の促
進・活性化、回遊性や総合プロデュース力向上の取り組みにより
相乗効果を創出

7,392 8,501

区域内公共施設利用者数の増加 区域内公共施設における利用者数

新規フェリー就航等を契機とした広域交流の促進、図書館・環境
科学館合築整備や地元商店街の魅力向上等による地域交流の促
進・活性化、回遊性や総合プロデュース力向上の取り組みにより
相乗効果を創出

75,941 85,000

空き店舗の活用件数の増加 区域内における空き店舗活用件数
図書館・環境科学館合築整備や地元商店街の魅力向上等による
地域交流の促進・活性化、回遊性や総合プロデュース力向上の取
り組みにより相乗効果を創出

1 6

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値



様式２　整備方針等

計画区域の整備方針

事業実施における特記事項

方針に合致する主要な事業
【新規フェリー就航等を契機とした広域交流の促進】
　フェリー就航や客船寄港などを契機として、東北圏域や羊蹄・西胆振圏域など道内外との広域連携の促進、国内外へのポートセールスによるさらなる広
域利用促進・交流人口の獲得、国の登録有形文化財「旧室蘭駅舎」と蒸気機関車を活かした子育て支援や歴史伝承等に資する旧室蘭駅舎公園整備、入
江運動公園における西胆振圏域唯一の第２種公認陸上競技場のさらなる整備など、広域交流の促進に資する事業を実施する。

【基幹事業】
　公園：旧室蘭駅舎公園整備
【関連事業】
  フェリー就航促進事業
　客船誘致事業
　入江運動公園（スポーツ機能強化）

【図書館・環境科学館合築整備や地元商店街の魅力向上等による地域交流の促進・活性化】
　知の拠点である図書館と体験型の環境科学館を、環境配慮型施設として合築し、新たに子育て支援としての読み聞かせの部屋や環境をテーマとした体
験型展示などを整備するほか、入江運動公園における子育て世代等のニーズを踏まえた遊具整備や、旧室蘭駅舎公園における遊具設置など、子育て支
援に配慮し多世代利用に資する整備を実施する。また、空き店舗活用・創業支援や、高校生のビジネスプラン実現化検討などにより地域活性化に資する事
業を実施する。

【基幹事業】
　中心拠点誘導施設：図書館整備事業
　公園：旧室蘭駅舎公園整備
【関連事業】
　環境科学館整備事業（環境省補助事業。図書館と合築）
　都市公園・緑地等事業（入江運動公園整備・子育て機能強化）
　商店街活性化推進事業
　空き店舗活用促進事業
　創業支援事業
　高校生ビジネスプラン事業

【回遊性や総合プロデュース力向上の取り組みにより相乗効果を創出】
　地区内の公共施設・商店街等の情報を官民一体となって発信する取り組みや、来街者のまち歩きを促す情報板の整備、誘導施設へのアクセス強化や住
環境の向上に資する道路整備を実施するほか、飲食店割引クーポン発行や街バル等のイベント実施により回遊性や誘客を強化する。さらに、電動アシスト
自転車のレンタサイクル実証実験など、区域内を面的に捉え回遊性向上に資する取り組みを実施する。

【基幹事業】
　道路：市道中央・舟見通線、市道栄町通線
　地域生活基盤施設：情報板整備
【関連事業】
　観光客回遊促進事業
　商店街活性化推進事業

【まちづくりの住民参加】
　○図書館・環境科学館の基本計画策定に関し、市民参加のワークショップを開催し、中高生を含む市民が参加し、当施設のコンセプトや新規機能等を取りまとめている。
　○室蘭駅周辺地区の市民を対象にアンケートを実施し、図書館や住環境等に関する市民ニーズの把握に努めている。
　○国土交通省の出前講座を活用し、市内の商店街組合、まちづくり団体、自治会等が参加した官民連携のまちづくりを考える勉強会を平成28年度に開催し、住民とともに理解を深めている。
　○平成29年1月、室蘭駅周辺地区のまちづくりに関する住民説明会を実施し、住民の理解を深めている。
　○平成29年10月、地元町会や商店街などと立地適正化計画に関する意見交換を実施し、将来のまちづくりに向けて議論を重ねている。
　○室蘭商工会議所が中心となり、室蘭駅周辺地区を含む（仮称）商業ビジョンに関するワークショップや委員会を開催し、民間主体のまちづくりに取り組んでいる。

【官民連携体制】
（フェリー航路就航促進事業・客船誘致事業）
　○平成30年6月のフェリー就航に向け、一般社団法人室蘭観光協会・室蘭商工会議所と連携した「宮古市との交流実行委員会」を組織し、企業版ふるさと納税を活用した交流事業のほか、修学旅行誘致や縄文文化交流などを実施
　○岩手県や宮古市などを含む「宮古港フェリー利用促進協議会（当市含む31団体）」において、東北圏域との物流・観光のフェリー航路を活用した広域利用促進に係る連携を実施
　○「ようてい・西いぶり広域連携会議（当市含む15市町村）」において、東北・三陸沿岸地域とダイレクトに結ばれる利点を活かし、広域市町村連携による特産品PRや販路拡大につながるPRを実施
　○「みなとオアシス室蘭協議会（青年会議所やNPO法人など16団体）」や道南バスと連携し、客船入港時のおもてなしイベント、市内回遊バスなどを実施
　○地元企業と連携し、全国クルーズ客船連絡会や海外クルーズ船社との商談会などにおいて官民連携のポートセールスを実施
（図書館整備事業・環境科学館整備事業）
　○図書館において、室蘭地方史研究会や読み聞かせボランティア、ふくろうの会などと連携し運営を見据えた整備に係る協議の実施や、連携した企画事業を実施
　○環境科学館において、NPO法人科学とものづくり教育研究会と連携し運営を見据えた整備に係る協議の実施や、NPO法人・室蘭工業大学・地元企業と連携した企画事業を実施
（旧室蘭駅舎公園整備）
　○地元のSL保存会と連携し、市民参加のSL清掃体験や運転席体験などのイベントを実施
（商店街活性化推進事業・空き店舗活用促進事業・創業支援事業）
　○商工会議所や地元商店街などと連携し、回遊性向上に向け、情報発信ツール整備や街バル等の誘客イベント、レンタサイクル実証実験などを実施
　○むろらん商店街づくりサポートセンターと連携し、商店街の賑わい再生に向け、空き店舗活用した出店支援や創業支援を実施
（観光客回遊促進事業）
　○一般社団法人室蘭観光協会・室蘭商工会議所と連携した「室蘭観光推進連絡会議」において、地区内の魅力発信と消費を促す取り組みを進めるため、飲食店割引クーポンを発行。

【政策間連携体制】
　○賑わい再生への取組を総合的に推進するため、市長を本部長とする政策推進本部会議において、横断的な施策推進体制を構築

【事業完了後の継続性、人材育成、維持管理費の低減】
　○商工会議所が策定する（仮称）商業ビジョンにおける民間主体の取り組みを後押しするほか、官民連携による客船誘致・物流確保等のポートセールスなどを継続的に実施し、民間ベースの取り組みにつなげていく。
　○商店街個店におけるコンシェルジュ機能向上に向けた研修会開催により、人と人とのつながりといった商店街の魅力を高める人材育成につなげる。
　○図書館・環境科学館において、ワンフロア型による管理体制の効率化のほか、合築による設備等の省力化や共用部の共有により維持管理コストの縮減を図る。



様式３　目標を達成するために必要な交付対象事業等に関する事項

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象 費用便益比
細項目 開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費 Ｂ／Ｃ

道路 市道 室蘭市 直 145m 32 32 32 32 52 52 52 52 －

道路 市道 室蘭市 直 80m 31 32 31 32 24 24 24 24 －

道路

道路

公園 街区公園 室蘭市 直 0.46ha 31 31 31 31 73 73 73 73 －

古都保存・緑地保全等事業

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設 情報板 室蘭市 直 6基 32 32 32 32 24 24 24 24 －

高質空間形成施設

高次都市施設

中心拠点誘導施設 室蘭市 直 2317.36㎡ 31 32 31 32 1,231 1,231 1,231 1,231 1.33

生活拠点誘導施設

高齢者交流拠点誘導施設

既存建造物活用事業（高次都市施設）

合計 1,404 1,404 1,404 0 1,404 - …A

提案事業（継続地区の場合のみ記載）

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費

合計 0 0 0 0 0 …B

合計(A+B) 1,404
（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度

室蘭市 環境省 2394.5㎡ ○ H31 H32 1,729

室蘭市 国土交通省 1.0ha ○ H29 H31 40

室蘭市 ○ H30 H32 62

室蘭市・民間 ○ ○ H29 H32 6

室蘭市・民間 ○ ○ H30 H32 2

室蘭市・民間 ○ ○ H29 H32 14

室蘭市・民間 ○ ○ H29 H32 11

室蘭市・民間 ○ ○ H30 H30 -

室蘭市・民間 ○ ○ H30 H32 8

室蘭市・民間 ○ ○ H29 H32 45

合計 1,917

交付対象事業費 1,404 交付限度額 702.0 国費率 0.5

（参考）事業期間 交付期間内事業期間

市道中央・舟見通線

市道栄町通線

旧室蘭駅舎公園

図書館・環境科学館、旧室蘭駅舎　外

図書館

連携生活拠点誘導施設

（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目

（いずれかに○） 事業期間

環境科学館整備事業（図書館と合築） （仮称）環境科学館

都市公園・緑地等事業（入江運動公園｜子育て機能） 入江運動公園

入江運動公園事業（スポーツ機能） 入江運動公園

観光客回遊促進事業

商店街活性化推進事業

空き店舗活用促進事業

創業支援事業

高校生ビジネスプラン事業

フェリー就航促進事業

客船誘致事業

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模

地域創造
支援事業

事業活用調
査

まちづくり活
動推進事業

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模 全体事業費



都市再生整備計画の区域

　室蘭駅周辺地区（北海道室蘭市） 面積 108 ha 区域
中央町、入江町、海岸町１丁目～3丁目の一部、山手町１丁目～３丁目の一部、本町１丁
目の一部と２丁目、栄町１丁目の一部と２丁目、幕西町の一部、常盤町の一部

都市機能誘導区域

都市再生整備計画区域

凡　　例

室蘭港

日本製鋼所室蘭製作所

新日鐵住金室蘭製鉄所

中央埠頭

フェリー埠頭

ＪＲ室蘭駅

室蘭駅周辺地区　１０８ha
北海道胆振総合振興局

室蘭地方合同庁舎

旧室蘭駅舎

港の文学館

文化センター
市民美術館

室蘭市役所

市立室蘭図書館

青少年科学館

市立室蘭総合病院

日鋼記念病院

入江陸上競技場

入江運動公園

一般国道36号

JR室蘭本線

旧室蘭駅舎公園



7,392 （H30年度） → 8,501 （H32年度）

75,941 （H28年度） → 85,000 （H32年度）

1 （H26～H28平均） → 6 （H32年度）

　室蘭駅周辺地区（北海道室蘭市）　整備方針概要図

区域内歩行者通行量の増加（人／日）

区域内公共施設利用者数の増加（人）

空き店舗の活用件数の増加（件）

目標

・新規フェリー就航等を契機とした広域交流の促進
・図書館・環境科学館合築整備や地元商店街の魅力向上等による地域交流の促進・活性化
・回遊性や総合プロデュース力向上の取り組みにより相乗効果を創出
上記の取り組みにより、交流人口の拡大や地域の稼ぐ力の向上につなげ、賑わいの再生を
目指す。

代表的
な指標

基幹事業：地域生活基盤施設

　情報板整備

基幹事業：公園

　旧室蘭駅舎公園整備

関連事業：官民連携単独事業

　高校生ビジネスプラン事業

関連事業：官民連携単独事業

　空き店舗活用促進事業

関連事業：官民連携単独事業

　創業支援事業

関連事業：官民連携単独事業

　商店街活性化推進事業

基幹事業：道路

　市道中央・舟見通線、市道栄町通線

関連事業：官民連携単独事業

　フェリー就航促進事業

関連事業：官民連携単独事業

　客船誘致事業

関連事業：官民連携単独事業

　観光客回遊促進事業

関連事業：単独事業

　入江運動公園（スポーツ機能強化事業）

関連事業：都市公園・緑地等事業

　入江運動公園（子育て機能強化事業）

基幹事業：中心拠点誘導施設

　図書館整備事業

関連事業：環境省補助事業

　環境科学館整備事業

ＪＲ室蘭駅

都市機能誘導区域 DID地区

都市再生整備計画区域 公共交通圏

基幹事業

関連事業

凡例

中心拠点区域（公共用地率１５％以上
となる区域、鉄道駅（ピーク時運行本数
（片道）３本以上の区域を含む）


