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1.室蘭港長期構想の策定に向けて



　室蘭港長期構想を策定した後、室蘭港港湾計画の改訂に向けた取組と令和4年の室蘭港開港150年と市制施行　
　100年に向けた短期の取組等から順次、進めていきます。

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
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　　　　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

★

◆

★

◆

★

◆

P
C

検討内容

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11月30日)
○第2回の主要意見と追加意見の対応
○パブリックコメント意見と対応
○室蘭港長期構想(案) 
　・室蘭港の将来像と基本方針
　・展開施策
　・空間利用計画
　・室蘭港長期構想の実現に向けて
　

今後の対応



2.第2回の主要意見と追加意見の対応
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分野 主要意見 対応

全体

・地球温暖化が20年後に問題になってくるため、分野のエネルギー、環境、安全をもっと
　強調することができないか、例えば物流産業をエネルギー、環境、安全が貫くような形
　であれば分かりやすいと思う。

将来像の構成を見直した。(P15～16)

・段階整備の話の中で白鳥大橋の内と外と出ていたが、産業集積を計ろうとしている中で、
　内と外との記載があると、分散させてしまうように感じる方もいるため、違う表現を使用
　した方が良い。 

「港の奥側・出入口側」という表現に修正した。
(P21,22,27)

・実際の進め方を検討しなければならない。具体的なロードマップをつくって、この計画が
　できた後に、各関係者が集まりながら、見直しながら回していくような事業形態をぜひお
　願いしたい。

「7.1室蘭港長期構想の実現に向けて」にて、「行政・市
民・企業等が連携しながら実現の向けて取組みを進
める」こと、「適切な見直し」について記載した。(P53)

・工業関係や企業の方々向けのような資料に見えてしまうので、一般市民に伝わり易い
　内容にして頂きたいと思う。 

内容をイメージし易い図面等を追加し、専門用語には
注釈を記載した。

・長期構想とあるが、資料でも触れられている立地適正化計画の中で人口が減り、それ
　に伴い税収も減ってくる部分について、20年～30年後の背景が考えられてないように見
　える。

展開施策全般、特に「人流・賑わい」において、現実性
を意識しつつも、より積極的な展開施策を検討した。
(P28～32)

・港湾計画の事業となりそうな要素については拾えていると思うが、長期的な部分の記載
　がぼやけているように思う。短期では対応できないという理由で長期とすると、上手く資
　料を纏められないと思う。 

長期的な展開施策のイメージを作成した。
各展開施策について、時期、取組内容を再検討した。

・天然の良港については天然であっても人工であっても良港であれば良いので天然の良
　港の先にどんな良いことがあるかを言えないといけないし、キーワードとして使うのであ
　ればもっと上流の方で使うべき。 

「天然の良港」の記載を削除。(P37,40)

・専用施設、或いは土地について今後、民間にもご協力頂き、30年後を見据えて、今の施
　設をスペックアップするのか、廃止するのか共に議論させていただきたい。

継続して協議を進める。

・長期構想が実現すると、地域全体にどのような良いことがあるというシナリオが抜けて
　いる。 

各展開施策について、「取組内容実現による効果」を
記載した。(P21以降)

・施策名に室蘭港らしさがなく、港名を変更すれば他でも使えるような名称なため、室蘭
  港の特色を盛り込んだ施策名としてはどうか。（追加意見）

施策名に室蘭港の特色を盛り込んだ形に修正した。

(P21以降)

2.第2回の主要意見と追加意見の対応　(1)全体
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分野 主要意見 対応

物流
・

産業

物
流

・トラックの自動運転が進んで行くので、室蘭港へのルートとしては、登別室蘭ICからと室
　蘭ICからの2ルートが考えられるが、高速道路の4車線化の計画が既に出ているため、
　室蘭ICから室蘭港の北側へのアクセスがしやすくなるような形をもっと強く描いて欲
　しい。 

道央道の4車線化、室蘭ICと崎守地区の近接性につ
いて記載した。(P25)

・鉄道貨物の海上シフトのきっかけが青函トンネルとしているが、もう少し内容を広げて書　
　いた方が良いと思う。ドライバー不足は今後進んで行き、鉄道の利用は１つの方法では
　あるが、海上だけではなく内陸にも目を向けて行って欲しい。また、対象がコンテナだけ
　に見えるが、コンテナ以外にもあると思うので、例えばエネルギー関係など、もっと広く
　考えて欲しい。

青函トンネルに加え運送業による労務規制やドライ
バー不足等ついて記載した。(P25)

産
業

・航空・宇宙産業推進については先日、経産局と覚書を交わしており、その事を記載して
　も良いと思う。また、自動車部品の10倍を超える関連産業がある航空・宇宙産業につい

  てもっと強く書いて欲しい。

「航空機・宇宙産業について」「再エネ・水素について」
の動向を記載した。(P20)

・フェリーの振興を短期的な目標の中に入れながら取り組んでいただきたい。
「フェリー航路の維持と新規航路の誘致」について記
載した。(P24)

土
地

利
用

・埠頭を埋め立てて用地を作るという提案があったが、その用地を有効活用するために新
　たな臨港道路についても考えていただきたい。

「臨港道路の改修等による物流車両の移動円滑化」
について記載した。(P21)

漁
業

・水産物のPRがあり、Sea級グルメに繋げて行きたいところではあるが、他の港と違い室
　蘭には水産物を加工する工場が無く、一つの課題かと思う。 

「水産物PRのため、Sea級グルメ等の充実」や「みなと
オアシスを活用した食産業の拡充検討(水産品販売含
む)」について記載した。(P26,30)

人流
・

賑わい

滞
留
空
間

・人流・賑わいの具体的な展開が見えてきていないが、原因としては景観計画が見えな
　い。具体的には絵の中で、空間はあるが活動が何も書いていない。また、水産業の振
　興は、食産業と捉えるべき食産業とクルーズ船の連携、そこを景観計画で上手く纏め
　て行くという視点が見えてこない。 

「マリンレジャーの拡充(釣り、ヨット等)」、「みなとオア
シスを活用した食産業の拡充検討(水産品販売含む)」
等について記載した。(P30)

・北黄金貝塚を含む北海道・北東北の縄文遺跡群は、間違いなく世界遺産に登録される。
　そのような状況になった場合、室蘭はますます通過地点となってしまう事も考えられる
　ので、そのような室蘭港にとってネガティブな要素も強く踏まえて考えていく必要がある。
　また、工場夜景を売り出している中で資料に工場夜景が出てきていないが入れるべき。

「地球岬を始めとした室蘭八景や工場夜景、室蘭グル
メ・温泉など室蘭市内や周辺地域の特色を活かした観
光客誘致」と展開施策として、「周辺市町村との連携
強化」、「寄港地観光の拡充とクルーズとの連携」につ
いて等を記載した。(P29)

・資料に景観が見えないので、例えば海外の港景観を盛り込む等、景観を活かした港を　
　イメージしすいように示すとよいよいのではないか。 （追加意見）

国内外の他港の事例を参考する旨を記載し、「白鳥大
橋及び工場夜景（絵鞆臨海公園からの景観）」を追加
した。（P30）

2.第2回の主要意見と追加意見の対応　(2)物流・産業・人流・賑わい
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分野 主要意見 対応

人流
・

賑わい

滞
留
空
間

・室蘭観光の課題が何で港とどういう関係にするかとか、役に立つという位置付けが必要。 人々が留まることができる受入環境の不足や室蘭は
通過型である課題を記載し、対応策として「マリンレ
ジャーの拡充（釣り、ヨット等）」、「キャンプ場、バーベ
キュー場等、アウトドア施設等の誘致」等について記
載した。(P30)

・祝津・絵鞆地区におけるアウトドアゾーンをアドベンチャートラベルに絡め、各種体験な
　ど、様々なアクティビティを設けることで、室蘭のブランド化へ発展して行くようなものが
　あれば良い。

・入江と祝津と2地区ある中で賑わいと言ってもコンセプトが違うが、今はごっちゃになって
　おり、来訪者がどのような事をするのか、して貰いたいかの整理が必要。

祝津絵鞆地区と入江地区の取組内容について記載
した。(P30,P31)

ク
ル
ー
ズ
・
旅
客

・崎守ではチャーターバスを呼んでも乗るまでの間に雨に濡れるような事もあったので、
　祝津では常設の施設を設ける等して対応して欲しい。クルーズ専用という事ではなく、
　道の駅では取扱の無い生鮮食品を取扱などして、海からだけではなく陸からも観光客を
　取り込める施設があっても良い。 

「官民連携によるクルーズ船受入施設（他施設と兼
用）立地」、「みなとオアシスを活用した食産業の拡充
検討(水産品販売含む)」について記載した。(P28,30)

・現在のクルーズに関係してくる部分ではあるが、ウポポイがオープンする。それにちなん
　で室蘭は、アイヌ語から来た地名が多いことから、このような部分を活かして行っても良
　いと思う。 また、小樽や留萌など港に関わる歴史上の人物がおり、室蘭港ではブロート
　ン船長が有名かと思うが、このような歴史的な部分についてもクルーズ船誘致に活
　かしていって欲しい。

ウポポイや縄文遺跡群、むかわ竜等の周辺観光資
源と連携した「周辺観光地域と連携したツアー(モデ
ルコース)の検討」について記載し、「室蘭港に関する
歴史や海や港の役割等を学ぶ事が出来る場の充
実」について記載した。(P29,32)

・室蘭港でどれだけ環境に力を入れているかPRしていく事が大事である。 
　海外船社から、日本の港では汚水処理の対応が上手く行っておらず、陸電施設に対応
　している港も少ないとの意見があった。室蘭港はこの部分について対応をPRして船を誘
　致するという方法もあると思う。 

「クルーズ船の電力供給ニーズに関する対応」につ
いて記載した。(P28)

・観光についてはコロナウイルス対応を考えて安心して楽しめるような工夫があってもよ
　い。 （追加意見）

感染症予防について関係機関と連携強化する旨を
記載した。（P28）

エネル
ギー

エ
ネ
ル
ギ
ー
産
業

・SOx排出規制の強化により、LNG燃料船の普及・利用拡大が想定されることから、既存
　のLNGインフラの活用を図り、段階的にバンカリング体制構築を目指す必要性があると
　思う。

室蘭港としては「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)、技術力を活用した
水素貯蔵・輸送の検討」について記載し、「水素バン
カリング拠点の形成」について記載した。(P35)

・洋上風力発電やバイオマスに関する取組があるが海洋環境などへの配慮についても考　　
  えて欲しい。（追加意見）

海洋及び周辺環境への配慮について記載した。
(P34)

2.第2回の主要意見と追加意見の対応　(3)人流・賑わい・エネルギー
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2.第2回の主要意見と追加意見の対応　(4)環境・安全・安心

分野 主要意見 対応

環境

環
境
産
業

・リサイクルポートとして、これから大きな課題となる廃プラをターゲットにするなど、新しい
　切り口から考えて頂ければと思う。 

「PCB処理技術を活用した新たな環境産業における
受入拠点の形成」、「必要に応じた災害廃棄物受入
への協力」について記載した。(P36)

・北海道の各市町村で最終処分場の更新時期に来ている。埋立も単純に土砂で埋める
　のではなく廃棄物処理という形で捉えていただけると非常にありがたい。

「将来的な廃棄物処分場不足の背景を鑑み、埋立材
として廃棄物破砕・焼却処理後の残渣利用の検討」
について記載した。(P36)

・「方針6環境に優しい持続可能な港～」だけではなく、「方針1地域産業の競争力強化」、
「方針2生産性向上・物流効率化～」にも大いに関連があるのではないか。

関連性を示した。(P15～16)

安全
・

安心

災
害
対
応

・コロナウイルスやヒアリなどの新しい脅威に対しての対応についての記載がないが今後
 は対応を考えていく必要があるのではないか。（追加意見）

新たに生じるリスク（感染症、外来生物等）について
記載した。 (P38) 
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3.パブリックコメント意見と対応



3.パブリックコメント意見と対応
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分野 主要意見 対応

物流
・

産業

物
流

既存施設だけでは不十分なので、ＲＯＲＯ船専用岸壁を築地の
ほか、崎守や仲町など、複数の岸壁に整備できないか？

既存施設を活かしたＲＯＲＯ船の航路誘致と既存施設を活かしたＲＯＲＯ船受
入を取組内容としており、現状においてＲＯＲＯ船航路の就航がされていない
ことから、まず、既存施設を活用したＲＯＲＯ船の就航を目指します。将来的に
ＲＯＲＯ船の便数が増加した場合は複数のＲＯＲＯ船対応岸壁の位置づけを検
討する可能性がありますことから、頂いたご意見を今後の取組推進のための
参考にさせて頂きます。 (本編P62)

クルーズ船は祝津と入江に接岸させ、崎守は貨物船専用の埠頭
にできないか。 ご意見頂いた方向性で記載されております。  (本編P65)

新道仲町ランプ－御崎－日鋼構内－フェリーターミナルに通じる
道路を整備されてはどうか。 白鳥大橋祝津ランプ－港南町－か

ら仲町まで１本の臨港道路で結ばれると利便性が上がるのでは
ないか。 

当該道路整備により経由地に存在する企業の操業にも影響が考えられること
から、将来、港湾関連交通量が増えた場合には、頂いたご意見を今後の取組
推進のための参考にさせて頂きます。 
また、地域産業の利便性向上のために、御崎地区に公共岸壁の位置づけを取
組内容としております。 (本編P60)

産
業祝津でもフェリーの発着ができないか。

入江地区におけるフェリー航路の維持と新規航路の誘致を取組内容としており、
フェリー機能は入江地区として位置付けしております。フェリーの発着には専用
の乗降設備等が必要となることから、増便など現施設での運営が手狭となる
場合には、頂いたご意見を今後の取組推進のための参考にさせて頂きます。  
(本編P62)

漁
業

室蘭港は鯨の町と言われる様に、この程、捕鯨基地にもなり、近
くで取れたクジラは釧路とか青森に運ばないで、室蘭に処理施
設を造って解体ショーや肉の販売等を行い観光客が喜ぶ姿を見
られるようにすれば、良い効果があると思います。 

水産観光業への取組やＳｅａ級グルメ等の充実を取組内容としておりますので、
頂いたご意見を今後の取組推進のための参考にさせて頂きます。  (本編P64)

人流
・

賑わい

滞
留
空
間

海事関連資料をフェリーターミナル３階に集約してはどうか。
ミュージアムショップやカフェも併設されるとなおよいのでは。 

海事関連資料の充実を取組内容としており、頂いたご意見を今後の取組推進
のための参考にさせて頂きます。 (本編P69)

室蘭通船から中央埠頭に通じる遊歩道の整備をすると旧札幌通
りと接続し散策コースの魅力向上に繋がる。 

遊歩道については、再設定されたみなとまち散策路の経路に含まれておりま
すが、みなとまちを身近に感じられる魅力向上のため、今後の取組推進のため
の参考とさせて頂きます。 (本編P68)



3.パブリックコメント意見と対応
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分野 主要意見 対応

人流
・

賑わい

滞
留
空
間

・フェリーターミナル～入江臨海公園～中央ふ頭の周遊ルートの
構築に賛成であり、臨海公園の整備については枝木の剪定、花
壇の整備、ベンチ、トイレの改修、遊具スペースのアスファルト舗
装の改良、夜間照明の充実など、明るく市民と観光客が憩う公
園に再整備して欲しい。レインボー公園にあるスケボーのコース
や以前中央ふ頭の先端にあったバスケットコートを整備して、若
者の憩いの場を作ってもよいのではないか。 
・入江臨海公園と中央ふ頭の間の空間をイベント広場にして、野
外ステージを設けてはどうか。 
・入江運動公園にある灯台を臨海公園または中央ふ頭に移し、
展望塔やランドマークとして活用できないか中央ふ頭付近の
フォークリフトの練習場を移転し、駐車場を一体整備できないか。 
・観光ＯＮシーズンにフェリーターミナル～旧室蘭駅舎～室蘭駅
～中央町～測量山を周遊する観光路線バスを運行してはどうか。 

港とまちなかの回遊性向上や普段から市民や観光客が訪れるような港湾施設
の機能向上を取組内容としており、直ぐに取りかかれる枝木の剪定などは早
急に行い、その他、施設整備に関わる内容につきましては、頂いたご意見を今
後の取組推進のための参考にさせて頂きます。  (本編P68)

・客船バースからマリーナまで海辺を周遊できるコースを設ける。 
・室蘭水族館をみたら裏側に移転してはどうか。親水護岸の一
部を活かしタッチプールやショーのプールを整備し道の駅みたら
の建物と水族館の建物を併設してさらなるにぎわいに繋げては
どうか。 

白鳥大橋周辺エリアの新たな観光資源の創出にて、既存施設との一体的な開
発による一大レクリエーションゾーンの実現を取組内容としており、頂いたご意
見を今後の取組推進のための参考にさせて頂きます。(本編P67) 

大黒島の有効活用を本格的に検討してはどうか。旧室蘭灯台は
室蘭港の盛衰を見てきた歴史的にも価値ある建造物と考える。
灯台を修繕、保存活用し、島側の桟橋や歩道を整備し、かつて
水族館から行き来ができたように安価な運賃で航路を設ければ
一大人気スポットになると思う。 

大黒島の活用については室蘭港に残された数少ない自然環境であることを鑑
み、室蘭港のシンボルとして眺望を楽しむ景観としての保全利用すべきゾーン
としております。 
頂いたご意見は今後の取組推進のための参考にさせて頂きます。   
(本編P81,82)

ク
ル
ー
ズ
・
旅
客

祝津で整備を予定している施設は津波避難ビル化して複数階構
造とし、フェリーターミナル機能、クルーズ船にも対応可能な機能、
海事教育施設などをあわせた複合施設にできないか。 

複合施設の誘致を取組内容としておりますので、頂いたご意見を今後の取組
推進のための参考にさせて頂きます。(本編P67) 

世界最大クルーズ船受け入れ拠点の形成の取組として、絵鞆地
区にあるアイヌ慰霊碑を改修し、シャトルバスを走らせることで、
民族の共生を訴求できると思います。 
また、設置されている野外トイレについては、使用時は中が見え
ず、未使用時は中が見えるガラス張りのトイレを整備することで
清潔度が保たれます。慰霊碑とガラス張りのトイレが口コミで広
がることで観光協の増が見込まれると思うので、検討して下さい。

寄港地観光の拡充を取組内容としておりますので、頂いたご意見を今後の取
組推進のための参考にさせて頂きます。(本編P66)
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その他

このようなものにお金をかけないで欲しい

室蘭港を取り巻く情勢や時代の変化に伴い現状に即さなくなった大きな開発計
画などを見直すためには、港湾法に定められた港湾計画の見直しが必要とな
り、そのためには、市の関連計画や市民、経済界の意見を反映させ、今後２０
～３０年の長期を見通した港湾の開発、利用及び保全の方向性を明らかにす
る必要があります。施策の実施にあたっては、費用対効果を重視し、効率的な
実施に努めて参ります。 

・概要を読みますと天然の良港が前提となっているのですが、こ
の良港（具体的には水深や水域等の人為的な開発の余地が困
難な環境部分）は何らかの地球環境の変化や気候変動によって、
過去４０～５０年あまりで変化していることはないのでしょうか？
またそのような検討はされたのでしょうか？ 
・このような天然の良港が生まれた地学的な歴史・背景について
ご教授ください。概要の記載に多少盛り込んでいただいてもよろ
しいかと個人的には思います。 
・それを踏まえて、室蘭の現在の良港状況を維持するための行
なっている自然保全的な取り組み、がありましたら教えてください。
公的な取り組み、私的な取り組み問いません。 
以上、よろしくお願い致します。 

・航路については大きな河川からの土砂の流入もなく、船舶の航行に影響ある
ような水深が浅くなったりなど変化はしていない状況です。 
・絵鞆半島の断崖絶壁は、室蘭港を囲う形となってることがわかります。船の
敵は、強風と高波であり、断崖絶壁に三方向をガードされていることが、室蘭
が天然の良港と呼ばれる所以です。 
一説には、点在した海中火山（が地上に出たもの）を太平洋と噴火湾の海流に
より砂が結び着けたことが絵鞆半島が生まれた背景と言われています 
・室蘭港が天然の良港と言われている大きな要素である、静穏な港内環境の
維持と合わせ、津波等による被災抑制のため、国の事業により既設防波堤を
粘り強い構造にするための改良を進めております。 

分野 主要意見 対応

安全
・

安心

災
害
対
応

岸壁埋め立てで確保した用地に災害対応物資（非常用発電機・
非常食）を保管する防災倉庫を整備できないか。

災害対応物資につきましては、避難所等への保管が室蘭市備蓄整備方針に
定められております。また、岸壁背後にある倉庫ではオイルフェンスなどの災
害対応物資について既に保管を行っておりますが、頂いたご意見を今後の取
組推進のための参考にさせて頂きます。 (本編P75) 



4.室蘭港の将来像と基本方針
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4.1 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・食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

○脱炭素社会を目指した水素、LNG、バイオマス等の新　
　 たなエネルギーの受入

○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

ものづくりを支える
物流・産業拠点

13



4.2 室蘭港の基本理念

基本理念
「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」

14



4.3 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・食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組み始めている項目)
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4.3 室蘭港の将来像を実現するための基本方針

16

分野
物流・産業

人流・賑わ
い

エネルギー 環境 安全・安心
基本方針

方針１
地域産業の競争力強化に資する物
流基盤の強化

◎ ○ ○ ○

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

◎ ○ ○ ○

方針３
水産業・食産業の振興に向けた漁
港区の環境の向上

◎ ○ ○ ○

方針４
国内外の旅客受入拠点の形成 ◎ ○ ○ ○

方針５
賑わいの創出と交流空間の形成 ○ ◎ ○ ○ ○

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

◎ ◎ ○

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

◎

分野と基本方針の関係性一覧表

◎：基本方針の主分野　○：基本方針と関係する分野

方針1

方針4

方針7

方針6

方針3

方針5

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組み始めている項目)



5.展開施策
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○室蘭港の取扱貨物量の8割以上が専用ふ頭。取扱貨物は鉱産品が最も多く、次いで化学工業品が多くなっている
ほか、金属機械工業品の取扱など、背後立地企業の製品及び原材料といった産業関係の貨物の取扱いが多い。

○室蘭市の製造品出荷額は、全道2位となっており北海道の製造業を支えている。室蘭市の製造品出荷額では、鉄
鋼業が最も高く、次に金属製品製造業や化学工業品等が続くなど、背後立地企業の産業関係の製品出荷額が多
くなっている。

5.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

18
出典：北海道工業統計表

業種別製造品出荷額の割合(R1)
出典：北海道工業統計表

市町村別製造品出荷額の推移（R1 上位4市）

出典：室蘭港統計年報

公共・専用埠頭別取扱貨物量の推移（R1）(左)と品目別貨物量の推移（R1）(右) 背後立地企業の
産業関係貨物が多い

全道2位の
製造品出荷額

公共ふ頭

15.5%

専用ふ頭

84.5%

R1

貨物取扱量

16,263千トン

公共ふ頭

専用ふ頭

取扱貨物量の
8割以上が
専用ふ頭

苫小牧市

1兆3040億円

室蘭市

7044億円

札幌市

5748億円

千歳市

2534

億円

苫小牧市

室蘭市

札幌市

千歳市

鉱産品

819万トン
化学工業品

400万トン

金属機械

183万トン

林産品

112万トン

その他

25万トン

鉱産品

化学工業品

金属機械

林産品

その他

鉄鋼業

85%

金属製品

 製造業

6%

化学工業

4%

窯業・土石製品製造業

3%
その他

2%

室蘭市
7,044億円



・金属材料・航空機・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製造
をさらに強化。

・2020年4月、室蘭製作所とグループ会
社4社を統合再編、日本製鋼所
M&E(株)室蘭製作所として事業承継。

・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。

・国内外の再エネ発電容量を100万kW
超へ拡大(国内太陽光をはじめ、洋
上・陸上風力を展開)

・日豪PJ(液化水素)参入、再エネ電源
から有機ハイドライドを製造する共
同検討等を通じて、CO2フリー水素
の貯蔵・輸送手段の可能性を検討。

5.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

日本製鋼所 M&E (株)室蘭製作所
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

ENEOS(株)
2020.5.20 第２次中期経営計画

○室蘭港の立地企業による今後の経営計画等を踏まえた、企業の持続・発展を支えるための取り組みを図ってい
くことを基本とする。
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5.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

20

○室蘭港に立地する企業の新たな取組等を考慮する。

・室蘭港に洋上風力発電の産業誘致を
目指す産官連携の組織が発足。

・室蘭港の大水深岸壁や風力発電関連
の産業集積を活かし、発電部材置場
や組立ヤードとして利用する計画で
関連産業の誘致を図る。

室蘭洋上風力発電事業推進協議会(MOPA)
2020.1.21設立

・北極海航路を活用したグリーン水素
の輸出入、将来的な商業化の調査実
施のため合意に向け準備中。

・欧州の水素ネットワークの中心であ
り、将来的に室蘭の水素産業拠点化
を推進する。

英国アバディーン市と水素社会実現に向けた
連携に関する覚書締結み向けた準備　

・航空機産業分野への参入を目指し、
室蘭市企業10社が「北海道空港ビ
ジネス検討会」に参画。

・室蘭市と北海道経済産業局は先端も
のづくり産業推進の覚書を締結。

北海道航空ビジネス検討会
2019.　8 会員企業ガイドブック、他

・将来的な航空機部品や関連部品の共
同受注も視野に、室蘭市企業4社が
北の航空機産業集積地化を目指し、
ノウハウや情報の共有、人材育成で
連携する「室蘭航空宇宙産業ネット
ワーク」が発足。

室蘭航空宇宙産業ネットワーク(MAS-NET)
2020.3.26設立

航空機・宇宙産業について 再エネ・水素について

・室蘭市、大成建設(株)、日本製鋼所
(株)等と共同で、水素の貯蔵、運搬、
移送、利用までを構築する実証実験
を2018年～2019年の2ヶ年で実施。

環境省「平成３０年地域連携・低炭素水素技術実
証実験」に採択

北海道空港ビジネス検討会
参画企業(室蘭市)

株式会社　キメラ

株式会社　今野鉄工所

株式会社　富岡鉄工所

株式会社　永澤機械

有限会社　馬場機械製作所

有限会社　ミヤタ技研工業　

五嶋金属工業　株式会社

第一金属　株式会社

日本製鋼所 M&E　株式会社　室蘭製作所

株式会社　西野製作所

北海道航空ビジネス検討会

事務局：北海道機械工業会

航空機部品メーカーOB
など専門家集団

北海道経済産業局
北海道・室蘭市・札幌市

室蘭工業大学・北海道大学

道総研・工業試験場
室蘭テクノセンター

苫小牧市テクノセンター
北洋銀行・北海道銀行

その他関係機関 など
航空機産業分野への参入を目指す

道内ものづくり企業

航空機産業
参入

参入意欲が
高い企業

関心のある企業

≪支援機関≫・エンジン
・機体
・装備品
・設備

底上げ

個別指導
など

支援



取組内容イメージ

■目標時期　短期：概ね5年　中期：概ね5～15年　長期：概ね15年以降
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5.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

施策 時期 取組内容 取組内容実現による効果

ものづくり産業
の競争力強化に
つながる物流機
能向上

中期

・物流機能の継続・強化のための岸壁等の整備(御崎地区)
・企業需要に対応した埋立等による用地の確保及び交通機能(臨

　港道路)  の整備
・臨港道路の改修等による物流車両の移動円滑化

●輸送機能向上に伴う立地企業の競争力強化
●輸送効率向上に伴う労働力不足による影響の軽減
●立地企業の経済活動の継続による雇用の確保

長期 ・本航路の更なる増深

コンテナ、鋼材等

鋼管等

＜取組＞

・埋立等による岸壁等の整備【中期】
・交通機能(臨港道路)の整備【中期】

現状、専用岸壁(自社専用の岸壁)を有する大手製造業においても、岸
壁不足等により、公共岸壁を利用する実態がある。

＜取組＞
・物流車両の移動円滑化【中期】

＜取組＞
・本航路の更なる増深【長期】

日本製鉄(株)

御崎地区整備のイメージ

臨港道路の整備

港の出入口側
港の奥側

埋立による岸壁等
の整備

○立地企業の物流機能効率化のため、御崎地区に岸壁等を整備することにより、大型船輸送への対応や陸上輸送
距離の短縮等を図る。

○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港湾内の海域の埋立等を含めて対応する。
○輸送手段(コンテナ等)や各種制約により輸送距離が長くなってしまう貨物について移動の円滑化を図る。

施策：ものづくり産業の競争力強化につながる物流機能向上

日本製鋼所M&E(株)



取組内容イメージ

＜築地地区における取組＞
・埋立による埠頭用地の確保【中期】

5.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

○築地地区では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、施設の老朽化対策と共に埠
頭間を統合できる強みも生かし、岸壁背後用地を拡大することで、物流機能を強化する。

　室蘭港では、港の奥側に主要企業が立地しているが、公共埠頭の水深12m以上の大水深岸壁は港の出入口側の崎
守地区のみに位置しているため、港の奥側に大水深の公共岸壁を整備することで利便性の向上を図る。

○崎守地区では、既設の埠頭の利便性向上のため、隣接岸壁間の一体利用を可能とするなどに取り組む。

施策：利用者ニーズに合わせた埠頭機能の再編

＜崎守地区における取組＞

・隣接する複数の岸壁の一体利用に
よる使い勝手の向上【短期】

崎守地区

築地地区

22

施策 時期 取組内容 取組内容実現による効果

利用者
ニーズに
合わせた
埠頭機能
の再編

短期 ・隣接する複数の岸壁の一体利用による使い勝手の向上(崎守地区)

●輸送機能向上に伴う立地企業の競争力強化
●輸送効率向上に伴う労働力不足による影響の軽減
●立地企業の経済活動の継続による雇用の確保中期

・埋立等による埠頭用地の確保(築地地区)
・埠頭機能の再編による港の奥側での大水深公共岸壁の整備
　(築地地区)

・上屋倉庫の再編(築地地区)

港の出入口側 港の奥側

埋立による
埠頭用地の確保

上屋倉庫の再編

築地地区整備のイメージ

■目標時期　短期：概ね5年　中期：概ね5～15年　長期：概ね15年以降



宮古

仙台

横浜

室蘭
苫小牧

八戸

常陸那珂

釜山

室蘭
苫小牧 釧路

仙台
金沢

新潟

釜山港

5.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

○労働力不足や労務規制の強化等もあり、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
ニーズが高まっている。また、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周辺発着の貨物があり、室蘭港を利用しやすい環境の確保
が重要である。

出典：北海道開発局HP

北海道と本州を結ぶフェリー航路

(一部追記)

八戸(宮古への寄港は休止中)

出典：北海道開発局HP

北海道と本州を結ぶRORO航路

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 23



取組内容イメージ

5.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

国道３６号
室蘭新道

国道３７号

白鳥新道(計画)

＜入江地区の取組＞
・既存航路を活かしたフェリー航路の維持と新規航路の誘致【短期】
・既存航路との連携も視野に入れたRORO船航路の誘致【短期】

＜築地地区の取組＞

・既存施設を活かした将来的な
　大型RORO船の受入　【長期】

24

○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(フェリー、RORO)による輸送ニーズが高まっ
ており、道内他港との陸送により海上出入りしている室蘭周辺発着の貨物を陸送距離の少ない室蘭港から出入
りできるように、新規航路の誘致、効率的な施設配置等を含めユニットロード輸送機能の強化を図り、北海道
と本州との幹線貨物の円滑な輸送に寄与する。

施策：フェリーの再興とRORO船航路の誘致

施策 時期 取組内容 取組内容実現による効果

フェリーの再興と
RORO船航路の
誘致

短期
・既存施設を活かしたフェリー航路の維持と新規航路の誘致
　(入江地区)
・既存航路との連携も視野に入れたRORO船航路の誘致(入江地区)

●輸送機能向上に伴う立地企業の競争力強化
●輸送効率向上に伴う労働力不足による影響
　 の軽減

●立地企業の経済活動の継続による雇用の確保
●北海道各地と本州の物流効率化と維持長期

・既存施設を活かした将来的な大型RORO船の受入(築地地区)
・老朽化した倉庫の移転更新によるROROヤードの確保(築地地区)
・船舶の自動係留・綱外し、ターミナル内での自動運転技術等の導
  入検討

■目標時期　短期：概ね5年　中期：概ね5～15年　長期：概ね15年以降



取組内容イメージ

5.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

施策 時期 取組内容 取組内容実現による効果

既存鉄道引込線
を再活用した
コンテナ輸送へ
の対応

短期 ・コンテナ既存航路の維持と新規航路の誘致
●輸送機能向上に伴う立地企業の競争力強化
●輸送効率向上に伴う労働力不足による影響の

 　軽減
●立地企業の経済活動の継続による雇用の確保

中期
・鉄道輸送と海上輸送を効率よく接続するための既存鉄道引込線の　
  再活用

長期 ・コンテナターミナル運営効率化のためのAI・自動化

出典：KALMAR HP

自動ストラドルキャリア

室蘭港における鉄道引込線を活用
したコンテナ輸送実証実験（Ｈ24）

鉄道貨物の海上輸
送のため室蘭港で

積替え

既存鉄道引込線やAI・自動化に対応したコンテナターミナル 中期長期

25室蘭ICと崎守地区との近接性

室蘭IC

37

127
室蘭IC～崎守地区

約5km

臨港道路

崎守地区

既設鉄道引込線

○新幹線の青函トンネル内速度の高速化に加え、運送業における労務規制やドライバー不足等の社会情勢から、
北海道と本州を結ぶ物流形態が変化する可能性がある。

○室蘭港ではかつて木材チップを輸送していた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
おり、平成２４年にはこの鉄道引込線を活用した海上コンテナ輸送の実証実験も行うなど、将来的に鉄道貨物
の海上転換が必要となった場合に、再活用することで少ない投資で早期に海上輸送へシフトすることが可能と
なるため、北海道と本州を結ぶ物流機能の維持に寄与できる。

○将来的な労働力不足に対応した、コンテナターミナル運営効率化のためにAI・自動化を図る。

○今後、登別室蘭ICから伊達ICまで高速道路4車線化が見込まれ、室蘭ICから崎守埠頭が近接している優位性もあ
ることから、貨物の増加が見込まれる。

施策：既存鉄道引込線を再活用したコンテナ輸送への対応

鉄道コンテナ輸送

AI・自動化

■目標時期　短期：概ね5年　中期：概ね5～15年　長期：概ね15年以降

至 登別室蘭ＩＣ

至 伊達ＩＣ

長期



5.展開施策　方針3　水産業・食産業の振興に向けた環境の向上

施策 時期 取組内容 取組内容実現による効果

多彩な水産物を
活かした水産
業・食産業の振
興

短期

・水産物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
　への取組
・水産物の衛生管理に向けた取組

●漁業従事者の就労環境の向上
●水産物のブランド化や競争力強化に伴う水産関連業の活性化

●水産関連業及び関連産業(サービス・商業等)の活性化に伴う
　 地域経済活性化
●水産物の購入やイベントを目的とした観光業の促進
●就労環境の改善に伴う水産業の担い手の確保中期

・漁港区における必要な施設等の整備・更新
　(就労、作業効率、衛生管理等の改善)

取組内容イメージ

○室蘭市では、室蘭港(絵鞆・崎守漁港区)、港外の第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等の整備・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、水産物の衛生管理に向けた取組を進めていく。

○室蘭港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組を進めていく。　※室蘭地域マリンビジョン計画と連携

施策：多彩な水産物を活かした水産業・食産業の振興

Sea級グルメの充実

短期 短期

就労環境及び衛生管理等の改善の例(崎守地区)

中期

26

出典：室蘭の観光情報サイトHP

漁港におけるイベント開催状況

■目標時期　短期：概ね5年　中期：概ね5～15年　長期：概ね15年以降



崎守埠頭

5.展開施策　方針4　国内外の旅客受入拠点の形成

クルーズ船のマスト高等

(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)

(令和2年予定は全てキャンセル)室蘭港のクルーズ船寄港回数

27

○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
のクルーズ船の寄港回数が増加している。

○クルーズ船は、これまで港の奥側にある入江地区中央埠頭に着岸していたが、近年、クルーズ船の大型化が進
展しており、白鳥大橋桁下を通過できない大型船は港の出入口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着岸している。

○令和2年のクルーズ船入港は、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
いたが、新型コロナウイルス流行の影響により全てキャンセルとなった。

港の出入口側
港の奥側

船名
マスト高

(m)
GT

(ｔ)

定員
(人)

飛鳥Ⅱ 45 50,142 872

サン・プリンセス 50 77,441 1,950

ダイヤモンド・プリンセス 54 115,906 2,706

ボイジャー・オブ・ザ・シーズ 64 138,194 3,602

クイーン・メリー2 62 149,215 2,691

クァンタム・オブ・ザ・シーズ 62.9 168,666 4,180

オアシス・オブ・ザ・シーズ
（未寄港）

65 225,282 5,484

祝津埠頭

中央埠頭

2
4

2 3
1

3 2 0 0
3

1

3

4

13

3

6

4 8

5

7

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

日本客船 外国客船

(回)
平成
27年

平成
28年

平成
29年

平成
30年

令和
元年

令和
2年

過去5年計
(H27～R1)

中央
埠頭

1 5 5 1 3 7→0 15

崎守
埠頭

4 3 1 7 2 3→0 17

計 5 8 6 8 5 10→0 32

全てキャンセル

クルーズ船の寄港
回数が増加傾向



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で受入れている。

　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
　祝津絵鞆地区で受け入れる。

○中型～小型クルーズ船は、これまで通り入江地区にて受入れる。
　また、近年、世界的に増加しているスーパーヨット※の寄港を受け入れる。

5.展開施策　方針4　国内外の旅客受入拠点の形成

※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

28

施策 時期 取組内容 取組内容実現による効果

北海道唯一
の世界最大ク
ルーズ船受
入拠点の形
成

短期

・世界最大クルーズ船寄港のための祝津埠頭の岸壁改良(祝津絵鞆地区)
・バス等駐車場の確保、遊歩道整備による利便性の向上(祝津絵鞆地区)
・クルーズ船誘致のためのポートセールス

・海外向けの情報発信(港、観光等)
・テント・プレハブ等設置によるクルーズ乗客の受入環境向上
・感染症予防のため関係機関との連携強化

●クルーズ船の寄港及び観光客・見学客
   の増加に伴う室蘭港の賑わいの創出

●観光振興に伴う地域経済の活性化
●観光消費の増大による雇用の確保
●リピート客の創出と寄港地としての室蘭
   港の魅力向上
●クルーズ船受入にあたっての感染症拡
   大の防止長期

・クルーズ船の電力供給ニーズに関する対応
・官民連携によるクルーズ船受入施設(他施設と兼用)立地

施策：北海道唯一の世界最大クルーズ船受入拠点の形成

中型～小型
クルーズ船

スーパーヨット

岸壁改良による
世界最大クルーズ船受入

受入環境の向上
(大型テント)

遊歩道の整備

バス等駐車場の確保 短期

フェリー

祝津埠頭岸壁改良等による世界最大クルーズ船受入 大型テントイメージ 入江地区の中央埠頭及びフェリー埠頭における
クルーズ船、スーパーヨット受入

スーパーヨット受入

■目標時期　短期：概ね5年　中期：概ね5～15年　長期：概ね15年以降



5.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の寄港促進を目指し、地球岬を始めとした室蘭八景や工場夜景、室蘭グルメ・温泉など

　室蘭市内や周辺地域の特色を活かした観光客誘致や、周辺市町村との連携し、「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：自然、歴史、工業等の地域資源を活かした寄港地観光メニューの創出
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施策 時期 取組内容 取組内容実現による効果

自然、歴史、工
業等の地域資
源を活かした
寄港地観光メ
ニューの創出

短期

・商業及び観光関係団体との連携強化
・クルーズ寄港促進に向けた周辺市町村との連携強化
・寄港地観光の拡充とクルーズとの連携
・観光案内情報の充実と多言語化
・周辺観光地域と連携したツアー(モデルコース)の検討

●クルーズ船の寄港及び観光客・見学客の増加による室蘭
　 港の賑わいの創出
●観光業及び関連産業(サービス・商業等)の振興に伴う地域
   経済の活性化
●観光消費の増大による雇用の確保

●リピート客の創出と寄港地としての室蘭港の魅力向上

寄港地観光の拡充
（森港との噴火湾横断クルーズ）

出典：各市町観光協会HPから作成

観光マップの多言語化対応
出典：高山市多言語パンフレット

新たな観光資源の活用

(インフラツーリズム) 周辺観光ツアー（モデルコース）の検討

言語に応じ興味のある内容に変更

■目標時期　短期：概ね5年　中期：概ね5～15年　長期：概ね15年以降

1時間アクセス圏域

2時間アクセス圏域

穂別博物館(むかわ町)

地球岬（室蘭市） 工場夜景（室蘭市）



取組内容イメージ

5.展開施策　方針4　国内外の旅客受入拠点の形成

みなとオアシス室蘭
道の駅「みたら室蘭」
「白鳥大橋記念館」
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施策 時期 取組内容※ 取組内容実現による効果

白鳥大橋周
辺エリアの新
たな観光資
源の創出

短期 ・キャンプ場、バーベキュー場等、アウトドア施設等の誘致 ●クルーズ船の寄港及び観光客・見学客の増加による室
　 蘭港の賑わいの創出
●地域住民のための新たな観光資源の創出と交流人口
   増加による賑わいの創出
●観光業及び関連産業(サービス・商業等)の振興に伴う
   地域経済の活性化
●観光消費の増大による雇用の確保

●リピート客の創出と寄港地としての室蘭港の魅力向上

中期

・マリンレジャーの拡充(釣り、ヨット等)
・地域特産物の購入が可能なお土産屋等の拡充
・既存施設(みたら室蘭、エンルムマリーナ等)との一体的
　な開発の推進による一大レクリエーションゾーンの実現
・みなとオアシスを活用した食産業の拡充検討(水産品販売含む)

長期 ・宿泊及び交流機能等を有する複合施設の誘致

○室蘭港は、人々が留まる事ができる空間やクルーズ船受入時の環境が整っていないとの声や、観光としては通
過型が課題との声があることから、絵鞆臨海公園や白鳥大橋記念館、エンルム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、白鳥大橋や工場夜景を望める魅力ある景観を活かし、国内外の他港の事例も参考に
観光客が室蘭に留まり消費してくれるよう、また、日常的に地域の住民が訪れたくなるような親水・交流空間
を創出し、賑わい拠点づくりを図る。

施策：白鳥大橋周辺エリアの新たな観光資源の創出

マリンレジャー(釣り、ヨット等)
(中期) アウトドア施設等(短期)

複合施設(長期)

室蘭温泉ゆららエンルムマリーナ室蘭

白鳥大橋パークゴルフ場

 ※室蘭市観光振興計画と連携

宿泊及びターミナル機能等を有する
複合施設(横浜新港ふ頭旅客船ターミナル)

キャンプ場

出典：インターコンチネンタル横浜Pier8

■目標時期　短期：概ね5年　中期：概ね5～15年　長期：概ね15年以降

白鳥大橋及び工場夜景
（絵鞆臨海公園からの景観）

出典：室蘭市HP

 出典：THE BBQ BEACH in  
         TOYOSU

バーベキュー場

キャンプ場
 出典：WILDMAGIC

絵鞆臨海公園



○室蘭市都市計画マスタープランや室蘭市立地適正化計画では都市部や臨海地区の一体的な交流促進を目指して
いることから、港においては今後も入江地区で中型～小型クルーズ船を受け入れ、開放的な親水・交流空間を
創出し、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の取組を行う。

5.展開施策　方針5　賑わいの創出と交流空間の形成

施策：港とまちなかの連携

取組内容イメージ

施策 時期 取組内容 取組内容実現による効果

港とまち

なかの連
携

短期

・港とまちなかの回遊性のための周遊ルートの設定
・普段から市民や観光客が港を訪れるような港湾施設（フェリー
　ターミナル等）の機能向上
・日本遺産「炭鉄港」との連携

●室蘭港の賑わいの創出
●市街地の賑わいの創出
●交流人口の増加
●観光客(国内外)と市民の交流創出

市街地に隣接する入江地区の賑わいの創出

参考：都市マスタープラン
蘭西地域の目指す地域の将来像

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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■目標時期　短期：概ね5年　中期：概ね5～15年　長期：概ね15年以降

炭鉄港構成施設の見学

(実務者向け室蘭研修会より)

炭鉄港との連携

●図書館・科学館の合築による交
流人口の増加と環境教育の充実

●入江運動公園へのスポーツの機
能集約・再編による利便性向上と
交流人口の増加

●都市計画の見直しによる商業立
地・住宅建替の促進

●官民連携による室蘭駅周辺地区
のにぎわいづくり

●港や日本遺産「炭鉄港」の有効活
用と室蘭駅周辺地区への回遊性
向上による交流人口の増加

●本庁舎機能の維持

道の駅を核とした観光拠点の
強化による交流人口の増加

白鳥新道2期区間
の整備促進による
広域幹線軸の強化

臨海部の工業
エリアの活用

祝津公園へのスポー
ツ機能の集約・再編
による利便性向上と

交流人口の増加

海岸部の緑を保全し、観光資源である景
勝地の有効活用による、交流人口の増加



取組内容イメージ

○旅客船やフェリーが着岸する市街地に近い入江地区や、観光拠点が集積する祝津絵鞆地区において、港に関連
するイベントを実施し、賑わいのある空間の創出を図る。

○現在、室蘭港に関する様々な資料は市内各施設に分散されており、これらの資料を一カ所に集約し、市民や観
光客が室蘭港の歴史や海や港の役割等を学ぶことができる場を充実させる。

5.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 取組内容実現による効果

みなとを活かし
たふれあいづく
り

短期

・開港１５０年に向けたSea級グルメ大会の開催
・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
・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
・市民や観光客が室蘭港の歴史や海や港の役割を学ぶ事ができる海事関
  連資料の充実 

●室蘭港の賑わいの創出
●市街地の賑わいの創出
●交流人口の増加
●観光客(国内外)と市民の交流創出
●海事教育の充実による室蘭港の魅力向上
●音楽があふれ親しみの持てる港の形成
●名物グルメ創出による誘客

施策：みなとを活かしたふれあいづくり

室蘭港の歴史に関する展示
(白鳥大橋記念館)

音楽イベント(海の日コンサート)
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市民によるクルーズ旅客向けの日

本文化体験

Sea級グルメ全国大会(宮古港の例)

過去に入港した客船等
の記念品展示

(港湾部庁舎１階)

港に関する資料を集約した海事関連資料の充実 港に関する各種イベントの開催

市民におけるおもてなし活動

船の模型展示

(フェリーターミナルビル)

集　約

■目標時期　短期：概ね5年　中期：概ね5～15年　長期：概ね15年以降



長崎県西海市江島沖

青森県沖日本海(北側)

青森県沖日本海(南側)

秋田県八峰町・能代市沖

秋田県潟上市沖

新潟県村上市・胎内市沖

青森県陸奥湾

山形県遊佐町沖

北海道岩宇及び南後志地区沖

北海道檜山沖

「海洋再生可能エネルギー発電設備
の整備に関わる海域の利用促進に
関する法律」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(10区域)。そのうち、赤文
字の4区域は、地元合意などの環境
整備が進捗しており、調査の準備に
着手予定の有望な区域。

5.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発電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5月より営業運転を開始している。

○室蘭市は、｢北海道水素社会実現戦略ビジョン｣の取組自治体として、｢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、令和2年3月に公表し
た「室蘭市成長産業振興ビジョン」のなかに、2050年における港湾を活用した国際水素エネルギー拠点への取組を示し
ている。

○世界的な船舶燃料油の硫黄分濃度規制等により、港湾内においては、スクラバー(排ガス洗浄装置)の導入や低硫黄燃
料油・代替燃料(LNG等)への切替や停泊船舶への陸上電力供給によるCO2・NOx・SOx等の排出量削減が求められて
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、処分場所が不足したことから、遠隔地へ海上輸送して
処理を実施している。
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長期

出典：国土交通省HPを基に作成

　促進区域指定に向けた有望な区域等
出典：北海道地方環境事務所HP及び室蘭市調べを基に作成

北海道の主なバイオマス発電所(出力１万kW以上)
出典：室蘭市成長産業振興ビジョン

国際水素エネルギー拠点イメージ

市町村 名称(o r 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 

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 ＥＮＥＯＳバイオマスパワー室蘭(合) 74,900 2020.5 

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 

白老町 Blue Power白老バイオマス発電所 50,000 未公表

石狩市

苫小牧市



取組内容イメージ

5.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、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、タワー(塔体)やブレード(羽
　根)、ナセル(発電機)等、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事前組立・積出・保守等を
　行う拠点機能としての展開を図る。
○本輪西地区では、木質燃料のみを使用する発電所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5
　月に営業運転を開始している。

○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
  料の供給拠点形成を目指す。
○洋上風力発電及び木質バイオマス燃料に関する各種取組については海洋及び周辺環境に配慮し進めていく。

施策：洋上風力発電やバイオマス燃料拠点の形成

中期

施策 時期 取組内容 取組内容実現による効果

洋上風力発電
やバイオマス燃
料拠点の形成

中期
・部材の事前組立・積出及び搬入部材保管のための拠点の形成
・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

●新産業展開による企業立地の促進
●室蘭港利用者と関連産業における雇用の確保
●道内・東北地方の木質バイオマス発電事業への寄与
●脱炭素社会構築への寄与

※PKS(Palm Kernel Shell)とは、パーム椰子の殻のことで、水分含量が少なく発熱量が高いため燃料として使用されています。

PKS
保管ヤード

バイオマス
発電所

PKS輸送
ベルトコンベア

自己昇降式
作業台船

タワー

ブレード

ナセル

埋立による
埠頭用地の確保

臨港道路の整備

洋上風力発電の拠点港イメージ 木質バイオマス発電燃料の取扱いに対応したイメージ(本輪西地区) 34

■目標時期　短期：概ね5年　中期：概ね5～15年　長期：概ね15年以降

中期



取組内容イメージ

5.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

水素受入基地イメージ

長期
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施策 時期 取組内容 取組内容実現による効果

国際水素エネ
ルギー拠点の
形成

短期 ・水素関連プロジェクトの実証試験としての利用 ●脱炭素及び水素社会構築への寄与
●室蘭港利用者の利便性向上及び新規
　 利用者の確保

●関連産業における雇用の創出
●新産業展開や環境型港湾としての企業
　 立地の促進

長期

・水素運搬船の受入・貯蔵・輸送(海上・陸上)に対応した施設の確保

・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供給拠点の
  実現

・水素バンカリング拠点の形成

○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(生産・流通・販売体系)構築のための実証事業などの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・輸送に対応する北海道の水素エネルギーの拠点としての展開を目指している。

○現在、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、常圧での取扱を可能とするＭＨタンク（水素吸蔵合金）の活用及び液化水素やＭＣＨ（メチルシク
　ロヘキサン）またアンモニア等のキャリアーへの転換等、様々な水素貯蔵・輸送方法について検討している。

施策：国際水素エネルギー拠点の形成

北極海航路を活用した水素運搬実証イメージ

アバディーン港
(英国)

室蘭港

太
平
洋

北極海

出典：Googleマップに加筆

■目標時期　短期：概ね5年　中期：概ね5～15年　長期：概ね15年以降

水素の輸出入

水素の貯蔵

長期



取組内容イメージ

5.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

36

施策 時期 取組内容 取組内容実現による効果

環境産業に
よる港湾活
用の強化

短期
・汚泥、公共残土、焼却灰等の受入
・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)

・必要に応じた災害廃棄物の受入への協力

●新産業の展開やリサイクル関連企業
　 立地の促進

●室蘭港利用者と関連産業における
　 雇用の確保

●循環型社会構築への貢献
●大規模自然災害発生時における被
　  災地の復興への貢献

中期
・金属くずの輸送船舶の大型化に対応した係留施設及び背後用地の確保
・PCB処理技術を活用した新たな環境産業展開における受入拠点の形成

○室蘭港では立地企業から金属くずが発生しているが、近年、輸出先が中国や韓国からインドネシア等の遠方に
　シフトし、輸送船舶が大型化していることから、これ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、中国の輸入規制等により処理問題が顕在化している廃プラスチックや、将来的にリ

　サイクル処理需要の増加が想定されている新たな廃棄物を対象に、立地企業の技術力を活かして、広範囲から
　の受入拠点化と新たな環境産業の創出を目指す。

○今後、国内で発生が懸念される大規模災害時に発生する、木くずやコンクリートくず等の災害廃棄物について
　は必要に応じて受入を行っていく。

○港湾内の海域の埋立の際には、将来的な廃棄物処分場不足の背景を鑑み、埋立材として廃棄物破砕・焼却処理
  後の残渣の利用について検討する。

施策：環境産業による港湾活用の強化

短期 廃プラスチック

廃プラスチックを圧縮梱包し、容器、塗料、カーボンファイバー(自転車のフレーム等に使用)等にリサイクル

出典：陣上工業(株)HP出典：国土交通省　

災害廃棄物を詰めた
コンテナ(熊本港)

出典：陣上工業(株)HP

圧縮梱包

■目標時期　短期：概ね5年　中期：概ね5～15年　長期：概ね15年以降



5.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

37

43%

27%

20%

10%

令和元年度時点

50年以上

30～49年

20～29年

20年未満
71%

29%

20年後

50年以上

30～49年

出典：内閣府HP

我が国で発生が想定される大規模地震　

室蘭港の係留施設の経過年数
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)　　　

出典：内閣府HP

室蘭港周辺の最大クラスの想定津波浸水深
(令和2年4月公表)(日本海溝・千島海溝沿い)

○北海道太平洋沿岸では、日本海溝・千島海溝周辺地域において大規模地震の発生が懸念されているとともに、
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。

○静穏性の高い室蘭港では、台風等の上陸・通過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するための公共岸壁の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%以上となるなど、港湾施設の老
朽化が進行しており、現在、予防保全計画及び維持管理計画を作成し、優先的に改良を行う施設の設定や、利
用転換等に取組み始めている。

緑：貨物船　
青：フェリー　
赤：タンカー　
水色：タグ、通船、等



取組内容イメージ

5.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 取組内容実現による効果

大規模災害時にお
ける室蘭港の港湾
機能の維持・継続

短期

・室蘭港港湾BCP及び広域港湾BCPの継続的な改善

・災害に関する他計画（防災・津波避難等）との連携
・新たに生じるリスク（感染症、外来生物等）に対応す
　るため関係機関との連携強化
・外郭施設改良時における粘り強い構造への転換

●防災機能向上に伴う企業立地の促進
●企業の事業継続に伴う経済的損失の回避及び雇用の確保

●国内・国際的なサプライチェーン(生産・流通・販売体系)の
　 継続

中期 ・緊急物資輸送対応岸壁、幹線対応岸壁の耐震強化

○室蘭港は、国際海上貨物輸送網の拠点であることから、津波や高潮等による想定浸水規模(範囲・高さ等)を考
　慮した港湾BCP等の策定、感染症や外来生物等の新たなリスクへの対応を含めて大規模災害発生時にも物流機能
　の維持・継続を図るとともに道内他の港湾と相互連携し、道内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港湾機能の維持・継続

入江地区耐震強化岸壁

(既設)

日本製鉄(株)

日本製鋼所M&E(株)

中期

御崎地区耐震強化岸壁

(新規)

38

出典：臨海部防災拠点マニュアル

緊急物資輸送に対応した
防災拠点のイメージ

室蘭港における耐震強化岸壁の配置

■目標時期　短期：概ね5年　中期：概ね5～15年　長期：概ね15年以降



5.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 取組内容実現による効果

外洋型防災フ
ロート等を活用し
た被災地支援強
化

短期

・被災地への物資補給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派遣

・既存岸壁等を活用し災害支援部隊や災害支援車両等
　を輸送

●国内における大規模自然災害発生時の救援体制の拡充
●被災者生活及び被災地における企業活動の継続の支援
●国内・国際的なサプライチェーン(生産・流通・販売体系)の継続

○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寄与する。

施策：外洋型防災フロート等を活用した被災地支援強化

取組内容イメージ

フェリー
広域防災フロート

フェリー

短期

39

広域防災フロート

バックアップ拠点としての室蘭港

築地西1号埠頭に係留されている
広域防災フロート

胆振東部地震におけるフェリー活用

災害派遣車両を輸送(平成30年9月7日)

東日本大震災で被害を受けた被災地
に向けて曳航される広域防災フロート

■目標時期　短期：概ね5年　中期：概ね5～15年　長期：概ね15年以降



取組内容イメージ

崎守地区

入江地区

築地地区

短期

港の出入口側 港の奥側

5.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

○静穏性が高い(波が穏やか)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、既存施設を活用した入港船舶の避難停泊や物資補給等の船舶需要に寄与する。

施策：静穏性を活かした避難船受入や物資補給拠点としての対応

施策 時期 取組内容 取組内容実現による効果

静穏性を活かし
た避難船受入や
物資補給拠点と
しての対応

短期
・不荷役船への休憩、燃料・水・食糧等の運航上必要な物
  資を補給する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

●休憩や物資補給における利便性向上に伴う室蘭港の利用
　 促進

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)

＜取組＞

港の出入口側及び奥側の双方において、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。 他港から台風を避け祝津埠頭に避難し

てきたフェリー(令和元年9月9日) 40

■目標時期　短期：概ね5年　中期：概ね5～15年　長期：概ね15年以降



取組内容イメージ

5.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 取組内容実現による効果

老朽化が進む
施設の戦略的
な維持管理・
更新

短期
・予防保全計画及び維持管理計画に基づき適切に港湾施設
　の老朽化対策を実施

●戦略的な維持管理・更新による維持管理コストの平準化
　及びライフサイクルコスト(設計・建設・維持管理費用)の
　削減
●港湾活動の継続による立地企業の安全確保中期

・既存の係留施設を有効活用した埠頭機能の利用転換・廃止
・既存ストックの廃止、埠頭の利用転換方策の検討

公共埠頭の性能低下度 41

○室蘭港の公共埠頭の係留施設の多くは、整備後50年以上を経過して施設の老朽化が進行していることから、係
  留施設の利用状況や劣化状況等を踏まえながら、埠頭機能の再編のため緊急改修等、優先すべき施設を選択し、
  埠頭の利用転換又は岸壁の廃止等の対応を図る。

施策：老朽化が進む施設の戦略的な維持管理・更新

老朽化が進んで
おり施設数も多く
埠頭間が離れて
おり用地も限ら
れている

■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
○その他：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

崎守地区

大黒島地区

祝津絵鞆地区
築地地区

入江地区

茶津地区

御崎地区

祝津内港地区

陣屋地区

本輪西地区

仲町地区

■目標時期　短期：概ね5年　中期：概ね5～15年　長期：概ね15年以降

埋立により老朽
化施設を廃止し、
新規岸壁を建設

施設数が減り埠
頭間が埋立によ
り陸続きとなり用
地が増える

中期
：公共埠頭

：専用埠頭

：性能低下度A

：性能低下度B

　：その他



室蘭IC

37

36

36

37

37

699

127

崎守地区
築地地区

陣屋地区

御崎地区

祝津絵鞆地区

茶津地区

本輪西地区

入江地区

祝津内港地区

仲町地区

○漁港区における必要な施設等の整備・更新
　 【中期】

多彩な水産物を活かした
水産業・食産業の振興

○世界最大クルーズ船寄港のための祝津埠

　 頭の岸壁改良【短期】
○バス等駐車場の確保、遊歩道整備による利
 　便性の向上【短期】

○テント・プレハブ等設置によるクルーズ乗客
　 の受入環境向上【短期】

北海道唯一の世界最大クルーズ船
受入拠点の形成

○コンテナ既存航路の維持と新規航路の誘致　
　【短期】
○鉄道輸送と海上輸送を効率よく接続するた

　 めの既存鉄道引込線の再活用【中期】
○コンテナターミナル運営効率化のためのAI・
　 自動化【長期】

 既存鉄道引込線を再活用した
コンテナ輸送への対応

○埋立等による埠頭用地の確保と埠頭
　 機能の再編による港の奥側での大水
 　深公共岸壁の整備(築地地区)【中期】

○上屋倉庫の再編
 　【中期】

利用者ニーズに合わせた
埠頭機能の再編

○水素運搬船の受入・貯蔵・輸送(海上・陸上)

　 に対応した施設の確保【長期】
○北極海航路等を活用した水素受入供給
　 拠点の実現【長期】
○水素バンカリング
　拠点の形成 【長期】

国際水素エネルギー拠点の形成

○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
 　【中期】

洋上風力発電やバイオマス燃料　
拠点の形成

○外郭施設改良時における粘り強い
 　構造への転換【短期】
○緊急物資輸送対応岸壁、幹線物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　 流対応岸壁の耐震強化【中期】

大規模災害時における
室蘭港の港湾機能の維持・継続

○老朽化した倉庫の移転更新によ
る
　 ROROヤードの確保(築地地区)

 　【長期】

フェリーの再興と
RORO船航路の誘致

○金属くずの輸送船舶の大型化に対
 　応した係留施設及び背後用地の確
 　保【中期】
○PCB処理技術を活用した新たな環境
　 産業展開における受入拠点の形成
 　【中期】

環境産業による港湾活用の強化

○不荷役船への休憩、燃料・水・食
　 糧等の運航上必要な物資を補給
 　する物資補給岸壁の確保【短期】

静穏性を活かした避難船受入
や物資補給拠点としての対応

○物流機能の継続・強化のための岸
　 壁等の整備(御崎地区)【中期】

○企業需要に対応した埋立等による
 　用地の確保及び交通機能(臨港道
　 路)の整備【中期】
○臨港道路の改修等による物流車
 　両の移動円滑化【中期】

ものづくり産業の競争力強化に
つながる物流機能向上

祝津絵鞆地区

祝津絵鞆地区

築地地区 入江地区

御崎地区

陣屋地区 本輪西地区

○部材の事前組立・積出及び搬入部材保管
 　のための供給拠点の形成【中期】

洋上風力発電やバイオマス燃料拠点の　
形成

崎守地区

築地地区

(P34) (P35) (P34)

(P25)

(P26)

(P28)

(P36) (P22) (P24)

(P21)

(P38)

(P40)

5.展開施策　室蘭港における展開施策（ハード） ■目標時期　短期：概ね5年　中期：概ね5～15年　長期：概ね15年以降

4
2



室蘭IC

37

36

36

37

37

699

127

崎守地区
築地地区

陣屋地区

御崎地区

祝津絵鞆地区

茶津地区

本輪西地区

入江地区

祝津内港地区

仲町地区

○既存施設を活かしたフェリー航路の維持
 　と新規航路の誘致(入江地区)【短期】
○既存航路との連携も視野に入れたRORO
　 船航路の誘致(築地地区)【短期】
○既存施設を活かした将来的な大型RORO
 　船の受入(築地地区)【長期】

○船舶の自動係留・綱外し、ターミナル内で　
　 の自動運転技術等の導入検討【長期】

○商業・観光関係団体との連携強化、
　 クルーズ寄港促進に向けた周辺市
町
 　村との連携強化 【短期】
○寄港地観光の拡充とクルーズとの連
　 携【短期】
○観光案内情報の充実と多言語化、周
 　辺観光地域と連携したツアーの検討
 　【短期】

○港とまちなかの回遊性の向上のための周
　 遊ルートの設定【短期】
○普段から市民や観光客が港を訪れるような
　 港湾施設（ﾌｪﾘｰﾀｰﾐﾅﾙ等）の機能向上　　　　
　 【短期】
○日本遺産「炭鉄港」との連携【短期】

○Sea級グルメ大会の開催、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【短期】
○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、市民や観光
 　客が室蘭港の歴史や海や港の役割を学ぶ
　 事ができる海事関連資料の充実【短期】

○クルーズ船誘致のためのポートセールス及

　 び海外向けの情報発信(港、観光等)
　 【短期】

○感染症予防のための関係機関との連携強
　 化【短期】
○クルーズ船の電力供給ニーズへの対応　
 　【長期】
○官民連携によるクルーズ船受入施設(他施
　 設と兼用)の立地【長期】

○キャンプ場やバーベキュー場等、アウトドア
　 施設等の誘致【短期】
○マリンレジャーの拡充【中期】
○お土産屋等の拡充、一大レクリエーション
　 ゾーンの実現、みなとオアシスを活用した
食

　 産業の拡充検討(水産品販売含む)【中期】
○宿泊及び交流機能等を有する複合施設の
　 誘致【長期】

○水素関連プロジェクト
　 実証試験利用
 　【短期】

○汚泥、公共残土、焼却灰等の受入
　 及び製鉄・鉄鋼関連企業で発生す
 　る製造副産物の有効利用【短期】

○必要に応じた災害廃棄物受入への
　 協力【短期】

環境産業による港湾活用の強化

○予防保全計画及び維持管理計画
に
　 基づき適切に港湾施設の老朽化対
　 策を実施【短期】
○既存の係留施設を有効活用した埠
 　頭機能の利用転換・廃止【中期】
○既存ストックの廃止、埠頭の利用転
　 換方策の検討【中期】

老朽化が進む施設の
戦略的な維持管理・更新

国際水素エネルギー
拠点の形成

北海道唯一の世界最大クルーズ船
受入拠点の形成

白鳥大橋エリアの新たな観光資源の創出

フェリーの再興とRORO船航路の誘致

○室蘭港港湾BCP及び広域港湾
　 BCPの継続的な改善【短期】
○災害に関する他計画（防災・ 
　 津波避難等）との連携【短期】

大規模災害時における
室蘭港の港湾機能の維持・継

続

○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【短期】

静穏性を活かした避難船受入
や物資補給拠点としての対応

自然、歴史、工業等の地域資源を
活かした寄港地観光メニューの創出

○Sea級グルメ等の充実、
　 水産業観光への取組

　 【短期】
○水産物の衛生管理に向
 　けた取組【短期】

多彩な水産物を活かした
水産業・食産業の振興

○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派
 　遣【短期】

○既存岸壁等を活用し災害支援部
　 隊・災害支援車両等を輸送【短期】

外洋型防災フロート等を活用した
被災地支援強化

港とまちなかの連携
みなとを活かしたふれあいづくり

陣屋地区 (P35)祝津絵鞆地区 (P26)

祝津絵鞆地区 (P31、P32)

祝津絵鞆地区 (P28、P30)

祝津絵鞆地区 (P29) 入江地区 (P24)

○隣接する複数の岸壁の一体
　 利用による使い勝手の向上
 　(崎守地区)【短期】
○本航路の更なる増深 【長
期】

ものづくり産業の競争力強化
につながる物流機能向上

利用者ニーズに合わせた埠頭
機能の再編

崎守地区 (P21、P22) (P28)

(P39)

(P41)

(P40)

(P36)

築地地区入江地区

入江地区

5.展開施策　室蘭港における展開施策（ソフト） ■目標時期　短期：概ね5年　中期：概ね5～15年　長期：概ね15年以降

43



方針 施策 取組内容

目標時期
短期：概ね5年

中期：概ね5～15年
長期：概ね15年以降

短期 中期 長期

1.地域産業の競
争力強化に資
する物流基盤の
強化

ものづくり産業の競争
力強化につながる物流
機能向上
(P21)

物流機能の継続・強化のための岸壁等の整備(御崎地区)

企業需要に対応した埋立等による用地の確保及び交通機能(臨港道路)の整備

臨港道路の改修等による物流車両の移動円滑化

本航路の更なる増深

利用者ニーズに合わせ
た埠頭機能の再編
(P22)

隣接する複数の岸壁の一体利用による使い勝手の向上(崎守地区)

埋立等による埠頭用地の確保(築地地区)

埠頭機能の再編による港の奥側での大水深公共岸壁の整備(築地地区)

上屋倉庫の再編(築地地区)

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

フェリーの再興とRORO
船航路の誘致
(P24)

既存施設を活かしたフェリー航路の維持と新規航路の誘致(入江地区)

既存航路との連携も視野に入れたRORO船航路の誘致(入江地区)

既存施設を活かした将来的な大型RORO船の受入(築地地区)

老朽化した倉庫の移転更新によるROROヤードの確保(築地地区)

船舶の自動係留・綱外し、ターミナル内での自動運転技術等の導入検討

既存鉄道引込線を再活
用したコンテナ輸送へ
の対応

(P25)

コンテナ既存航路の維持と新規航路の誘致

鉄道輸送と海上輸送を効率よく接続するための既存鉄道引込線の再活用

コンテナターミナル運営効率化のためのAI・自動化

3.水産業・食産

業の振興に向
けた漁港区の
環境の向上

多彩な水産物を活かし
た水産業・食産業の振
興
(P26)

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、水産業観光への取組

水産物の衛生管理へ向けた取組

漁港区における必要な施設等の整備・更新（就労、作業効率、衛生管理等の改善）

5.展開施策　段階実施計画と取組内容
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方針 施策 取組内容

目標時期

短期：概ね5年
中期：概ね5～15年
長期：概ね15年以降

短期 中期 長期

4.国内外の旅客
受入拠点の形
成

北海道唯一の世界最
大クルーズ船受入拠
点の形成
(P28)

世界最大クルーズ船寄港のための祝津埠頭の岸壁改良(祝津絵鞆地区)

バス等駐車場の確保、遊歩道整備による利便性の向上(祝津絵鞆地区)

クルーズ船誘致のためのポートセールス

海外向けの情報発信(港、観光等)

テント・プレハブ等設置によるクルーズ乗客の受入環境向上

感染症予防のための関係機関との連携強化

クルーズ船の電力供給ニーズへの対応

官民連携によるクルーズ船受入施設(他施設と兼用)立地

自然、歴史、工業等の
地域資源を活かした寄
港地観光メニューの創
出
(P29)

商業及び観光関係団体との連携強化

クルーズ寄港促進に向けた周辺市町村との連携強化

寄港地観光の拡充とクルーズとの連携

観光案内情報の充実と多言語化

周辺観光地域と連携したツアー(モデルコース)の検討

白鳥大橋周辺エリアの
新たな観光資源の創
出
(P30)

キャンプ場、バーベキュー場等、アウトドア施設等の誘致

マリンレジャーの拡充(釣り、ヨット等)

地域特産物の購入が可能なお土産屋等の拡充

既存施設との一体的な開発の推進による一大レクリエーションゾーンの実現

みなとオアシスを活用した食産業の拡充検討(水産品販売含む)

宿泊及び交流機能等を有する複合施設の誘致

5.展開施策　段階実施計画と取組内容
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方針 施策 取組内容

目標時期

短期：概ね5年
中期：概ね5～15年
長期：概ね15年以降

短期 中期 長期

5.賑わいの創出
と交流空間の形
成

港とまちなかの連携
(P31)

港とまちなかの回遊性向上のための周遊ルートの設定

普段から市民や観光客が港を訪れるような港湾施設（フェリーターミナル等）の機能向上

日本遺産「炭鉄港」との連携

みなとを活かしたふれ
あいづくり
(P32)

開港150年に向けたSea級グルメ大会の開催

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

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

市民や観光客が室蘭港の歴史や海や港の役割を学ぶ事が出来る海事関連資料の充実

5.展開施策　段階実施計画と取組内容
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方針 施策 取組内容

目標時期

短期：概ね5年
中期：概ね5～15年
長期：概ね15年以降

短期 中期 長期

6.環境に優しい
持続可能な港
の実現に向けた
取組推進

洋上風力発電やバイ
オマス燃料拠点の形
成
(P34)

部材の事前組立・積出及び搬入部材保管のための拠点の形成

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

国際水素エネルギー
拠点の形成
(P35)

水素関連プロジェクトの実証試験としての利用

水素運搬船の受入・貯蔵・輸送(海上・陸上)に対応した施設の確保

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供給拠点の実現

水素バンカリング拠点の形成

環境産業による港湾
活用の強化
(P36)

汚泥、公共残土、焼却灰等の受入

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)

必要に応じた災害廃棄物の受入への協力

金属くずの輸送船舶の大型化に対応した係留施設及び背後用地の確保

PCB処理技術を活用した新たな環境産業展開における受入拠点の形成

5.展開施策　段階実施計画と取組内容
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方針 施策 取組内容

目標時期

短期：概ね5年
中期：概ね5～15年
長期：概ね15年以降

短期 中期 長期

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

大規模災害時における
室蘭港の港湾機能の
維持・継続
(P38)

室蘭港港湾BCP及び広域港湾BCPの継続的な改善

災害に関する他計画（防災・津波避難等）との連携

新たに生じるリスク（感染症、外来生物等）に対応するため関係機関との連携強化

外郭施設改良時における粘り強い構造への転換

緊急物資輸送対応岸壁、幹線対応岸壁の耐震強化

外洋型防災フロート等
を活用した被災地支援
強化(P39)

被災地への物資補給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派遣

既存岸壁等を活用し災害支援部隊や災害支援車両等を輸送

静穏性を活かした避難
船受入や物資補給拠
点としての対応
(P40)

不荷役船への休憩、燃料・水・食糧等の運航上必要な物資を補給する物資補給岸壁の確
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

老朽化が進む施設の
戦略的な維持管理・更
新
(P41)

予防保全計画及び維持管理計画に基づき適切に港湾施設の老朽化対策を実施

既存の係留施設を有効活用した埠頭機能の利用転換・廃止

既存ストックの廃止、埠頭の利用転換方策の検討

5.展開施策　段階実施計画と取組内容
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6.空間利用計画
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6.1 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

陣屋地区

祝津絵鞆地区

入江地区

茶津地区

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

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」ゾーンから、
「人流・賑わい」ゾーンに転
換する。

祝津絵鞆地区

50

大黒島地区の空間利用計
画は、現在の「人流・賑わ
い」ゾーンから、「保全すべ
き」ゾーンに転換する。

大黒島地区

大黒島地区



6.2 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
【物流・産業ゾーン】

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
【物流・産業ゾーン】

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
【物流・産業ゾーン】

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

【物流・産業ゾーン】
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
【物流・産業ゾーン】

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
【物流・産業ゾーン】

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
【物流・産業ゾーン】

漁港区は水産業の利用を想定

大黒島地区 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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7.室蘭港長期構想の実現に向けて
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7.1室蘭港長期構想の実現に向けて
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○室蘭港長期構想は、基本理念「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」を掲げ、物流・産業面では
　「ものづくりを支える物流・産業拠点」、人流・賑わい面では「市民が憩え、世界の観光客を迎える賑わい拠点」、エネル　
　ギー面では「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」、環境面では「循環型社会に対応し、環境に
　やさしい港」、安全・安心面では「地域・企業の活動を守り、被災地への支援拠点ともなる港」を目指し、7つの基本方針と
　それに基づく施策・取組内容を示しています。

○施策・取組内容等については代表的なものを記載しており、本構想に記載されていない施策・取組等についても状況の
   変化に応じて臨機応変に対応を行っていきます。
   なお、行政・市民・企業等が連携しながら長期構想の実現にむけて取組を進めていきます。

○今後は、これら長期構想の施策・取組内容を室蘭港港湾計画に反映させ、その実現に向けて取組を進めるとともに、社
   会情勢等の変化に応じて、適宜、適切な見直しを検討していきます。


