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はじめに 

 

 

私たちは、団体推薦や公募により平成18年8月30日に白鳥新道のあり方を考える市

民ワークショップ委員として委嘱されました。市民ワークショップは伊達市・室蘭

市・登別市の市民44名で構成され、各委員は、年齢、性別、職業、出身地などが異

なり、様々な経験と意見を持っていました。また、それぞれが自分の住む地域がよ

り良いまちになるようにとの思いを持って、このワークショップに参加しました。 

 

ワークショップの前半では、「計画どおりの推進」から「税金の無駄遣い」など

さまざまな意見があり、参加者一同どのような方向に進むのか分からず不安もあり

ましたが、みんなで議論を重ねるうちに認識が深まり「地域づくりの視点」から道

路のあり方を考え議論するようになりました。 

 

その結果、この提言書は単なる「道路づくりへの提言」ではなく、広域的視点か

ら今後の室蘭地域の活性化やまちづくりの将来像を考え、それらを支援する道路の

あり方について「地域づくりの視点」「使われる・使いやすい道づくりの視点」で、

地域づくりの主体となる市民の立場から考えた「賑わいのある室蘭地域のまちづく

り」の提言となりました。 

 

また、私たちは、「まちづくりに必要な道とは」という視点で白鳥新道２期区間

のあり方を考えた結果、「現在の白鳥新道２期計画どおりの道路は必要ない、新た

な発想による道路が必要である。」という結論で意見が一致しました。 

 

市長はじめ市当局は、私たちの提言をしっかりと受け止めて、今後のまちづくり

のあり方を検討するとともに、具体化に向けて市民と協働により論議し、取り組み

を進めることを切にお願いします。 

 

平成１９年５月 

 

白鳥新道市民ワークショップ一同 
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提  言 

Ⅰ．本市の課題とまちづくりの方向 

 

１．本市のまちづくりにおける課題の共通認識 

私たちは、まちづくりの方向を考えるため、伊達市や登別市との広域連携を考慮しな

がら、本市の問題、課題や地域資源の共通認識の確認を行いました。 

その結果、少子高齢化、地球環境問題等の社会情勢の変化や安定・成熟した「都市型

社会」への転換が進む中で、豊かな自然、高度な技術、港湾・高速道路・白鳥大橋など

の社会資本ストックを生かし、住み良く活力に満ちたまちづくりを目指すことが必要で

あるとの結論に至りました。 

これからは人口減少を踏まえるとともに、高齢化社会を迎えることから、子供から高

齢者まで、ゆとりをもって安心して暮らせる豊かな地域社会の形成を目指し、私たち市

民一人一人がまちづくりに取り組んでいくことが必要です。 

私たちが本市における課題として問題意識を共通した主な内容は下記のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇本市の主要課題 

① 人口の減少 

② 室蘭への来訪など交流人口の促進 

③ 少子高齢化の進行 

④ 基幹産業の高度化 

⑤ 西胆振における拠点都市としての都市機能の向上 

⑥ 中心部商業機能の空洞化 

⑦ 環境産業への取組み 

◇提言書のまとめ方 

◇蘭西地区の範囲 このワークショップは白鳥新道のあり方を考

える主旨で発足しましたが、室蘭地域全体のま

ちづくりのあり方を踏まえたうえで、特に直接

的に影響が及ぶ「蘭西地区のまちづくり」を考

慮し、提言書をまとめました。 

蘭西地区とは、概ね市域の西部で御崎町以西

の半島部を指しています。 
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Ⅱ．蘭西地区のまちづくり 

１．蘭西地区におけるまちづくりの基本方向 

本市の発展のためには、特定重要港湾室蘭港、鉄鋼や環境産業など特色ある地域産業、

西胆振地域としての行政機能、高次医療機能、豊かな自然・食・港や工場の景観を活用

した地域おこしが必要です。 

蘭西地区は、本市のこうした地域資源が集積する地域であり、本市の発展に非常に重

要な役割を担っていることが私たちの共通認識となりました。 

サークル都市むろらんの中で蘭西地区が担うべき役割を考えた結果、蘭西地区は下記

の４つの基本方向に即したまちづくりが必要であると考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇蘭西地区におけるまちづくりの基本方向 

① 都市機能（行政・商業・医療機能等）が集積する中央地区の活性化（まちなか再生）

② 環境産業・ものづくりのまちづくり 

③ 本市の特色を生かした観光都市づくり 

④ 健康を増進し、安心・安全に暮らせる魅力ある住環境の実現 

 

 

 

 

 

ワークショップの様子 
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２．蘭西地区まちづくり 

蘭西地区のまちづくりの４つの基本方向に即して、その取り組みの方向を「蘭西地区

まちづくり」として提言します。 

 

①都市機能（行政・商業・医療機能等）が集積する中央地区の活性化（まちなか再生） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 西胆振地域の中心都市である本市の中央地区は行政機能が集積し日常生活に欠か

せない地区となっています。市立室蘭総合病院及び日鋼記念病院は本市のほか西胆振

地域の高次医療施設として重要な役割を果たしています。一方、中央地区の商業をみ

ると歴史ある特徴的な飲食店なども多く立地しているものの、低迷を余儀なくされて

おり活性化が必要です。 

 

＜中央地区に集積する高次医療施設や行政機能の活用＞ 

 中央地区の行政、医療、商業の地域特性を踏まえて、この地域の交流人口を増加さ

せることが必要です。 

行政機能については、市民や西胆振の人たちが利用する各種公的機関へのアクセス

向上により交流人口の増加や町の賑わい確保が必要です。 

医療機能については、室蘭市民のみならず、伊達市など西胆振方面、長万部など渡

島北部からの救急搬送が多いなど、本市の高次医療や救急医療における役割は重要で

す。本市の医療機能が充分に発揮されるためには、医療機関の組織体制の充実が最重

要でありますが、交通アクセスの向上等により、その役割がなお一層発揮されること

が必要です。 

 

＜中央町商店街の活性化＞ 

中央地区の商業活性化の方向は、中島地区における大規模商業施設との機能分担を

考慮し、賑わいの確保、歴史や文化に根ざした室蘭らしい商店や飲食店の維持・発展

の方向です。また、通過交通を対象とした商店配置も必要です。そのためには蘭西地

区の豊富な観光資源と連携し、観光客を誘導するためのホスピタリティの充実、歴史

性や魅力に満ちた中央町商店街の維持・増進、ＰＲの充実が必要です。 
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②環境産業・ものづくりのまちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市は製造業を中心に築かれた「ものづくりのまち」として発展し、そして産業構

造の転換など幾多の困難を乗り越え、それぞれの技術力、生産性、市場での競争力を

高めてきました。その不断の努力により、製鉄・鉄鋼業などの基幹産業は現在、フル

生産が続く好況下にあり、道内で工業出荷額が最も増加している状況となっていま

す。また、ＰＣＢ廃棄物処理事業など、環境に貢献する室蘭のブランドが内外に広く

発信されることで、新たな産業展開や地域・経済交流への期待が高まっています。 

＜地場産業の振興＞ 

 製造業や環境産業が本市の発展に重要な役割を担っていることは私たちの共通認

識です。これらの産業活動を支援する道路、港湾などの社会基盤整備が必要です。 

＜港湾機能の強化・サークル機能の充実・フェリーターミナルの活用＞ 

本市の環境産業・ものづくりのまちづくりのためには、特定重要港湾室蘭港の港湾

機能の強化、本市のサークル機能の充実、フェリーターミナルの活用を促す施策が必

要です。 

 

③本市の特色を生かした観光都市づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市の蘭西地区は、地球岬・トッカリショ等の美しい海岸景観、風光明媚な漁港や

マリーナ、白鳥大橋・室蘭港・工場群など特徴ある景観、豊富な海の幸や焼き鳥など

室蘭ならではの味覚など観光資源に恵まれており、これらの資源を活かした観光振興

施策が必要です。 

＜蘭西地区の観光資源を活かした地域振興（豊かな自然や味覚の活用）＞ 

本市の活性化のためには、蘭西地区の豊富な観光資源を活かして地域づくり人づく

りを進め、交流人口の拡大や私たちが誇りをもてる取り組みが必要です。 

＜本市における観光軸の整備（玄関口としての整備、市街地再編、景観整備）＞ 

蘭西地区へより多くの観光客を誘導するために、白鳥大橋とそれに連続するルート

を玄関口として整備することが必要です。この玄関口の整備においては、玄関口とな

るルート沿線の市街地再編、景観整備にも配慮することが必要です。 

＜魅力ある港空間を活かした観光振興（プロムナード整備等による臨港地区の観光開

発との連携）＞ 

臨港地区の水辺の景観、既存倉庫の多面的機能（イベント利用等）、産業学習の機

会等を活用し、魅力ある港空間を活かした観光振興が蘭西地区における重要な取り組

みであると考えます。臨港地区における観光開発の推進と相まって、プロムナード整

備、中央町商店街との連携により地域一体に観光客が散策などで行き来し、賑わいの

ゾーンとすることが必要です。 
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④健康を増進し、安心・安全に暮らせる魅力ある住環境の実現 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蘭西地区においては入江運動公園などのスポーツ施設があるほか、マリンスポー

ツ、自然散策などの素地を有しています。また、これからの地域づくりにおいては、

市民や訪れる人に対して心のゆとり・心の豊かさを与え、健康づくりに役立つ取り組

みが必要です。 

 

＜市民や観光客の健康増進に寄与する地域づくり＞ 

蘭西地区の健康やスポーツ活動の増進に関連する資源を活用し、「健康を増進し、

安心・安全に暮らせる魅力ある住環境の実現」を図ることにより、市民生活の心の豊

かさの増進と交流人口の拡大を促す取り組みが必要です。とくに、市民や観光客の健

康増進に役立つ取り組み（スポーツ施設の活用、散策、ジョギング、サイクリング等）

が必要です。 

 

＜安全・安心に利用できる沿道環境の実現本市の魅力を活かし、緑豊かで快適に楽し

みながら利用できる歩行者・自転車ネットワークの実現＞ 

＜にぎわいある魅力的な沿道地域づくり（ショップ・フード等）＞ 

安全・安心に利用できる沿道環境の実現、本市の魅力を活かし、緑豊かで快適に楽

しみながら利用できる歩行者・自転車ネットワークの実現、にぎわいある魅力的な沿

道サービス確保による地域づくり（ショップ・フード等）などの取り組みが必要です。

 

 

現地視察の様子 
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Ⅲ．蘭西地区のまちづくりに必要な道づくりのあり方 

１．蘭西地区における道づくりの基本方向 

私たちは、蘭西地区のまちづくりを踏まえて、「蘭西地区のまちづくりに必要な道路」

「市民が必要とする道路」について考えました。 

地域の念願であったサークル都市の実現を可能にした「白鳥大橋」は地域の宝です。

この白鳥大橋の効果を最大限に活かすために、まちづくりと道づくりの両者を視野に入

れた議論の中から、まちづくりにおいては蘭西地区の特徴でもある「港空間を活かした

まちづくり」、道づくりにおいては「人と車に優しい道づくり」を目指そう、「港空間

を活かし、人で賑わう道づくり」を実現しようというコンセプトが生まれました。 

すなわち、西胆振にとっても重要となる行政施設や高次医療施設が集積する蘭西地区

の魅力を高め、人も安全に楽しく散策し、車も安全・快適に走行し、魅力あふれる蘭西

地区に多くの人々が訪れる道づくりが必要です。 

 

港空間  

～サ

 

 

 

 

 

 

このコンセプトを具現

えました。 

 

 

 

 

 

 

◇蘭西地区におけ

① 都市機能（行政・商

② 産業活動を支援する

③ 商業や観光振興、港

④ 安全・安心、ゆとり

◇上記は、下記

 
（（再掲） 

① 都市機

ちなか

② 環境産

③ 本市の

④ 健康を

 

 

 

 

 

 

蘭西地区における道づくりのコンセプト 

を活かし、人で賑わう道づくり
ークル都市むろらんの人と車に優しい道～ 

化するために、蘭西地区の道づくりの基本方向は次のように考

る道づくりの基本方向 

業・医療機能等）が集積する中央地区へのアクセス向上 

道路の強化・環状ネットワーク形成 

空間を活かしたまちづくりに貢献する魅力的な道路空間の創出 

とにぎわい、交流を創出する道路空間の創造 

のｐ．２「蘭西地区のまちづくりの基本方向」に対応 

能（行政・商業・医療機能等）が集積する中央地区の活性化（ま

再生） 

業・ものづくりのまちづくり 

特色を生かした観光都市づくり 

増進し、安心・安全に暮らせる魅力ある住環境の実現 
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２．蘭西地区における道づくりの取り組みの方向 

蘭西地区における道づくりの基本方向を実現するための道路のあり方について議論

を重ね「取り組みの方向」としてまとめました。 

「まちづくりに必要な道とは」という視点で白鳥新道２期区間のあり方を考えた結果、

「現在の計画にこだわらず、新たな発想による道路が必要である」という共通認識を得

たため、これまでの名称「白鳥新道２期」にとらわれない道づくりを提言します。 
  

 
①都市機能（行政・商業・医療機能等）が集積する中央地区へのアクセス向上 

②産業活動を支援する道路の強化・環状ネットワーク形成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【白鳥大橋ジャンプ台解消のイメージ】 
※イメージであり構造などを例示するものではありません 

 

◇取り組みの方向 

白鳥大橋の効果を最大限に活かすため、車がスムーズに走行できる道が必要です。 
＜祝津～築地間＞ 

・通過交通と生活交通の確保 

通過交通・生活交通の双方が安全にスムーズに走行できる道路が必要です。例えば、

道道室蘭港線については沿線に立地している住宅、事業所への影響を考慮すると生活

重視の機能とすべきであると考えます。 
・白鳥大橋～築地交差点付近への走行性の確保（ジャンプ台の解消） 

祝津ループランプは鋼材を運搬する大型車の走行が困難など、本市の産業活動に充

分に貢献しきれていない状況となっているほか、走行速度の低下にもつながっていま

す。白鳥大橋の効果を最大限に活かすため、白鳥大橋から築地交差点付近までの走行

性向上のため、ジャンプ台を解消する本線延長が必要です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

祝津ループランプ祝津ループランプ

白鳥大橋白鳥大橋

白鳥大橋の一白鳥大橋の一

部を延伸部を延伸
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＜築地～入江間＞ 

・通過交通と生活交通の確保（臨港道路の活用） 

通過交通・生活交通の双方が安全にスムーズに走行できることが必要です。この間

は臨港道路と道道室蘭港線がありますが、臨港道路は港湾活動の交通だけではなく、

本線延長による通過交通に対する受入れが必要です。 
・中央地区へのスムーズな交通導線の確保 

中央地区の港湾、商業、医療機能へのアクセス向上のため、スムーズな交通導線が

必要です。また、市民以外の利用促進を踏まえて、フェリーターミナル、行政機関な

どへサインボードの整備など、分かりやすい道とすることが必要です。 
＜入江～山手間＞ 

・交通混雑の解消（入江ランプ） 

入江ランプは恒常的に交通混雑がみられるほか、幅員が狭いため緊急車両が追い越

しできない状況となっています。このため、入江ランプの混雑解消や緊急車両にも配
 

 

慮した道とすべきです。 
 

 

 

ワークショップの様子 
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③商業や観光振興、港空間を活かしたまちづくりに貢献する魅力的な道路空間の創出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇取り組みの方向 

蘭西地区の商業施設や観光拠点、港空間に立ち寄れる道が必要です。 
そのため、築地地区から入江地区までは通過交通の分離のみにとどまる高架の道路や

自動車専用道路は望みません。 
 

＜祝津（絵鞆）～中央町間＞ 

・観光資源の集積する絵鞆地区～中央地区間の結びつきの強化 

通過交通・生活交通の双方が安全にスムーズに走行できる道づくりが必要です。

また、通過が予想される祝津地区については、一層の魅力アップが必要です。 
 

＜築地～入江間＞ 

・臨港地区の水辺を活かしたプロムナードの整備 

臨港地区では水辺の景観、既存倉庫の多面的機能（イベント利用等）、産業学習

の機会等を活用し、本市の新しい観光スポットに仕立てる事が必要です。その具体

的な構想はＮＰＯ法人により「室蘭波止場構想」として検討されています。このよ

うな臨港地区における観光振興施策に対応して、市民や観光客が安全・安心に散策

できる水辺を活かしたプロムナードの実現に役立つ道づくりが必要です。 

・沿道景観としての港や工場景観の活用 

室蘭市の玄関口としてふさわしい景観を提供するように、室蘭港の美しい景観や

室蘭らしい工場景観を楽しめる道づくりが必要です。 
 

【臨港地区の水辺を活かしたプロムナードの整備イメージ】
9  

※イメージであり構造などを例示するものではありません 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜中央町～臨港地区間＞ 

 

・商店街と臨港地区両拠点のスムーズな往来の確保 

  道路を良くすることによって通過交通が増加し、走行速度が高まるということを

十分考慮し、観光振興が必要な臨港地区と商業振興が必要な中央町商店街との往来

や連携をスムーズにするだけでなく、観光客の誘客などによる歩行者の増加も考慮

し、運転手にとっても歩行者にとっても安全で利便性の高い道づくりが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

港の景観 
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④安全・安心、ゆとりとにぎわい、交流を創出する道路空間の創造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇取り組みの方向 

蘭西地区は健康を増進し、安全・安心に暮らせる魅力ある住環境を実現するとともに、

既存の観光施設、スポーツ施設、新たな観光スポットとの連携、景観に配慮した道路空

間の創造が必要です。 
 

＜祝津（絵鞆）～中央町間＞ 

 
・快適な歩行者・自転車の通行空間の連続性の確保 

新たな道づくりを起爆剤として、官民協働のもと、沿道建物等との調和が図られ

た歩道景観の整備、植樹・花壇等の連続性の確保、安全・安心に利用できる沿道環

境の実現、緑豊かで快適に楽しみながら利用できる歩行者・自転車ネットワークの

形成を目指すことが必要です。 
 
・通過交通と生活交通の確保 

ゆとりとにぎわいの確保の観点を念頭に置きながらも、前述と同様に、通過交

通・生活交通の双方が安全にスムーズに走行できる道づくりが必要です。例えば、

道道室蘭港線については沿線に立地している住宅、事業所への影響を考慮すると生

活重視の道づくりが望まれます。また、臨港道路については、本線延長による通過

交通に対する受入れが必要であり、賑わいの拠点としての整備が望まれる臨港地区

においては都市計画用地幅を活かした道づくりが必要です。 
【快適な歩行者・自転車の通行空間の整備イメージ】 

※イメージであり構造などを例示するものではありません 
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まちづくり・道づくりを実現するための市民参加型の取り組み 
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◇取り組みの方向 

私たちが検討した蘭西地区まちづくりの提案は、官民協働により推進することが重要

と考えます。特に、中央町商店街の活性化、室蘭波止場構想（プロムナードなど新たな

光スポット）の実現、植樹・花壇の整備・管理など沿道景観の整備、沿道休憩施設の整

と利用促進、既存観光施設のＰＲや利用促進、健康増進やスポーツ等のイベント、観光

設や文化施設などでのイベントの開催など、私たち市民が主体となって取り組む必要が

ります。 
これらの取り組みを具体化し、より多くの実りを得るために、今後とも官民協働によ

検討・活動など、まちづくり・道づくりの実現へ向けた市民参加型の取り組みの継続が
 
 
 

要です。 

 
 
 
ワークショップの様子 
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0  

祝祝祝津津津地地地区区区   
マママリリリーーーナナナ・・・道道道ののの駅駅駅みみみたたたららら    

パパパーーークククゴゴゴルルルフフフ場場場    
水水水族族族館館館・・・温温温泉泉泉ゆゆゆらららららら    
祝祝祝津津津商商商店店店街街街とととののの連連連携携携    

◇蘭西地区における道づくりの基本方向 

① 都市機能（行政・商業・医療機能等）が集積する中央地区へのアクセス向上 

② 産業活動を支援する道路の強化・環状ネットワーク形成 

③ 商業や観光振興、港空間を活かしたまちづくりに貢献する魅力的な道路空間の創出

④ 安全・安心、ゆとりとにぎわい、交流を創出する道路空間の創造 

築築築地地地地地地区区区     

中中中央央央地地地区区区   
医医医療療療施施施設設設・・・行行行政政政機機機能能能ののの集集集積積積  

まままちちちなななかかか再再再生生生    

臨臨臨港港港地地地区区区    
   

港港港空空空間間間ををを活活活かかかしししたたた観観観光光光振振振興興興    
プププロロロムムムナナナーーードドド整整整備備備    

中中中央央央町町町商商商店店店街街街とととののの連連連携携携  

 

凡  例 
道道室蘭港線 
臨港道路 
白鳥新道 

蘭西地区における道づくりのコンセプト 

港空間を活かし、人で賑わう道づくり

～サークル都市むろらんの人と車に優しい道～ 

追追追直直直漁漁漁港港港   
ＭＭＭララランンンドドド計計計画画画    



（資料編） 

１．委員会およびワークショップの経過概要 

開催日 会議名 主な内容 会場 

H18.7.25 第1回委員会 委員会の立上げ／ワークショップの体制と役

割について／ワークショップの流れ（予定）

について 

市役所会議室 

H18.8.30 第1回ワーク

ショップ 

(以下、ＷＳ

と記す) 

ワークショップの立ち上げ／室蘭市都市計画

マスタープラン、白鳥新道計画、市民アンケ

ート等ついて／グループディスカッション

（室蘭市の問題点・課題・資源について、現

地視察のポイント） 

室蘭市防災セ

ンター会議室 

H18.9.30 現地視察会 室蘭市内の地域資源や問題・課題を確認する

現地視察／視察後、現地視察の感想やワーク

ショップの進め方等に関して自由に意見交換 

室蘭市文化セ

ンター会議室 

H18.10.23 第2回ＷＳ グループディスカッション（室蘭市全体のま

ちづくりの方向とそれを支える交通基盤につ

いて） 

室蘭市市民会

館会議室 

H18.11.20 第3回ＷＳ グループディスカッション（蘭西地区の交通

基盤の方向性について） 
室蘭市市民会

館会議室 

H19.1.23 第2回委員会 ワークショップの中間報告と今後の方針につ

いて 
市役所会議室 

H19.2.5 第4回ＷＳ グループディスカッション（まちづくりを考

慮した蘭西地区のあり方について） 
室蘭市防災セ

ンター会議室 

H19.3.1 第5回ＷＳ グループディスカッション（蘭西地区のまち

づくりのあり方と道路のあり方について） 
室蘭市市民会

館会議室 

H19.4.12 第3回委員会 ワークショップの提言書について 市役所会議室 

H19.4.25 第6回ＷＳ 提言書の内容について  
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日時：平成18年8月30日
場所：室蘭市防災センター

第１部 ワークショップの目的を確認

第２部 グループで意見交換（現状認識の共有）

何故、ワークショップやるの？
白鳥新道２期計画について市民の目
から、まちづくりの視点で考えるため
スタート

自由な発想でこれからのまちづくりの方向を議論する第１歩として、６グループに分かれて、グループごと
に室蘭市全体の地域資源等について問題点や可能性を探るというテーマで意見交換

室蘭のいい所、悪いところ、
活かすべき資源は？

現地視察で見たいところは？

第３部 グループ発表

・活かすべき資源としての意見
（自然景観、夜景、グジラ・イルカ、大黒島、追直漁港、海からの景観、カ
レーラーメン・やきとり等の味覚、工業技術等）

・悪い景観に関連した意見
（工業、町並み、老朽化したもの、市民意識、低いモラル、町の淋しさ、空
き店舗）

・人的資源に関連した意見
（活動団体の多さ、文化活動の乏しさ、大企業依存体質）

・地域交流に関連した意見
（交流人口を増やすべき、近隣に観光地が多い、ＰＲが不足）

・交通基盤に関連した意見
（高速道路アクセスが良い、公共交通機関が不便、観光地へのアクセス
が分かりづらい）

・生活環境に関する意見
（買い物が不便、医療施設、暮らしやすい人口規模）

・視察要望箇所
（夜景、海からの景観、大黒島、追直漁港、日鋼の構内、白鳥大橋の主
塔・徒歩体験など）

活かすべき資源、悪い景観、人的資源の多さ、交通基盤に
ついて、生活環境についての多様な意見が出されました。

第１回第１回 白鳥新道市民ワークショップ白鳥新道市民ワークショップ
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日時：平成18年9月30日
場所：室蘭市文化センター

第２部 現地視察会

【視察ルート】

第１部 田村委員長・栗山副委員長からの話題提供

○道づくりを考えるにあたって
は、空間づくり（まちづくり、地
域ビジョン）の議論が先！
○そこから自然発生的にある
べき道の議論へと進めていくこ
とが必要！

○協働社会という観点から、
サークル都市の実現を考えてみ
よう！
○人がまちを動かすという認識
が必要！

空間づくり
事例紹介

札幌
エムシャーパーク・・・

まちづくり
人づくり
事例紹介
アイアンフェスタ
帯広屋台村・・・

第１回ワークショップで出された視察希望場所
などから、事務局で視察場所を選定し、白鳥大
橋によりサークル都市となっていることを感じな
がら、地域資源の位置関係等の現状認識の共
有化を図るため、バスで市内を視察。

第３部 意見交換会

文化センターへ戻り、全体で現地視察
の感想やワークショップの進め方等に関
して自由に意見交換。

①地域資源に関する意見
景観資源の素晴らしさを実感した ／交流人口増加のための

施策が必要
②データ提供の要望
白鳥大橋の交通特性について知りたい／２期計画に関する情

報を詳しく知りたい
③ワークショップの進め方に関する意見
まちづくりばかり議論されている／道路に関する検討がワーク

ショップの終盤に簡単に議論されるのであれば問題／早く２期
区間に関する議論をしたい

現地視察会現地視察会
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第２回第２回 白鳥新道市民ワークショップ白鳥新道市民ワークショップ

第２部 グループで意見交換

第１部 ワークショップの進め方について意見交換

○事務局からの説明
・白鳥新道計画から年月が経過
し、当初とニーズが変化している
・白鳥新道の検討のためにはまち
づくり議論が必要

第３部 グループ発表（室蘭市のまちづくりの方向と交通基盤について）

日時：平成18年10月23日
場所：室蘭市市民会館

○意見交換の内容
●２期区間は有料化は？
⇒室蘭市としては、無料を前提として国にお願いするスタンス。

●国道３７号線の道道移管、室蘭港線の市道移管については？
⇒管理主体を変えないことを前提として国や道にお願いするスタンス。

●２期計画に対する市のプランは本当に無いのか？
⇒市民ワークショップでの意見を踏まえ室蘭市が政策判断。現計画が時

代の変化を踏まえたものではないため、まちづくりの視点からどのような道
路が必要であるかという市民意見が必要と考えている。
●２期計画に対する市のプランが全くないというのはおかしいのでは？
⇒まちづくりにおいて如何に道路が必要かという検討が必要である。

グループごとに、「室蘭市全体のまちづくり
の方向とそれを支える交通基盤」という
テーマで自由に意見交換。

【第1回ＷＳ・現地視察会で出された意見総括・地域資源マップ】

第1回・第2回ＷＳ総括（室蘭市全体のまちづくりの方向）

地域資源、室蘭名物、都市機能、工業都
市、暮らしやすさ等の視点から、室蘭市の
将来像と交通基盤のあり方について発表。
しかし、２期地区の具体的な検討を望む声
もみられました。
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第３回第３回 白鳥新道市民ワークショップ白鳥新道市民ワークショップ

第２部 グループで意見交換

第１部 事務局から道路整備の方向を例示

○事務局から
白鳥新道２期区間周辺の道路整備の方向

については何も決まっていないが、まちづくりの
議論を活性化するために、事務局より道路整
備の方向を例示。

第３部 グループ発表（白鳥新道の方向性とまちづくりの方向性について）

グループごとに「白鳥新道２期区間周辺の交
通基盤の方向性について」として、整備により
期待される効果、想定される白鳥新道２期区
間周辺の姿、目指すべき室蘭市のまちづくりの
方向について自由に意見交換。

【まちづくり議論の参考として事務局から
例示した白鳥新道２期区間の整備例】

第３回ＷＳ総括（室蘭市全体のまちづくりの方向）

高次医療、臨港地区プロムナード整備、中央町
商店街活性化、訪問客に対する観光機能や市民
の生活機能の充実など、まちづくりに向けた道路
の役割について、全面高架構造への疑問、事業
コストの縮減に対する意見などが出されました。

日時：平成18年11月20日
場所：室蘭市市民会館

①全区間

現状のまま何もしない

築地地区の道道と臨港
線の交差点のみ改良

ほぼ現状のまま

臨港線の整備（歩道拡
幅・植樹マスの設置、
プロムナード整備等）

道道の整備（２車線の
まま／４車線拡幅、歩
道拡幅・植樹マスの設
置等）

現道活用（既定計画に
とらわれない見直し）

都市計画幅内を活用し
て、自動車専用道路で
はない新たな２車線道
路を整備

既定の都市計画を尊重
した見直し

③
築
地
｜
山
手
間

道道の整備（２車線の
まま／４車線拡幅、歩
道拡幅・植樹マスの設
置等）

現道活用（既定計画に
とらわれない見直し）

白鳥大橋の一部を延伸
し、スムーズに現道に
つなげる
（ジャンプ台の解消）

②
祝
津
｜
築
地
間

連続高架橋を４車線→
２車線に見直す（可能
なかぎり、高価な連続
高架橋ではない構造に
変更）

既定の都市計画を尊重
した見直し

①全区間

白鳥新道Ⅱ期区間性能例

①全区間

現状のまま何もしない

築地地区の道道と臨港
線の交差点のみ改良

ほぼ現状のまま

臨港線の整備（歩道拡
幅・植樹マスの設置、
プロムナード整備等）

道道の整備（２車線の
まま／４車線拡幅、歩
道拡幅・植樹マスの設
置等）

現道活用（既定計画に
とらわれない見直し）

都市計画幅内を活用し
て、自動車専用道路で
はない新たな２車線道
路を整備

既定の都市計画を尊重
した見直し

③
築
地
｜
山
手
間

道道の整備（２車線の
まま／４車線拡幅、歩
道拡幅・植樹マスの設
置等）

現道活用（既定計画に
とらわれない見直し）

白鳥大橋の一部を延伸
し、スムーズに現道に
つなげる
（ジャンプ台の解消）

②
祝
津
｜
築
地
間

連続高架橋を４車線→
２車線に見直す（可能
なかぎり、高価な連続
高架橋ではない構造に
変更）

既定の都市計画を尊重
した見直し

①全区間

白鳥新道Ⅱ期区間性能例
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第４回第４回 白鳥新道市民ワークショップ白鳥新道市民ワークショップ

第２部 グループで意見交換

第３部 グループ発表と全体討議
（まちづくりを考慮した白鳥新道２期区間のあり方）

グループごとに「まちづくりを
考慮した白鳥新道２期区間
のあり方について」意見交換

白鳥新道２期区間周辺のまちづくりの
基本方向、道づくりの基本方向につい
て意見が出されました。

日時：平成19年2月5日
場所：室蘭市防災センター

第１部 話題提供

本州四国連絡高速道路㈱
観光室審議役 阿部明弘 氏

『長大橋を活用した地域活性
化の取り組みについて』

財団法人室蘭ルネッサンス
理事長 平武彦 氏

『市民主体の視点から見た地
域づくりについて』

長大橋を活用した官民
一体となった観光振興の
取り組みについて紹介

輪西地区の過去を
踏まえ、市民主体で
地域づくりを考え、そ
の上で道路の姿を考
える視点が重要

【全区間、祝津～築地間、築地～山手間】
・周辺の将来の姿は？
（私が望む１０年後の姿は？ 周辺地域をどのように変えたいのか？）
・周辺道路の機能は？
（そのために道路はどのようにしたら良いのか？）

最後に全体で意見交換をおこないま
した。ジャンプ台解消、臨港地区の資
源を活用、中央町商店街活性化への
意見、臨港道路や道道を活用した道
づくりの意見などが出されました。

まちづくりの
視点から見た

白鳥新道２期区間
の整備方向は？

白鳥新道２期区間
の具体的な整備
イメージは？

室蘭市全体
における

白鳥新道２期
地区周辺の
位置づけは？

白鳥新道2期
区間周辺の
まちづくり

のあり方は？

現状の道路は？

第３回ＷＳまでの議論

第４回ＷＳにおける議論
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第５回第５回 白鳥新道市民ワークショップ白鳥新道市民ワークショップ

第２部 グループで意見交換

第１部 白鳥新道２期区間のあり方について事務局整理案を例示

ジャンプ台解消という方向で意思統一が図られました。築地～入江間の整備については、例えば、臨港地
区のプロムナード整備など臨港道路を中心にまちづくりの意見が展開されました。

日時：平成19年3月1日
場所：室蘭市市民会館

これまでのＷＳを踏まえ、白鳥新道
２期区間のあり方について、事務
局整理案を提示

＜祝津～築地間＞＜祝津～築地間＞
•• 通過交通と生活交通の確保通過交通と生活交通の確保

•• 隘路区間（祝津ループランプ）の解消隘路区間（祝津ループランプ）の解消

→→白鳥大橋の一部延伸（ジャンプ台解消）白鳥大橋の一部延伸（ジャンプ台解消）

＜築地～入江間＞＜築地～入江間＞
•• 通過交通と生活交通の確保通過交通と生活交通の確保

•• 中央地区へのスムーズな交通導線の確保中央地区へのスムーズな交通導線の確保

→①→①道道とのスムーズな連結道道とのスムーズな連結

→②→②臨港道路とのスムーズな連結（港湾活臨港道路とのスムーズな連結（港湾活
動の機能補償については都市計画幅の活用動の機能補償については都市計画幅の活用
も考慮）も考慮） 等等

＜入江～山手間＞＜入江～山手間＞

•• 交通混雑の解消（入江ランプ等）交通混雑の解消（入江ランプ等）

都市機能（行政都市機能（行政
機関・商業施機関・商業施

設・医療施設設・医療施設
等）が集積する等）が集積する

中央地区へのア中央地区へのア
クセス向上クセス向上

•• 中央地区に集積する高度医療施設や中央地区に集積する高度医療施設や
行政機能の活用行政機能の活用

•• 中央商店街の活性化中央商店街の活性化

都市機能（行政機都市機能（行政機
関・商業施設・医関・商業施設・医

療施設等）が集積療施設等）が集積

する中央地区の活する中央地区の活

性化（まちなか再性化（まちなか再
生）生）

産業活動を支援産業活動を支援

する道路機能のする道路機能の

強化・環状ネッ強化・環状ネッ
トワーク形成トワーク形成

•• 地場産業の振興地場産業の振興

•• 港湾機能の強化港湾機能の強化

•• 室蘭市としてのサークル機能の充実室蘭市としてのサークル機能の充実
•• フェリーターミナルの活用フェリーターミナルの活用 などなど

環境産業・ものづ環境産業・ものづ

くりのまちづくりくりのまちづくり

＜祝津（絵鞆）～中央町間＞＜祝津（絵鞆）～中央町間＞

•• 快適な歩行者・自転車の通行空間の連続性快適な歩行者・自転車の通行空間の連続性
の確保の確保
→→沿道建物等との調和が図られた沿道建物等との調和が図られた
歩道景観の整備歩道景観の整備

→→植樹、花壇等の連続性の確保植樹、花壇等の連続性の確保 等等
•• 通過交通と生活交通の確保通過交通と生活交通の確保

→→臨港道路もしくは都市計画を活かした道臨港道路もしくは都市計画を活かした道

路への通過交通の誘導路への通過交通の誘導 等等

ゆとりとにぎわゆとりとにぎわ
いを創出する道いを創出する道

路空間の創造路空間の創造

•• 安全・安心に利用できる沿道環境の安全・安心に利用できる沿道環境の

実現室蘭市の魅力を活かし、緑豊か実現室蘭市の魅力を活かし、緑豊か

で快適に楽しみながら利用できる歩で快適に楽しみながら利用できる歩
行者・自転車ネットワークの実現行者・自転車ネットワークの実現

•• にぎわいある魅力的な沿道地域づくにぎわいある魅力的な沿道地域づく
り（ショップ・フード等）り（ショップ・フード等） などなど

安心・安全に暮ら安心・安全に暮ら

せる魅力ある住環せる魅力ある住環

境の実現境の実現

＜祝津（絵鞆）～中央町間＞＜祝津（絵鞆）～中央町間＞

•• 観光資源の集積する絵鞆地区～中央地区間観光資源の集積する絵鞆地区～中央地区間

の結びつきの強化の結びつきの強化

＜築地～入江間＞＜築地～入江間＞
•• 臨港地区の水辺を活かしたプロムナード整臨港地区の水辺を活かしたプロムナード整

備備 等等

商業や観光振興商業や観光振興
のまちづくりにのまちづくりに
貢献する魅力的貢献する魅力的

な道路空間の創な道路空間の創
出出

•• 蘭西地区の観光資源を活かした地域蘭西地区の観光資源を活かした地域

振興（豊かな自然や味覚の活用）振興（豊かな自然や味覚の活用）

•• 室蘭市における観光軸の整備（玄関室蘭市における観光軸の整備（玄関

口としての整備、市街地再編、景観口としての整備、市街地再編、景観
整備）整備）

•• 魅力ある港空間を活かした観光振興魅力ある港空間を活かした観光振興

（プロムナード整備等による臨港地（プロムナード整備等による臨港地
区の観光開発との連携）区の観光開発との連携） などなど

室蘭市の特色を生室蘭市の特色を生

かした観光都市づかした観光都市づ

くりくり

道づくりの基本方向（道づくりの基本方向（案案））

具体な取り組みイメージ具体な取り組みイメージ具体な取り組みイメージ具体な取り組みイメージ

まちづくりの基本方向まちづくりの基本方向（案）（案）

＜祝津～築地間＞＜祝津～築地間＞
•• 通過交通と生活交通の確保通過交通と生活交通の確保

•• 隘路区間（祝津ループランプ）の解消隘路区間（祝津ループランプ）の解消

→→白鳥大橋の一部延伸（ジャンプ台解消）白鳥大橋の一部延伸（ジャンプ台解消）

＜築地～入江間＞＜築地～入江間＞
•• 通過交通と生活交通の確保通過交通と生活交通の確保

•• 中央地区へのスムーズな交通導線の確保中央地区へのスムーズな交通導線の確保

→①→①道道とのスムーズな連結道道とのスムーズな連結

→②→②臨港道路とのスムーズな連結（港湾活臨港道路とのスムーズな連結（港湾活
動の機能補償については都市計画幅の活用動の機能補償については都市計画幅の活用
も考慮）も考慮） 等等

＜入江～山手間＞＜入江～山手間＞

•• 交通混雑の解消（入江ランプ等）交通混雑の解消（入江ランプ等）

都市機能（行政都市機能（行政
機関・商業施機関・商業施

設・医療施設設・医療施設
等）が集積する等）が集積する

中央地区へのア中央地区へのア
クセス向上クセス向上

•• 中央地区に集積する高度医療施設や中央地区に集積する高度医療施設や
行政機能の活用行政機能の活用

•• 中央商店街の活性化中央商店街の活性化

都市機能（行政機都市機能（行政機
関・商業施設・医関・商業施設・医

療施設等）が集積療施設等）が集積

する中央地区の活する中央地区の活

性化（まちなか再性化（まちなか再
生）生）

産業活動を支援産業活動を支援

する道路機能のする道路機能の

強化・環状ネッ強化・環状ネッ
トワーク形成トワーク形成

•• 地場産業の振興地場産業の振興

•• 港湾機能の強化港湾機能の強化

•• 室蘭市としてのサークル機能の充実室蘭市としてのサークル機能の充実
•• フェリーターミナルの活用フェリーターミナルの活用 などなど

環境産業・ものづ環境産業・ものづ

くりのまちづくりくりのまちづくり

＜祝津（絵鞆）～中央町間＞＜祝津（絵鞆）～中央町間＞

•• 快適な歩行者・自転車の通行空間の連続性快適な歩行者・自転車の通行空間の連続性
の確保の確保
→→沿道建物等との調和が図られた沿道建物等との調和が図られた
歩道景観の整備歩道景観の整備

→→植樹、花壇等の連続性の確保植樹、花壇等の連続性の確保 等等
•• 通過交通と生活交通の確保通過交通と生活交通の確保

→→臨港道路もしくは都市計画を活かした道臨港道路もしくは都市計画を活かした道

路への通過交通の誘導路への通過交通の誘導 等等

ゆとりとにぎわゆとりとにぎわ
いを創出する道いを創出する道

路空間の創造路空間の創造

•• 安全・安心に利用できる沿道環境の安全・安心に利用できる沿道環境の

実現室蘭市の魅力を活かし、緑豊か実現室蘭市の魅力を活かし、緑豊か

で快適に楽しみながら利用できる歩で快適に楽しみながら利用できる歩
行者・自転車ネットワークの実現行者・自転車ネットワークの実現

•• にぎわいある魅力的な沿道地域づくにぎわいある魅力的な沿道地域づく
り（ショップ・フード等）り（ショップ・フード等） などなど

安心・安全に暮ら安心・安全に暮ら

せる魅力ある住環せる魅力ある住環

境の実現境の実現

＜祝津（絵鞆）～中央町間＞＜祝津（絵鞆）～中央町間＞

•• 観光資源の集積する絵鞆地区～中央地区間観光資源の集積する絵鞆地区～中央地区間

の結びつきの強化の結びつきの強化

＜築地～入江間＞＜築地～入江間＞
•• 臨港地区の水辺を活かしたプロムナード整臨港地区の水辺を活かしたプロムナード整

備備 等等

商業や観光振興商業や観光振興
のまちづくりにのまちづくりに
貢献する魅力的貢献する魅力的

な道路空間の創な道路空間の創
出出

•• 蘭西地区の観光資源を活かした地域蘭西地区の観光資源を活かした地域

振興（豊かな自然や味覚の活用）振興（豊かな自然や味覚の活用）

•• 室蘭市における観光軸の整備（玄関室蘭市における観光軸の整備（玄関

口としての整備、市街地再編、景観口としての整備、市街地再編、景観
整備）整備）

•• 魅力ある港空間を活かした観光振興魅力ある港空間を活かした観光振興

（プロムナード整備等による臨港地（プロムナード整備等による臨港地
区の観光開発との連携）区の観光開発との連携） などなど

室蘭市の特色を生室蘭市の特色を生

かした観光都市づかした観光都市づ

くりくり

道づくりの基本方向（道づくりの基本方向（案案））

具体な取り組みイメージ具体な取り組みイメージ具体な取り組みイメージ具体な取り組みイメージ

まちづくりの基本方向まちづくりの基本方向（案）（案）

祝津ループランプ祝津ループランプ

道道道道

白鳥大橋白鳥大橋

白鳥大橋の一白鳥大橋の一

部を延伸部を延伸

【白鳥大橋の一部を延伸（ジャンプ台の解消）】【白鳥大橋の一部を延伸（ジャンプ台の解消）】

視点視点

道道道道

祝津ループランプ祝津ループランプ

白鳥大橋の一部を延伸白鳥大橋の一部を延伸

例えば、白鳥大橋に例えば、白鳥大橋に
沿って植樹帯を設け沿って植樹帯を設け

て景観性に考慮するて景観性に考慮する
ことも可能ことも可能

第４回ＷＳ総括（まちづくりの視点からみた白鳥２期周辺の道づくりの基本方向）

【整備イメージ例】

グループごとに事務局整理
案について意見交換

【全区間、祝津～築地間、築地～山手間】
・事務局整理案についての意見
私が望む１０年後の姿に照らし合わせて、事務局整理案はどの様に

思うか？／まちづくりに即した道路とは、使われる道路とは？

第３部 グループ発表と全体討議
（まちづくりを考慮した白鳥新道２期区間のあり方）

・ジャンプ台解消が必要。
・ジャンプ台解消に対応して、祝津地区の既存観光施設の賑わい確保。
・臨港地区のプロムナード整備が望まれる。
・臨港道路周辺は観光圏、道道周辺は生活圏としてのゾーンが望まれる。
・日鋼記念病院など医療施設のアクセス向上を考慮すべき。
・通過交通だけが増えて素通りされるような道路整備には反対。
・室蘭港のフェリーターミナルへ簡単に行ける様にすべき
・中央地区に集積している行政機関へ簡単に行ける様にすべき。
・急いでいる人、急いでいない人、ゆっくりと歩きたい人など様々なニーズに対応した道
づくり、まちづくりが必要。
・港の景観の中でジョギングやサイクリングが楽しめるなど日常的に親しみのもてる道路
づくりが必要
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第６回第６回 白鳥新道市民ワークショップ白鳥新道市民ワークショップ

第２部 各自で検討＆意見交換

第１部 事務局から提言書（案）の説明

日時：平成19年4月25日
場所：室蘭市防災センター

第３部 全体で意見交換

これまでのＷＳで議論された内容について、提言書をまとめるにあたり、「私たちの提言」として納得感のも
てるものとするため、皆で内容を確認しました。

【提言書（案）抜粋】

事務局から提言書（案）の主旨、内容を説明しました。

提言書（案）について、質問・疑問、提案、コメントの視点で、各自が検討したり、グループで意見交換。

【田村委員長】 【栗山副委員長】

・タイトルの「蘭西地区のまちづくりという」表現は、地域を限定し、
提言を矮小化しているイメージがある。
・「はじめに」のみんなで議論を重ねるうちに意識が変わりという表
現は不明確。
・蘭西地区のまちづくりという表現が多すぎ、室蘭全体を考慮した
というニュアンスにすべき。
･中央町商店街の方向の記述は基本方針と矛盾していないか。
・利用度の低い倉庫、体験学習機会の表現が分かりづらい
・参加型市民行動の実行の表現が分かりづらい。市民参加型の
取り組みとしてはどうか。
・まちの将来像、夢の部分が伝わるように工夫すべき。
・祝津地区活性化という視点を考慮して欲しい。
・ビジュアル的な表現（パース等）をくふうしてはどうか。
・蘭西地区における道づくりのコンセプトについては、港空間を活
かすという記述は良いが、港そのものに対する施策も重視した方
向としてはどうか。

ＷＳ意見を踏まえて提言書を再検討し、委員会の確認を
経て、室蘭市長へ提出することとし閉会しました。
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２．市民ワークショップ委員名簿 

●白鳥新道市民ワークショップ委員会（市民ワークショップを兼務） 

 所 属 役 職 氏 名 

１ 室蘭工業大学 教授（本委員会・委員長） 田村  亨 

２ 文化女子大学室蘭短期大学 講師（本委員会・副委員長） 栗山 丈弘 

３ 社団法人登別室蘭青年会議所 理事長 菅原 桂子 

４ 財団法人室蘭ルネッサンス 理事長 平  武彦 

５ NPO 法人羅針盤 副理事長 日栄  均 

●市民ワークショップ委員 

 所 属 役 職 氏 名 

１ 室蘭商工会議所 事務局 鈴木 雅士 

２ 登別商工会議所 事務局次長 山本 靖 

３ 伊達商工会議所 専務理事 木村 豪 

４ 室蘭観光協会 事務局員 仲嶋 憲一 

５ 室蘭港湾振興会 
会員 ㈱栗林商会 運輸営業

部長 
西村 稔雄 

６ 西胆振消防組合 
伊達消防署 警防課救急係主

査 
豊岡 正康 

７ (社)登別室蘭青年会議所 専務理事 佐藤 亮太 

８ 理事長 八重樫 智弘 

９ 
地域青少年育成委員会 副委

員長 
中山 智康 

１０ 

(社)伊達青年会議所 

地域青少年育成委員会 委員 須藤 正之 

１１ (財)室蘭ルネッサンス 副理事長 青柳 暁寛 

１２ 会員 平林 滋明 

１３ 
(NPO)羅針盤 

会員 橋詰 昌明 

１４ 室蘭市商店街振興組合連合会 理事 波多野 義人 

１５ 室蘭文化連盟 常任理事 鈴木 強 

１６ 室蘭市連合町会協議会 副会長 太田 稔 

１７ 室蘭市女性団体連絡協議会 事業部長 今上 康子 

１８ 室蘭ロータリークラブ 会長 内山 博 

１９ 室蘭北ロータリークラブ 副会長 岩本 信平 

２０ 室蘭東ロータリークラブ 副幹事 北村 則男 

２１ 室蘭ライオンズクラブ 幹事 加藤 喜久巳 

２２ 室蘭東ライオンズクラブ 幹事 本所 光男 
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２３ 室蘭中央ライオンズクラブ 幹事 丸山 貴陸 

２４ 室蘭北斗ライオンズクラブ 幹事 田村 伸雄 

２５ 国際ソロプチミスト室蘭 メンバーシップ委員会委員長 平林 時子 

２６ 室蘭消費者協会 会長 笹嶋 昌子 

２７ (NPO)室蘭地域再生工場 監事 松永 英樹 

２８ ぼこいふじエンターテイメント  三宅 美与 

２９ 室蘭港立市民大学運営委員会 事務局長 鳥山 晃 

３０ 
室蘭市民観光ボランティアガイド協

議会 
副会長 東 英一 

３１ いぶり情報ネットワーク 会員 児玉 智明 

３２ 伊達フェバリットクラブ 会長 金子 元 

３３ 白鳥大橋ハッピープロジェクト 代表 山田 容子 

３４ 室蘭工業大学学生 修士２年 半井 真明 

３５ 祝津商店会 顧問 坂本 忍 

３６ 港南町会  高橋 孝雄 

３７ 室蘭中央通町会  谷原 道雄 

３８ 会社役員 公募委員 中田 仁 

３９ 社会福祉法人職員 公募委員 鷲津 克之 

４０ 伊達市在住・主婦 公募委員 河原 美千代 

４１ 会社員 公募委員 高見 八代美 

敬称略・順不同 
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