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1.室蘭港長期構想の策定に向けて



1.室蘭港の長期構想策定に向けて　(1)検討内容とスケジュール

　　　　年次
　　　事項

2019年度(令和元年度) 2020年度(令和2年度)

7～9 10～12 1～3 4～6 7～9 10～12 1～3

室蘭港長期構想検討
　委員会　★
　幹事会　◆

パブリックコメント

第1回

第2回

第3回

・現状と課題

・目指す姿と展開施策
・空間利用計画
・段階実施計画

・長期構想案P
C

★

◆

★

◆

★

◆

2019年度 2020年度

P
C

第1回委員会(2019年11月26日)
○長期構想の策定に向けて
○室蘭港の現状
○室蘭港の課題
○検討にあたり考慮すべき情勢
○検討の方向性

第2回委員会(2020年2月19日)
○第1回の主要意見と対応
○将来の役割(テーマ別)
○目指す姿と展開施策(テーマ別)
○空間利用計画
○段階実施計画
○パブリックコメントの実施方針

第3回委員会(2020年夏頃)
○第2回の主要意見と対応
○パブリックコメント意見への対応
○室蘭港長期構想(案) 
　・目指す将来像、役割、施策
　・施策と取組内容
　・段階整備計画
　・長期構想の実現に向けて
　・空間利用計画
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2.第1回の主要意見と対応
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2.第1回の主要意見と対応　(1)全体・物流・産業・人流・賑わい面

分野 主要意見 対応

全体

・空間利用を整序化して、効率的な展開を進めて行くということが必要だと思う。
室蘭港の将来像の実現に必要な展開施策を地区別
にゾーニングし、空間利用計画として検討した。

「4.展開施策(P35～36)」、「5.空間利用計画」(P37～39)

・室蘭港は地域にとっての拠点であるべき港であり、北海道にとっての拠点でもあり物流、
　産業、観光のあらゆるものの役割も果たして頂きたい。

室蘭港及び背後圏を含む展開施策を検討した。

「4.展開施策」(P11～36)

物流・産
業

雇
用

・雇用・人口増加や港の活性化のため企業の誘致が重要である。特に、航空・宇宙産業
　の新たな産業が地元企業からできつつあり、また、企業側の産業集積について、もう少
　し色濃く出して頂きたい。

航空・宇宙産業等や洋上風力・水素・環境産業関連の
新たな産業の集積・誘致につながる展開施策を検討
した。　　　　　　　　　「4.展開施策」(P12～14、P25～29)

人
材

不
足

・トラックドライバーや車両不足により、荷物を運べない状況で、輸送手段として既存の鉄
　道貨物は維持して頂きたい。

・青函共用走行問題では、海上輸送と崎守の引込線の活用も検討して頂きたい。

鉄道引込線を活用したコンテナやフェリー・RORO関連
貨物の輸送について検討した。

「4.展開施策」(P16～17)

土
地
利
用

・土地利用を整理して集中的または効率的に整備を進めていくことが非常に大事だと思う。

・船舶大型化に伴いセカンドポートになることが頻繁であれば、内港に大きい岸壁が必要
　だと思う。

大型船係留施設の整備や背後用地確保のための土
地造成を検討した。「4.展開施策」(P13、14、27、29)

・祝津からマリーナの辺りに土地が空いており、今後どのように活用していくのか。
クルーズ受入交流拠点や駐車場、アウトドアゾーン等、
新たな観光資源の拠点として検討した。

「4.展開施策」(P19～21)

漁
業

・漁業に関して今は衛生管理が厳しくなってきており、全道的に普及している屋根付き岸
　壁について検討して貰いたい。

水産物の輸出量及び輸出国拡大のため、漁港区にお
ける衛生管理や流通機能の高度化、就労環境の改善
への対応方策を検討した。　　「4.展開施策」整理(P18)

人流・賑
わい

滞
留
空
間

・客船が入港してもお客さんは7～8割が市外に流れてしまうため、市内に滞在して貰えい、
　お金を使ってもらえるような各種整備を行って欲しい。

・Sea級グルメの全国大会など食に繋がるイベントや、海の日コンサートのような港に音を

　轟かせ人が集まり賑わうようなイベントを港で行って欲しい。

クルーズ拠点やみなとオアシスと連携による新たなイ
ベントやSea級グルメの拡充等、賑わいの創出や旅客
の滞留方策について検討した。

「4.展開施策」(P19～24)

ク
ル
ー
ズ
・
旅
客

・クルーズ船の認知度が上がり利用が増加する中、室蘭港の寄港回数が寂しい。

・クルーズ船の誘致に合わせ、手荷物検査場、ターミナルビル建設も考えて頂きたい。

・インフラツーリズムとクルーズ船の連携、噴火湾の水上ネットワーク等、ポテンシャルを
　生かして、水上からのアクセスにも期待した展開も考えて頂きたい。

クルーズ受入交流拠点やアウトドアゾーン等といった
新たな観光資源、観光船の利用及び道内外航路との
ネットワークの強化方策について検討した。　

 「4.展開施策」(P19～24)

・祝津埠頭に客船が着くのはすごく良いと思うが、小さなクルーズ船は中央埠頭に着くと
　いうことで、拠点としてのポテンシャルは引き続きあるため、港湾管理者として、都市と　
　連携しながら、港の機能をどのように使ったらよいかマネジメントを行って頂きたい。　

入江地区の賑わい方策について、背後の市街との連
携を踏まえた展開施策を検討した。

 「4.展開施策」(P23～24)

・クルーズ船1隻より経済効果が大きいと言われるスーパーヨットの受入について、今後
　どのように考えているか。

スーパーヨットの受入方策について検討した。

　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　「4.展開施策」(P20) 4



2.第1回の主要意見と対応　(2)エネルギー・環境・安全安心面

分野 主要意見 対応

エネル
ギー

洋
上
風

力
発
電

・洋上風力発電機の生産ノウハウはあるが、単独対応は難しいので地域と盛り上げたい。

・海外では洋上風力電力による港湾ライトアップがあり、推し進めて頂きたい。

洋上風力発電の生産部材の供給拠点や導入基地と
しての機能について検討した。

「4.展開施策」にて整理(P26)

新
エ
ネ
ル

ギ
ー

・地球温暖化対策、脱CO2というのは避けて通れないところであるので、再生可能エネル
　ギーや水素等を社として検討している。

木質バイオマス発電燃料や水素等の新エネルギー
の拠点港湾としての機能等について検討した。

「4.展開施策」にて整理(P27～28)

環境

景
観

・よく祝津埠頭に客船を考えて頂いたと思うが、実際に船が着くときは、この石炭はなくな
　る、または、きれいに見せる工夫をされるのか。

クルーズ受入交流拠点や駐車場、アウトドアゾーンと
いった新たな観光資源の拠点として検討した。

「4.展開施策」にて整理(P20～21)

環
境
産

業
・環境産業のリサイクル少し先の話かもしれないが、今風の産業の芽を室蘭から発信で
　きる可能性が非常にあると思う。

新たな産業廃棄物の受入、自然災害時における災
害廃棄物の受入への対応について検討した。

「4.展開施策」にて整理(P29)

安全・安
心

自
然
災
害

・昨年の地震を踏まえて災害時の室蘭港の役割を明確にした上で、どういった強化が必
　要かといったところを詰めていく必要があると思う。

幹線物流機能の維持・継続のための岸壁の耐震化、
今度、国内で想定される自然災害時のバックアップ
拠点機能について検討した。

「4.展開施策」にて整理(P31～32)

静
穏
度

・台風が来る夏場の荒天の中、如何に船に来て頂くか、効率的に運ぶかということが長期
　的な課題かと思う。

安心して寄港できるよう、室蘭内の静穏性を活かした
荒天時の避難のための係留施設について検討した。

「4.展開施策」にて整理(P33)

維
持
管

理
・
更
新

・色々な施設が老朽化してきており、岸壁、倉庫を含めて施設の修繕や新設にも目を向
　けて頂きたい。

施設の利用状況、劣化状況等を踏まえながら、埠頭
機能の再編・効率化について検討した。

「4.展開施策」にて整理(P34)

5



3.室蘭港の将来像と基本方針
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3.1 室蘭港の将来像を考える上での要素　(1)室蘭市の関連計画における室蘭港の位置付け

○室蘭港の将来像を考えるにあたり、室蘭市等の関連施策における室蘭港の位置付け及び期待される役割を踏ま
えた検討が必要である。

■港や観光資源を活かし交流人口を拡大
する

○国内外の客船誘致等の推進

第2期室蘭市総合戦略(骨子)(R2.3策定予定)

■工業・流通機能の強化
・臨海部産業を支えるとともに、海上

輸送のユニット化や物流ニースに対
応した効率的で安全性の高い港づく
りの推進

・循環型社会の構築に向けた取組の推
進

・工業集積を生かしリサイクルポート
として効率的な土地利用の推進

■観光・交流機能の強化
・都市部と臨港地区が一体となった潤

いの場の創出
・客船バースやフェリーふ頭を起点と

する回遊ルートの創出
・親水性の高い緑地等のイベントス

ペースとしての活用促進

■防災拠点機能の強化
・大規模災害時における西胆振周辺の
　緊急物資・災害復旧資機材の受入拠

点・供給拠点

■蘭西地区の目指す将来像

・フェリーや客船が就航・寄港する室
蘭港など、市内外から集まる人をま
ちなかにうまく回遊させる。

室蘭市都市計画マスタープラン(素案) 
(R2.3策定予定)

■室蘭駅周辺地区のまちづくりの方向
性

○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

・拠点的な交流施設機能の維持・強
化：フェリーや客船誘致による港か
らの広域交流のほか歴史・文化を背
景とした、地区のにぎわい創出の拠
点となる施設であるとともに、市民
の文化的・健康的生活の確保に寄与
する広域に対する集客性を有する施
設であることから、現有施設の維
持・強化を図る。

室蘭市立地適正化計画(H31.3策定)

■祝津・絵鞆エリア
・民間の資金やノウハウを活用し、み

たら室蘭を中心とするベイエリアの
一体的な開発

祝津・絵鞆エリアの将来イメージ

室蘭市観光振興計画(素案))(R2.3策定予定)

■観光・産業の基本方針
・室蘭都市圏の産業・物流拠点である

室蘭港の更なる活用のための交通体
系の構築

室蘭都市圏の都市交通マスタープラン
（北海道）(H31.4策定)

①漁業振興構想、②水産流通・加工振
興構想、③まちづくり推進構想

室蘭地域マリンビジョン計画書
(室蘭地域マリンビジョン協議会)(H27.3策定)

■物流や交流の拠点としてにぎわいのあ
　る港
・フェリー、コンテナ航路の利用促進や、環
　境・エネルギー分野など物流拠点としての
　利用拡大

・祝津絵鞆地区におけるポートセールスによ
　る入港促進など、賑わいのある港空間の
　形成に向けた取り組み

第6次室蘭市総合計画(骨子)(R2.3策定予定)
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3.1 室蘭港の将来像

市民が憩え、世界の観光客を迎
える賑わい拠点

地域・企業の活動を守り、
被災地への支援拠点ともなる港

循環型社会に対応し、
環境にやさしい港

新たなエネルギー産業の集積を
図るグリーンエネルギー拠点

○大型化するクルーズ客船等の寄港への対応
○新たな観光資源の創出への対応
○ソフト面における取組強化

○室蘭市全体のまちづくりの要請への対応

人流・
賑わい

物流・産
業

○船舶大型化への対応
○埠頭機能の再編
○ユニットロード(コンテナ、フェリー、RORO)機能の強化
○水産業の振興に向けた漁港区の環境の向上

○大規模災害時における室蘭港の幹線物流ネット　
ワークの維持・継続
○被災地へのバックアップ拠点としての対応
○避難船の受入や物資補給拠点としての対応

○戦略的な維持管理・更新

安全・安
心

分野検討の方向性

環境

○水素、LNG、バイオマス等の新たなエネルギー
　の受入と低炭素社会への対応

○洋上風力発電の進展への対応

エネル
ギー

○リサイクルポートとしての静脈物流機能の強化
○船舶からの硫化物(SOｘ)排出規制への対応

分野ごとの将来像

第1回　合同委員会　提示内容

○道内一の被覆内水域を有する天然の良港。

○背後に登別温泉、洞爺湖、ニセコ等の観光地が
　存在。

○道内で最も水深が深い水深16.5mの日本製鉄埠
　頭19号岸壁、JXTG埠頭J-1桟橋が存在。

○取扱貨物量は道内3位(H30)。貨物量の9割以上
　が専用ふ頭。鉄鋼業の原材料や燃料、工業製品
　が主要品目。

○地震や台風･低気圧等の被災実績が他港と比
　べ少ない。広域防災フロート基地港としての防災
　支援拠点。

○静穏性が高く、台風時に船舶が港内外の水域
　に避難。

室蘭港の特性

○現JXTGエネルギー(株)室蘭製油所が原油処理
　を停止、さらに石油製品の製造を停止。

○国際コンテナ航路が1便/週運航。鋼材や鉄鋼を
　輸送。

○平成30年、室蘭港～宮古港の就航でフェリー航
　路復活。

○クルーズ船の寄港回数が、特に外国客船で増
　加傾向。　　

○立地企業によるリサイクル資源を再資源化、
　PCB廃棄物の受入・処理等、国内の環境問題に
　貢献。

○東日本大震災時、広域防災フロートを被災地に
　派遣。

室蘭港を取り巻く情勢

ものづくりを支える
物流・産業拠点

○室蘭市民及び室蘭港港湾利用者の意見

○立地企業の情勢変化

○外国人観光客、クルーズ乗客の観光先の充実

○立地適正化計画及び都市計画マスタープランの
　策定

○水素サプライチェーンへの取組

○洋上風力発電への対応

○リサイクルポートの取組

○船舶からの硫化物(SOx)排出規制(2020年)への
　対応

○北海道新幹線の札幌延伸に伴う貨物輸送への　
　影響

考慮すべき事項

○船舶大型化への対応

○埠頭機能の再編(背後用地の確保、
　企業活動の変化)

○ユニットロード(コンテナ、フェ
　リー、RORO)機能強化

○水産業の振興に向けた漁港区の環
　境の向上

○大型化するクルーズ客船等の寄港
　への対応

○新たな観光資源の創出への対応

○賑わい創出のためのソフト面にお
　ける取組強化

○大規模災害時における室蘭港の幹
　線物流ネットワークの維持・継続

○老朽化を迎える港湾施設の維持管
　理・更新

室蘭港の課題
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3.2 室蘭港の基本理念

基本理念(案)

「新たなものづくり・にぎわい・エネルギーを創り出す　室蘭港」
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3.3 室蘭港の将来像を実現するための基本方針

ものづくりを支える
物流・産業拠点

市民が憩え、世界の観
光客を迎える賑わい拠

点

地域・企業の活動を守り、
被災地への支援拠点と

もなる港

循環型社会に対応し、

環境にやさしい港

新たなエネルギー産業
の集積を図るグリーンエ

ネルギー拠点

将来像 PORT2030  中長期政策の方向性

１.グローバルバリューチェーンを
　支える海上輸送網の構築

３.列島のクルーズアイランド化

２.持続可能で新たな価値を創造　
　する国内物流体系の構築

４．ブランド価値を生む空間形成

５．新たな資源エネルギーの受
　　入・供給等の拠点形成

６．港湾・物流活動のグリーン化

７．情報通信技術を活用した港
　　湾のスマート化・強靭化

８．港湾建設・維持管理技術の
　　変革と海外展開

方針1

方針4

方針7

方針6

基本方針

水産業の振興に向けた漁港区の環境の向上

国内外の旅客受入拠点の形成

港の防災・減災機能の向上及び既存ストックの有
効活用

環境に優しい持続可能な港の実現に向けた取組
推進

方針3

地域産業の競争力強化に資する物流基盤の強化

方針5 賑わいの創出と交流空間の形成

物
流
・産
業

人
流
・賑
わ
い

エ
ネ
ル
ギ
ー

安
全
・安
心

環
境

分
野

生産性向上・物流効率化に資するユニットロード
拠点の形成

方針2

：基本方針における重点項目(喫緊の課題として既に取り組み始めている項目)
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4.展開施策
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○室蘭港の立地企業における今後の経営計画等を踏まえ、室蘭港として立地企業の持続、発展を支えるために取
　り組みを図っていくことを基本とする。

・金属材料事業、航空機事業、

　水素事業について推進室を立ち上げ
事業化を推進

・伸長が期待されるクラッド製品をさ
らに強化

・高級鋼需要・伸長するインフラ需要
を捕捉、輸出と現地供給を拡大

・室蘭製鉄所コークス炉、高炉改修
・組織の統合・再編においても、室
　蘭製鉄所は独立して構成

・国内海外の大型再エネプロジェクト
推進（洋上風力・地熱等）

・CO2フリー水素事業の創出（海外水
素製造・輸送PJ、水素発電等）

4.展開施策　方針1　地域産業の競争力強化に資する物流基盤の強化

(株)日本製鋼所
2019.11.15 中期経営計画「JGP2020」と事業概況

日本製鉄(株)
2020.2.7　2019年度3Q決算資料

JXTGエネルギー（株）
2019.5.13 2040年長期ビジョン
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4.展開施策　　方針1　地域産業の競争力強化に資する物流・産業基盤の強化

○背後企業の物流機能の強化のため、利用しやすい地区に公共ターミナルを配置することにより、陸上輸送距離
を減少させるなど効率的な利用を図る。

○荷姿等による制約により横持ち※を余儀なくされる貨物については道路の動線の工夫等を図る。
○企業活動を展開するために必要な用地の確保についても公有水面の埋立等を含めて対応する。

施策：新たな物流機能の強化への対応

施策 時期 取組内容

新たな物流機能の強化への対応

短中期
・物流機能の継続・強化のための公共ターミナルの配置
・様々な企業需要に対応するための用地確保(公有水面含む)
・物流車両のアクセス性の向上

長期
・公共ふ頭を活用できるような受入体制の確保に向けた環境整備
・自動運転技術等を活用した物流効率化
・本航路の更なる水深の確保の可能性検討

取組内容イメージ

■取組時期　短中期：概ね10～20年　長期：概ね20年以降

公共岸壁

コンテナ、鋼材等

鋼管等

＜取組＞

•立地企業に利便のよい地区での
新たな公共ターミナルの配置【短
中期】

現状、専用岸壁を有する大手製造業においても、岸壁不足等により、公
共ターミナルを利用する実態がある。

＜取組＞
•物流車両の動線の円滑化【短中期】

＜取組＞
•将来的な本航路の大水深化検討【長期】

＜取組＞

•企業活動を展開するための用地
確保【短中期】

※横持ち：最短の経路ではなく他の箇所を経由して行う輸送

日本製鉄（株）

(株)日本製鋼所
仲町地区での埋立事例

（平成28年）
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取組内容イメージ

＜取組＞

•白鳥大橋内側での大水深岸壁の整備とヤードの拡張
【短中期】

4.展開施策　方針1　地域産業の競争力強化に資する物流・産業基盤の強化

○室蘭港の港の奥側に主要企業が立地しているが、室蘭港では公共埠頭の水深12m以上の大水深岸壁は白鳥大橋の
外側に位置しており、利便性に課題がある。港の奥側に大水深の公共岸壁を確保することで大型船を用いた輸
送の利便性の向上を図る。

　また、高度成長期に整備された、櫛型形状の岸壁を埋め立てることにより老朽化対策とともに施設を統合でき
　る強みも生かし、背後用地を確保することで、物流機能を強化する。
○白鳥大橋外側では、既設の埠頭の利便性向上のため、隣接バースの一体利用を可能とするなどの取組を行う。

施策 時期 取組内容

埠頭機能の再編

短期 ・隣接バースの一体利用によるターミナル機能の強化

短中期～
長期

・輸出需要増加に対応した大型船係留施設の整備、背後用地の確保

・重要物流道路※と連携した海上物流機能の強化

■取組時期　短中期：概ね10～20年　長期：概ね20年以降
施策：埠頭機能の再編

公共岸壁

＜取組＞

•個別に運用されておりフェンスで区切られている各
バースを一体的に運用できるよう再編【短期】
•利用貨物の変化への対応

崎守地区

築地地区

※平常時・災害時を問わない安定的な輸送を確保するため、国土交通
　大臣が指定し、機能強化や重点支援を行う物流上重要な道路輸送網

14



4.展開施策　方針2　生産性向上・物流効率化に資するユニットロード拠点の形成

○労働力不足、労務規制の強化等による北海道と本州を結ぶ長距離ユニットロード輸送(フェリー、RORO)への
ニーズの高まりに伴い、地元の荷主からは、室蘭港から多方面への航路を求める声がある。

○道内他港との陸送により海上出入りしている室蘭港背後圏発着のコンテナ貨物があり、室蘭港を利用しやすい
環境の確保が重要である。

○新幹線の札幌延伸に向けては、共用区間の高速走行が要望されており、青函トンネルの新幹線専用化等が議論される

　 など、今後、貨物列車の輸送体系に影響を与える可能性がある。

出典：北海道開発局HP

北海道と本州を結ぶフェリー航路

（往路八戸寄港）

（一部追記）

出典：北海道開発局HP

北海道と本州を結ぶRORO航路

出典：青函共用走行WG資料　

JR貨物による地域別移出入貨物量

国際コンテナ航路 国際フィーダーコンテナ航路

室蘭港に寄港するコンテナ航路 15



4.展開施策　方針2　生産性向上・物流効率化に資するユニットロード拠点の形成

○労働力不足、労働時間に関する規制強化等から、ユニットロード輸送(フェリー、RORO)ニーズが高まっており、
航路の拡充、効率的な物流動線の確保等によりユニットロード輸送機能の強化を図る。

施策：フェリー・RORO輸送機能の強化

取組内容イメージ

■取組時期　短中期：概ね10～20年　長期：概ね20年以降

施策 時期 取組内容

フェリー・RORO輸送機能の強化

短中期
・フェリー航路の拡充への対応
・既存航路との連携も視野に入れたRORO船航路開設に向けた対応
・フェリー、RORO船による鉄道貨物の一部受け入れに必要に応じて対応

長期
・既存施設を活かし、大型化するRORO船に対応
・倉庫の老朽化に合わせ移転更新によるROROヤードの確保
・自動運転技術、自動係留・綱外し等に対応したターミナル運営・管理の最適化

国道３６号
室蘭新道

国道３７号
白鳥新道（計画）

＜取組＞
•フェリー航路の拡充への対応【短期】

•既存航路との連携も視野に入れたRORO船航路開設に向けた
対応【短期】

＜取組＞
•将来的な大型RORO船航路受入
　【長期】
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4.展開施策　方針2　生産性向上・物流効率化に資するユニットロード拠点の形成

○将来的に、AI・自動化に対応したユニットロードターミナル運営の効率化を図る。

○将来的に、青函トンネルを通過する鉄道貨物の海上転換が必要となった場合、室蘭港では、既に鉄道引込線が
崎守埠頭コンテナターミナル隣接部まで敷設されていることから、これら特長を活かし、12ftコンテナ鉄道貨
物の一部を室蘭港からの海上物流へシフトすることで、少ない投資で新幹線高速化に伴う鉄道貨物の輸送機能
維持に貢献する。

施策：将来的なユニットロード輸送の変革への対応

施策 時期 取組内容

将来的なユニットロード輸送の変革への対
応

短中期
～長期

・鉄道引込線を活用した鉄道貨物の輸送機能維持
・AI・自動化に対応したコンテナターミナル運営の効率化

・自動運転技術等を活用した物流効率化への対応

取組内容イメージ

■取組時期　短中期：概ね10～20年　長期：概ね20年以降

出典：KALMAR HP

自動ストラドルキャリア

鉄道引込線を活用した
コンテナ輸送

鉄道貨物の
室蘭港への接続

自動運転技術等の導入

短中期～長期

短中期～長期

短中期～長期
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取組内容イメージ

8

4.展開施策　方針3　水産業の振興に向けた環境の向上

○室蘭市では、室蘭港(絵鞆・崎守漁港区)、第3種追直漁港、第1種イタンキ漁港の4つのエリアで漁業活動が行われてお
　り、各海域や機能に応じて主力の魚種も異なり、各地区が機能分担・連携することで多様な水産業を支えている。

○漁港区においては、衛生管理や流通機能の高度化、就労環境の改善に対応するために必要な施設の整備・更新等を

　進めていく。また、水産物の輸出量及び輸出先の増大を図るため、HACCP手法を取り入れた衛生管理へ向けた取り組み

　を進める。

○室蘭周辺で水揚げされる水産物のPRのため、Sea級グルメ等の充実を図り、漁業に関するイベントとの連携や情報共有

　を図り、漁業現場の見学や体験等を取り入れた水産業観光への取り組みを進める。　　※室蘭地域マリンビジョン計画書を参考

施策：水産業の振興に向けた取り組み

施策 時期 取組内容

水産業の振興に向けた取り組み
短中期
～長期

・漁港区における必要な施設の整備・更新（就労、作業効率、衛生管理等の改善）
・HACCP手法を取り入れた衛生管理へ向けた取り組み
・水産物のPRのため、Sea級グルメ等の充実や、各種イベント及びその関係団体との連携強化、
　水産業観光への取り組み

■取組時期　短中期：概ね10～20年　長期：概ね20年以降

就労環境及び衛生管理等の改善の例(崎守地区)

漁港におけるイベン開催状況

出典：室蘭の観光情報サイトHP
Sea級グルメの充実

短中期～長期 短中期～長期短中期～長期
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4.展開施策　方針4　国内外の旅客受入拠点の形成

○クルーズ船の寄港回数は、平成10年代後半は3～4回/年程度だったが、平成24年(7回/年)以降増加。特に、外国
客船の寄港回数が増加している。

○クルーズ船は、これまで入江地区中央埠頭に寄港していたが、近年、クルーズ船が大型化が進展しており、白
鳥大橋桁下を通過できない大型船は港外側の崎守埠頭のコンテナターミナルに、通過できる小型船は中央埠頭
に寄港している。

○令和2年の客船入港は、崎守埠頭及び中央埠頭合わせて、過去5年で最も多い計10回の入港が予定されている。

船名
マスト高

(m)
満載喫水(m)

飛鳥Ⅱ 45 7.8

Sun Princess 50 8.1

Diamond Princess 54 8.5

Voyager of the Seas 64 9.1

Queen Mary 2 62 10.3

Quantum of the Seas 62.9 8.8

Oasis of the Seas 65 9.3

クルーズ船のマスト高及び満載喫水
（赤塗りは白鳥大橋を通過できないもの）

桁下高53.5mの
白鳥大橋

各埠頭におけるクルーズ船の利用隻数及
び合計隻数(中央・崎守埠頭)

(計はH27～R1年)（令和2年は予定）

平成
27年

平成
28年

平成
29年

平成
30年

令和
元年

令和
2年

計

中央
埠頭

1 5 5 1 3 7 15

崎守
埠頭

4 3 1 7 2 3 17

計 5 8 6 8 5 10 32

(回) (人)

室蘭港のクルーズ客船寄港回数と外国人乗客数
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4.展開施策　方針4　国内外の旅客受入拠点の形成

取組内容イメージ

○白鳥大橋の下を通過できない大型クルーズ船は、現在、崎守埠頭のコンテナ船岸壁に接岸している。
　コンテナ船との重複を回避し、クルーズ船の大型化や需要増加に対応するため、大型クルーズ船の寄港は祝津
　絵鞆地区で対応する。
○中型～小型クルーズ船の寄港は、これまで通り入江地区にて対応し、また、近年、利用が増加しているスーパ
　ーヨットの寄港への対応も図る。

施策 時期 取組内容

大型クルーズ客船等の寄港への対応
短中期

・岸壁改良による大型クルーズ船の寄港への対応
・クルーズ船受入環境の向上(テント・プレハブ等) 
・スーパーヨットの寄港への対応、海外向けの情報提供の充実（港、観光等）

長期 ・官民連携によるクルーズ船受入施設（他施設と兼用）及び交流空間の創出

施策：大型クルーズ客船等の寄港への対応
■取組時期　短中期：概ね10～20年　長期：概ね20年以降

祝津埠頭の岸壁改良による大型クルーズ船の寄港への対応

岸壁改良による
大型クルーズ船の寄港への対応

中央埠頭(入江地区)における中
型～小型クルーズ船の寄港へ
の対応

フェリー埠頭(入江地区)における
スーパーヨットの寄港への対応

※スーパーヨットとは、80ft（約24m）
以上の個人所有の大型クルーザー

大型テントイメージ

短中期

短中期
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4.展開施策　方針4　国内外の旅客受入拠点の形成

取組内容イメージ

○室蘭港は、人々が滞留できる空間やクルーズ船受入時の環境について不足の声がある。そのため、背後に絵鞆
臨海公園や白鳥大橋記念館、マリーナ等の賑わいエリアがある祝津絵鞆地区において、みなとオアシス・道の
駅を活用し地域住民や観光客のための開放的な親水・交流空間を創出し、賑わい拠点づくりを図る。

施策 時期 取組内容

新たな観光資源の創出への対応

短期 ・バス等駐車場の確保、歩行者アクセスの強化による利便性の向上

短中期 ・マリンレジャーの振興(釣り、ヨット等)

長期 ・アウトドアゾーン等、官民連携によるクルーズ受入施設と連携した新たな観光資源の創出

施策：新たな観光資源の創出への対応
■取組時期　短中期：概ね10～20年　長期：概ね20年以降

祝津埠頭岸壁背後の連携イメージ図(短中期～長期)

みなとオアシス室蘭
道の駅「みたら室蘭」
「白鳥大橋記念館」

歩行者アクセス
の強化(短期)

バス等の

駐車場(短期)

アウトドアゾーン
(長期)
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4.展開施策　方針4　国内外の旅客受入拠点の形成

取組内容イメージ

○室蘭港へのクルーズ船寄港促進を目指し、地球岬や室蘭グルメ・温泉など室蘭市内や周辺の特色を活かした誘
　致や、周辺市町村と連携し、「ウポポイ(白老町)」や「北黄金貝塚(伊達市)」等の新たな観光資源の活用を推
　進する。
○室蘭港を拠点とする噴火湾や地球岬沖クルーズなど、観光船の利用拡大に向け連携を図る。

施策 時期 取組内容

寄港地観光メニューの創出
短中期
～長期

・クルーズ寄港促進に向けた周辺市町村との連携強化及びポートセールス
・寄港地観光の拡充とクルーズとの連携

・観光船の利用拡大に向けた連携

施策：寄港地観光メニューの創出
■取組時期　短中期：概ね10～20年　長期：概ね20年以降

森港との噴火湾横断クルーズ

地球岬（室蘭市）

出典：各市町観光協会HPから作成

室蘭港の背後圏の観光資源

室蘭グルメ

遊覧船を活用した大黒島クルーズ
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取組内容イメージ

○市街地に近い入江地区においては、今後も中型～小型クルーズ船の寄港を受け入れを行う方針であり、開放的
な親水・交流空間を創出し、室蘭市都市計画マスタープラン、室蘭市立地適正化計画と連携し、地域住民が普
段から港に訪れるよう、また、クルーズやフェリー旅客がまちなかに訪れるよう、まちなかと港の回遊性向上
と賑わいの創出ための取り組みを行う。

4.展開施策　方針5　賑わいの創出と交流空間の形成

施策 時期 取組内容

まちづくりとの連携 短中期

・まちなかと港の回遊性の向上
・普段から市民が港を訪れるような魅力の向上
・市民や観光客を港に導くために港でイベントを開催
・客船寄港時にまちなかに人が流れるようなイベント等の検討

市街地に隣接する入江地区の賑わいの創出

施策：まちづくりとの連携
■取組時期　短中期：概ね10～20年　長期：概ね20年以降

参考：都市マスタープラン（素案） 
蘭西地域の目指す地域の将来像

観光拠点の相互アクセスの向上

観光・交流拠点として「にぎわいあふれるコンパクト
なまち」
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取組内容イメージ

○旅客船やフェリーが接岸する市街地に近い入江地区及び観光拠点が集積する祝津絵鞆地区において、みなとオ
アシス等を活用し、Sea級グルメ大会など食に繋がるイベント、海の日コンサートのような港に音楽のあるイベ
ントや、ボートレース等、海に触れあえるイベントを実施し、賑わいのある空間の創出を図る。

○使用されていないピアノを活用して誰でも利用できるピアノを港の交流施設に「みなとピアノ」として導入し、
交流空間の魅力を高める。

○インフラツーリズムや日本遺産「炭鉄港」との連携により観光資源としての港の価値を高める。
○市民主体のクルーズ船の歓迎や日本文化体験等のおもてなし活動を今後も継続していく。

4.展開施策　方針5　賑わいの創出と交流空間の形成

施策 時期 取組内容

ソフト面による取り組み拡充
短中期

～長期

・Sea級グルメ大会の誘致
・みなとの交流施設にピアノを設置（みなとピアノ）し、音楽イベント等の開催
・インフラツーリズムや日本遺産「炭鉄港」との連携
・市民主体のクルーズ船歓迎や日本文化体験等のおもてなし活動の継続

施策：ソフト面による取り組み拡充
■取組時期　短中期：概ね10～20年　長期：概ね20年以降

フェリーターミナルにおける
みなとピアノイメージ

日本製鋼所室蘭製作所
旧火力発電所（炭鉄港構成施設）

市民団体によるクルーズ船歓迎

クルーズ旅客の日本文化体験

Sea級グルメ全国大会
(宮古港の例)

白鳥大橋主塔からの見学
（インフラツーリズム）

音楽イベント（海の日コンサート）

ボートレース（鉄人舟漕ぎ大会）
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4.展開施策　方針6　環境に優しい持続可能な港の実現に向けた取組推進

○近年、洋上風力発電の整備が活発化してきており、室蘭港から比較的近い東北地方を中心に、一般海域の洋上風力発
　電施設の整備が進む見込みとなっている。

○北海道における木質バイオマスを利用する施設の数は増加しており、室蘭港においても木質バイオマス発電所が令和2

　年度に営業運転を開始する予定である。

○室蘭市は、｢北海道水素社会実現戦略ビジョン｣の取り組み自治体として、｢室蘭グリーンエネルギータウン構想｣、移動
式水素ステーションやエネファーム導入等、水素利用社会のモデル構築・実証に取り組んでいるほか、海外からの再生
エネルギー由来の水素を輸入・貯蔵、エネルギーとして活用するサプライチェーン構想を検討している。

○東日本大震災や熊本地震等では、災害廃棄物が大量に発生し、域内の対応だけでは早期処理が困難であったことから

　、コンテナ船により廃棄物を遠隔地へ海上輸送して処理を実施している。

出典：経済産業省資源エネルギー庁、国土交通省等

再エネ海域利用法における促進区域
指定に向けた有望な区域等(一般海域)

再エネ海域利用法における促進
区域の指定に向けて、既に一定
の準備が進んでいる区域(11区
域)。そのうち、橙色の枠囲いの4
区域は、ただちに準備を開始予
定の有望な区域。

水素利用社会に向けた室蘭港の可能性

出典：北海道地方環境事務所HPを基に作成

北海道の主なバイオマス発電所(出力１万kW以上)

市町村 名称(or 事業者)
出力(kW)

稼働時期

紋別市 紋別バイオマス発電所
50,000

(2016.12)

江別市 王子グリーンエナジー江別
25,000

(2016.1)

石狩市

新エネルギー開発(株)
50,000

(2019.9)

石狩新港新エネルギー発電(合)
51,500

(2022.8)

石狩バイオマス発電事業
51,500

(2018.12)

室蘭市 室蘭バイオマス発電所
74,900

(2020.5)

苫小牧市

王子製紙(株)
268,150

(2005.1)

日本製紙(株)
74,900

(2021)

(勇払エネルギーセンター(合))
74,950

(2023.1)
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取組内容イメージ

4.展開施策　方針6　環境に優しい持続可能な港の実現に向けた取組推進

○室蘭港は、天然の良港として洋上風力拠点に適した高い静穏性や広く深い水域を有している。また、洋上風力
　発電関連部材の生産・メンテナンス技術・ノウハウを有する企業が立地している。
○室蘭港から比較的近い東北地域の一般海域では、再エネ海域利用法に基づく有望区域に指定され、洋上風力発
　電の開発計画が進行している。

○室蘭港の既存ストックや産業集積を生かし、ニーズを踏まえ、洋上風力発電部材の保管・組立・積出・保守等
　を行う拠点機能としての展開を図る。

施策：洋上風力発電に対応した取組

施策 時期 取組内容

洋上風力発電に対応した取組
短中期
～長期

・洋上風力発電プロジェクト関連企業の誘致
・風力発電部材の供給拠点の形成
・タワーの事前組立・積出及び搬入部材保管のための高耐荷重ヤードの確保
・部材搬入及び積出における貨物船・特殊作業船(SEP)の係留施設の確保
・風力発電関連産業の総合拠点の形成

■取組時期　短中期：概ね10～20年　長期：概ね20年以降

生産休止前の(株)日本製鋼所

室蘭製作所の風力発電部材生産ライン

令和２年1月22日室蘭民報
洋上風力発電の拠点港イメージ

短中期～長期
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取組内容イメージ

○本輪西地区では、木質専焼としては国内最大級のPKS専焼バイオマス発電所が令和2年春に営業運転開始予定で
ある。PKSは、近年、国内・国際的な需要増加による価格高騰に伴い、価格競争力向上と安定調達のため、立地
企業から大型船舶受入に対応した係留施設と保管ヤードの確保が求められている。

○ニーズに応じて係留施設の大型化への対応と木質バイオマス発電燃料（PKS、木質ペレット等）ヤードを確保し、
北海道・東北地方の木質バイオマス発電燃料供給拠点形成を目指す。

4.展開施策　方針6　環境に優しい持続可能な港の実現に向けた取組推進

室蘭バイオマス発電所(試運転中)

バイオマス展開イメージ

施策 時期 取組内容

バイオマスエネルギーに対応した取組
短中期
～長期

・木質バイオマス発電燃料の取扱に対応した係留施設大型化への対応と用地の確保

・木質バイオマス発電燃料輸送に対応し国道へのアクセスの確保
・道内・東北地方の木質バイオマス発電燃料受入・供給拠点の形成

施策：バイオマスエネルギーに対応した取組

PKS運搬船の第1船入港状況
(R1.12.16)

カイロス・トライアンフ号
　　　　　　　　　約17,500DWT

全長約131m

満載喫水9.9m

木質バイオマス発電燃料の
輸入拠点化イメージ

■取組時期　短中期：概ね10～20年　長期：概ね20年以降

短中期～長期短中期～長期
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取組内容イメージ

4.展開施策　方針6　環境に優しい持続可能な港の実現に向けた取組推進

○室蘭市では平成29年度に策定した「グリーン水素ネットワークモデルプロジェクト実行計画」に基づき、水素
　サプライチェーン構築のための実証事業など、取組を実施しており、将来的には水素エネルギー運搬船の受
　入・貯蔵・輸送に対応し、実用化の際には、北海道の水素エネルギーの拠点としての展開を目指す。
○現在、常温・常圧の液体で取扱いを可能にするメタルハイドライド法や有機ハイドライド法による水素貯蔵・

　輸送を含め考えられており、陣屋地区に立地するエネルギー企業の既往用地や石油系施設(タンク・導管等)、
　及び立地企業の技術力を活用した水素拠点港湾としての展開が可能になると考えられる。

水素受入基地イメージ(短中期～長期)

施策：水素エネルギーに対応した取組

施策 時期 取組内容

水素エネルギーに対応した取組

短中期 ・水素関連プロジェクトの実証試験としての利用、関連企業の誘致

長期

・運搬船の受入・貯蔵・輸送(海上・陸上)に対応したふ頭の確保
・北極海航路等の新たな物流ネットワークを活用した水素受入拠点の形成
・船舶を活用した道内需要地への水素供給拠点の形成(海上・陸上)

・水素発電所等の水素利用施設の立地

■取組時期　短中期：概ね10～20年　長期：概ね20年以降

水素ガスを1/500の体

積の液体(常温・常圧)
として貯蔵・輸送可能

出典：経済産業省HP　

有機ハイドライド(OCH)法による水素輸送

北極海航路を活用した水素輸入イメージ

短中期～長期 長期
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取組内容イメージ

4.展開施策　方針6　環境に優しい持続可能な港の実現に向けた取組推進

施策 時期 取組内容

静脈物流機能の強化 短中期
・静脈物流船舶の大型化に対応した係留施設及び背後用地の確保
・汚泥、公共残土、焼却灰等の受入への対応

・製鉄・鉄鋼関連企業で発生する製造副産物の有効利用(鉄鋼スラグの埋立利用等)

新たな廃棄物への対応

短中期 ・PCB処理技術を活用した新たな環境産業の展開と環境産業関連施設の誘致

長期 ・将来的に発生する新たな廃棄物の受入拠点の形成と新たな環境産業の創出

短中期
～長期

・災害廃棄物の受入への対応

○室蘭港では立地企業から金属くずが発生するが、輸出先が遠方にシフトしてきていることなどによる船舶の大
　型化に対応するための施設整備や背後用地の確保を図る。
○リサイクルポートとして、将来的にリサイクル処理需要の増加が想定される新たな廃棄物を対象に、立地企業
　の技術を活かして、広域的な受入拠点化と新たな環境産業の創出を目指す。その際、室蘭から国内港湾への貨
　物の移出時の帰り荷として廃棄物を輸送する等、効率的な集荷体制を目指す。

○今後、国内で発生が懸念される大規模災害時において、木くずやコンクリートくず等の大量の災害廃棄物の受
　入への対応を図る。

施策：静脈物流機能の強化、新たな廃棄物への対応

■取組時期　短中期：概ね10～20年　長期：概ね20年以降

出典：国土交通省　
災害廃棄物を詰めたコンテナ

(熊本港)

船舶の大型化に対応した係留施設及び
背後用地の確保(金属くず輸出の効率化)

短中期 短中期～長期
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4.展開施策　方針7　港の防災・減災機能の向上及び既存ストックの有効活用

○北海道太平洋沿岸には日本海溝・千島海溝周辺地域の大規模地震が発生が懸念される地帯があることや、室蘭
港周辺には、有珠山、樽前山、駒ヶ岳などの活火山が存在している。

○天然の良港であり静穏性の高い室蘭港では、台風等の襲来時に多くの船舶が港内及び港外の水域に避難してい
るほか、通常時にも、一時的に係留して物資補給のための公共岸壁利用が多く見られている。

○室蘭港は、整備後50年以上経過する係留施設が現状で40%以上、20年後には70%となり、老朽化が進行している。

出典：marinetraffic.com

台風19号来襲時の船舶位置情報（令和元年10月13日）　　　

緑：貨物船　
青：フェリー　
赤：タンカー　
水色：タグ、通船、等

出典：内閣府HP
我が国で発生が想定される大規模地震　

室蘭港の港湾施設の経過年数

43%

16%

19%

10%

50年以上

30～49年

20～29年

20年未満
70%

30% 50年以上

30～49年

30

20年後令和元年度時点



取組内容イメージ

4.展開施策　方針7　港の防災・減災機能の向上及び既存ストックの有効活用

施策 時期 取組内容

大規模災害時における幹線物流
ネットワークの維持・継続

短中期 ・緊急物資輸送対応岸壁、幹線対応岸壁の耐震強化

短中期
～長期

・外郭施設改良時における粘り強い構造への転換
・室蘭港BCP及び広域港湾BCPの継続的な改善
・民間BCPの策定と室蘭港BCPとの連携

○室蘭港は、国際海上及び国内海上輸送網の拠点となる国際拠点港湾であることから、想定浸水区域を考慮し港
　湾BCP等ソフト的な対応を含めて大規模災害発生時にも幹線物流機能の維持・継続を図るとともに、道内他の港
　湾と相互連携し、札幌圏などへの物流機能の停滞を回避するための対応を図る。

施策：大規模災害時における室蘭港の幹線物流ネットワークの維持・継続
■取組時期　短中期：概ね10～20年　長期：概ね20年以降

緊急物資輸送に対応した耐震強化岸壁と防災拠点
のイメージ（出典：臨海部防災拠点マニュアル）

出典：北海道

室蘭港周辺の想定津波浸水深(L2津波)

室蘭港における耐震強化岸壁の配置

入江地区（既設）

崎守地区（新規）

日本製鉄（株）

（株）日本製鋼所

短中期

御崎地区（新規）
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4.展開施策　方針7　港の防災・減災機能の向上及び既存ストックの有効活用

施策 時期 取組内容

被災地へのバックアップ拠点と
しての対応

短中期
～長期

・被災地への物資補給(燃料・資機材・食糧)や復旧作業に資する広域防災フロートの迅速かつ円滑な活用
・災害支援部隊や災害支援車両の集結地としての対応

○室蘭港は道内他港に比べ大地震の発生が比較的少ないことから、大規模災害発生時にも自身の迅速な航路啓開
　等、港湾機能の停止回避により、被災地への物資補給や復旧作業への支援を図る。

○築地地区に係留されている広域防災フロートは、国内で唯一の外洋航海が可能な仕様であることから、室蘭港
からの迅速かつ円滑な派遣により被災地支援に貢献する。

施策：被災地へのバックアップ拠点としての対応

取組内容イメージ

■取組時期　短中期：概ね10～20年　長期：概ね20年以降

災害復旧活動の派遣状況 国土強靱化を支える
バックアップ拠点としての室蘭港

フェリー
広域防災フロート

フェリー

短中期～長期
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4.展開施策　方針7　港の防災・減災機能の向上及び既存ストックの有効活用

取組内容イメージ

○天然の良港であり静穏性が高い室蘭港は、低気圧等の来襲時における避難場所としての港内・港外水域需要が
高いことから、既存施設を活用して避難や物資補給のための船舶の需要に対応する。

施策：避難船の受入や物資補給拠点としての対応

階層別避難船入港実績(H25-H30)

施策 時期 取組内容

避難船の受入や物資補給拠点
としての対応

短期
・不荷役船への休憩・物資補給岸壁の確保
・大型船に対応できる大水深を備えた既存岸壁の有効活用

台風を避け室蘭港内外に

避難する船舶(令和元年10月13日)

13 14
32 33
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31

23 25

54 62
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42
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21
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13
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H25 H26 H27 H28 H29 H30

避
難

船
(隻

)

500GT未満 500GT～1,000GT未満

1,000GT～6,000GT未満 6,000GT～10,000GT未満

10,000GT以上

■取組時期　短中期：概ね10～20年　長期：概ね20年以降

崎守地区

入江地区

築地地区

＜取組＞

白鳥大橋の外側及び内側の双方において、既存施設を活用して不荷役船への休憩・物資補給
需要に対応する。

短期
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取組内容イメージ

4.展開施策　方針7　港の防災・減災機能の向上及び既存ストックの有効活用

施策 時期 取組内容

戦略的な維持管理・更新
短中期 ・既存ストックを有効活用した埠頭機能の利用転換

長期 ・既存ストックの廃止・利用転換方策の検討

○室蘭港の公共埠頭の係留施設の多くは、整備後50年以上を経過し、施設の老朽化が進行していることから、既
　存ストックを有効活用した埠頭機能の再編・効率化を図りつつ、施設の利用状況、劣化状況等を踏まえながら、
　緊急性等、優先すべき施設を選択し、機能維持、利用転換、廃止等を図る。

施策：戦略的な維持管理・更新
■取組時期　短中期：概ね10～20年　長期：概ね20年以降

既存ストックを有効活用した埠頭再編例
※青色施設は埋立により既存施設の廃止が必

要となる箇所

：公共埠頭

：専用埠頭

：性能低下度A

：性能低下度B

公共埠頭の性能低下度

短中期

B埠頭A埠頭

■性能低下度
○A：施設の性能が相当低下している状態
○B：施設の性能が低下している状態
○それ以外：変状はあるが施設の性能の低下がほとんど認められない状態
　　　　　　　　もしくは、変状は認められず、施設の性能が十分に保持されている状態

：その他
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4.展開施策　室蘭港における展開施策(ハード)

室蘭港における展開施策(ハード)
■取組時期　短中期：概ね10～20年　長期：概ね20年以降

崎守地区

築地地区

大黒島地区

陣屋地区

御崎地区祝津絵鞆地区

仲町地区

茶津地区

本輪西地区

○必要な施設の整備・更新(就労、
　作業効率、衛生管理等の改善)

　【短中期】

水産業の振興に向けた
取り組み

○岸壁改良による受入【短中期】
○バス等駐車場の確保、
　 歩行者アクセスの強化【短中期】
○官民連携による受入施設
　及び交流空間の創出【長期】

大型クルーズ客船等の寄港と
新たな観光資源の創出への対応

○公共ターミナルの配置【短中期】

○企業需要に対応するための用地確保
　【短中期】

新たな物流機能の強化への対応

○鉄道引込線を活用した鉄道貨物輸送機
能の維持【短中期～長期】
○AI・自動化への対応

【長期】

将来的なユニットロード輸送
の変革への対応

○木質バイオマス発電燃料の取扱のための岸壁大型
　化と用地確保、国道へのアクセス性強化【短中期～長
　期】

バイオマスエネルギーに対応した取組

○大型船係留施設の整備、
　隣接バースの一体利用
　【短中期】

埠頭機能の再編

○運搬船の受入・貯蔵・輸送に
　対応したふ頭の確保【長期】

水素エネルギーに
対応した取組

○風力発電部材の供給拠点の形成
　【短中期～長期】

洋上風力発電に対応した取組

○緊急物資及び幹線対応
　岸壁の耐震強化　強化
　【短中期】

大規模災害時における
幹線物流ネットワークの

維持・継続

○フェリー航路拡充への対応　【短中期】
○将来的なRORO船航路受入対応【短中期】
○自動運転技術等に対応したターミナル運営・管理の最
　適化【短中期～長期】

フェリー・RORO輸送機能の強化

入江地区

祝津内港地区

（崎守地区の例）
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4.展開施策　室蘭港における展開施策(ソフト)

室蘭港における展開施策(ソフト) ■取組時期　短中期：概ね10～20年　長期：概ね20年以降

崎守地区

築地地区

祝津内港地区

大黒島地区

陣屋地区

御崎地区

仲町地区

茶津地区

本輪西地区

○公共ふ頭を活用できるよう
　な受け入れ態勢の確保に向
　けた環境整備【長期】

〇重要物流道路と連携した海
　上物流機能の強化【長期】

新たな物流機能の強化への
対応と埠頭機能の再編

○背後の観光資源を活かした地
　域振興の促進とアクセス性の向
　上【短中期】
○Sea級グルメ大会の誘致やイン
　フラツーリズム・炭鉄港との連携
　【短中期～長期】

まちづくりとの連携とソフト面
による取り組み拡充

祝津絵鞆地区○HACCP手法を取り入れた衛生管
　理へ向けた取組【短中期～長期】

○Sea級グルメ等の充実、水産業観

　光への取り組み【短中期～長期】

水産業の振興に向けた
取り組み

寄港地観光メニューの創出

〇寄港地観光の拡大とクルーズ客
　船との連携【短中期】
〇観光船利用拡大への連携
　【短中期】

①廃棄物受入への対応と製造副産物の有効利用【短中期】

②災害廃棄物の受入への対応【短中期】
②新たな廃棄物受入拠点の形成と環境産業の創出【短中期
～長期】

①静脈物流機能の強化
②新たな廃棄物への対応

水素エネルギーに
対応した取組

○室蘭港BCP・広域港湾BCP
の継続的改善【短中期～長期】

大規模災害時における幹線物
流ネットワークの維持・継続

○被災地への物資補給・広域
　防災フロートの迅速・円滑な
　活用【短中期～長期】

〇災害支援部隊や災害支援車
　両の集結地としての対応
　【短中期～長期】

緊急物資輸送に対応した耐震強
化岸壁と防災拠点のイメージ

○既存ストックを有効活用した
　埠頭機能の利用転換
　【短中期】
○既存ストックの廃止・利用転
　換方策の検討【長期】

戦略的な維持管理・更新

○大型船対応の大水深既
　存岸壁の有効活用【短期】

避難船の受入や物資補給拠
点としての対応

被災地へのバックアップ
拠点としての対応

○スーパーヨットの寄港へ　の対応【短中期】
○マリンレジャーの振興 【短中期】

大型クルーズ船等の寄港と新たな観光
資源の創出への対応

入江地区

○水素関連プロジェクト実証試験
　利用と関連企業誘致【短中期】

広域防災
フロート
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5.空間利用計画
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5.1 室蘭港の空間利用計画　長期構想(案)における空間利用計画　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　

空間利用計画(案)

崎守地区

本輪西地区

築地地区

祝津内港地区

大黒島地区

陣屋地区

祝津絵鞆地区

入江地区

茶津地区

ものづくりのまちを
支える物流・産業拠

点

市民が憩え、世界の
観光客を迎える賑わ

い拠点

物流・産業 人流・賑わい

新たなエネルギー産
業の集積を図るグリ
ーンエネルギー拠点

エネルギー

御崎地区

仲町地区

祝津埠頭岸壁の空間利用
計画は、現在利用状況の
「物流・産業」エリアから、
「人流・賑わい」エリアに転
換する。

祝津絵鞆地区
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5.2 空間利用計画の概要　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　

地区名 空間利用計画の概要

崎守地区 【産業・物流ゾーン】

国際コンテナや国際フィーダーコンテナ及び新エネルギーなどの貨物利用を想定、漁港区は水産業の利
用を想定

陣屋地区、本輪西地区 【エネルギーゾーン】
石油やLPGなどの既存エネルギー、バイオマス・水素など新エネルギーなどを想定した貨物利用を想定

仲町地区、茶津地区 【産業・物流ゾーン】
製鉄や製鋼、機械、航空機産業などの基幹産業の利用を想定

御崎地区 【産業・物流ゾーン】
基幹産業を支える大型貨物船に対応した物流ターミナルとしての利用を想定

入江地区 【産業・物流ゾーン】
フェリーやRORO船などユニットロード貨物ターミナルとしての利用を想定
【人流・賑わいゾーン】
フェリー旅客や中型・小型クルーズ旅客が訪れ、また市民が日頃から港に訪れるような利用を想定

築地地区 【産業・物流ゾーン】

金属くずなどのリサイクル貨物の輸出、周辺の肥料や機械などの産業を初めとした多目的な利用、将来
的な大型RORO船などの利用を想定。

祝津内港地区 【産業・物流ゾーン】
周辺の船舶修繕や機械などの産業の利用を想定

祝津絵鞆地区 【人流・賑わいゾーン】

白鳥大橋記念館やマリーナ、温泉施設等の観光施設が集積し、大型クルーズ船が着岸し、市民や観光
客が訪れる、観光・レクリエーションの利用を想定
【産業・物流ゾーン】
漁港区は水産業の利用を想定

大黒島地区 【人流・賑わいゾーン】
室蘭港のシンボル景観としての保全利用を想定
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6.パブリックコメントの実施方針
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6.1 パブリックコメントの実施方針

分野 内容

1.趣旨

　室蘭港の港湾計画は、平成6年に改訂していますが、計画の前提となった社会経済情勢、港湾物流の動向等に変
化が生じていることから、将来にわたって、背後企業の産業活動を支え、地域経済の発展に貢献する港づくりを推
進するため、室蘭市では、「室蘭港長期構想」の検討を進めております。

　「室蘭港長期構想」は、室蘭港の港湾計画改訂にあたり、学識経験者や港湾関係者・利用者、関係行政機関、市
民の方々等の意見・要請を基に、概ね20～30年先の長期的視野に立った総合的な室蘭港の港湾空間の形成、そ
の在り方を構想・ビジョンとして取りまとめたものです。また、長期構想の作成においては、目指すべき将来像に向け
て段階的に室蘭港が形成される姿を示しています。
　この内容を公表し、皆様からのご意見を募集します。　

2.公表資料 (1)室蘭港長期構想(素案)

3.閲覧方法

(1)閲覧場所
　　検討中（室蘭市公共施設、室蘭市ホームページ）　　
(2)閲覧期間
　　1か月間以上の期間

4.意見募集期間 令和2年○月○(○)8時45分〜令和2年○月○日(○)17時15分まで(郵送の場合は当日消印有効)

5.意見の提出方法
○提出先
　　・公表場所へ設置している意見箱への投函及び港湾政策課への持参・郵送・ファックス・電子メール
　　による提出のほか、市ホームページからの電子申請

室蘭市パブリックコメント手続実施要綱に基づき、以下のように、パブリックコメントを実施する。
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