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ホームページ・公共施設のあり方に関する意見

【問 10】市の考え方への意見（自由意見）

本庁舎に関する意見（28件）
○室蘭市役所の建替えは、市の具体的な考え方が不明だ。耐震工事やリニューアルで長期に使えないのか？ す

ぐに壊す発想はいけないと思う。今の場所は追直漁港のすぐそばで、テレビ報道の大きな津波をどう考えてい

るのか？ 万が一建替えるなら、おなじ場所では駄目だと思う。標高の高い場所の選定はどうなっているのか？

やるつもりなら市民にきちんと伝えること。

○この建替検討の中で一番優先度が低いのは本庁舎かと思います。現在も公益センター等と分割されていて支障

が感じられません、現状施設の利用など最小限で出来ませんか。

○フェリーターミナルの再利用を希望します←水族館と美術館または本庁舎に利用出来ないものでしょうか？

○市役所は間違いなく建て替えは必要だと思います。

○本庁舎と、公益センターを近くにしてほしいです。

○市役所の庁舎は市内の既存の建物を買い取り等で費用を抑えればいいのではないか

○本庁舎は胆振総合振興局を参考にしてほしい

○クーラーのない本庁舎 薄暗く今後の発展にはそぐわない、新入社員の福利厚生は市民にも関わります。耐震

性向上

○本庁舎は本当に優先、必要不可欠なのでしょうか？証明書の交付もできない施設の意義を考慮願います。もし

くはむろらん広域センタービルについて、同様の検討をお願いいたします。

○本庁舎が優先とされていることに対し、行政自体は必要と思いますが、立替えの必要があるかが疑問です。ま

た、広域センタービルと別れており、全てを広域センタービルに集約されないのはなぜなのか？手続き場所が

別れているのは不便に感じます。立て替えるくらいであれば、広域センタービルに集約して下さい。

○市役所は、本当に老朽化が激しいので、出来れば建て替えてほしいのですが、多分一番費用がかかりそうです

ね。でも、無いと困ります。

○室蘭本庁舎、給食センター、室蘭水族館の改修を希望します。

○本庁舎は今の駐車場に建て替えがよいとおもいます。横にある公園の利用も考えて公園を他に移して土地を活
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用した方が良いと思います。

○市政の中枢で災害時の拠点ともなる市役所の建て替えは一番優先すべきです。ただし建て替えは人口の多い中

島方面で考えるべき。

○昨年 8月まで室蘭市に住んでいた者です。市役所本庁舎→建て替えするのであれば、ハザードマップを元に移

設した方が良いと思います。

○室蘭本庁舎も人口減だという事で、今現在のような大きな建物ではなく、もう少し小規模にするべきだと思う。

市の職員も減らすべき。市役所の仕事も広域センタービル内でも出来ている部分もあるから、本庁舎は今より

小さく。

○本庁舎は広域センタービルと役割をわけ、今のような大きな建物は造らなくても良いと思われる。

○優先順位 1.室蘭本庁舎（室蘭の人口減など考慮し、今より建物の規模を小さくして、費用を抑える。広域セン

タービル内の市役所とうまく役割分担をするべきだと思う。）

○何故、全部の施設に関してのアンケートがなく、上記 4箇所のアンケートだけでしょうか？確かに、市役所は

使い難い。市の行政機関、中枢を担うから建て替えもわかるが、振興局機能を苫小牧に移せば、そのまま広域セ

ンターに市役所が入れば良いと思います。

○室蘭市役所については老朽化はわかるが、室蘭市及び周辺環境や今後の経済状況を鑑みると、近い将来での建

て替えは全く適さないものと考える。特に諸々の面で市民に我慢と努力を望まざるを得ない現状での建て替え

を考えることは全く理解できない。改修や耐震補強などをより進め、自らは先頭を切ってその姿勢を市民に示

すべきではないだろうか。市内の苦しい企業の実態をよく見て、自治体は最後に環境改善に取り組む姿勢を見

せてこそ、市民の理解と信頼を得られるものと考える。

○公共施設の建て替え優先順位について、第一優先に「市役所本庁舎」と記載されていますが、市役所の職員？市

長？市議会議員？どなたの意見でしょうあか？市民の意見ではありませんよね、以前、市担当者は、財政負担を

考慮すると残りの施設（水族館や文化センター等）の建て替え存続は難しいと言っていましたが、室蘭市内から

小さなお子さんが楽しめる施設、だんパラや水族館、スケートリンクを無くしてしまうと、室蘭市は今以上に魅

力を失い衰退してしまいまうと思います。市役所本庁舎を立て替えて、室蘭市民は喜ぶでしょうか？幸せにな

れるでしょうか？子どもが楽しいと感じれること、子育て世代が子どものためには室蘭市が良いねと思えるこ

と、室蘭市に住みたいよねと言えるようなまちづくりを真剣に考えながら、検討を進めて下さい。なぜ、公共施

設の整備に携わる関係者は、市役所本庁舎を第一優先にしたいのか、税金を納めている市民一人ひとりに説明

をして頂きたいと願います。

○本庁舎→現有面積と同サイズのものが本当に必要なのだろうか？必要なもの、不要なものを検討した上での算

出なのか？あまりにも適当にやったとしか考えられない。そもそも市職員の給料はどうか？市立病院の運営は

どうか？そのような部分の予算等も検討しないで、なぜ市民に負担等ばかり迫るのか。もっと市民の声を聴い

て物事を判断してほしい。

○室蘭本町の役所は、新・青少年科学館と複合させ、なくなってしまうであろう室蘭水族館の縮小版を複合してほ

しいです。室蘭は美しい港町です。鉄の町でもあるので、小さな鉄のギャラリーを入れても良いです。その構想

や設計は室蘭市と共に、鉄の職人で有名な坂本正太郎さんや、室蘭工業大学建築系の山田深教授もいます。こう

いった構想に、学生や職をリタイヤした高齢者の方々に参加してもらい、第三セクター化も考えて、ものづく

り、まちづくりを数年かけて単位取得化にすれば、他の都市にはない魅力のある室蘭になると思います。室蘭は

何でもできそうです。本当にそう思えます。できる人が沢山いるはずです。風力も最近多くなり、風景にもなじ

んでます。室蘭の地理を生かしたエネルギー政策の PR になります。室蘭水族館は恐らく無くなってしまうでし

ょう。でも魅力的な施設でした。私が幼稚園の時の遠足コースでもありました。水族館をゼロにするのではな

く、例えばペンギンのコーナーだけでも市役所の改修した施設に組込んで、「人が、小さな子供が、平日に集ま

る役所」にしたら楽しそうではないでしょうか。これだけでも大変な労力であろうかと思いますが、室蘭にはそ

れが出来そうな可能性を感じます。

○市役所本庁舎の建て替えについて。建て替えはしないで今ある施設の空いている所にバラバラですが入るのが

いいと思います。室蘭は面積が小さいという利点を生かせると思います。フェリーターミナルの 3階やアーク

スの 3 階やホテルや官庁ビルの空いている会議室とかを使えば中央町や入江地区でほとんどの機能が入ること

ができると思います。その他のアイデアで市立病院は機能を小さくしていき他の病院に移行していき最終的に

廃止してそこに居抜きで市役所が入ってもいいと思います。

○人口減少や高齢化などありますので、本庁舎がとても立派である必要性を感じません。

○市の財政はとても厳しいことは重々承知していますが残していただきたい優先順位３つを選択致しますと１本

庁舎２文化センター３水族館を残していただきたいです。１は説明不要かと思います。

○本庁舎は人口減と言われているし、今より耐震性の強化は必要だと思いますが、建物の大きさは縮小して良い
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と思います。

○正直に言うと、市長をはじめとして市役所の職員は市民のために働いているという感じはしません。市長はこ

こ数年市民に何をしてくれたのか疑問は残ります。何も実感できません。また、頑張ってくれている職員さんは

いると思いますが、役所の電話対応もひどく、役所に行った時に仕事をしてない職員も目立ちます。そのため、

役所を新しくすることが本当に必要なのか疑問です。市民の数も減ってきてますし、縮小してもいいのではな

いでしょうか。少子化、市民が減少していく室蘭が今後どのような方向性に向かっていくのか考える時が来て

るのだと思います。

給食センターに関する意見（11件）
○給食センターは建て替える

○給食センターは、衛生面でも新しくした方が良いと思います。

○給食は外注化出来ないのでしょうか？

○給食センターは、子どもたちの為にも早く建て替えるべきだと思います。

○室蘭本庁舎、給食センター、室蘭水族館の改修を希望します。

○逆に給食センターは維持前提の議論となっているように思うが、先日 TV 放送されていたように、一度に大人数

の食数を短時間で捌く陸上自衛隊駐屯地も業者委託で成り立っており、現状のセンター方式でなくても代替方

法の成功例は身近にあり、視野が狭いと感じる。

○給食センターも少子化なので、必要最低限の建物にしたらどうですか？

○給食センター（現在どれくらいの大きさの建物かは見た事がないのでわかりませんが、学校も合併した所も多

く子供の数も減っていると思うので、必要最低限の費用をかけ改修して欲しい。）

○1.学校給食センターについて 子供の人口減は目に見えているので、室蘭市単独で建て替えすることは予算的

に合理的ではない。登別市と合同で建替えにするべき。単独で建替えをする予算があるならば、別の施設の建替

えに予算を回すべき。何をするにしてもそうだが、昔に作られた市町村の枠組みや機能と現在の人口規模は噛

み合っていないので、生活圏が重なる登別市と合併できる機能を増やすべき。また、登別市と給食センターが共

用になれば、地産地消としてのぼりべつ酪農館(登別・室蘭産)の牛乳を学校で提供することも地域経済に貢献

しうると考える。

○給食センターは伊達市に頼むことはできないでしょうか？

○給食センターは登別と共同にし、建て替え費用を登別と室蘭で負担してみては？

看護専門学院に関する意見（6件）
○看護専門はどこかの建物を再利用（今後子どもが減って行く一方なので室蘭地球岬小学校もみなと小へ編入ま

たは星蘭中も西中へ編入）

○既にご検討されているかもしれませんが、全て市が単独で費用を賄おうという考えを改め、以下のような方法

で建て替え資金を工面することは考えられませんでしょうか？ 【市立看護学校】卒業生やその父母からの寄付

金を呼びかける(このままでは存続に関わる旨をお知らせする) 以上、看護学校と水族館にのみ関する提案で

はありますが、ご検討いただけますと幸いです。宜しくお願い致します。

○市立室蘭看護専門学院は、建て替えよりも運営を継続するか検討すべきである。定員減も決定しているが、現時

点でも定員割れを起こしている状況。大多数が製鉄記念病院に就職し、市立病院に就職するのは数名程度で看

護師不足の解消には至っていない。医師会入学の枠が 40 名、一般入学の学生が 10 名であるため、市が運営す

るよりも医師会運営のほうが適切である。また、定員割れと赤字運営が続いている中で、建て替えてまで存続す

る意義があるのか。閉校または運営母体の変更が必要と考える。

○資料の私立室蘭看護専門学校だけ優先順位の欄から除外されているので、どうなるのか気になりました。

○看護学校は市立病院の近くへ移転した方が学生たちは楽なのではないでしょうか。

○看護学院→民間もあり直営は不要
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文化センターに関する意見（58件）
○大ホールについて、まず、「2.集約の可能性」が Yes になっているのが納得できません。同種の施設として市民

会館があるから、文化センター大ホールの代替が可能とありますが、それは誤りです。市民会館のホールは 500

席のホールであり、ステージも小さく、「演劇」や「バレエ」、大編成の吹奏楽やフルオーケストラの公演は文化

センターの舞台でなければ、行うことができません。これらの機能が本市から失われると、市民は良質な舞台芸

能を生で楽しむ機会が失われ、本市の文化レベルも著しく低下し、本市の魅力を大きく損ねると考えます。これ

らの機能が代替されていない以上、優先順 3グループが妥当と考えます。市民会館を以て、文化センターを代

替可能と言うなら、武揚体育館があるから総合体育館は不要だった、と言うのと変わりません。なぜ総合体育館

は特に議論もなく、当たり前のように新築建て替えをしたのに、文化センターはダメなのか。市があたかも文化

を軽視しているかのように見えます。財源不足であるなら、総合体育館を、かつての新日鉄体育館のように、

「ホールとしても使用できる体育館」として設計・建設することもできたはずです。それをせずに、スポーツ団

体ばかり優遇しているかのような市の姿勢には、大きな疑問を感じます。最後に、「建て替えありき」の考え方

にも大きな疑問を感じます。文化センター大ホールは数年前に多額の費用をかけてリニューアル工事を行った

ばかりであり、リハーサル棟に至っては新築したばかりです。建物の長寿命化を図り、今有る資産を長く大切に

使うことを考えるべきだと思います。また、どうしても建て替えるなら、岩手県宮古市のように、市本庁舎と文

化センター管理棟、大ホールを合築するような整備の仕方も検討できるはずだと思います。そうすれば将来的

な管理経費の削減にも繋がります。「建て替え」か「解体・廃止」かのような、極端な二択を市民に迫るのでは

なく、「どうやったら今ある機能を最大限維持できるか」に知恵を絞って頂きたいと切に願います。

○文化センターは市民会館があるため不要と考える

○建て替えや壊す前提は頂けない。文化センターやだんぱらは維持すべき。

○文化センターの運用・運営そのものに熱意が無く、企画も無く、年間スケジュールの公演予定が１ヶ月くらい前

しか分からない、貧しい内容と思う。つまりどうでも良く扱われている。派遣されている市の職員にも問題が有

ると思う。在籍中の時間つぶし的な勤務状態。やる気が無い。ネット社会だから、リアルタイムで予約の入った

公演予定を次々に来年のものまで知らせる必要がある。このように市が文化センター運営に熱意が無い状態な

ので、新しく建替えても、健全に運営出来ないと思う。つまり予算の無駄。ゆえに文化センター建替えに反対だ。

雨漏りやペンキ剥げなどの補修にとどめるべきと思う。

○現在千人規模の講演を行えるスペース、オーケストラピットを持つ施設は文化センターのみです。このホール

が無くなると大規模講演、学校棟の大会も出来ず集客が出来なくなります。ぜひこの規模の施設の存続をお願

いします。

○文化センターはお金がかかることがわかったので市民会館だけで十分

○文化センターと美術館、中島スポーツセンターの件について、是非、これからも維持・運営に取り組んでいただ

きたいと強く願っております。なぜなら、現在の状況に焦点を当てるのではなく、未来を担う子供たちの夢を育

てることも想定していただきたいからです。室蘭には、新しい文化が必要です。これは、常に時代とともに変化

していく文化育成です。それは、将来の子供たちの成功のみならず、外部から見る室蘭のイメージアップに繋が

ります。室蘭の新しい取り組みが外部の人たちの目に触れるならば、必ず協力・賛同を得て大きな輪になると考

えます。街おこしに拍車がかかります。文化センターの大ホールは市民の発表の場になりますし、外部とのフォ

ーラムとなります。本庁と市民ホールが合体するならば、行政の発信とコミュニケーションの場になるでしょ

う。また、例えば、北見市の取り組みで、「北見市民ホール自主文化事業選定委員会」があり、学校、市民団体、

サークル等、市民を中心に活性化を図っています。これまで、室蘭の市民は受け身の姿勢が強く、攻めが足りな

かったのかもしれません。これは、行政のせいではございません。私も、これを機に、小さいながらも活動を広

めたい所存です。どうか、この小さな意見が届き、室蘭市の大切な新しい文化の作る場所が減ることのないよう

に願っております。よろしくお願い申し上げます。

○文化センターや美術館は必要だと思いますが市民会館があるので市民会館を廃止して文化センター一本でいけ

ばいいと思います。

○文化センターの大ホールは市民会館のホールが文化センターの半分しか収容人数が確保できない状況を鑑みて

維持して欲しい。ただし、管理棟は大ホール棟に入居できないのか考えて欲しい

○今後の改修工事の順番は、日高、胆振でも使用している、室蘭文化センター 避難所になっているため

○文化センターを建て替えて今よりも大型のコンサートとかが開催できれば、それに伴い市内での飲食、宿泊等

も収益が上がると思います。自分も地元で有名アーティストがコンサートをやってくれれば嬉しいです。

○文化センターは市民会館があるため廃止

○文化センターがなくなってしまうと、吹奏楽やコンサートの場所がなくなってしまう事音楽などの場が減少し

てしまうので、体育施設や科学館などの新築はよかったですが、文化センターの立て直しなどもあるとありが
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たいと思いました。

○文化センターも市民会館で代替可能と考える。

○今、私は子育て期に入りましたが、自分が子どものときから今まで、だんぱら、水族館、文化センターは年数回

は使っています。この３つがどれか一つ減るだけで、室蘭は子育てに冷たい町なんだな…と感じてしまいます。

○人口減少の中で特定の人しか利用しない施設を今までどおりもち続けるのは無理だと思います。無くすのは理

解しますが代替案も考えてほしい。例えば文化センターをなくすなら札幌市で開催する音楽やライブの助成と

かです。浮いたお金が市民還元されることがわかれば市民も理解すると思います

○文化センターホールは、収容人数もさることながら、同様の大きさのステージを持つホールは他市含めてない

と思われる。大人数のオーケストラなどは他施設では舞台に乗り切れないと思われるので、一考していただき

たい。文化センター全館を廃止するというのであれば、武揚体育館の廃止に合わせて札幌のきたえーるの様に

音楽にもスポーツにも使えて、イベントごとにレイアウトを変更できる多目的施設にし、稼働率を上げるとい

うこともできるのではないかと考える。

○文化センター管理棟であるが、私自身が音楽愛好家であり、低料金で防音の練習会場が市内で他にないため優

先順位が下位であるのは残念である。自分の所属団体が以前「きらん」の多目的室を練習会場としようとしたと

ころ、うるさいから断られたという話があった。文化センターが老朽化し、きらんに利用を移行させたいのはわ

かるが、現在の文化センター管理棟と同じ程度の料金でなければ使いづらいし、図書スペースに騒音で影響が

出るから使うなとはいかにもお役所仕事で無駄かつお粗末というしかない。ピアノまで置いているのに音楽に

使えないとはナンセンスである。また管理棟においては最近内装リフォームし耐震工事まで行っている。直し

て数年で廃止というのは税金の使い道としては到底納得のいくものではない。文化センター大ホールは廃止と

いうことになったとしても、管理棟は当面維持し「きらん」の改修や代替施設の整備を行っていただきたい。新

体育館などスポーツには比較的室蘭市は熱心だが、こと文化においては軽視されているように感じられる。経

費削減は納税者からすれば当たり前であるが、体育館の入江移転のように行政側からの一方的な施策では市民

からのコンセンサスは得られないと思う。将来人口減が見えており施設の削減を行いたいのはよく分かるが、

現施設のユーザーの意見も市側が抽出し、市民の多様な活動を支援していただけるようにお願いしたい。

○文化センターについては、輪西に綺麗で新しい市民会館がありますので、無くなってもそちらを使用すればと

思います。会議室については、きらんもありますから、重複するような施設は必要性を感じません。それ以外を

新設・存続しては如何でしょうか。

○美術館、スポーツセンター、だんぱらスキー場、文化センター、武楊体育館は室蘭市の収益を生まないと思うし、

体育館は新しい栗林体育館がある。文化センターは輪西のホールがある。

○自分が思う優先順位は…1.本庁舎 2.給食センター 3.室蘭水族館 あとは無くしても良いと思います。文化

センター→輪西ホール

○昔の室蘭は文化の香り溢れる街です。音楽では活躍めざましい田部京子氏、絵画では武蔵美の教授・諏訪敦氏な

ど、芸術が育つ施設があったからこそ教育者も増え、室蘭から多数の芸術家が巣立っていきました。市民会館は

とても「音楽ホール」とは呼べません。キャパを減らし、全面的に改築をしても文化センターを存続させる義務

が市にはあると思います。文化センターではかつて能・狂の公演や、ボリショイ・バレエ団を招聘した公演、PMF

でのロンドン・フィルの演奏会など思い出には枚挙にいとまがありません。文化が廃れれば民度が下がります。

どうか芸術関連の施設だけは改築して存続させてください。

○文化センター大ホールはコンサートなどに絶対必要です。ただでさえ娯楽が少ない町ですから。とにかく娯楽

が少ない町からこれ以上楽しい場所が無くなっては室蘭に暮らそうと思う人はどんどん減っていくでしょうね。

○文化センター大ホールは歴史もあり、数多くのイベントや地域のイベントにも使われており、室蘭の文化を維

持するたに改築が必要。スポーツの新体育館、文化の文化センターと室蘭の施設の双璧をなす事を期待する。管

理棟は不要、同じく新たな施設に作るも小規模で絶対的に必要ではない。

○職場が室蘭なので、伊達に居るより遥かに室蘭に居る方が長いです。だから切に願います。水族館をはじめ、文

化センター等は、残さないと絶対にダメだと思います。

○優先順位については本庁舎や給食センターなど生活に必須な施設の順であることに納得しています。水族館や

スキー場、文化センターが近隣に同様施設があることもわかりますが、市内にあることに大きな意味があると

思います。近さ以外にも市民割引などの影響による利用しやすさがあるからです。私の母も文化センターに芸

人が来たりするイベントには必ず参加しています。市内だから気軽に利用できるという方達は沢山います、こ

れ以上室蘭を何も無い街にしないでください、、ふるさと納税頑張るのでご検討よろしくお願いします(;o;)

○市民会館があるので、文化センターはいらないと思います。

○また、文化センターも、子供向けや、どの世代にももっとみんなが楽しめる公演を増やして欲しいです。管理費

ばかりかかって、良い収入を増やすことを考えたらとも思います。年配の方の意見ではなく、若い世代の方の意
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見を取り入れる機会を増やしていかないと、いつまでも古い考え方からは変えられ無いと思います。どうか良

い結果をお願いします。

○昨年 8月まで室蘭市に住んでいた者です。他の施設で代用できるもの 文化センター→市民会館

○武楊体育館、美術館、文化センター、だんぱらスキー場は無くても良いと考えます。

○文化センターは今となっては立地の問題もあると思います。故に興行も組まれないのでは？と。宮の森体育館

を取り壊し、そこに新たに建設としてはどうでしょうか。市制 150 周年に向けて、ダウンサイジングばかり考

えないで「どうしたら呼び込む事が出来るか」も考えてほしいです。

○文化センターを建て替えるのであれば、人口が減っている状況を考えると同規模は難しく、市民が利用しやす

いような方法を考えたほうが良い。

○文化を発表する場としての文化センターもなんとか残してほしい

○大きさは違いますが、文化センターは、市民会館がありますし、管理棟の部分は、今後の市役所本庁舎に組み込

めばよいと思います。

○文化センターなどは少し規模を縮小しながらも施設の設備を整えてはどうでしょうか？

○室ガス文化センターについて：文化活動や講演会を実施するにあたって市民会館では非常に手狭であり、市の

文化的維持発展させ活性化させる為にもセンターの維持は大切と思う。

○1,室蘭文化センター 西胆振最大のホールとして必要と考えます。ただ講演内容が無さすぎる。内容によって

はまだまだ必要集客も可能がある。管理棟、美術館も文化発信の為必要、只何方もプロデュースが問題です。

○学生時代、文化センターを演奏会で使わせていただいていました。ホールは色々な学校行事や市民行事などイ

ベントで使用することが多いと思うので優先的に改修を行った方が良いのではと思います。

○文化センターも市民会館と機能を重複させることができると思えるので維持を望まない。

○文化センターは、昔からコンサートや、自身のダンス発表会など、使用してきました。これからも必要だと思い

ます。

○文化センターや美術館は文化的な活動をしている方にとって、やはりなくなるのは残念なことではないでしょ

うか？老朽化、建て替え費用が課題なのはよくわかります。ただ、壊してしまうのは簡単ですが、また元にもど

すことはできません。それを生かしていくやり方はないでしょうか？とても難しいですが、お願いしたいです。

○逆に、文化センターは市民会館があるのに市で管理は必要ないのでは？市民会館を建てる際に文化センターの

変わりになるよう考えてないのであれば、単なる税金の無駄遣いだと思います。色んな団体があり、反対意見が

多数あると思います。ただ、今後の室蘭を考えた時にどのような市にしたいかを見直す時期ではないでしょう

か？

○文化センター→市民会館、きらんがあるので不要

○・文化センターは廃止しても良い。市民会館などの類似施設がある。

○文化センターの機能をほかの施設で代替できるとする考え方には疑問を感じます。市民会館大ホールの席数は

文化センターの半分以下です。大ホールの舞台の大きさも狭く、今まで実施できていたイベント（市内の中学高

校吹奏楽部の定期演奏会や札響公演、舞台公演等）が縮小されてしまうのではないかと考えます。また、市内に

は音楽団体（吹奏楽や合唱団、オーケストラ等）が利用できる公共施設が限られており、文化センターの管理棟

(リハーサル室）を利用できなくなれば活動ができなくなると考えます。(管理棟がなくなれば市民会館リハー

サル室しかない）ますます地域の衰退につながるのではないかと。この状況では室蘭市に住みたいとは到底思

えません。他の市（伊達市、苫小牧市、千歳市）は利用できる施設も多く、公共施設で備品（楽器など）の保管

も許可してくれるなど柔軟に対応してくださいます。また、公共施設適正化が事前にわかっていたのであれば、

なぜ市民会館の規模をあのような中途半端なものにしてしまったのか。きらんも中途半端です。生涯学習セン

ターではないのですか？音楽スタジオが狭すぎます。なぜ防音できる広い部屋を作ってくれなかったのか。い

まさらかと思いますが建設前に仕様書を出す段階で公共施設適正化を考えなかったのですか？水族館やスケー

トリンクについても他に代替できるとは思えません。市民が楽しむ場がなくなってしまい、ますます室蘭市か

ら人が離れていくのではないですか？根本は財政状況という難しい問題かとは思いますが、市民のことを考え

ず何も状況を知らない人たちが話し合いをしているのかと思い、残念でなりません。様々な意見をもとに公共

施設の在り方について再度検討していただければと思います。

○文化センターは他の施設と一緒になったり、一度行けば色々見たりできたり、複合施設になると利用しやすい

と思います 市外からも特に子連れで来てもらえるよう、SNS で積極的に室蘭を発信してほしい

○●行政的にみて金銭的なことを考えれば、文化センター大ホールの建て替えは難しいので、市民会館の有効活

用を→ただし、今の文化センターがなくなれば全道・全国レベルのイベントや行事は難しくなる。ただし、室蘭

市体育館をコンパクトシティーの補助金で建て替えたのであれば、今あの箇所に同規模のものの建て替えはま

ちづくりの方向性に反する。
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○文化センターは輪西にもホールがあるし伊達にもホールがあるのでいらないと思います。室蘭は面積が狭いし

伊達と登別が近いので子供や高齢者がバスで行き来しやすいようにして施設はできるだけ共用で運用したほう

がいいと思います。

○伊達と比べて文化度が低いためか文化センターの興行も呼び込みも出来ていない。伊達に見習って下さい?

○・「不採算だから集約する」というのと「自治体は営利企業だから稼げない」「公共財は稼ぐという考えと相容れ

ない」というところの二律背反に長年悩んできたのかな、と感じられます。ただ、文化センターについては、収

容規模や近隣地区とのアクセス（特に伊達以西）も考えると存続は必要ではないでしょうか。・ではどうやって？

というお話になろうかと思います。それに見合う興行がなければ、というお話ですが、興行を誘致するといって

も、誘致・受け入れができる団体がいないということなのでしょうか。あるいは、あったとしても機能しないと

いうことなのでしょうか。・この手のお話になると、必ず「不採算だから」「人手が足りないから」と、できない

理由を並べてしまいがちです。でもそれは、「ハード面」と「財政面」からしか考えていないからで、本当はこ

れらの問題の根底にある「ソフト面」、考えたことはありますか？・私個人としては、室蘭よりも全然公共施設

に恵まれなかったところから移住しているので、ハードが削られても暮らしていけます。しかし、ずっと室蘭し

か知らない人は、それが「当たり前」になっていて、だんだん「当たり前が当たり前でなくなる」。その「当た

り前」を「なくてはならないものにする」という気概が行政自体から感じられないのは残念でなりません。

○予算の関係とはいえ、全ての施設が無くなってはいけないものと考える。特に、水族館、文化センター、だんぱ

らは、活用次第で室蘭に人を集める資源になりうるものだし、水族館、文化センターをなくすることは、蘭西地

区の人口減に拍車をかける要因になる。これ以上ゴーストタウンになる蘭西を見せないでほしい。

○この中で残すべきと考えるのは、水族館・文化センター大ホール（管理棟も含めて）・中島スケートセンターで

す。また、基本耐震補強工事をした施設については、一旦保留にするべきだと思います。文化センターは市民会

館で代用出来るとの意見もあるようですが、全く違うものだと思います。文化センターは、大ホールならではの

音響で市民会館とは比べものになりません。室蘭の文化の象徴です。簡単に廃止すべきではありません。管理

棟・市民美術館も耐震補強したばかりですので、残すべきです。

○・文化センターを維持すべきだと思います。・市民会館と文化センターは根本的にキャパが違いますし、市民会

館より文化センターを優先すべきです。建て替えより、延命を重視する方法もあると思います。近隣の室蘭より

小規模のまちに室蘭より大きなホールがあり、そこを活用するという思想はおかしいと思います。たとえば、演

奏・公演・楽団など文化センターのサイズでなければ活動できない団体もいます。みんな伊達、苫小牧を使えば

いいというのでしょうか。・文化センターサイズがあることで、今回のパンデミックのように、距離を置いて人

が集まるときにも人を集められるはずです。標高を考えても避難所になります。・東側の反対を押し切って、よ

うやく西側に市体育館ができ、文化センターと合わせることで、高体連、中体連の全道大会など、受入れ体制が

できた矢先という気がします。ホテルも、そういった需要を期待しているでしょう。室蘭の体制の問題で、全道

大会も、いまは伊達に流れていると聞きます。・ただでさえ、海抜低く避難場所にもならない大きな体育館。そ

れも、コンパクトシティ予算を使っていると聞きます。本当にコンパクトシティ予算を使うなら、体育館じゃな

いはずですが、いま体育館を作ったわけですから、文化センターと両方があり、科学館・図書館があるというの

が中央地域のイメージではないでしょうか。

○市の財政はとても厳しいことは重々承知していますが残していただきたい優先順位３つを選択致しますと１本

庁舎２文化センター３水族館を残していただきたいです。２は市民会館を売却してでも残すべきと思います。

市民会館の規模では文化センターの代替え施設にはなりません。室蘭を文化不毛の地にさせないためにも儲か

る仕組みを官民一体となって計画を立て実行して結果を出すことが必要かと思います。怪しいコンサルの介入

抜きであるべきです。

○文化センターには、若者が気になるようなイベントを積極的に行なってほしい。アーティストのコンサートが

もっと行われればな、と強く思う。苫小牧の市民会館ではコンサートよく行われるのに、室蘭は・・・。やはり

室蘭は若者が少なく活気がないと感じる。若者目線に立った市政を期待したい。

○同じくらいに文化センターの修繕をお願いしたいです。特に大ホールには、以前は北海道でのエンタメの開催

には、文化センターでの開催が年に何度もありましたが、最近では少なくなっているように思います。早急に整

備してあの施設で開催したい、あの施設に見に行きたい と思えるようにして欲しいです。

○文化センター大ホール、管理棟、武揚体育館、だんぱらスキー場は近隣市や市内に代替施設があるため、廃止は

やむを得ないと思います。

○今後室蘭がどのような街を目指すのかがはっきりしていないと思います。水族館や文化センター、体育館など

子供を含む市民が気軽に楽しめるものを充実させていくことは、大事なのではないでしょうか。
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市民美術館に関する意見（32件）
○市民美術館は存続希望者より寄付金を募り、必要額に満たない場合は廃止してはどうか

○フェリーターミナルの再利用を希望します←水族館と美術館または本庁舎に利用出来ないものでしょうか？

○文化センターと美術館、中島スポーツセンターの件について、是非、これからも維持・運営に取り組んでいただ

きたいと強く願っております。なぜなら、現在の状況に焦点を当てるのではなく、未来を担う子供たちの夢を育

てることも想定していただきたいからです。室蘭には、新しい文化が必要です。これは、常に時代とともに変化

していく文化育成です。それは、将来の子供たちの成功のみならず、外部から見る室蘭のイメージアップに繋が

ります。室蘭の新しい取り組みが外部の人たちの目に触れるならば、必ず協力・賛同を得て大きな輪になると考

えます。街おこしに拍車がかかります。これまで、室蘭の市民は受け身の姿勢が強く、攻めが足りなかったのか

もしれません。これは、行政のせいではございません。私も、これを機に、小さいながらも活動を広めたい所存

です。どうか、この小さな意見が届き、室蘭市の大切な新しい文化の作る場所が減ることのないように願ってお

ります。よろしくお願い申し上げます。

○文化センターや美術館は必要だと思いますが市民会館があるので市民会館を廃止して文化センター一本でいけ

ばいいと思います。

○市民美術館はどこかにテナントとして入れないか

○市民美術館は全く利用したことがない

○生まれてからずっと室蘭に住んでおり、30 年以上になりますが、市民美術館という施設を今回初めて知りまし

た。

○子供のころから様々な施設を利用させていただきました。改築が検討されているこれらの施設の中でも美術館&

体育館に関しては正直利用したことがございません。昔の室蘭と違い今は子供も少なく、美術的感性を磨く施

設としては機能しないように思います。もちろん絵画や美術品に触れたり、子供たちのすぐれた作品を展示す

る場は必要だと考えますが。室蘭市民の多くが美術館に訪れるようなことはないと考えます。であれは、市内の

商業施設など多くの人の目に触れる場所で代用が可能だと考えます。

○美術館は専門施設が必要なのでしょうか？多目的なスペースでも可能ではないでしょうか？

○美術館、スポーツセンター、だんぱらスキー場、文化センター、武楊体育館は室蘭市の収益を生まないと思うし、

体育館は新しい栗林体育館がある。文化センターは輪西のホールがある。

○自分が思う優先順位は…1.本庁舎 2.給食センター 3.室蘭水族館 あとは無くしても良いと思います。美術

館→40 年室蘭に住んでいて一度も行った事が無く、美術館があった事すら知らなかったから。

○そのその市民が本来必要な公共施設を大手企業に依存してきた室蘭市の怠慢がある。若い人が豊かと感じるこ

とができる施設を継続して頂きたい。アイスアリーナと美術館が最たるもの。

○室蘭美術館も、同様に最高の美術館を目指して欲しい。まずは、室蘭市がビジョンを持って欲しい。近隣の市町

村にある他の施設と連動して胆振全体の文化の豊かさを高めて欲しい。文化のないところは、魅力が減り、経済

も低迷していきます。瀬戸内海の離島を中心に芸術祭が行われ、様々な美術館が建てられ、離島なのに、観光客

が激増し、移住する人も増えています。それを超える事をして欲しい。

○市民美術館 市の施設としては不要。現在と同じく、文化センターに付加する？

○美術館はきらんとかへの移動はできないのですか？

○水族館よりも市民美術館の方が需要はないと思う。自分の周りに聞いても美術館は存在自体知らない人が多い。

美術館存続の理由がわからない。ギャラリーなら他でも代用可能ではないか。

○昨年 8月まで室蘭市に住んでいた者です。他の施設で代用できるもの 市民美術館→現存の市の施設に移動

○武楊体育館、美術館、文化センター、だんぱらスキー場は無くても良いと考えます。

○市民美術館を知らない人は多いと思う。

○美術館も文化発信の為必要、只何方もプロデュースが問題です。

○市民美術館はもっと魅力ある企画・展示があれば利用したい（旭川美術館を参考に）

○中島スポーツセンターと美術館は利用者が一部の人達に限られるうえ、使用期間も短いので、今の優先順位が

妥当なのか疑問です。

○美術館は、興味あるものが展示あれば、行くと思います。

○美術館も、コロナ前は何回か行きました。地元に美術館があるのは嬉しいですし、見た絵は迫力があってすごか

ったです。できれば無くして欲しくないという想いが強いです。

○文化センターや美術館は文化的な活動をしている方にとって、やはりなくなるのは残念なことではないでしょ

うか？特に美術館は苦労されて開館したと聞きました。私も月に一度は行きます。

○美術館→文学館、きらん等で代用可能、収蔵品の保管場所のみ確保できればよい

○・美術館は廃止しても良い。利用者が少なく類似施設もあり集約が可能。
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○2.市民美術館について 現在の市民美術館の機能は美術品の展示等がメインとなっていると感じる。それであ

れば、市民美術館を比較的高い優先度で建替えにするのは相応しくないと考える。港の文学館、きらん、道の駅

2階スペースなど創作物や美術品の展示はこれらの施設をそのまま使う、あるいは拡張すれば、予算を大幅に圧

縮することが可能と考える。

○美術館は何か展示がある時は「きらん」を使うとか工夫をしたら良いのではないでしょうか。

○管理棟・市民美術館も耐震補強したばかりですので、残すべきです。

○市民美術館は代替施設がないため建て替えは必要だと思いますが、単独で施設を作るのではなく、今ある施設

に併設したほうがいいと考えます。きらん、サンライフなど、利用者が多く、訪れやすい施設に併設してほしい

です。

○美術館は展示物があるなら、きらんの一部を使うとか工夫してみては？

武揚体育館に関する意見（32件）
○武揚体育館は新体育館があるため不要と考える

○武揚体育館は入江に新体育館ができた以上、重複しているので廃止やむなし

○武揚体育館は入江に体育館があるため廃止

○武よう体育館は、経費がかかるので、廃止。 白鳥会看板など、栄中学校の元学校あとなら、閉校合併した学校

に説明つかない。栄町公園一画に通路つなげ一体化で保存

○武揚小体育館は 1番最初に取り壊すべきと考える。室蘭市体育館も新築された現在、存在価値が無い。武揚小

跡地も住宅地となり若い世代が住んでおり、子供たちの為に栄町公園を拡大すべき(キャッチボールなどボール

で遊べる公園が無い)。

○武揚体育館は、総合体育館が新設されており建て替え不要と考える。

○美術館、スポーツセンター、だんぱらスキー場、文化センター、武楊体育館は室蘭市の収益を生まないと思うし、

体育館は新しい栗林体育館がある。

○自分が思う優先順位は…1.本庁舎 2.給食センター 3.室蘭水族館 あとは無くしても良いと思います。武楊

体育館→栗林体育館がある。

○武揚体育館は、市役所職員など一部の人間が既得権益を使い貸し切りで使用している実態があり、入江体育館

の整備が完了したことからも、即廃止すべき

○武揚体育館も建物としての価値があると思います。他の用途で使うのもありかなと。とにかく娯楽が少ない町

からこれ以上楽しい場所が無くなっては室蘭に暮らそうと思う人はどんどん減っていくでしょうね。

○武揚体育館 屋内フットサル専用施設の検討。夏も利用でき冬の需要も多く、他の地域からの来客も期待でき

る。サッカーの街の再構築にも繋がる

○武揚小学校もいらないです。

○新市体育館と距離がちかいので、武揚は必要ない。その分、学校体育館解放を積極的にしたらよいと思う。

○水族館、だんぱら、体育館は、スポーツセンター、子供達にはどれも必要な施設だと思います。人口が減少して

いる室蘭には子供や、若者の行ける所がどんどん減って来ているのが一つの原因かと思います。現に、子供の遊

ぶ施設、場所などは少ないです。これ以上減らされると困ります。これからの未来を作っていく、子供達若者達

の事を考えてほしいです。少しでも明るい室蘭を使っていってください。考えてください。買い物にしても、室

蘭、伊達、登別近郊の方は、みんな苫小牧まで行ったり遊びに出かけたりしてる方が多いです。室蘭にないもの

が多いです。年配の方の意見ではなく、若い世代の方の意見を取り入れる機会を増やしていかないと、いつまで

も古い考え方からは変えられ無いと思います。どうか良い結果をお願いします。"

○昨年 8月まで室蘭市に住んでいた者です。他の施設で代用できるもの 武揚体育館→市立体育館

○武陽体育館は、他にも体育館はあるのでそのままでいいと思う。

○武楊体育館、美術館、文化センター、だんぱらスキー場は無くても良いと考えます。

○武揚体育館は、新体育館オープンしたことで必要性があるのかなと感じます。

○武揚小体育館は、代わりの施設があるので廃止もやむなしと思います。

○武陽小学校の体育館は、学校も閉校になってしばらく経っており、新しく出来た市の体育館も近距離にあるた

め、市民の活動の場として残しておく必要はないと思う。

○一方で武揚の体育館などは旧小学校の施設で、これらは民間へ売却などで維持管理してもらうほうが、場所と

して残り、市財政面では切り離すことができるかと感じます。

○2.武陽体育館 不要と考えます、
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○体育館やスポーツセンターは、室蘭市全体をみて、代わりになる場所があるのであれば整理することも良いの

かもしれません。

○武揚体育館はスポーツをされている方にとって、やはりなくなるのは残念なことではないでしょうか？

○武揚体育館→現存施設で間に合う、もしくは学校開放を増やすことで不要、利用団体精査すべき

○・武揚体育館は残した方が良い。室蘭市はスポーツ都市宣言をしている。利用倍率は数倍と人気がある。室内サ

ッカーができる体育館が限られている。かつてはサッカーのまちとも言われていた室蘭。

○●武揚体育館は近くに室蘭市体育館があるのでそちらを利用したほうが良いのでは→跡地利用を

○武楊体育館は栗林アリーナがあるので無くしても良いと思います。

○サッカーだったら、室蘭はサッカーが盛んですし、室蘭大谷高校のようなレベルの高い人材も沢山いるので、イ

ベント的に体育館やグラウンドでサッカーを一緒に教えてもらう、とか。そこで、「体育館の在り方」ですが、

室蘭の武揚体育館も優先順位としては、将来無くなる懸念もあります。そこでは公式のスポーツをやれない残

念さはありますが、そこは胆振の大きな体育館を積極的に使っていくしかないのかもしれません。当面の間、そ

こに行くまで特別で低額バスを市が提供するのはどうでしょうか。あるいは市内の様々な学校（特に大きな体

育館を持つ高校）が協力し合って、定期的に施設を提供する、など。

○武揚体育館も改修していること、スポーツ少年団の活動場所として必要と考えます。しかしながら、近くに栗林

アリーナも有り、少子化で使用頻度と照らし合わせて存続が難しければやむを得ないと思います。以上宜しく

お願いいたします。

○文化センター大ホール、管理棟、武揚体育館、だんぱらスキー場は近隣市や市内に代替施設があるため、廃止は

やむを得ないと思います。

○今後室蘭がどのような街を目指すのかがはっきりしていないと思います。水族館や文化センター、体育館など

子供を含む市民が気軽に楽しめるものを充実させていくことは、大事なのではないでしょうか。

中島スポーツセンターに関する意見（54件）
○アイスアリーナは、西胆振唯一の施設であり存続すべき

○文化センターと美術館、中島スポーツセンターの件について、是非、これからも維持・運営に取り組んでいただ

きたいと強く願っております。なぜなら、現在の状況に焦点を当てるのではなく、未来を担う子供たちの夢を育

てることも想定していただきたいからです。室蘭には、新しい文化が必要です。これは、常に時代とともに変化

していく文化育成です。それは、将来の子供たちの成功のみならず、外部から見る室蘭のイメージアップに繋が

ります。室蘭の新しい取り組みが外部の人たちの目に触れるならば、必ず協力・賛同を得て大きな輪になると考

えます。街おこしに拍車がかかります。中島スポーツセンターも利用者が少ないのは、外部への PR が足りない

かもしれません。北海道のスケートやホッケー選手を目指す人は多いはず。これまで、室蘭の市民は受け身の姿

勢が強く、攻めが足りなかったのかもしれません。これは、行政のせいではございません。私も、これを機に、

小さいながらも活動を広めたい所存です。どうか、この小さな意見が届き、室蘭市の大切な新しい文化の作る場

所が減ることのないように願っております。よろしくお願い申し上げます。

○中島スポーツセンターは無くてもプールは入江とペトトルで何とかなる。が、冬季のスケートリンクがなくな

るのは近隣市町村では唯一のスケートリンクなのでスケートリンクはアイスホッケーチームと共に生計し苫小

牧のようかな年中使えるものを造る（夏も使えると暑い日はみんな利用する）

○中島スポーツセンターは日本製鐵と協業などして建て替えや修復

○スポーツセンターはスケートに行くくらいなのでわかりませんが子供達からしたらスケート場は必要かもしれ

ないです。他のところは正直行ったことないので必要せいがあまりわかりません…

○スケートリンク 大会はできなくても改修はしてください。全国的にリンク少ないです。栗林体育館のトレー

ニングと合わせて練習をしてアスリート輩出できる環境はできてきてます。雪の少ない室蘭をアピールできる

宿泊練習にくるようにスポーツ課をつくる

○中島スポーツセンター屋内スケートリンクは昔は各小学校のグラウンドにスケートリンクを作っていたが、現

在は市内小学校はここを利用しているので無くなてはならないと思う。

○まず、今は■中島スポーツセンター■ではなく、■新和産業アイスアリーナ室蘭■である事。新和産業アイスア

リーナ室蘭のようにネーミングライツが付いたり、中島の中心部に施設があることによって利用客がいる。ま

た、入場料も少しでも取り、収益化をするべきだと思います。改修するのであれば、スケートやフィギュアやカ

ーリング、アイスホッケーだけではなく、クロススポーツと言った氷上でのスポーツだけではなく、ランニング

コースを設けた方がいいと思う。室蘭市はやれることもっともっとあります。人口が減ってるのも増やそうと
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してないだけ。ビビらないでもっと挑戦してほしいです。

○中島スポーツセンターは入江に新しくできた栗林体育館と変わり無いと思います。

○中島スポーツセンターも、夏はプール、冬は室蘭唯一の屋内スケートが出来る場所。無くなったら本当に悲しい

です。スケートも、いまだに年に何度か中学生の子供と楽しんでいます。基本的に、子供と大人が楽しめるこの

2施設は、無くして欲しくないです。"

○美術館、スポーツセンター、だんぱらスキー場、文化センター、武楊体育館は室蘭市の収益を生まないと思う

○優先順位２グループのなかので優先順位決定は、利用者数や経済性（立替費、維持費）を総合的に勘案すべきと

考えます。利用者数が一番多いが維持費が高い水族館と、利用者が一番少ないものの最も経済的な市民美術館

の優劣は難しいですが、利用者が少なく、経済性に劣る中島スポーツセンターの優先順位は一段落ちると考え

ます。屋内スケートリンクという狭いカテゴリーでは、西胆振地域で同じ機能は提供されていませんが、運動施

設という意味では、体育館、プール、スキー場等、多様な施設が多数存在しており、膨大な公費を費やしてまで

維持する必要性について、再検討を望みます。

○自分が思う優先順位は…1.本庁舎 2.給食センター 3.室蘭水族館 あとは無くしても良いと思います。中島

スポーツセンター→ステイラーズの選手がいる会社に維持してもらったら良い。室蘭市で管理することはない

のでは？

○公共施設と子供もの教育をリンクした考え方をもう少し全面にだして考えたらいかがでしょうか 中島スポー

ツセンターでのカーリングを学校教育に取り入れる事等で可能となる。努力し、達成する事(成功体験）を体験

がする事が出来る。子供の教育の中での成功体験は非常に重要な要素です。是非体育の授業に取り入れてのリ

ンク利用を検討して下さい。指導者・補助者が必要であれば協力は惜しみません。

○中島スポーツセンターの観客席を増やしてほしいです。また、寒いので暖房付の椅子の設置を検討してほしい

です。(アイスホッケー関係)

○スケートリンク・ダンパラは社会人になってから利用する機会が減ってしまいましたが、子供の頃はよく利用

していました。スケートやスキーをしに行くのは冬の楽しみでした。自分に子供ができたときには連れて行っ

てあげたいと思っていますので、ぜひ、地域でスポーツする場を残してほしいです。

○以前、伊達市内にもスケートリンクがあり、少年団や学校の授業で利用していましたが随分と前になくなって

しまったので、子供たちが利用できる施設でもあるリンクは残してほしいと思います。

○そのその市民が本来必要な公共施設を大手企業に依存してきた室蘭市の怠慢がある。若い人が豊かと感じるこ

とができる施設を継続して頂きたい。アイスアリーナと美術館が最たるもの。

○逆にスケートリンクに関しては、登別・伊達方面からの利用もあり、更に室蘭市の小学校での授業も行われてい

ることから、中島スポーツセンターは修繕してでも残すべきだと思います。スキーは登別サンライバスキー場、

スケートは中島スポーツセンターと、冬の楽しみを子供達にも与えてあげたい。

○室蘭にスケートリンクが、なくなると不便だと思います。

○中島スポーツセンターもスケートが出来なくなるのは困ります。わざわざ苫小牧まで行かなくてはならなくな

ります。とにかく娯楽が少ない町からこれ以上楽しい場所が無くなっては室蘭に暮らそうと思う人はどんどん

減っていくでしょうね。

○西胆振にない施設は、ぜひ残していただきたいです。スケートリンクは、苫小牧まで行かないとないので、残し

てほしいです。スキー場に関しては、サンライバーの方が規模が大きく利用者が多いので、そこまで無くなって

も困らないと思っています。入江に新しい体育館ができたり、スポーツ施設が集約しているので、スケートリン

クも入江にあれば良いと思います。いずれ、入江プールの改修が必要になった際、ペトトルか入江か、どちらか

一つで良いと思っています。スケートリンクは、スティーラーズも活躍していますし、フィギュアを頑張ってい

る子達もいます。アイスホッケーやフィギュアスケートで、室蘭市を活気づけられるイベントなども可能だと

思います。また、苫小牧はリンクが 4つありますが、夏場は特に、道内外のチームや大学なので取り合い状態で

す。室蘭にも、もし入江に通年リンクがあれば、他のスポーツ施設も充実していますし、合宿の誘致などもでき

ます。室蘭の夏場の気候の涼しさも、合宿誘致の魅力になります。スケートリンクがなくなると、学校や保育所

幼稚園でもスケート学習ができなくなってしまいます。北海道の冬は運動不足になりがちです。北海道に住ん

でいながら、ウインタースポーツを体験できないのはもったいないです。

○中島スポーツセンター 地域のスケート学習の場として活用されているが、維持費や夏期の利用状況を踏まえ

る必要がある。多額の維持費が掛かるなら不要

○中島スポーツセンターについても同様です。近くには苫小牧まで行かないとスケートリンクがなく、冬場の子

どもたちの運動スペースとして大いに役立っています。予約無しで、運動をするという意味でも中島エリアに

そのような施設はありません。せめて冬だけでも子どもが遊べる環境を蘭東地区に残していただきたいと思い

ます。もしくは宮の森の体育館の跡地を有効活用し、室蘭市民が使いやすい利便性の良い土地に子ども(大人も)
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が使いやすい自由に使える健康増進施設を作っていただきたいです。

○近隣に似た施設があるからというのはわかりますが、観光で人に来てもらいたいとか市民の娯楽（若い人達の）

を考えるなら、水族館や中島スポーツセンターやだんパラスキー場がなくなるのは寂しいですね。高齢になる

につれて使用はしていない人が多いですが。

○水族館、だんぱら、体育館は、スポーツセンター、子供達にはどれも必要な施設だと思います。人口が減少して

いる室蘭には子供や、若者の行ける所がどんどん減って来ているのが一つの原因かと思います。現に、子供の遊

ぶ施設、場所などは少ないです。これ以上減らされると困ります。これからの未来を作っていく、子供達若者達

の事を考えてほしいです。少しでも明るい室蘭を使っていってください。考えてください。買い物にしても、室

蘭、伊達、登別近郊の方は、みんな苫小牧まで行ったり遊びに出かけたりしてる方が多いです。室蘭にないもの

が多いです。年配の方の意見ではなく、若い世代の方の意見を取り入れる機会を増やしていかないと、いつまで

も古い考え方からは変えられ無いと思います。どうか良い結果をお願いします。

○昨年 8月まで室蘭市に住んでいた者です。存続を希望するもの スケートリンク→登別と室蘭で唯一の屋内リ

ンクなのですが、設備の古さが嫌で使用していませんでした。アクセスもいいので改修したら集客が見込める

のではないでしょうか

○中島スポーツセンターに冬季は毎日のように通っています。通っていると、伊達や登別からも来ている方がい

らっしゃり、ここが無いと苫小牧まで行かないといけないから助かるという声をよく聞きます。室蘭の小中学

生は、授業でスキーやスケートを継続的にやっているようではないので、ウインタースポーツがあまり盛んで

はない印象ですが、施設がなくなってしまうと更にスポーツをする機会を失ってしまい残念に思いますので、

中島のスケートセンターとだんぱらのスキー場の存続を希望します。

○中島スポーツセンター、スケートリンクは近隣にもなく、通年で使えるようになるといいと思う。

○中島スポーツセンターは今（毎年 11 月～３月）の開館時間ですが、多くの利用者は、4月～10 月は苫小牧に行

ってスケートをしに行っている状況です。中島スポーツセンターの建て替えと維持にコストがかかることは承

知していますが、逆に中島スポーツセンターがフルシーズン運用になれば、室蘭市を中心とする周辺地域（とり

わけ室蘭市より西のエリア）の利用者を室蘭市に呼び込める見込みです。それによって、室蘭市の経済活性化に

良い影響を持たすこともできるので、コストとメリットをセットで考慮いただければ幸いです。

○今の中島スポーツセンターは老朽化で雨漏りもしてるほどで、学校でスケート授業でも使用してる中、大変危

険もあるため早急に建て直しが必要だと思っています。スケート授業の練習のため、子供達は多く利用してい

ると思います。中学生以上はグループなどでスポーツを通して遊びに来たりしています。また、大人も運動不足

の解消など利用しています。室蘭でも夏場もスケートができる場所があり、大人のスケート教室やアイスホッ

ケー教室などしたり、観光の場になれば、活性化もするかと思います。近隣の市町村の授業に提供するのもいい

と思います。子供達遊び場が少ない中、スポーツのウィンタースポーツの場にもなり子育て世代には喜ぶので

はと個人的に思ってます。

○近隣市町村にもスケートリンクが無く苫小牧まで足を運ばなければ成りません 同市には 4施設位有ったと思

います 室蘭の施設は雨漏りや隙間風など老朽化が進んでいます 通年使用出来るような施設を蘭西地区に新

設して頂けるようお願い致します。

○一般の人が使用するものをつくってほしい。友達どおしで遊べるところが足りない。スケート場ももっとキレ

イにしてほしい。夏も使えるようにしてほしい。スキーはサンライバにいってしまうので学校の授業の練習と

かにはスケート場あたらしく改良してほしい。あと！スケート場でカップ麺を食べるのがたのしみだった。コ

ロナでなくなって残念でした。

○中島スポーツセンターは、西胆振唯一のスケートリンクであり、重要施設である。また、小学生のスケート教室

で小学生の育成に大きな効果を上げている。優先順位の極めて高い施設であり、さらに通年営業を切望する。

○中島スポーツセンターは、アイスホッケーのチーム「ステイラーズ」の選手が所属している会社に委託したらど

うでしょうか？

○室蘭市の人口が減少する中、公共施設の在り方（活用の仕方）を変えるべきだと思います。これまで公共施設は

市民のものだったと思いますが、人口減少が進む中で公共施設の建替え改修費用を市民のみで負担するのは大

変であり、かと言って規模を縮小し半端な施設にすると利用率が下がる懸念があります。これからの公共施設

は市民活用が大前提ですが、更に市民以外の方に活用して頂きその経済効果で建替え改修費用を賄う方向では

ないでしょうか？ たとえば、中島スポーツセンターを通年リンクに建替え改修することで、北海道内外から

アイスホッケー・フィギャ・カーリングの合宿や大会を誘致することが可能となり、経済効果として施設利用・

スポーツジム・宿泊・飲食等が期待できます。2030 札幌冬季オリンピックの誘致が進んでいますが、それまで

に建替え改修が終われば、海外選手団の誘致も可能になります。（日本には通年リンクが少ないので） また、

建替え改修にあたっては観客動員による経済効果も期待できるように考慮すべきと考えます。市民体育館（栗



13

林アリナー）の観客席は大会参加選手は賄えますが、Vリーグ・Bリーグ・Tリーグ等の大会を誘致可能なので

しょうか？人口減少する中、地域を盛り上げるには市民＋αを呼び込むことが肝要かと思います。現時点では

中島スポーツセンター（新和産業アイスアリーナ）がその可能性を秘めており、全国の大学・高校・社会人等の

合宿・大会による経済効果を享受してはと思います。

○3、中島スポーツセンター 不要と考えます

○体育館やスポーツセンターは、室蘭市全体をみて、代わりになる場所があるのであれば整理することも良いの

かもしれません。

○中島スポーツセンターと美術館は利用者が一部の人達に限られるうえ、使用期間も短いので、今の優先順位が

妥当なのか疑問です。

○同じようにスケートリンクは、製鉄のアイスホッケーチームが主に使っているのですから、製鉄に戻し管理運

営をするか、隣のジョイフィットにお願いすると民間ならではのノウハウがあるかもしれません。

○市内にスケートリンクがなくなるのも寂しいです。あとはそれほど必要性を感じません。

○中島スポーツセンターは子供たちがスケートできる唯一の場所、子供が楽しめる場がなくなるのは本当に悲し

いです。税金の使い方を見直して存続してください。

○中島スポーツセンター→周辺市町村にないが改修費用が膨大であり不要、スキー場のようにどうしても利用し

たい人は遠くまで行くので不要

○・中島スポーツセンターは残した方が良い。室蘭市はスポーツ都市宣言をしている。市内唯一のスケートリン

ク。民間再譲渡、クラウドファンディングなど検討しては。

○●スケート場は、市民だけでなく他の自治体への呼びかけで利用率をあげることで利活用はできるのでは→需

要は高いはず。

○中島スポーツセンターは売れないのか。場所も良いし。

○また、スキー場、中島スポーツセンターなど、子供達がスキー、水泳、スケートが出来る環境が無くなるのは残

念すぎるし、気軽に楽しむ、スタート出来るような環境は残して欲しいです。※帰省の度に、昔の楽しかった思

い出の場所がどんどん無くなっていく。。。

○まだまだ感じていることを書きたいですし、具体的な案も書きたいのですが、室蘭の公共施設の在り方を書き

残す欄なので、趣旨に移ります。基準や優先順位としては中島スポーツセンターを室蘭市役所の分館のような

機能を持たせ、中島町も役所の役割を果たせるようにします。その際、室蘭になかった図書館、地域ライブラリ

ーがあってほしいです。

○室蘭市の公共施設のあり方に関する現時点での考え方は、旧青少年科学館で親しまれた、市在住の職をリタイ

ヤされた方々も含まれるスタッフさんが、来訪する子供たちに、親身になって科学を教える、一緒に遊び、寄り

添う、あの公共施設が魅力的で味があり、輝きを放っていたように、そのようなしくみが、これから更新してい

く施設にも内在してほしいと願うことです。お金のある自治体は、建物は大きく立派につくり直しますが、大切

なのは、住んでいる人たち、施設を使う人たちの参加性が高いかによると思います。中島町のスケート施設は、

優先順位からいくと低く、恐らく無くなってしまうでしょう。しかし、私が室蘭に在住していた頃の小学校時代

は、先生たちが校庭（グラウンド）に水を張り、スケートリンクにして、先生達が、スケートを教えていたこと

もありました。労力もかかることなので、本当に小さくても良いので、そうゆう工夫と、そこに市民も参加させ

て、年に数回だけでもやるだけで思い出にも、町の活力にもなるのではないでしょうか。ポイントはそこに必ず

付加価値をつけることです。例えば民・官・学で学生がその指導や手伝いをしたら、そこに社会参加のレポート

を少し書くくらいで、単位をあげる、等。中島のスケートリンク場が無くなると考えるのは残念（私も小学校～

高校まで何度も遊んだ思い出もありますし）ですが、これからの室蘭の施設の全体的な再考として、決して悲観

しないで、替わりに付加価値をつけながら新しいアイデアで別のほんの小さな方法を考えれば良いかと思いま

す。ただ、スケートをまじめに取り組みたい！将来スケート選手になりたい、と願う子供がいるかもしれませ

ん、そこは本当に残念だとは思いますが。。

○この中で残すべきと考えるのは、水族館・文化センター大ホール（管理棟も含めて）・中島スケートセンターで

す。また、基本耐震補強工事をした施設については、一旦保留にするべきだと思います。中島スケートセンター

は、製氷機を更新したばかりではないてすか。建物だけで判断すべきではないと思います。室蘭は雪が少ないの

で、冬はスケート学習を取り入れています。そのための大切な施設です。残すべきです。

○３．スケートリンクについて（調査をしっかりしたわけではないので、私見が多分に入ります。）スケートリン

クについては、道内で見た場合において、スケートリンクが足りない状況にあります。札幌の市民が苫小牧や泊

のリンクを利用していると耳にします。また、習い事をしている子ども達にとって考えると、通年通してリンク

が使える子ども達とでは、練習量に差が出るため、どうしても実力に影響が出てしまいます。建替を検討するの

であれば、通年使えるリンクの検討を希望します。その際は、通年の利用である場合に、市外（道外）からどれ
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くらいの利用が見込めるのか。通年とした場合は、建設費、管理費共に増大するとは思いますが、道内外からの

夏場の合宿地としても、室蘭は有用と思いますので、検討する価値はあると考えます。（同様に水族館について

も、新たなニーズの発掘によって、在り方も変わるかと思います）

○中島スポーツパレスもここでしかできないスケート。学校の授業でみんなすべれるようになったと思いますよ。

子供たちの遊び場をなくしてほしくないです。

○スケートリンクも水族館も幼稚園の行事で利用しているので、子どもたちの貴重な経験を施設をなくすことで

奪わないでほしいと思っています。

○中島スポーツセンターは代替施設はないですが、建て替えの費用が大きいため廃止すべきだと考えます。もし

スケート場が必要であれば屋外に作るなど、費用を抑える必要があると思います。室蘭市はお金がないので、す

べての施設を建て替え存続できないことは理解します。今の検討状況を見ると、スポーツセンターを残して、水

族館やだんぱら等を廃止としていますが、建て替え費用を見るとスポーツセンターが圧倒的に大きく、スポー

ツセンターを廃止すれば、他の施設を存続できるのではと思います。それぞれの施設の市民の中で利用したこ

とのある人の割合を想像してみましたが、学校授業での利用を除くとスポーツセンターが一番低いのではと思

います。なので、スポーツセンターを廃止もしくは屋外リンクとし、その分浮いたお金を他の施設にまわしてほ

しいと思います。

だんパラスキー場に関する意見（78件）
○建て替えや壊す前提は頂けない。文化センターやだんぱらは維持すべき

○人口減少の要因としては、1.子育て環境が十分とはいえない 2.製造業の合理化、景気停滞による職員減少、

賃金低下 3.PR 不足による観光客が少ない 4.国立大学があるが就職不足による転出 5.文化公園が少ないこ

とによる若者離れ 6.室蘭の良さを知らずなんも無い街と言ってしまう住民 上記により若者、労働世代の転

出、出生率低下によるものと思います。こんな中、手軽に子供と遊べる水族館やだんぱらの存在は大切だと思い

ます。

○だんパラスキー場は近年利用人口が増えているので存続するべき。

○だんパラスキー場を利用し、ウィンタースポーツを通して、子供の教育の一環として役立ててきました。我が子

だけでなく、これからの未来有る子供達にもウィンタースポーツの魅力と、ゲレンデマナー等を通して教育的

な活動をしていきたいと思っております。

○だんぱらは登別にもスキー場がある関係上、廃止もやむなし

○資金確保して運用するべき。無くしたら、余計に観光客が、素通りする室蘭になる。室蘭に来たくなる水族館や

ダンパラにして運用。キャンプ場や、子供達がコロナを気にしないで遊べる場所を作るべき。コロナは無くなら

ないので、上手く利用して、観光スポットを作るといいかな。車中泊出来るとか…

○利用者に子どもが多い施設（主にだんパラ、水族館）を廃止することは、子育てに対する市のネガティブな姿勢

を示すこととなる。既に住んでいる市民は元より、今後移住を考える層に向けても、豊かな経験を提供できる施

設整備を望む。

○だんパラは民間委託

○財政難になると、どうしても文化や芸術、教育に関する予算が削られ衰退していく現実がありますが、少なくと

も水族館やだんぱらスキー場が無くなってしまうと、ますます子どもや若者が楽しめる場がなくなり、少子高

齢化の一途を辿るように思います。

○だんぱらと室蘭水族館は残してほしいです。

○室蘭市には文化的なものが少ない。若年層が楽しめるところも少ない。科学館は室蘭の外れにあり子供だけで

は行けない地域在住の方が多い。と、なると家族が一緒に行って楽しめるところが必要。水族館、ダンパらなど

年に数回しか利用していなくてもそこにあるということが室蘭の文化になっている。

○だんぱらスキー場もサンライバスキー場で代替可能かと思う。

○今、子育て期に入りましたが、だんぱら、水族館、文化センターは年数回は使っています。この３つがどれか一

つ減るだけで、室蘭は子育てに冷たい町なんだな…と感じてしまいます。

○人口減少の中で特定の人しか利用しない施設を今までどおりもち続けるのは無理だと思います。無くすのは理

解しますが代替案も考えてほしい。例えばスキー場をなくすならニセコなどのスキー場の利用券を配るとかで

す。浮いたお金が市民還元されることがわかれば市民も理解すると思います

○だんパラスキー場は遅い時間までナイター営業されているのに対し、サンライバスキー場はナイター営業され

ていませんので、限られた時間のなかで、平日の夜に滑ることができる唯一の場所です。
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○だんパラスキー場も、斜度や規模感が子供を連れてスキーやスノーボードデビューするのにちょうど良く市街

地からも近くて最高です！家族で行って上の子はスキー、下の子はソリすべり、なども出来るのが良い！ 上

記の 2 施設の存続が危ぶまれていると聞いて思わずコメントしました。室蘭市民はもちろん、道内ファンもた

くさんいるのでどうかよろしくお願いいたします。

○だんぱらスキー場、水族館は世代問わず(親子、爺&孫)野外で遊べる最高の施設です。リニューアルして最も活

気ある施設して頂きたい。札幌冬季オリンピックも計画されているおり、室蘭からも選手派遣を期待したい?new

だんぱらスキー場に光を灯してください。

○個人的な意見ですが、だんパラと水族館は、必ずしも必要とまでは思えないので、後でも良いのかと思います。

○グループ 3の水族館とだんぱらスキー場は立替しても維持することが難しいと書かれていましたが、私は是非

残していただきたいです。私は室蘭市出身で愛知県の大学に通う学生ですが、普段環境問題に取り組む団体に

所属しています。その活動の一環で環境教育について議論したとき、子供が環境問題に取り組むためにはまず

自然や生き物を身近に感じることが大切だという結論に至りました。幼少期に自然や生き物に沢山触れ合った

記憶があれば大人になった時、後世にも残したいと思うのではないかと考えました。また、その 2つが無くな

ると子供を遊ばせる場所も減り、ますます少子化が進むと考えられます。以上のことから、水族館とだんぱらス

キー場は是非残していただきたいです。また、だんぱらスキー場は夏場も自然体験のできる施設として活用し

てはどうかと考えます。よろしくお願いします。

○美術館、スポーツセンター、だんぱらスキー場、文化センター、武楊体育館は室蘭市の収益を生まないと思う

○優先順 3に入っている２つの施設は、子育て世代にとってはとてもとても重要で大事な施設です。だんパラス

キー場があるからこそ、子供が小さい頃からスキーやスノーボードを思う存分させてあげられました。毎年の

スキー教室もだんパラなら運転が心配な母親でも連れて行く事ができます。サンライバには遠いので、連れて

行く事が出来ません。だんパラのナイターで若者たちが楽しそうにスノーボードの練習をしてるのを見た事が

ありますか？スキーやスノーボードの練習に最適なだんパラスキー場を無くすなんてとてもじゃないけど信じ

られません。財政が厳しいのであれば、クラウドファンディング等はどうでしょうか？絶対に存続する事を希

望します。無くす選択は絶対にしないで下さい。室蘭の子供達や若者達の冬の楽しみにしている事を忘れない

で下さい！！

○ダンパラスキー場と水族館は室蘭で唯一と言っていいほどの観光スポットです。無くしてしまうと室蘭市で遊

べるところが無くなり困ります。

○自分が思う優先順位は…1.本庁舎 2.給食センター 3.室蘭水族館 あとは無くしても良いと思います。だん

ぱら→登別にスキー場がある。

○スケートリンク・ダンパラは社会人になってから利用する機会が減ってしまいましたが、子供の頃はよく利用

していました。スケートやスキーをしに行くのは冬の楽しみでした。自分に子供ができたときには連れて行っ

てあげたいと思っていますので、ぜひ、地域でスポーツする場を残してほしいです。

○だんパラスキー場に関しては、登別市にもスキー場があるので、今後はそちらへ統一しても良いのでは。スキー

は登別サンライバスキー場、スケートは中島スポーツセンターと、冬の楽しみを子供達にも与えてあげたい。

○スキー場に関しては、サンライバーの方が規模が大きく利用者が多いので、そこまで無くなっても困らないと

思っています。

○だんパラスキー場、室蘭水族館は優先度が低めでしたが、幼い頃からの思い出の場所であり、室蘭に住んでいな

い人でも室蘭訪れるきっかけにもなるような場所だと思うので、存続してほしいです。規模を縮小して立替費

を抑える、クラウドファンディングで資金調達するなど出来ないでしょうか。

○ダンパラスキー場 こちらも維持費の負担が大きそう。冬場の利用に限るし、天候に大きく左右される。こちら

も不要か。

○優先順位については本庁舎や給食センターなど生活に必須な施設の順であることに納得しています。水族館や

スキー場、文化センターが近隣に同様施設があることもわかりますが、市内にあることに大きな意味があると

思います。近さ以外にも市民割引などの影響による利用しやすさがあるからです。私は現在市外に住んでいま

すが、室蘭で育ち、近い将来室蘭の方と結婚し大好きな室蘭に戻る予定です。ウィンタースポーツ等自分の楽し

みもですが、子供達が何度も足を運んで楽しめる水族館が室蘭から無くなってしまうのは寂しいです。身勝手

ですが、自分がしてもらったように自分の子供にも室蘭で沢山遊ばせてあげたいと思っています。市内だから

気軽に利用できるという方達は沢山います、これ以上室蘭を何も無い街にしないでください、、ふるさと納税頑

張るのでご検討よろしくお願いします(;o;)

○近隣に似た施設があるからというのはわかりますが、観光で人に来てもらいたいとか市民の娯楽（若い人達の）

を考えるなら、水族館や中島スポーツセンターやだんパラスキー場がなくなるのは寂しいですね。高齢になる

につれて使用はしていない人が多いですが。
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○水族館、だんぱら、体育館は、スポーツセンター、子供達にはどれも必要な施設だと思います。人口が減少して

いる室蘭には子供や、若者の行ける所がどんどん減って来ているのが一つの原因かと思います。現に、子供の遊

ぶ施設、場所などは少ないです。これ以上減らされると困ります。これからの未来を作っていく、子供達若者達

の事を考えてほしいです。少しでも明るい室蘭を使っていってください。考えてください。買い物にしても、室

蘭、伊達、登別近郊の方は、みんな苫小牧まで行ったり遊びに出かけたりしてる方が多いです。室蘭にないもの

が多いです。年配の方の意見ではなく、若い世代の方の意見を取り入れる機会を増やしていかないと、いつまで

も古い考え方からは変えられ無いと思います。どうか良い結果をお願いします。

○昨年 8月まで室蘭市に住んでいた者です。存続を希望するもの だんぱらスキー場→市の中心部からもアクセ

スしやすく、滑りやすいため残して欲しいです。夏はキャンプ場として整備してほしいです。

○室蘭の小中学生は、授業でスキーやスケートを継続的にやっているようではないので、ウインタースポーツが

あまり盛んではない印象ですが、施設がなくなってしまうと更にスポーツをする機会を失ってしまい残念に思

いますので、中島のスケートセンターとだんぱらのスキー場の存続を希望します。

○伊達を実家とする内地在住者です 年末年始の帰省時のみしか対象となる施設を利用する機会はないのですが、

だんぱらは気楽に行けるので好きです（登別カルルスは遠すぎる）

○武楊体育館、美術館、文化センター、だんぱらスキー場は無くても良いと考えます。

○だんパラスキー場はシーズン券を購入し、リフトが使用できるときは小学生の息子がほぼ毎日行っていました。

ナイターがあるゲレンデは、胆振でも貴重です。全国を狙うアルペン選手も練習していたり、すごく刺激をもら

えます！また、室蘭市内の小学生が学校の冬の遠足やスポーツ体験する大切な場です。リフトの運営は大変だ

と思いますが、未来ある子どもたちの施設はお金だけじゃない価値があります。是非、存続を望みます。両施設

とも、子どもが楽しむ施設が存在の危機なのは悲しいです。室蘭がどうか子育てしたい街になるように、もう一

度金銭面だけではなく将来的な学びや冬のスポーツを知る・楽しむ場として存続していけるようにしてほしい

です。

○だんぱらスキー場の存続を強く希望します。広域連携が可能の理由で優先度が落ちていますが、近隣市町村に

存在してるだけで、十分に連携が取れとは考えられません。私は、近隣の施設を利用することがありますが、室

蘭市に住んでいる方であれば、だんぱらスキー場は、距離的にも、料金的にも、ダントツで利用しやすいです。

この点に関しては、室蘭市さんの子育て支援においても、メリットと考えられます。だんぱら＝子育て支援と言

えるほど、施設と施策が直結して、移住組にアピールするポイントが満載と思われます。さらに、年配の方や、

未就学から小学生くらいのお子さんをお持ちの家庭には、負担感が格別に低く、市の施設としても、とてと魅力

的な施設であることは間違いありません。確かに観光客向けの施設ではないですが、これから回復が見込まれ

るインバウンドに対して、室蘭市に数多くある宿泊施設の滞在者をターゲットにする価値は、ちょこっと体験

的な目的でも、十分に経済効果が見込みと思います。夏場は、キャンプ場としての試みもスタートするので、冬

場のアクティビティにも目を向けて、市役所でも活用方法の検討をお願いします。近隣に同施設があるなしで

判断するのは、あまりにも短絡的で、コスト縮減を盾にせっかくの施設をただただ潰しているとしか見えませ

ん。潰すのは簡単ですが、有効に活用するために、施設の魅力を深掘りし、その魅力を引き出すための施策の検

討をお願いします。私は後 10 年くらいは利用する予定ですし、孫が産まれてたならば、真っ先に連れて行こう

と思っています。再考をお願いします。

○広域類似施設でダンパラはサンライバとしているが、補助というか特典があれば、考えるが、目的があまりにも

違うので、類似施設とは言えない。ダンパラをもっと子供たちの教育に利用してほしい。（スキー教室など）

○だんぱらは仮にスキー場を無くしたとして、スキー場以外に使えそうにないので、そのまま使うのがいいので

はと思います。

○だんパラスキー場は元々山頂まで森林を伐採してコースを増やす予定でしたが、市民の反対により現コースの

みの運営になり残念な結果になったと思っております。正直スキー場はあのコースのままでは楽しめないので

廃止しても仕方がないと思います。

○だんパラスキー場に関しては、毎年、存続かは閉鎖かの問題が上がっていて、そんなギリギリの状態で残す必要

があるのかと疑問に感じている。だんパラは新しくキャンプ場もオープンし、ある程度注目はされているため、

市での運用ではなく、他に委託して継続出来るのであれば、それが最善の方法だと思う。

○ダンパラスキー場、水族館の存続を強く希望します。また、ダンパラスキー場も同様に帰省した際には必ず立ち

寄ります。スキー場としては初心者の練習場としてふさわしく、子どもも安心して見守ることができます。私は

室蘭市は子育てに優しく施設が充実した所だと思っておりママ友達に話してもとても好評で、子ども達も帰省

を楽しみにしております。コロナ禍でここ数年は帰省を控えておりますが科学館も建替え(以前の科学館も大好

きでした)も楽しみにしております。現在室蘭市に住んではおりませんがどうぞよろしくお願い致します。

○だんパラスキー場について。近隣スキー場では、気軽にナイターを楽しめるところが無い。仕事帰り、学校が終
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わった後、冬休み中など気軽にウインタースポーツを楽しめる、触れられる場所。子どもにおいては、冬に野外

で思い切り身体を使って雪国ならではのスポーツに挑戦出来る場所と考え、存続を求めます。アルペンスキー

競技者は、限られた季節で限られた環境で練習を重ねております。他地域よりも期間が短く、公的な助成もなく

なかなか厳しい環境で頑張っています。せめて施設の存続はしていただきたいと願います。

○4.だんぱらスキー場 不要と考えます。

○先ず市外から失礼します。実家が市内にあり、文化センター、だんパラ、水族館はよく行っていました。帰省の

際には、水族館とだんパラに必ず行っています。全国の水族館や、スキー場に行った事もありますが、スキーを

しながら夜景や星空、海への展望を楽しめるだんパラは全国的に見ても珍しいところだと思います。市民以外

は値上げをするなどして、存続方法を見つける方法はないでしょうか。

○だんぱらスキー場もぜひ残して頂きたい！

○ダンパラはキャンプ場もリニューアルして、様子見でも良いのでは無いでしょうか？他の設備は統廃合の検討

をしても良いと思います。

○ダンパラスキー場が無くなるのは寂しいです。ダンパラで練習して滑れるようになり、大きいスキー場へ行く

という感じです。ウィンタースポーツの「とっかかり」としての側面もあり、ウィンタースポーツの始めるきっ

かけとなる場所なのです。地元にスキー場がない苫小牧に比べると、ウィンタースポーツをやっている子供達

等が室蘭には多いと聞いています。また、スノーボードを小さい頃からダンパラで練習をして、現在は間もなく

日本代表に入りそうな中学生？高校生？の室蘭市民の女性の記事を見たことがあります。そんな選手がダンパ

ラスキー場から育ったということは凄いことだと思います。ダンパラがなかったらスノーボードをやってなか

ったかもしれません。今一度、検討していただければと思います。

○だんパラスキー場、水族館の存続を希望します。市外から人を集め収益につながる施設だと思います。だんパラ

は、スキーだけでなく、冬の遊びができるように工夫して集客を進めてほしいです。子どもたちが暖をとれるよ

うなロッジや、軽食のできるスペース、トイレの清潔さを改善すれば、人は集まります。ゴムチューブのレンタ

ルや、キッチンカーなども来ると楽しそうですし、そり滑り用のベルトコンベアがあると子ども連れは必ず増

えます。個人的には、太平洋が見える今のそり滑り場は風が強いので、小さくてもスキー場側にしてほしいと思

います。サンライバはスキー場として、だんパラはスノーパークとして共存できないでしょうか。だんパラにつ

いてはどこに意見をすればいいのかわからないので、こちらに書かせていただきました。関係者様に意見が届

くことを願っております。

○スキー場は気軽に行けるスキー場なので、無くなると困ります。オープン当初から行っています。

○ダンパラスキー場はスキー教室も通いましたし、ナイターは毎週子供と通いました。ナイターは大学生や家族

連れがたくさん来ていますよ。この地域でナイターは貴重です。一度見に行ってほしいです。冬の楽しみを無く

してしまうのは寂しいと思います。両施設とも子供にとって大事な場所気楽に安心して行ける場所です。どう

か残してほしいです。

○だんパラも娘がシーズン中はかなり行ってます。子供が楽しめる場がなくなるのは本当に悲しいです。税金の

使い方を見直して存続してください。

○だんぱらスキー場→使い方、夏場は広い敷居を生かしたキャンプ場、ジップライン、斜面を Eバイク、マウン

テンバイク等のコースで収益化

○・だんパラスキー場は残した方が良い。室蘭市はスポーツ都市宣言をしている。市内唯一のスキー場。室蘭岳利

用者が年々増加。子供にとって良いスキー場。室蘭市は子育てに力を入れている。コロナでも利用者が増加して

いると聞いている。更なる増加も可能。この中で一番残してほしい施設。

○●リフトの更新はそんなに金銭的には問題ないかと→学校教育でスキー講習をとり入れるなどして、市民への

利活用へのアピールを

○ナイター営業のできるだんパラスキー場は重要だと思います。

○だんぱらのキャンプサイトも頑張って欲しいけど、スキー場はいらない。特色わからない。

○また、スキー場、中島スポーツセンターなど、子供達がスキー、水泳、スケートが出来る環境が無くなるのは残

念すぎるし、気軽に楽しむ、スタート出来るような環境は残して欲しいです。※帰省の度に、昔の楽しかった思

い出の場所がどんどん無くなっていく。。。

○スキー場の存続を強く希望します。私はイタンキ浜でサーフィンができ、だんぱらでスノーボードができるこ

とを理由に大阪から二年前に移住してきました。だんぱらがなくなれば、札幌か苫小牧に移住の予定です。ルス

ツやニセコなどの大型リゾートとは異なるナイター設備のあるローカルゲレンデがなくなることは残念です。

可能であれば、オリンピック競技にもなったサーフィンとあわせて衰退しつつあるサッカーにとって代わる室

蘭の魅力のひとつになるように、その価値と活用方法を再度ご検討いただければ幸いです。

○ダンパラは無くさないでくださいね。
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○だんぱらスキー場などの公共施設は近年、利用人数は増加の傾向にあると思われます。私自身現在 19 歳でスノ

ーボードのインストラクターをしていますがここ数年で利用人数はどんどん増えています。これからの室蘭市

の発展の為にも公共施設は無くてはならない存在だと考えます。どうか存続お願いします。彼女ともだんぱら

スキー場でデートしたいです。

○だんパラスキー場は残してほしいです。景色が最高です??アクセスもすごく良いです。

○だんパラスキー場は市内唯一のスキー場であり、室蘭市民のみならずナイター営業もしていることから登別市

や伊達市在住の利用者も多く、近隣の地域にはない役割を備えている施設であると考えられます。市内の小学

生のスキー学校も行われており、子供の冬のスポーツに最適な施設と言えると思われます。近年は利用者数も

増加しており、今後も運営の工夫次第ではさらなる利用者数の増加が十分に見込める施設であると考えられま

す。よって、だんパラスキー場は室蘭市にとって唯一無二の貴重な施設であり、廃止はありえません。だんパラ

スキー場は存続、建て替えするべき施設だと考えます。

○市街地に近くナイター設備のあるスキー場は胆振では唯一、北海道でも数少ないスキー場だと思います。子ど

も達を気軽に送り迎えが出来るスキー場、仕事帰りに練習が出来るスキー場なのです。スキー場があることの

理由で移住した人もおります。人口定住策のひとつになると言えます。体を動かすことが少なくなる冬に老若

男女の健康増進に寄与できる大切な社会教育施設です。市民団体が毎年「むろらん冬まつり」を開催しスキー場

を応援する市民に支えられた施設です。スキー場は廃止すべきでないと思います。

○だんぱらスキー場は無くし、子供達が無料でソリ滑りをする場所にするとか。

○だんぱらスキー場は、利用したことは小学生の頃なので、30 年前になるが、その後利用客も減少しているのだ

ろうし、資料にあるようにリフトの老朽化があるならば、需要を考えると廃止に向かうのかもしれない。近くの

霊園の土地拡大とかに使うのはどうだろうか。超高齢化に備えて、本格的にその舵を切った方がよいのかもし

れない。スキーやスノーボードができないのは残念だが、今はニセコも充実しているし、ニセコに遊びに行くの

が良い。というより、北海道の観光事情、経済事情を考えたときにこれからは「あの場所に行って思い切り遊ぶ」

（例えば室蘭からニセコまで車で２時間かけて）という選択が適正な気がするので、だんぱらが無くなったと

してもそれほど悲観的にならなくて良いのかもしれない。室蘭はパウダースノーではないし、積雪量は北海道

の中ではそもそも低いのだから。

○ダンぱらスキー場は、とてもいいスキー場です。僕は、このスキー場で自分の技術、仲間が沢山できました。今

は、埼玉に住んでいますが北海道に行く時は、必ず行きます。素晴らしいスキー場、存続お願いします。

○スキー場について、近郊にスキー場が少なく、需要があると思います。

○だんぱらスキー場の存続を願います。スキーやスノボー初心者にとって安心して滑ることができるコースです。

小学生の子供は毎シーズン、スキー学校に通いました。山の家のレストランもおいしいです。地元のスキー場が

無くなると、スキーをする機会がなくなります。

○だんパラスキー場は、移住定住対策に必要だと思います。

○だんパラスキー場と水族館は家族でよく行きます。こどもたちが楽しく遊べる施設なので、予算の大きなとこ

ろを削ってでも残して欲しいです。

○子供が小学生までの間、だんぱらスキー場は頻繁に利用しました。特にスキー場はほぼ毎週。市内から數十分の

好アクセス、晴れた日には海が見ながら滑ることができるゲレンデは他所にはない素晴らしい立地条件です。

料金設定も子育て世代には良心的で助かります。ただコースが短いため、それだけが勿体無いと思う所存です。

○予算の関係とはいえ、全ての施設が無くなってはいけないものと考える。特に、水族館、文化センター、だんぱ

らは、活用次第で室蘭に人を集める資源になりうる

○私は毎年、だんぱらでスキーをすることが楽しみです。スキースクールはいろんな学校の友達と仲良くなるこ

とがてきてとても楽しいです。あと、だんぱらは他のスキー場よりも急じゃなくて怖くないので、滑りやすいと

ころが良いです。スキーをした後にだんぱらのレストランでできたてのとても美味しいお昼ご飯を食べられる

ので嬉しいです。とても素敵な、だんパラスキー場を残してください。

○ダンパラスキー場は残してほしいです。ダンパラでは夏はキャンプや催し物などがあるようですが、冬も楽し

める場所。ナイターはよく行きますが景色も最高です。若者や家族連れがナイターにたくさん来ています。なく

なると思うと寂しいですし、若者や子供たちの遊び場がなくなります。ぜひ、残してもらいたい。

○文化センター大ホール、管理棟、武揚体育館、だんぱらスキー場は近隣市や市内に代替施設があるため、廃止は

やむを得ないと思います。

○だんぱらスキーと水族館はすぐに行きやすく遠出ができないのでなくなと困ります。身近で楽しめるのが一番

です。

○だんぱらはナイターがあるので利用しやすいです。これからも存続を希望します。
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水族館に関する意見（298 件）
○室蘭水族館は子育て場とても大きな貢献をしていると思います。クラウドファンディングをしてでも存続を希

望します。

○水族館は過去 50 年以上も市民にとり大切な施設で子供や孫たちにとり、室蘭唯一無二の娯楽レジャーランドだ。

施設の第一優先で取り組んで貰いたい。これを壊して更地にするなど、とんでもない事だ。手入れしてリニュー

アルして長期に使用する発想が乏しい。新体育館建設費用を水族館リニューアル費用に何故使えないのか？水

族館のリニューアルも、市職員の素人考えで進めてないで、人気の高い評判良い他の水族館を何軒も見学して、

能力が高い専門家のアドバイスも取り入れて、具体案を市民に提示して市民の意見も聴いて実現してください。

水族館を廃止する方向で簡単に考えないで、楽な方に逃げないで、市民の強い要望を実現して貰いたい。

○人口減少の要因としては、1.子育て環境が十分とはいえない 2.製造業の合理化、景気停滞による職員減少、

賃金低下 3.PR 不足による観光客が少ない 4.国立大学があるが就職不足による転出 5.文化公園が少ないこ

とによる若者離れ 6.室蘭の良さを知らずなんも無い街と言ってしまう住民 上記により若者、労働世代の転

出、出生率低下によるものと思います。こんな中、手軽に子供と遊べる水族館やだんぱらの存在は大切だと思い

ます。特に水族館は歴史があり古い趣のある建物、工夫された展示、手頃な遊具と子育て世代にも集客力があ

る。水族館の展示スペースは可能な限り現状で残してもらいたい。

○フェリーターミナルの再利用を希望します←水族館と美術館または本庁舎に利用出来ないものでしょうか？

○室蘭水族館も海に囲まれていて恵まれている地として存続するべき。規模も拡大してもいいくらいだと思って

います。水族館があるだけで市の魅力が変わってきます。

○水族館は建替よりも長寿命化して維持できないのか？

○資金確保して運用するべき。無くしたら、余計に観光客が、素通りする室蘭になる。室蘭に来たくなる水族館や

ダンパラにして運用。キャンプ場や、子供達がコロナを気にしないで遊べる場所を作るべき。コロナは無くなら

ないので、上手く利用して、観光スポットを作るといいかな。車中泊出来るとか…

○利用者に子どもが多い施設（主にだんパラ、水族館）を廃止することは、子育てに対する市のネガティブな姿勢

を示すこととなる。既に住んでいる市民は元より、今後移住を考える層に向けても、豊かな経験を提供できる施

設整備を望む。

○０歳の子供がいます。室蘭は遊べるところが少ないなと思っているので、今ある水族館など子連れでも楽しく

遊べるところをもっと利用しやすく乳児連れでも行きやすい場所に生まれ変わらせてもらいたいです

○厳しい財政の中、大変かと思いますが、室蘭出身の身としては、水族館はなくなって欲しく無いです！ 縮小し

たときも、残念でした。私事ですが、卒業した、小学校・中学校も今はなくなり地元が遠くなっていってしまっ

た感じが否めないです。科学館のように、うまく残す方法はないでしょうか?

○水族館が大好きです。手作り感があったり施設で働く方のお金をかけない努力が見て取れます。室蘭水族館で

しか買えない、お土産など、販売してはいかがでしょうか。また今月来るさかなクンにも水族館の来客増員にな

るようなアイディアをいただきたいです。

○室蘭は港町なので水族館に力を入れて欲しいです 道の駅に近いし 観光の集客にも良いと思います 60 代の

わたしが子供の頃から行ってる水族館 市民も気軽に行ける場所になったらうれしいです

○水族館は絶対に無くさないでください。水族館は室蘭に住んでいるひとはもちろん、幼稚園での遠足に使われ

たり身近で手軽なレジャー施設となっています。水族館に行ったら道の駅みたらへ行ってお昼を食べたりアイ

スクリームを食べたりコーヒーを飲んだり。暖かい時季ならそのまま海辺でも遊べます。これは市街から訪れ

るひとの多くも同じコースであり、室蘭に来る大きなきっかけにもなります。道の駅だけだと大人世代が中心

ですが、水族館があることによって子供から大人、家族連れはもちろんカップルも。先日は車椅子で来られてい

る方も見ました。わたしは今の水族館で満足していますが、子供目線(6 歳の男の子がいます)からすると魚を見

るだけじゃなく汽車に乗れたり遊具があるところも魅力です。今はお休みしていますがタッチプールも大好き

です。

○水族館は新築して継続営業してほしいです。登別マリンパークニクスがありますが、あちらは明らかに観光客

向けの施設だと思います。入場料も家族でいくとなると 3倍以上かかりますし、割引なども効きません（交渉

してもらって室蘭民も年パス買える／安価で）等今までと少し負担が増える程度でやれるならともかく… こ

のままだと動物に触れる機会が減ってしまいます悲しいです。道の駅に近いですし、きらんのような室内アト

ラクションと水族館のように娯楽施設を併設して子育て家族が目的地としてこれる施設として再検討してほし

いです

○水族館は規模を縮小して建て替え
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○財政難になると、どうしても文化や芸術、教育に関する予算が削られ衰退していく現実がありますが、少なくと

も水族館やだんぱらスキー場が無くなってしまうと、ますます子どもや若者が楽しめる場がなくなり、少子高

齢化の一途を辿るように思います。既にご検討されているかもしれませんが、全て市が単独で費用を賄おうと

いう考えを改め、以下のような方法で建て替え資金を工面することは考えられませんでしょうか？ 【室蘭水

族館】クラウドファウンディングで道内・全国に呼びかける(この水族館の独自性などもアピールする。SNS の

発信や、ラジオ、テレビ局からの取材を積極的に受け入れて、全国的にアピールする。ふるさと納税者に合わせ

でお知らせを入れるのも手かと。道外にいる室蘭出身者などにもお知らせが届けば、「思い出の場所が無くなる」

と考え、一人数千円からでも支援が得られると考えます) 以上、看護学校と水族館にのみ関する提案ではあり

ますが、ご検討いただけますと幸いです。宜しくお願い致します。

○建て替えるならまずは水族館だと思います。水族館をもう少し大きくして遊具等も多めに置く事により集客は

もっと増えるのではないかと思います。大きくなるのなら少しの値上がりも全然問題ないとおもいます 子供

だけじゃなく大人ももう少し楽しめる場があればもっと良いかと…

○コロナ禍になり、色々制限され、子供達にとっての楽しみが少なくなったので、少しでも新しくなった施設にな

り楽しみを増やしてあげたい。室蘭水族館は昔からの外観で親しみなどあるが、定番化している。新しくなって

少しでも沢山の方々に楽しんでもらえるようにしてもらいたい。

○是非室蘭水族館を新しくしてほしいです。近場で小さな子供を連れて行く場所が少なく、もう少し市内で充実

してもらえるといいなと思っています。広い北海道、隣の市町村へ出かけるのも移動時間がかかり大変です。是

非市内で遊べる施設を充実してもらいたいです。

○だんぱらと室蘭水族館は残してほしいです。水族館も登別にはありますが、やはり室蘭水族館の小さい水族館

の良さがあります。利用料は上がって利用したいと思います。コロナ前はよく行ってました。

○室蘭市には文化的なものが少ない。若年層が楽しめるところも少ない。科学館は室蘭の外れにあり子供だけで

は行けない地域在住の方が多い。と、なると家族が一緒に行って楽しめるところが必要。水族館、ダンパらなど

年に数回しか利用していなくてもそこにあるということが室蘭の文化になっている。特に水族館はもっと力を

いれて市外の集客を考えてもいいと思う。

○水族館やその他文化施設を失くして得られるものは何ですか？ 約 70 年の歴史をまた作れると思いますか？

そして約 70 年かけて集めた信頼や実績を０にして同じものが作れますか？

○水族館がなくなってしまうと、親子の憩いやふれあいの場、教育の場がなくなってしまうので、体育施設や科学

館などの新築はよかったですが、水族館の立て直しなどもあるとありがたいと思いました。

○水族館 外付けエレベーターを希望 屋根付き休憩所の設置 海水ポンプの改修 水族館は、いまのままが味

がある。豆電車やゴーカート乗っていると、プールからトドが鳴く！レアな水族館です。

○室蘭水族館は子育て世帯には低料金で利用できる施設で規模を縮小しても残して欲しい。登別マリンパークを

代替とするなら利用料金の補助などを検討してほしい。

○室蘭には時間をつぶせるような遊ぶところがありません 大きなフェリーが祝津に停まるようになったのなら、

みたら周辺をもっと雨天時や冬場など観光出来るように水族館を立て直すなど工夫したらよいのでは なんか

ちゅうと半端で魅力が有りませんね

○室蘭水族館は室蘭市の幼稚園や保育園も利用しており、小さい子どもがトドやアザラシ、ペンギンなど海の生

物に触れあうにはぴったりですし、値段も手頃でいいと思います。子どもが楽しめる施設ですし、室蘭市は子ど

もがのびのび遊べる施設が少ないのでで優先的に残してほしいと思います。

○室蘭水族館についてです。子育てをしている者からの意見です。室蘭では子連れでの遊び場が本当に少ないで

すよね。室内遊びで貴重だった科学館も新しくなり期待していましたが、一度行けば 2度と行かなくて良いレ

ベル。科学館大好きで子供を帰らせるのに苦労した日が懐かしいです。道内の色々な科学館に行きましたが室

蘭の科学館が 1番楽しくて子供たちもお気に入りの場所でした。新しくなって良いものがなくなってしまいま

したね。それを踏まえ水族館を新しくキレイに建て替えるのは望みません。室蘭水族館は北海道最古の水族館。

それをもっと売りにすべきです。今の形のまま続けるのは難しいでしょうがそれが室蘭の財産になります。中

身の無いキレイなだけの水族館は望みません。古き良きものを維持しながら変えて行ってほしいです。水族館

の建て替えの優先順位は低いですが子供には未来があります。楽しく育てられる環境を残してください。子育

て世代は子供を安全に楽しく遊ばせる為に地方に行きお金を落としてるんです。ぜひ有意義な意味のある施設

造りをお願い致します。

○水族館は存続する優先度が低いとなってますが、市民は利用するひとが多いと思うので存続してほしいです。

私も家族とこどもを連れ行くことが多くなりました。家族などで、市内に出かけ楽しめる場所の１つになって

いるので、存続をお願いしたいです。

○今、子育て期に入りましたが、だんぱら、水族館、文化センターは年数回は使っています。この３つがどれか一
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つ減るだけで、室蘭は子育てに冷たい町なんだな…と感じてしまいます。

○子育て世代にとって水族館は安く、気軽に行けるとても貴重な場所です。子供もとても喜びます。週末天気が良

ければそれなりに集客できてるのでは？？と思います。せっかく北海道最古なのに無くしてしまうのはありえ

ません。せっかくみたらも直したのに、、、水族館、、、子育ての為に残してください。

○この辺は子育て世代には不便で施設も少ないので唯一利用する室蘭水族館が充実するととても、嬉しいです。

昔から思い入れもあるので、なくならないでほしいし、ぜひ充実させてほしいです！

○金銭的なこともわかりますが、歴史や文化も大切だと思います。カントリーサインからクジラとサッカーボー

ルが消え、サッカー場も半減しました。市民としては、非常に残念です。北海道最初の水族館があることは、そ

の身近な施設も含めて室蘭の誇りです。そのような部分を大切にする町であれば、住み続けたいと思います。

○今回出された優先順位について、第 3グループ以下は将来的に継続が難しいとのことですが、水族館に関して

は市内で数少ない親子で楽しめる場所であり、なくなってしまうと非常に残念です。コロナ禍直前に産まれ、遠

方へ出かけることができず動物園にすら一度も行ったことがない子供が気軽に生き物を楽しめる重要な施設で、

その存在に大変感謝しています。子供が減っているから子供の施設をなくしていいのではなく、若い家庭がこ

れ以上街から離れないために、子供達に関わる施設はなんとかこの先も存続していただきたいです。

○水族館は登別にマリンパークがあるから代替可能としてあるのだろうが、入園料や遊具の料金の安さ、行きや

すい立地、身近な魚の展示など、マリンパークでは代替できない部分もあると思う。施設の特殊性から建て替え

費用は一般の建物より高額になるだろうが、平屋建てにする、クラウドファンディング等を利用し「身近な水族

館」を残す取り組み、道内最古の水族館を閉鎖しないように検討していただきたい。

○水族館に訪れることは少ないが、北海道最古の水族館として存続を希望したい。一般的な水族館と違った魚が

展示され、規模は大きくないものの特徴ある施設である。全面的な建て替えが難しくても、存続できる方法を検

討して頂きたい。

○室蘭水族館は利用料が割安で子供や孫を連れていくのに丁度良いと言う話をよく耳にします 民間委託にする

のも良いのでは？とも思いますが、もし今後本当に無くなってしまうのであれば不便に思う市民の方もいると

思います。

○市内に子供を遊ばせる場所が少ない中水族館は遊ばせやすくペンギンやアザラシ トドも可愛く癒やされます。

雨や天気が悪い日以外は毎週のように利用しています。乗り物も豆汽車やバッテリーカー その他の遊具で乗っ

て遊ばせれたり乗らない日でも子供を歩かせるには丁度よく利用しやすいです。子供のみならず大人だけで来

てる方もよく見かけてます。室蘭市にはなくてはならないものだとおもいます。

○室蘭水族館！屋外でちょうどいい規模感で気軽に遊びに行けて、室蘭市内の小さな子供を育てる親たちのオア

シスです。幼稚園などに通っていない 1・2歳の頃はみんな年パス買っていますよ。札幌の友達や知り合いにも

年パスを買って子供達と遊びに来ている人もいます！コロナの心配がないくらいの人出で最高！と言っていま

した。トイレとオムツ交換・授乳スペースがもう少し清潔感があると尚良いです。上記の 2施設の存続が危ぶ

まれていると聞いて思わずコメントしました。室蘭市民はもちろん、道内ファンもたくさんいるのでどうかよ

ろしくお願いいたします。

○私は市内で 3人の子供を育てています。水族館についてですが、広域連携の可能性があるということで、優先

度 3に分類されていることを変更できないかと考えています。登別にマリンパークがあり、水族館はあると判

断されますが、利用目的は室蘭水族館とは異なると思います。まず 1.入園料 2.遊具利用料 3.展示方法 の 3点

が違います。室蘭水族館は年に数度特別な時に訪れるよりも、もっと身近に遊びに行けますし、費用も多くかか

りません。学校や幼稚園、保育所、介護施設などの遠足などにもよく利用されているのも目にします。また、全

国でも珍しい車窓式の水槽が採用されており、より身近に子供たちが魚を観察できる水族館でもあります。隣

に道の駅や水遊びできる海岸もあり、暖かい時期には多くの利用客を目にします。市の財政が大変厳しいこと

は存じていますが、市民にとっての身近な遊びの場であり、学びの場でもある歴史ある水族館が存続されるこ

とを願います。利用料を値上げしたり、寄付を募るなどすることで、建て替え費用を調達することは難しいでし

ょうか。誰もが子育てしたい、しやすいと思えるまちになることが、人口減対策になると思います。ご検討よろ

しくお願いします。

○だんぱらスキー場、水族館は世代問わず(親子、爺&孫)野外で遊べる最高の施設です。リニューアルして最も活

気ある施設して頂きたい。

○個人的な意見ですが、だんパラと水族館は、必ずしも必要とまでは思えないので、後でも良いのかと思います。

○室蘭水族館は子供達が小さい時良く行きました その子供達が大きくなり母親になって自分の子供達を連れて

行ってます 50 代の私も小さな水族館が好きで行きます 今年は年間パスポートを利用して行きます 北海道

で最古の水族館を誇りに思うし料金も安いし子育て支援になっていると思います ぜひ残してほしいです

○私自身、室蘭水族館には小さい頃からよく行っていて、両親に小さい頃は何度も連れてきてもらった思い出が
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あります。大人になった今でも定期的に行っている私のような人も居ますし、子供のいる家庭にとっては、入場

料も低額で親子で楽しめる施設として子育ての支援にもなっていると思うので、これからも身近な水族館とし

て室蘭水族館をずっと残してほしい。

○グループ 3の水族館とだんぱらスキー場は立替しても維持することが難しいと書かれていましたが、私は是非

残していただきたいです。私は室蘭市出身で愛知県の大学に通う学生ですが、普段環境問題に取り組む団体に

所属しています。その活動の一環で環境教育について議論したとき、子供が環境問題に取り組むためにはまず

自然や生き物を身近に感じることが大切だという結論に至りました。幼少期に自然や生き物に沢山触れ合った

記憶があれば大人になった時、後世にも残したいと思うのではないかと考えました。また、その 2つが無くな

ると子供を遊ばせる場所も減り、ますます少子化が進むと考えられます。以上のことから、水族館とだんぱらス

キー場は是非残していただきたいです。

○室蘭水族館では北海道の魚はもちろん季節来遊魚や大洗水族館との魚類交換により多くの魚を展示しています。

また最近では深海の生き物にも力を入れており、近くの水族館とは比べ物にならないくらい貴重な生き物を展

示しております。北海道初展示の生き物や北海道では室蘭水族館のみでしか展示していない生き物もいます。

今このご時世で大移動が出来ず、本州でしか見られない生き物を室蘭水族館で、北海道で見られます。また、各

種研究にも力を入れており去年世界初オオメンダコの水槽内産卵をやり遂げました。このような調査研究、教

育、レクリエーション、種の保存に力を入れている施設を失くしてはいけないと思います。

○水族館は、室蘭の子育てしている私たちにとってかけがえのない施設なので、ぜひ残してもらいたいです。

○個人的には、水族館は絶対に無くして欲しくはないです。登別にも水族館が有るとの事で優先順位は余り高く

無いようですが、室蘭水族館が市民にどれだけ安らぎを与えて来たか、そして憩いの場だったのか思い返して

欲しいです。子供の頃の沢山の思い出、子供が出来てからの子供との思い出、沢山あります。立地もとても素敵

で、みたらの側にあり、入場料も登別はかなり高いので敷居が高くほぼ行きません。ですが室蘭はリーズナブル

なので、いまだにふらりと立ち寄ったりしています。兎に角、本当に素敵な場所です。基本的に、子供と大人が

楽しめるこの 2施設は、無くして欲しくないです。

○室蘭水族館を無くす事は反対です。近隣に類似施設である「登別マリンパーク」は入館料も高く、地元の人が気

軽に行けるような施設ではないと思います。現に自分は登別マリンパークには行った事がありません。室蘭水

族館は近くに住んでいる親御さんが小さな子供達を連れて、散歩がてら気軽に行けるような場所であり、自分

達が住んでいる海にどんな魚が住んでいるのか、ペンギンやアザラシ、トドなど他の水族館や動物園では見ら

れない距離で見る事が出来る。貴重な歴史のある水族館だという事をもっと考えて欲しいです。改修費用、維持

費はかかるとは思いますが、優先順位が第 3グループに入っている事が信じられません。室蘭市には観光施設

がありません。改修する時に思いきって費用をかけて施設を充実させ、遠くからでも室蘭水族館に行きたい??

と思ってもらえるような水族館にして欲しいです。入館人数が増えれば維持費を得られると思います。観光ツ

アーに含めてもらうとか。室蘭水族館は無くさないでください??お願いします?? 室蘭本庁舎、給食センター、

室蘭水族館の改修を希望します。

○優先順 3に入っている２つの施設は、子育て世代にとってはとてもとても重要で大事な施設です。水族館も私

が小さな頃から、大好きな場所です。中学生になった頃から社会人までは確かに疎遠になりました。ですが、子

育てをする上で室蘭水族館はなくてはならないものだと痛感しました。絶対に存続して欲しいと思います。子

育て世代に優しい室蘭であると、信じています！

○財政難なのはわかりますが、室蘭水族館は歴史ある、室蘭唯一の観光施設だと思います。無くすというのは反対

です。子育て世代、子供達の憩いの場、大人も散歩がてら寄れる癒しの場所。簡単に無くすという事をしないで

欲しい。この間タクシーに乗った時に、運転手さんとも話しましたが室蘭水族館を改修し、長時間居ても楽しめ

る施設にしたら良いのに。無くさない方が良いと話しました。室蘭水族館に来ているお客さん、子供達の声を聞

いてみてください。皆んな喜んで帰って行きますよ。

○ダンパラスキー場と水族館は室蘭で唯一と言っていいほどの観光スポットです。無くしてしまうと室蘭市で遊

べるところが無くなり困ります。水族館の長い歴史も大切にしてほしいです。

○１）基準と優先順位の考え方は、概ね原案のとおりで良いと思います。 ２）一方で広域連携の可能性の評価結

果には疑問が残ります。水族館は西胆振地域で同じ機能が提供されているとなっていますが、どの施設を想定

されているのでしょうか？（当方は登別のマリンパークしか存じませんが、入場料が高額であり、一般市民の感

覚として、市立水族館の機能を代替する施設とは考えられないと思います。）このため、水族館は優先順位２グ

ループに分類されるべき施設と考えます。

○室蘭水族館は歴史ある北海道で最初に出来た水族館で、室蘭市民の憩いの場です。小さな子供もたくさん来て、

ペンギン、アザラシ、トドや室蘭近海に住んでいる魚達を身近に見ることが出来ます。室蘭市は人口減、少子化

で資金繰りも大変かと思いますが、観光施設として残すべきだと自分は思います。登別マリンパークは気軽に
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行ける水族館とは言えません。商業用ではないでしょうか。改修資金をまわせるなら、思いきって室蘭水族館に

お金をかけてみてはどうでしょう。本当に大事な物を無くさないで欲しいと思います。

○水族館は残してほしい

○室蘭水族館は北海道最古の水族館で歴史もあるし、室蘭の子育て世帯は必ず遊びに行く場所で、室蘭の市民か

ら愛されている場所だとおもうので残していただきたい。

○水族館は残して欲しいと思います 生まれてからずっと年代問わず利用してきた施設であり、幼稚園や保育所

の遠足として利用したこともあります 今は子どもを連れてよく行く施設ですし、生き物に触れることの出来

る 1番身近な場所です コロナ禍になり遠出が難しい状況でも市内なら、と子どもが少しでも楽しい思い出を

つくれるようにと気軽に水族館に行けていました それがなくなってしまうのは寂しいです どうか検討くだ

さい

○室蘭水族館は、近海を中心とした貴重な魚類や海獣類を展示しています。種の保存や教育、エンターテイメント

性を兼ね備えた、日本や世界を代表する水族館を目指して建て替えて欲しい。水族館に加え、北海道産の動植物

を展示する施設であっても良いかもしれません。

○室蘭水族館はぜひ残して欲しいです。今は他市に住んでおりますが子どもを連れてよく遊びに行っています。

孫、ひ孫、その先の代まで思い出が継がれることを願っています。

○水族館も昔ながらの癒しの場所。どれだけ癒されてきたか。職員さんも迚頑張ってます??無くなっては困りま

す。とにかく娯楽が少ない町からこれ以上楽しい場所が無くなっては室蘭に暮らそうと思う人はどんどん減っ

ていくでしょうね。

○室蘭水族館の存続を希望します。道内最古の水族館であり、室蘭とクジラとの関係を語る上でも必要な施設と

考えます。また、登別のマリンパークニクスは学習の場というよりテーマパーク的色合いの強い施設であり、広

域連携が可能とは思いません。入館料が高額な観光客向けの施設ではなく、現在の室蘭水族館のような休日に

家族そろって楽しく気軽に地域の生き物について学べる学習施設を望みます。

○生き物に触れる機会というのは人格形成に於いて多大な影響を与えます。情操教育上も水族館を残して頂きた

いと切に願います。経過年数を見ても一番現況を保持し頑張ってこられた事も伺えます。どこの自治体もそう

ですが、足元の市庁舎等に過度なお金を使用する傾向があります。水族館をまず残す判断から計画を立てて頂

きたいと思います。よろしくお願いします。

○現在札幌市民（元厚真町在住）ですので、市民のための施設については不明ですが、水族館に関しては継続を希

望します。水族館は観光地としてだけでなく、種の保存にも寄与する研究施設です。さらに言えば、室蘭水族館

は職員が体を張って食べて味を調べるという、水産資源の活用にもつながる活動をされています。たしかに設

備が古く、選ぶならマリンパークに行きますが、今後ウィズコロナの観光の目玉にもなり得ると思いますので、

ぜひ継続を希望します。

○だんパラスキー場、室蘭水族館は優先度が低めでしたが、幼い頃からの思い出の場所であり、室蘭に住んでいな

い人でも室蘭訪れるきっかけにもなるような場所だと思うので、存続してほしいです。規模を縮小して立替費

を抑える、クラウドファンディングで資金調達するなど出来ないでしょうか。

○母親の故郷が室蘭でしたので子供の頃は中島でスケートを覚え、青少年科学館でプラネタリウム、水族館でゴ

ーカートとツブ焼きをたべるのが楽しみでした。今はお盆の墓参りくらいしか行きませんが、水族館は必ずの

立ち寄りポイントになってます。私にとっては思い出の場所、私の子供達は幼い頃に遊園地デビューした思い

出の場所になってます。札幌に住んでいる為、水族館以外に立ち寄る公共施設はありませんが、お金の無かった

幼少期に遊び場を提供してくださった室蘭に感謝してます。今は子供の遊び方も変わりましたね、時代でしょ

うか？寂しく思います。

○室蘭水族館は海の生物を身近に感じられる素晴らしい施設。隣のマリンパークでは全く楽しめない。入場料を

値上げしても良いから存続して頂きたい。

○室蘭水族館は絶対に無くさないで欲しい。北海道最古の水族館だったと記憶しています。最近立て替えられた

総合体育館、図書館、科学館 等を見てると無駄に豪華に造っていると感じます。必要最低限の設備でじゅうぶ

んだったのでは。それでお金がないから水族館は無くすよなんて言われたら納得できません。水族館は最低限

の建て替えでも良いので残すべきです！

○水族館 北海道の水族館として歴史もある。市民の憩いの場になっている。建て替えを前提にクラウドファン

ディングで市民に是非を問う方法は如何か？利用料金はもう少し高めに変更しても良い。その際は遊具の充実

は必須。水族館の機能だけではなく、小さな遊園地化を。

○室蘭水族館は残してほしいです。

○予算のことを考えれば体育館の様な場所は、小中高の学校を分散して使用すれば、建て替えの必要はないと考

えます。美術館も利用者が少ないのであれば、どこか利用できそうな家屋などを再利用する事でコストダウン
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を図れるかと。スポーツセンターは寄付やクラウドファンディングなどでコストを抑えたりと方法はたくさん

あります。ただ、水族館の様な数少ない施設は今後の子供たちの未来へ繋げていかなければならないと思う。い

ろんな方法で室蘭へ観光客を呼び込む必要がありますね。

○水族館建て替え！

○水族館の優先順位が低いのですが、水族館をなくしてしまうと蘭西地区に人が来なくなってしまうと思います。

水族館には市外からも来ていますし、似たような施設であると言われているマリンパークは入館料が室蘭水族

館とは比べ物にならないほど高く、似たような施設とは言い難いのではないのかと思います。

○職場が室蘭なので、伊達に居るより遥かに室蘭に居る方が長いです。だから切に願います。水族館をはじめ、文

化センター等は、残さないと絶対にダメだと思います。ましてや水族館は北海道第一号の水族館です。あの手作

り感が好きで、憩いの場です。それが維持できなかったら室蘭市として、恥ずかしい限りです。室蘭の人口は、

減る一方です、それに拍車がかかります。若者が他に行かないように、魅力ある室蘭を考えてください。

○息子が生まれて一歳ごろから、毎週のように室蘭水族館に通っています。良心的な入館料で、遊園地や遊具の設

備が楽しめて、生き物と触れ合うことができて素晴らしいです。また、コロナ禍で室内の遊び場へ行くことが憚

られる中、水族館敷地は屋外が多いため、子どもを楽しませるために利用することができます。ぜひ、室蘭水族

館を残していただきたいです。

○室蘭水族館は絶対存続して欲しいです。胆振管内に同じ施設があるから無くなっても良いのではと言いますが、

簡単な事ではありませんよ。水族たちを受け入れてくれる水族館はどうしますか？受け入れてくれた水族館で

同じ同種族間の闘争など、水族たちが受け入れてくれるとは限りません。親しみやすさ、馴染み深い、市内にあ

る、美味しいレベルなど水族たちを紹介する案内板のわかりやすさ知名度、水族たちとの距離感など室蘭水族

館ならではです。もし水族館存続で何かクラウドファンディングなど協力を求めていただいたら惜しみなくさ

せていただきます。公表し仰ってください。存続を希望します

○また、文化センターをやめてでも水族館は残すべきです。何かを残すなら、しっかりと廃止することも決めてほ

しいです。

○祖父母宅が近かったため、お墓参りのたびに水族館によります。子供も大好きな水族館です。派手な展示ではあ

りませんが、とても素晴らしい施設だと思います。古いままでも通いますが、順番が遅くても今の良さを残して

リニューアルして欲しいです！

○室蘭水族館を毎週のように(週に 2回行くことも)利用させていただいています。市民として利用が安価である

ことも助かっていますが、気軽に行ける水族館(レジャー施設)として、市内で無くなってほしくない施設です。

近隣にマリンパークもありますが、公園と同じくらい身近な室蘭水族館とは存在の意味が異なるので、近隣に

あるから代替が効くというふうに捉えられては大変困ると感じます。マリンパークは毎週行くことは困難で、

一度行くと 1万円近くのお金を使ってしまうことになります。逆にいうと、もう少し室蘭水族館の利用料金が

値上がりしても何度でも行きたい魅力があります。マリンパークのようにイルカが居なくても、近海の(しかも

食べても美味しい！)魚が展示してある室蘭水族館の価値は計り知れません。ぜひ、代替が効くかどうかだけで

なく、子育て世代に優しいまちづくりや絵鞆地域のまちづくりの中心に捉えられるように、残していただきた

い施設です。

○室蘭水族館がなくなるかもしれないと聞きました。小さい頃から行っている水族館がなくなるのはとても悲し

いです。電気ウナギやクラゲなどとても魅力的な海の生き物がたくさん飼育されています。子供の頃やコロナ

前にはタッチプールでヒトデなどの生き物を触ったり、ドクターフィッシュに触れたりできて、とても楽しか

ったのを覚えています。また、ペンギンの行進はとても可愛くて、行くたびに開催されてたら見ていました。乗

り物も豆汽車がお気に入りで子供の頃は必ず乗っていました。車の免許取って自分の運転で行った場所も室蘭

水族館でした。大人になった今でも楽しめる施設を無くさないでほしいです。入場料が高くなってもいいと思

います。この先子供ができたら一緒に来たいと思います。地方に出てしまった友人が室蘭に帰ってきた際には、

水族館に行くこともあります。確かに市役所など優先度が高い施設はあると思います。その中で見ると水族館

は低くなるかもしれません。ですが、室蘭水族館は日本一安い水族館で有名です。室蘭の観光地の一つとしてこ

れからも継続して欲しいです。だから本当に無くさないで欲しいです。長くなりましたがどうか宜しくお願い

します。

○優先順位については本庁舎や給食センターなど生活に必須な施設の順であることに納得しています。水族館や

スキー場、文化センターが近隣に同様施設があることもわかりますが、市内にあることに大きな意味があると

思います。近さ以外にも市民割引などの影響による利用しやすさがあるからです。私は現在市外に住んでいま

すが、室蘭で育ち、近い将来室蘭の方と結婚し大好きな室蘭に戻る予定です。ウィンタースポーツ等自分の楽し

みもですが、子供達が何度も足を運んで楽しめる水族館が室蘭から無くなってしまうのは寂しいです。身勝手

ですが、自分がしてもらったように自分の子供にも室蘭で沢山遊ばせてあげたいと思っています。市内だから
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気軽に利用できるという方達は沢山います、これ以上室蘭を何も無い街にしないでください、、ふるさと納税頑

張るのでご検討よろしくお願いします(;o;)"

○近隣に似た施設があるからというのはわかりますが、観光で人に来てもらいたいとか市民の娯楽（若い人達の）

を考えるなら、水族館や中島スポーツセンターやだんパラスキー場がなくなるのは寂しいですね。高齢になる

につれて使用はしていない人が多いですが。

○市議会答弁を見ていても、一部の「廃止ありきの」偏った意見、高齢化した議員の硬直化した意見からスタート

しているものがあり、隣の市にあるから室蘭は無くするという、Uターン移住する魅力も何もない町へ自ら舵を

きっているように見える。特に水族館は、実際に市外の利用客の生の声をその場で聞いていると、うちにもあっ

てほしいという声が非常に多い。駐車場料金を 100 円とし、修繕代を捻出していく等の「改善方」はいくらでも

あるはずで、市側も議会側も貴重な憩いの場を遺していくという感覚が全く感じられず、これではふるさと納

税を続けようとは思わなくなる。将来的に財政はどこの自治体も先細りであるが、だからこそ室蘭に戻ってき

たい、移住してみたいという方向を考えていく必要があるのでは。水族館については他の施設と同列に議論す

ること自体がずれており、将来に財産を遺す方向で多角的に再検討することを切に願いま

○水族館は絶対に観光からみても残すべき。

○水族館、だんぱら、体育館は、スポーツセンター、子供達にはどれも必要な施設だと思います。人口が減少して

いる室蘭には子供や、若者の行ける所がどんどん減って来ているのが一つの原因かと思います。現に、子供の遊

ぶ施設、場所などは少ないです。これ以上減らされると困ります。これからの未来を作っていく、子供達若者達

の事を考えてほしいです。少しでも明るい室蘭を使っていってください。考えてください。買い物にしても、室

蘭、伊達、登別近郊の方は、みんな苫小牧まで行ったり遊びに出かけたりしてる方が多いです。室蘭にないもの

が多いです。年配の方の意見ではなく、若い世代の方の意見を取り入れる機会を増やしていかないと、いつまで

も古い考え方からは変えられ無いと思います。どうか良い結果をお願いします。

○水族館は近隣にはマリンパークがあるが気軽に利用出来る値段ではない。水族館の存続を願います。

○昨年 8月まで室蘭市に住んでいた者です。存続を希望するもの 室蘭水族館→入場料も安価で使用しやすい。

若い職員さんなどが SNS 等の発信で盛り上げようとする熱意が伝わってきます！ぜひ建て替えて更なる集客、

観光の発展を目指して欲しいです。

○私は産まれてからずっと室蘭で育ちました。仕事も幼稚園教諭、今は保育士をしています。各施設の中でも私は

水族館の存続を強く希望します。子どもと関わる仕事をしていく中で常に身近にあった水族館です。何かあれ

ばいつも利用させてもらっています。結婚をし子どもが出来てからはさらに利用が多くなりました。登別にも

大きな水族館はありますが値段的にはリーズナブルといかず簡単には行けないのが現状です。その中で室蘭水

族館はお手軽に行ける子どもにとって楽しめて身近な魚を知ることが出来る施設だと感じます。科学館も新し

くなりましたがある程度の年令にならないと理解して見ることが出来ない分、水族館は乳児から見ることがで

きたり遊べたりと子どもにとって刺激を与えてくれる施設だと思います。 今より多少、入場料が上がっても行

く価値がある所と感じます。とても大きな都市に比べると子どもたちの施設が少ない分、水族館はこのまま室

蘭に残して欲しいと強く思います。家族の目線になった時、必要さを色々と考えて欲しいと感じます。

○水族館は子供達のために何卒残してください。ブログも楽しく拝見してます。

○室蘭水族館は北海道最古の施設て、市民にも愛されております。道の駅などとうまく連携し、水族館の存続を望

みます。

○室蘭水族館無くなったらさびしいです。登別の水族館とはコンセプトも違うし、連携したところで、室蘭水族館

の良さが無くなってしまう気がする。

○水族館は幼い子供にとって身近に生物を学ぶ所であって地元の子ども以外も喜んで来る所なので無くしてはだ

めだと思う。登別にも水族館はあるが入館料が高く特別なひ日にしか行けない家庭も多いと思う。その点室蘭

水族館は忙しい人でも家族サービスが気軽に出来る場所だと思います。老朽化で建て替えが必要でも豪華にし

なくてアットホームな感じの地域に密着した誰でもいつでも気軽に行ける水族館にしてほしい。

○2021 年に第一子が産まれた夫婦(夫)です。自分が幼少期から遠足や学校行事で室蘭水族館を楽しんでおりまし

たが、子供を育てる世代になってこの施設の有り難みを深く感じております。入園料の安さに対し遊園施設、身

近な魚の展示などが豊富で、今後も子供と訪れたいと思っています。次回訪れる時は年間パスポートの購入も

考える程です。個人的には室蘭水族館の存続を強く希望します。入園料の安さに対し施設の維持、立て直しは難

しいのであろうと想像はつきますが、先々の子供達と育児に励む夫婦に必要な施設だと思います。自分も室蘭

で生まれ育った身ですので、水族館に限らず全ての施設が存続してほしい気持ちはありますが、限られた予算

の中では難しい事でしょう。一市民の意見ではありますが、参考にして頂けますと幸いです。

○室蘭水族館ですが、道の駅と水族館入口が少し離れているので、楽しみながら往復できる通路(歩道)を整備し

て欲しい。今、飼育されている動物が快適に暮らせるような動態展示ができるように回収して欲しい。大規模な
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建て替えではなく一部改修で良いので、コイのコーナー的な雰囲気で。展示数は現状のままで良いと思います。

○市立水族館を維持して欲しい。建て替えの優先度が低く設定されていることについて、近隣にマリンパークが

あることが理由と推察する。しかし、市立水族館とマリンパークでは、位置付けが異なると考える。マリンパー

クは入場料が高く、距離も遠い。幼児のいる子育て世帯では、長時間の車移動は、負担が大きいことが想定され

る。一方で、市立水族館は入場料の安さや距離の面から、何度も気軽に訪れることができる。子育て世帯からす

ると、市立水族館は子供を遊ばせる施設として、非常に利便性の高い施設であり、住みやすい町に貢献している

考える。加えて、周辺に道の駅をはじめ多目的な機能や施設が集約されているため、、市立水族館がなくなるこ

とは、集客の相乗効果が弱まることに繋がると考える。そこで、建て替え費用の財源確保としては、以下の内容

を提案する。 １ 入場料を値上げし、増収分を建て替え費用として積み立てる ２ クラウドファンディン

グによる資金調達 ３ 建設費の削減 ４ 運営費の削減 ３については、今の規模よりも展示数を減らして、

小さい建物にする。留辺蘂の山の水族館を例に出すと、建物自体は小さく扱う展示数が少なくても、展示方法が

上手く、子供や大人も満足できる内容になっている。室蘭市も参考にできる部分があると考える。４について

は、運営費を削減し、建て替え費用を捻出するできるのだとすれば、飼育員がショーを行うような内容・展示方

法を減らしていくことも一つの方法だと考える。ショーは生物をダイナミックに感じる良い手法だと思われる

が、そこはマリンパークに任せても良い部分で、室蘭市では必ずしも必須と感じない。以上の対策により、施設

の維持を再度検討していただきたい。

○僕は魚やペンギン、アザラシ、トドが大好きです。室蘭水族館が無くなって、見られなくなったら嫌です。学校

の皆んなも言ってました。無くさないで欲しいです。おねがいします。

○私は札幌から里帰りで室蘭に帰ったら必ず室蘭水族館へ子供達を連れて行きます。自分がこどあの頃に好きで

行っていた場所に、子供達を連れて行ける幸せ、楽しみを奪わないで下さい。室蘭水族館は室蘭市民だけではな

く、市内外から愛される場所だと思いますよ。

○私は帯広市に住んでおりますが、娘家族が室蘭市に住んでお世話になっております。この度、室蘭水族館が閉館

の対象になっている事を知り、大変残念に思うと同時に、ぜひ残して頂きたいと強く思い、意見を書かせて頂い

ております。娘家族には 4才の子どもがいて、自宅から近いこともあり、週末の休みには、室蘭水族館に行くこ

とを楽しみにしています。室蘭市は人口減少にありますが、子育てにはとてもいい環境だと娘たちは喜んでお

りました。その一つが室蘭水族館の存在だと思います。私も帯広から室蘭へ孫に会いに行く事がありますが、一

緒に水族館へ行き、楽しんで来ました。どうぞ孫や子どもたちの楽しみを奪わないでほしいと考えます。宜しく

お願いします。

○登別にはマリンパークがありますが、自分達も登別に住みながいいらマリン、パークが出来てから行ったのは

一度だけ。室蘭水族館は気軽に行けて楽しむことが出来る。他の皆さんはどう思っているのかわからないです

が、大事な施設だと思いますよ。

○室蘭水族館をなくさないで??

○室蘭市水族館は、資料を拝見したところ継続運営が比較的困難な「グループ３」に属していますが、この施設は

残すべきと思います。入場料はかかるものの、実際、幼稚園児等、子供の遊び場であるし、展示・飼育されてい

る魚たち、並びに観覧車等の遊具も大変貴重なものであると考えています。本館建物の老朽化は悩ましい問題

ですが、建て替えが難しいようなら「みたら室蘭」の施設内に移設をするなど、可能な限り存続を希望します。

また、民間業者等への経営移譲も積極的に考えて良いと思います。

○伊達を実家とする内地在住者です 室蘭水族館、冬はやっていないのでなかなか行ける機会はないですが、地

域密着な雰囲気が好きです マリンパークニクスは、観光客相手過ぎるのと遠すぎて行く気になりません ど

の施設もそうですが、隣の市にあるから、で継続させないとなると、地域の魅力がなくなるんじゃないでしょう

か？

○室蘭水族館は同じ市内に似たような施設があることから優先度が低いとのことですが、同じ水族館であっても

利用層やスタンスが違うので代替えにはならないと思います。職員の方の努力もあり、地元の漁師さんと協力

して捕獲した魚の展示があったり地元を感じられる施設だと思います。あまり大きい施設ではありませんがシ

ョーを行ったり利用者に楽しめるよう最大限の努力をしているように思えます。乗り物を担当してくださって

る方達は主にシルバー世代だと思いますが、定年後の再雇用の場にも活用されており非常に有意義だと思いま

す。小さな子供が多く、命に関わる仕事だと思いますがとても丁寧で親切に接してくださっていて何度行って

も良い気分で過ごすことができます。私事ですが、伊達出身で結婚し胆振から離れたところに住んでいますが

今でも帰省した際には子供を連れて室蘭水族館を利用しています。それだけ魅力のある施設だと思います。休

日は並んでいることも多く、地元の人からも愛されている身近な施設だと感じますのでこれからも存続し続け

ていただきたいなと感じます。

○室蘭水族館は室蘭市内外からお客様が沢山見えています。駐車場を見ても、室蘭、札幌、苫小牧、旭川、函館、
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帯広、釧路など北海道のあらゆるところからお客様が来ています。今日は沖縄ナンバーの車も見ました。来てい

るお客様の話を聞いたら、こんなに近くで見られる施設は貴重！また来たい！と喜んで帰って行きます。水族

館で働いている職員さんも、経費をかけないように、故障した物や塗装が剥がれてきた物など業者に頼まず自

分達で治して頑張っています。鉄鋼で収入が得られなくなったなら、観光に力を入れて観光客を周知し、室蘭水

族館に来た市内外のお客様に、他の施設にもお金をおとしてもらう。室蘭水族館は利益を生み出すものだと考

えます。室蘭市は予算がない、と言っていますが、市の土地でそのまま管理されていない土地があるのではない

でしょうか？必要としている所があるなら有料で貸し出す。売却するなどしたら、また少しでも収入源になり

ませんか？私も詳しくわからない部分もあり、偉そうには言えないですが、室蘭水族館は残すべき施設だと思

います。

○観光に力を入れるべき。登別にはマリンパークがあるが、市民の為にある施設ではない。室蘭水族館を充実した

施設に投資する事が大事。登別に住んでいるが、わざわざ行く価値ある水族館だと思っております。どうか青山

市長、市議の方々、正しい判断をして頂きたいものです。

○また、水族館も室蘭市内の幼稚園や小学生の子たちにとって、室蘭の周りの海を学べる貴重な場所です。うちの

子は天気の良い日に公園に行くように月に数回ペンギンやアザラシが楽しみで通っています。これからも室蘭

の子どもたちのために残してほしいです。両施設とも、子どもが楽しむ施設が存在の危機なのは悲しいです。室

蘭がどうか子育てしたい街になるように、もう一度金銭面だけではなく将来的な学びや冬のスポーツを知る・

楽しむ場として存続していけるようにしてほしいです。

○特に水族館は存続してほしいです。クラウドファウンディングを活用し、施設の整備をしてはどうかと考えま

す。市制 150 周年に向けて、ダウンサイジングばかり考えないで「どうしたら呼び込む事が出来るか」も考えて

ほしいです。

○室蘭はいつからこんな夢も何もない街になってしまったんでしょう？ みんなの憩いの場、水族館はどうか存

続をお願いします。隣市にあるような、お金を払って魚を見るだけの場所ではありません。結論ありきの議論は

納税者として納得できません。

○無駄なものと残さないとならないものを考えるべき、水族館は道内最古で歴史もあり、室蘭の財産です！ぜひ

よい方向に！

○優先順位 3.室蘭水族館（今までみたいに室蘭は炭鉱、鉄鋼業では収入があまり見込めない為、観光で道内外か

らの観光客を周知し室蘭に来てもらい、他の施設や飲食店、道の駅などにお金をおとしてもらう。その為には、

室蘭水族館に今現在なくて困っているもの、不便に感じているものを増やし、長時間滞在型の施設にするべき。

入場料は多少今より高くしなければならないかもしれませんが、飲食できる場所や室蘭水族館ならではのお土

産を販売したら喜ばれると思います。あぶらぼうずのグッズなど。古き良き部分は残して、足りない部分を補

う。ペンギンやアザラシ、トドなど間近で見ることが出来てお客様は喜んでいます。こんな水族館は他にない！

私が聞いているだけでも年代問わず喜んで帰られています。新しければ良い、ではなく今の良い所を残して欲

しいと心から思います。

○室蘭水族館ですがほぼ毎週利用させていただいています。子どもも大人も毎回楽しんでいますので、取り壊さ

ないでいただきたいです。

○水族館の優先順位をあげてほしいです。GW など長期休暇のときはすごい人混みで館内が全体的に狭いです。特

に二階の登り降りが狭いです。あとは露店を長期休暇など稼ぎ時には増えたら行列が少しは減るかと思います。

○気軽に家族で休日を過ごせる水族館はずっと残していて欲しい

○広域類似施設で水族館はマリンパークとしているが、補助というか特典があれば、考えるが、目的があまりにも

違うので、類似施設とは言えない。

○水族館は、魚類展示としては他には無い独自性があって、素晴らしいと思います。ここまで地魚を追求して展示

してるのは素晴らしい。新しい価値観を持った水族館として、観光の目玉として、北見の山の水族館のように変

革していく事を期待します。対象者をどこに持っていくか。住民減なら外から呼ぶ。今の魚類展示と担当者のセ

ンスは生かすべきかと。

○私は札幌市民ですが、室蘭水族館に子供の頃行って楽しかったので大人になっても数年に一回行かさせていた

だいております！水族館は海のかわいい動物や生き物！！魚さんに会えて子供の成長に多くの知識を与えてく

れます！ぜひ水族館は存続を！！子供たちに生き物との出会いの場を伝えて行くことは大人の責任だと思いま

す、室蘭市民ではありませんがよろしくお願いします

○室蘭水族館はこの地域の財産です。60 年の歴史がありながら、今も小さな子供達が公園の延長の感覚で使える

施設は他にありません。登別市在住ですが、水族館はマリンパークがあるにも関わらず、小さな子が頻繁に楽し

める施設は室蘭水族館です。館長さんをはじめ、スタッフさん達の人柄がとても良く、子供達から声をかけに行

くほど大好きです。期間中は毎週末通っています。どうか、室蘭水族館の存続をお願いいたします。
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○北海道最古の水族館。ここで育ち、たくさんのことを学びました。子供にとっての学びの場であり、絶対無くし

てはいけないとおもいます。クラウドファンディングや色々継続する方法はないのでしょうか？思い出の場所

をどうぞ無くさないでください。

○室蘭市へは父が室蘭出身というのもあり昔こそ家族でよく訪れて色々な施設を利用していたのですが、大人に

なりその頻度も減りました。正直どこか他の市に目的があれば通ることはあれど室蘭市内に訪れる用事という

ものがありません。ですが唯一水族館だけは今でも利用させていただいています。思い出の場所でもある室蘭

水族館は小さいですが、展示の仕方にも工夫があり大人になった今でも楽しいと感じます。直接接することは

少ないですが職員さんたちも優しくずっとあってくれるなら死ぬまで行くと思いますし、自分に子供が出来た

ならその子を連れて行きたいです。室蘭市の水族館以外の施設ももちろん必要だと思います。思いますが一個

人の勝手な意見としましては室蘭市民以外の人間が観光目的で何度も利用したりするのは道の駅以外に…？と

考えてしまいます。年に数回利用する程度の人間が大変失礼なことを書き連ねてしまい申し訳ありません。室

蘭市民の方々の生活に必要な施設が優先されるのは理解しているのですが、水族館が閉館してしまうのはとて

も寂しく思い書かせていただきました。

○少子高齢化やコロナ等で観光客が少ないとは思いますが室蘭水族館は幼少期からの思い出の場所でもあるのと

派手さはないものの食に密接した展示品は魅力だと思っています

○市立室蘭水族館は今後も存続すべきと考えます。子供達の未来の為にも是非最優先で残すべき室蘭市の公共施

設だと思います。現在、私は登別在住ですが、生まれも育ちも室蘭です。今でも室蘭市民だと思っております。

出張先などでは必ず室蘭から来ましたと言っております。今最も大切になけければいけいな事は「子育て支援」

だと思います。そこで重要なのが、子育てをする上でどの様な環境があるかが大切です。住居や医療も考えなけ

ればいけませんが、子供たちが遊べて学べる事が出来る公共施設がある事も重要だと思います。なので是非、市

立室蘭水族館を存続させてほしいです。今も大切ですが、未来の子供達の為にも素晴らしい決断を青山市長を

はじめ関係者へお願いしたいです。以上です。

○子育て世代にとって、気軽に行くことのできる室蘭水族館は最高です。代替え施設として登別マリンパークと

されていますが、家族で行くとなると室蘭水族館に比べて費用がとてもかかります。果たして代替えと言える

のでしょうか。また、室蘭水族館が閉館となった場合、マリンパークへの入館料の補助などがあるのでしょう

か？それなら小樽などに人は流れてしまうと思います。

○室蘭水族館はニクスが登別にあるために 3グループとされているが、あまりに価格が高く、近くにあっても市

民が気軽に行ける施設ではなく、実際に室蘭市に移り住んで 5年間 1 度も利用していない。水族館は子どもた

ちの知的好奇心や生物多様性の理解を高める意味で有意義な施設と言える。近隣地域に 2つ水族館があること

がネックとなるのであれば費用や管理の面で難しいとは思うが、動物園という形でリニューアルすることはで

きないか。道南の住民は札幌まで行かなければ動物園がないが、室蘭に作ることができれば道南地区全域から

の集客も見込め、子どもたちの健全な育成にも寄与するのではないか。

○展示の説明が面白く、お魚を食べてみたいと興味が湧きました！これからも、他の水族館に無いような面白い

企画を楽しみにしています！今の時代、ネットで話題になりそうな要素がたくさんなので、新しい水族館も楽

しみです！

○地元が室蘭で就職の為、札幌に引越しました。札幌で結婚をし、子供が 2人生まれて、地元に里帰りをする度

に、子供を連れて室蘭水族館へ行っています。懐かしく、自分が子供の頃によく行っていた水族館の事を自分の

子供に話しながら見られる大切な場所です。他の施設の事はわかりませんが、室蘭水族館は無くすべきではな

い??と私は思います。そんな簡単な話ではないのではないか？室蘭の人達は何を考えているのか？室蘭市民だ

けではなく、北海道内からも沢山のお客様が来ている。規模は小さいかもしれないですが、立派な観光施設だと

思います。道の駅に来たついでに寄ったり、室蘭市民の方も気軽に行ける施設なんだから大切にしたらどうで

しょうか。資金はかかるとは思いますが、今後残すべき施設になると思います。

○室蘭市水族館は立地がとても魅力的なのに、あんなに昭和過ぎる建物ではもったいない！美ら海までとは云わ

ないが改革が必要です。北海道で１番古い出はなく、北海道で１番魅力的で入場者が多い水族館を目指して欲

しいものです。ピンチはチャンス。

○市立水族館に来訪しました。解説文、飼育担当員さんの遊び心があってとても良いと感じました。堅苦しいだけ

の解説より、こういったもののほうが公共施設、ひいては公共事業への市民の理解も深まると思います。担当員

の高山さん、とても楽しませていただきました。ありがとうございます！

○水族館の閉館を考えるなんて論外 経済も大切だろうけど、歴史と文化と室蘭人としての誇りと何時でも帰っ

て来れる場所…そんなものを忘れて市政なんてしてちゃダメだよ 水族館は、親子 4代でたくさんの思い出を

作った場所、これから 5代になるかもしれん… 室蘭人の誇りは経済で、利便、効率、経済…そんな事に消され

ていくのかい？「住みたい町」「帰ってきたいまち町」は、作れないのかい？残念です(T^T)
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○元室蘭市民として室蘭水族館は残して欲しいです。お願いします。

○室蘭市出身・東京都在住の者です。毎年夏冬に帰っていて、夏は必ず水族館に訪れています。幼い頃の思い出の

場所がいつか無くなってしまうかもしれない、と思いながら毎年通っていたため、ついに直面するときが来た

かと胸が詰まる思いです。私は室蘭水族館が大好きです。北海道最古の水族館、小ささ、食べる魚ばかりなとこ

ろ、高山さんの一言、つぶ焼き、遊具に近づくとスタッフさんが走ってくるところ、ペンギンやアザラシが芝生

のうえでショーをすること……独特な個性がたくさんあって好きです。アブラボウズのキャラクターも小さな

頃から大好きです(もっとグッズ化してください！)。上京して室蘭の話をすると、 ・名前は知っているけど場

所は知らない(上のほうですか？と言われる) ・農業がなくて驚かれる(じゃがいもや玉ねぎはとれませんよと

説明する) ・北海道自転車一周で登別→伊達・洞爺湖に抜けてしまって通らなかったと言われる ・廃墟感が

最近映画の撮影地として重宝されていると言うとおーっとなる といった感じで、なかなか来てみたいと思っ

てもらうのも一苦労です。一方で、本州出身の方と結婚しましたが、 ・涼しさ ・自然の豊かさ ・釣り(ガ

ヤが必ず相手してくれます。千葉より全然釣れます) ・人のよさ をとても褒めてくれました。気に入ってく

れたようです。室蘭は夏は涼しく、冬も雪も味わえるし、とはいえ北海道のなかで比べれば寒すぎずかなり過ご

しやすいほうかと思います。北の軽井沢と言っても、良いのではないでしょうか……！コロナ禍もあり難しい

局面もあると思いますが、強みも弱み(を裏返した強み)も存分に伝わることが、観光客増加に繋がり、それが水

族館の存続にも繋がるよう祈っています。私は今仕事において、おでかけウォッチャーという人流データ分析

ができるツールの担当をいましております。一部無償でもつかえますので、よろしければご活用ください。

https://odekake-watcher.info/

○当方、札幌市民ですが室蘭の水族館は年に数回利用しているので、継続して行ってほしいです

○人口が減って箱物の建て替えは、最小限にすべきだが、水族館は歴史あるもので存続してほしい。

○今、ダンパラも有料になりこのまま水族館までなくなると家族で楽しむ施設を求め違う街まで出かけなくては

ならない。せっかく地元で過ごしたいと思っているのだから水族館は残してほしい。

○水族館は、歴史的な意味と地域で唯一の施設なので存続を望みます。

○水族館は、絶対に無くさないで下さい。白鳥大橋、地球岬などとともに大事な室蘭の観光名所だと思うからで

す。費用はかかるのでしょうが、室蘭の魅力を詰込んでリニューアルオープンすればもっとたくさんの人に、観

光に来てもらえるはずです。お願いします。無くさないで下さい。

○一概に予算が無いからと言って当たり前にあったものを無くすと言う意見には賛成できません。特に北海道最

古の水族館は歴史的にも貴重で親子何世代に渡って来館する人が多いと思います。何にせよ簡単に存廃を決め

れるものでは無いので慎重に検討願います。

○他の施設は別として、長い歴史のある水族館は、次世代に続く子供達への身近な場所であり、また楽しみの場所

でもある。室蘭の１つの歴史的施設であり、簡単に廃止するような考えはしないでもらいたい。

○水族館の存続を望みます。良き思い出の場所となっています。レトロ感溢れる最古の水族館としての知名度や、

施設もシンプルで学びの場であるのが、他地区の遊びの場となっている施設との差別化ができて、逆に魅力的

である。なので、ただ立て替えて綺麗な施設を作っても、その魅力は半減する。その町の魅力として維持保存を

願います。

○室蘭市水族館には、地方に住んでる孫達が年に数回来た時に行く場所で、孫達がとても楽しみにしているので、

今後も存続させて頂きたい。

○道内最古の水族館は絶対になくさないで欲しい。こじんまりしているところが良く、もし建て替えるとしても、

豪華な施設は望まない。科学館のように、建て替えたはいいが、昔の展示量と体験スペースが削られた見どころ

の少ないものになっては困る。そもそも、数年のズレで建てられたものは、当然、同じ時期に建て替え時期がく

るものなのに、それを今まで放置して、どれかをなくさないといけないと考えるのはおかしいのではないか？

それぞれ必要な施設だから、今日まで残されて来たのではないか？

○室蘭市で生まれ育った私は水族館で遊び子供も孫も水族館で遊ばせて登別に引っ越しても水族館は室蘭に行き

ます。７０代になった今も夫婦で行くこともあります。中学生になった孫とも行きます。そんな水族館なくなっ

てほしくないですね。登別の水族館にはそんなに行かないけれど室蘭水族館は行きます、楽しいところです、そ

んな水族館わなくしてはいけないと思います

○水族館は室蘭市内で子供が気兼ねなく楽しめる数少ない貴重な施設の一つです。これからし若い人たちが新し

く暮らそうとする場合、この様な施設が充実しているかはとても大事な選考基準となります。老人福祉に力を

入れるのも大切ですが、これからの世代の為の施設にお金をかける事は、未来に大きな見返りのある投資とな

ります。長年存続した施設はそこで暮らしてきた人たちにとって強い思い入れがあり、定住のモチベーション

ともなります。よく分からない施設に予算を割くより長く存続してきたランドマークとなりうる貴重な水族館

に力を入れるべきです。
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○私は数年前に室蘭から離れてしまいましたが、水族館は他の施設にはない北海道最古という pr ポイントがあり

観光の強みになると思います。また、サンピアザ水族館とのコラボも見させてもらいましたが、周りのお客さん

も「室蘭水族館に行ってようか」という声が聞こえて来ました。町の活性化という点からも水族館は存続させた

方がよいと思います。気軽に小さな子供を連れて遊びに行けるということも子育て世代にとってありがたい施

設だと思います。私も帰省した際には必ず水族館に行きます。

○ダンパラスキー場、水族館の存続を強く希望します。室蘭市に生まれ育って現在私は東京に住んでいますが、子

どもが 2人おり帰省した際には必ず水族館に行きます。間近に見られるペンギンのお散歩や迫力ある魚達の展

示、タッチプールや子どもが走り回るのにちょうどいい広場など東京では体験できないものがたくさんあり、

子どもも楽しみにしています。私は室蘭市は子育てに優しく施設が充実した所だと思っておりママ友達に話し

てもとても好評で、子ども達も帰省を楽しみにしております。コロナ禍でここ数年は帰省を控えておりますが

科学館も建替え(以前の科学館も大好きでした)も楽しみにしております。現在室蘭市に住んではおりませんが

どうぞよろしくお願い致します。

○室蘭生まれです。小学 3年生まで東町に住んでいました。子供の頃の室蘭での思い出はほとんどが水族館です。

遊園地や動物園のない室蘭で、子供が楽しめた唯一の場所だったからだと思います。そのせいか、かなり離れた

町に住む現在でも年に数回は訪問しています。同じ思い出を持つ人は全国に相当数居ると推察しますが、思い

出だけで残せないのもわかります。もし廃止前提でないのであれば、クラウドファンディングやふるさと納税

の仕組み等、利用できるものがあるなら検討していただきたいです。訪問のたび思いますが、売店のない水族館

では、入場料以外でお金を落とす術がほとんどないので。その入場料も安すぎると思います。同じ規模の稚内市

ノシャップ寒流水族館が 500 円なので、せめて 500 円に値上げしてはどうでしょうか。いつまでも祝津に水族

館が存在することを願っております。

○室蘭水族館は室蘭のシンボルだと思います。市民なら老若男女 だれもが訪れる価値あるものだと思います。立

派すぎず、レトロ感の中に 手作りの工夫がたくさんあり、落ち着く空間です。タッチプールや、あぶらぼうず

ののんびり感、小さい子や老人でも一緒に 楽しめる乗り物は 宝です。トド、ペンギン、アザラシもなんとも言

えない癒し空間です。是非これからも ずっと 存続して欲しいです。

○財政面で維持管理することが大変なのはよくわかるが、体育館の新設や祝津町のサッカー場人工芝施工計画な

どを踏まえた上で、水族館などは市民のためにあるものを存続しないとならないと思う。

○水族館についてです。洞爺湖町在住、秋に子どもが産まれます。室蘭水族館は規模もちょうどよく、洞爺湖町か

ら１時間程度で行けるため、子どもを連れていってあげたいと考えています。大人だけで行ってもペンギンの

行進など楽しめるので、私は好きです。札幌などに住んでいれば水族館や動物園にはすぐに行けると思うので

すが、洞爺湖町から子連れの遠出は少し難しいと思います。何らかの形で水族館を継続していただければ、地域

の子どもたちのためになると思います。

○室蘭市出身で現在東京在住です。ほぼ毎年お盆に帰省し、子供を連れて水族館に行っています。他県では民間事

業者が運営する大規模な水族館が多数ありますが、公共施設として運営する室蘭水族館のような施設は数少な

くなってきています。財政面など課題はあるものの、室蘭水族館のように小ぢんまりとしたアットホームな水

族館は是非残していただきたいです。入館料の値上げもやむを得ないと思います。他にはなかなか無い施設の

存続をせつに願う次第です。

○室蘭の水族館は私も子供の頃からよく行ってました。小さな水族館ですが、大人になっても癒やされる場所で

す。これから、孫、ひ孫と行くだろう場所が無くなってしまうのは悲し過ぎます。どうか、存続させて下さい。

お願いします

○私は立ち寄る事はなくなりましたが、室蘭水族館は子供達にとってなくてはならない施設だと思うので、ぜひ

存続させてほしいと思います

○室蘭水族館のアザラシ さつきとモルと大福の人気が高まっています。ケロリンを叩くさつきに会いたい全国の

アザラー達がやって来て SNS 投稿しています。アザラー達にとっては 北海道は魅力的であり、北海道に行くな

ら出来るだけ沢山の園館さんに行こうとスケジュールを組んでやって来ます。建物建替えリストを見る限り、

室蘭水族館は SNS をもっと使って 集客を期待できるものと思われます。改修でも良いかと思われます。もった

いないです。

○水族館について：創立の歴史的観点から見ても室蘭市の水族館の存続意義はとても大きいと思う。施設を建て

替えるなど見直しをして観光客などの集客を考え、市の発展に寄与することを考えるべきと思う。

○室蘭水族館は入場料金を値上げしたとしても行くので残して欲しい。あのレトロな感じが良いので、あの雰囲

気を残してほしい。

○5.室蘭水族館 必要です。長い歴史を誇ります。此処で文化、歴史を消さないで下さい。

○子育て世代なので、子供の遊ぶところが少ないため、水族館はとても貴重です。室蘭水族館をもっと綺麗にして
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ほしいです??もっと子供が遊びやすく、子供が住みやすい室蘭市にして欲しいです??

○室蘭は子供が遊ぶところが少ないと思う。なので、水族館とかは小さい子供を連れて行くにはちょうどいいか

ら無くならない方がいいと思う。公園、水遊びができるところ遠方からでもわざわざ来たいと思える施設が有

れば良いと思う。

○先ず市外から失礼します。実家が市内にあり、文化センター、だんパラ、水族館はよく行っていました。帰省の

際には、水族館とだんパラに必ず行っています。全国の水族館や、スキー場に行った事もありますが、アレだけ

身近に市民に愛されてる歴史ある水族館は、貴重な存在であり、市民以外は値上げをするなどして、存続方法を

見つける方法はないでしょうか。

○水族館の存続が危ぶまれていると聞き書かせていただきました。お手軽で気軽に行ける水族館と思っており大

人になったいまでもたまにですが利用させていただいでます。修繕費等大変かと思いますが子供から大人まで

楽しめる水族館をこれからも残していただけるよう今一度検討していただけると嬉しく思います。室蘭の水族

館好きなのでよろしくお願いします。

○いつもありがとうございます。財政の面から、全てを建て替えることは厳しいのかもしれません。しかし、残し

て頂きたい物があります。特に水族館はその歴史の長さにも価値があり、小さいながらも、とても楽しく子供を

持つ親にとってはとてもありがたい遊ぶ場所の一つです。先日見学に行った旧絵鞆小学校でも水族館の歴史を

教えて頂きました。後世へ残したい物だと思っております。また、市民だけではなく、観光の場としてもアピー

ル出来るものであると感じています。

○水族館は他の建物では代えが効かない建物で、一度失われると二度と造られることは無さそうなので、今後も

必要。また、未就学児も気軽に連れて行けるのは重要な要素。

○札幌市民です。室蘭水族館の Twitter を拝見し、存続の危機にあることを知りました。水族館が好きで室蘭水

族館にも何度か伺いました。日本最古の水族館と、子供と感動しながら観て回った記憶があります。大きなタッ

チプールはたくさんの子供が海の生き物に直接触れられて素晴らしいと思いました。実際我が子はそこに開園

から閉園までいました。我が子は海洋生物が好きで今年獣医学部に入学しました。施設の老朽化は感じました

が、それでも市民から長年愛され続けた水族館のはずです。どうか存続のご検討をお願いいたします。コロナ禍

でなかなか伺いにくいですが、必ず再訪します。

○水族館を潰して跡地に道の駅を移設してほしい。今のところは駐車場が狭く不便。道の駅と水族館の場所を変

えるのも１つの候補だと思う。

○今は SNS などで色々発信方法があります。色々な水族館を行きましたが、室蘭水族館ほどミニマムで情緒溢れ

る水族館は見たことがないです。市民だけの力ではなくクラウドファンドも活用し是非水族館の存続に力を注

いでほしいです。

○市外からです。水族館は維持してほしいです。campfire などを利用したクラウドファンディングはできないも

のでしょうか。

○利用する施設において、子供から大人まで気軽に楽しめる室蘭水族館は室蘭市のシンボルだと思います。幼少

期より通っていた思い出もあり、今の世代の子供たちにも大人になっても気軽に遊びに行ける場所として後世

に残して頂きたいです。道の駅に行けば室蘭市のシンボルの魚を見ることもできますが、今の水族館スタッフ

の頑張りもあり北海道では見ることのできない魚なども友好交換して見ることもできますし、スーパーの切身

の魚ではなく、本当に生きている魚はこういうものなんだよ、と知識を提供できる場所にもなると思います。今

と昔とではその時代の子供の見方や考え方も違いますしネットからしか知識をもらうことが多い時代ですが、

やはり直接触れたり見て想像豊かに育てられる環境として室蘭水族館の存続を希望します。

○なぜ、科学館を立て直して水族館はできないのか？不思議です。室蘭市は、観光名所が乏しいのだから水族館も

残して、子ども達が楽しめる施設を存続して欲しいです。

○水族館はせっかく道内最古のものなので、今の雰囲気を残して改修で対応した方が良いのでは。新しい水族館

を観たければ他にもある訳ですし、今後も古いものには需要があると思います。

○幼少期より、室蘭水族館に沢山お世話になりました。楽しい思い出ばかり残っています。昨年産まれた我が子

も、先日水族館へ連れて行ったばかりです。自分よりずっと大きなアザラシを、真剣な目で追いかける息子。伊

達市には子どもと楽しめる施設が少なく、室蘭水族館やだんぱらスキー場にはこれから沢山通うことになるだ

ろうな、と思っていました。室蘭市外からではありますが、伊達市に住む親子も、存続を願っております。

○水族館は無くさない方が良い！

○素晴らしい観光資源があるのに活用できてない室蘭市。室蘭水族館は古いかも知れませんが、とても歴史ある

水族館です。道の駅や地球岬を目当てに市外から多くの観光客が訪れていますが、その中で水族館は料金が手

頃なため家族連れが気安く利用できる施設だと思います。また、動物たちとの距離も近くほのぼのとしていて

私は小さい頃からあの雰囲気が大好きです。新しいものを求めてるではなく、あの雰囲気が良いのです！（新し



32

いものを見たければ隣町の Mパークに行けば良いのです。入場料が高額で気軽さは全くないですが。）どうかク

ラウドファンディングなどを活用して水族館を存続してください。施設の延命化（改修）を図り１日でも長く続

けてもらえたらと思います。

○道外で生計を立てていますが、改めて室蘭の文化度の高さを再認識しております。それぞれの施設。特に水族館

は再建にどれほどの費用がかかるかを明示した上で、道外に移住して帰省する機会に使いたい施設として地方

行政における新たなモデルケースを作っていくとよいとおもいます。北海道で一番楽しかったところは室蘭水

族館。初めての一人旅で６歳の息子が言っていました。ペンギンと一緒に散歩できる水族館。最高じゃないです

か。旅行会社にももっとアピールするべきです。資金面ももっと堂々と支援を呼びかけるべきです。一度閉園す

るともう再建は難しいでしょう。ぜひ存続させてください!

○そして、水族館とだんパラ等を同じ扱いにしては良くないと思います。水族館が無くなれば、ますます室蘭市民

の余暇はどこに行けば良いのでしょうか？登別のマリンパークですか？ならば、民間へ移譲じゃないでしょう

か。それこそ、水族館に関しては 1番利用している、室蘭市民の小さい子たちに聞いてみたらどうでしょうか？

まだまだ、やるべきことは沢山あると思います。

○コロナがもう少し落ち着いたら水族館に行こうと思っていたので、存続希望です！どの施設も観光で室蘭市に

訪れようとする人が増えるキッカケになるものだと思いますし、大変かもしれませんがクラファンなどもあっ

たら寄付したいです！

○室蘭、登別近郊は子供を連れて遊びに出かけれるような場所がとても少なく、室蘭水族館には優先順位を上げ

て是非とも存続して欲しいです。室蘭といえば、室蘭水族館と言われるような場所になって頂き、室蘭、登別を

再び活気づけて欲しいです。

○海に面する都市・室蘭としては、水族館の維持が、公共施設としては優先度が高いかなと感じます。これまで、

室蘭に特有の「沢」意識により、輪西や中央町、中島町などで各種施設の誘致合戦が行われてきましたが、残念

ながら人口減少の折、もうそのようなことは言ってられなくなってきたのではないかと思います。

○室蘭水族館は 2年前に初めて行きました。小樽水族館や、サンピアザ水族館と比べて動物たちを目の前に感じ

ることができ、楽しませていただきました。今年のお盆に行こうかと思っていたのですが、コロナ禍でなかなか

行けませでした。水族館好きな私がまた行きたいと思える水族館は室蘭水族館だけです。まだ１度しか利用し

たことないので説得力はありませんが。なので室蘭水族館は存続していただきたいです。冬に産まれてくる子

も連れて次こそは行きたいと思います。

○水族館は、是非残して欲しいです。港町なので、魚との関連もあるし、小さい子供には、無くしてはならない場

所だと思います。ここは、残して欲しい、室蘭出身のもありますが、もう少しリニューアルして入場料少し高く

しても残して欲しいです。青山市長お願いします。

○室蘭水族館の営業継続を希望します。もし、室蘭市が子育てに優しい自治体を目指すのであれば、水族館を廃止

すべきではないと考えます。遊具も良心的な運営ですし、魚も面白いポップで紹介するなど頑張っていると思

います。主な利用層は、小学生くらいまでの子どもとその親である３０から４０歳台でしょう。水族館があるか

ら室蘭にいる、または移住するという人は少ないと思いますが、もし、なくすのであれば、室蘭市は高齢者重視

のシルバー民主主義な自治体という理解になりますね。限りある財源をどの年齢層に向けて振り分けるのか、

見ている子育て世代は多いと思いますよ。

○子供の頃は月に１、2度は必ず水族館に行っていました。今は地元を出てしまいましたが、子供の教育には欠か

せない施設であると思います。実際に生き物や芸術、スポーツに触れられる場はどんどん減ってきており、ま

た、商業化しているように思います。だからこそ、市が守っていく必要があるのではないかと思います。ご一考

いただきますようよろしくお願いいたします。

○私は室蘭出身です。水族館は子供の時、そして甥っ子、姪っ子とよく行った思い出の場所です。大人になって久

しぶりに行っても楽しく過ごせました。未来の子供達のためにも水族館は存続して下さい。クラウドファンデ

ィングしたら少しばかりでも協力させて頂きますので。

○水族館は帰省の時に毎年利用しています。子供を連れて気軽に行けるスポットであり、なくなってしまうのが

寂しいです。親の世代でも、水族館のつぶやきを食べるのが楽しみの一つです。水族館がなくなってしまうと、

道の駅みたらのお客さんも少なくなってしまうと思います。水族館周辺のスポットは、白鳥大橋、みたら、工場

夜景、測量山…と室蘭の魅力が集まっています。コロナ禍で、遠方からのお客さんは確かに減っていますが、室

蘭観光の魅力は、B級グルメや安く入れる水族館、他にない景色など、お金をかけず気軽に楽しめるところだと

思います。水族館自体は、隣市にもありますが、お高くてなかなか気軽に家族皆で行くことが出来ません。高齢

化が進む室蘭だからこそ、子連れが気軽に来れる賑わいの場を大事にしたいです。遊具など同じような形は難

しいとしても、例えばみたら併設といったこじんまりな形でもいいので、存続してくれると嬉しいです。

○水族館だけでも残してほしい、
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○水族館は子供が小さい時から休みの日によく連れてっていたの存続してほしいです。

○水族館は海に面しておらず、機能的には不十分と思う面もあるが、他に代替するものがなく、個人的にも思い出

が深く、後世の若人にとってもその想いは共通できると思え、唯一存続を強く希望するものである。

○水族館絶対残してほしいです

○水族館存続が望ましいです。道の駅や白鳥大橋といったスポットと近く観光面での効果は大きいと思います。

また地元民にも長く親しまれており個人的にも思い出の多い施設です。当時 サル山があった頃から利用してい

ます。

○こんにちはこんばんは。函館市民ですが、主人が室蘭人で帰省時には利用させてもらっています。函館にはない

取り組み、しかも気軽に海の生物たちに触れ合える環境、素晴らしいと思います。が、現実として様々な課題が

ありますよね。クラウドファンドなどで、室蘭市内外から資金面を工面するなどはどうでしょうか。。私のよう

に、市外から来られるお客さまもいらっしゃるようですし、旭山動物園の例もあります。是非存続のために頑張

って頂きたいです。

○室蘭の水族館は室蘭に住んでいる時から来園しております。通常の水族館としては限界があると思うのですが、

目玉になるような物や、流行りに乗って欲しいです。今アクアリウム、コケリウムなど水に関するブームがあり

ます。YouTube のサボリさんを見てほしい。あの山岳水槽はすごいです！熱帯魚コーナーを設けて、販売、アク

アリウムの作り方などホームセンターの大規模版として運営してほしい。入園料の安さなども売りにしてほし

い

○室蘭出身の札幌在住です。実家に帰る際は子供を連れて水族館に行くことが多いです。遊園地的な施設もあり、

子供達は大変喜びます。私自身も子供の頃から利用させていただいており、思い出深い施設です。無くなってし

まったら室蘭の魅力がまた一つ無くなってしまうようで寂しいです。ぜひ存続して欲しいと思います。

○室蘭水族館は正直、小樽水族館よりも好きで札幌から頻繁に足を運んでいます。施設が旧いながらも懸命に営

業してる姿に勇気付けられると共に小さいからこそ他の水族館には無い魅力が詰まった水族館です。もし良い

方向に増築・改築が検討されているなら今後の事も考えて賛成ですが、閉業・取り壊し等が検討されているなら

心底悲しいです。どうにか残して欲しい大切な水族館です。

○室蘭出身者です。残すべき施設は室蘭水族館しかありません。営業方法など見直せばまだまだ終焉向上を図れ

ると思う。何より子供たちの未来につながる夢のある施設です。ぜひ存続をお願いします

○水族館は絶対に残していただきたいです。あとはそれほど必要性を感じません。

○小さな子供から大人まで気軽に楽しめる貴重な場所を残して下さい。室蘭水族館を存続お願いします。

○函館市の隣町に住んでいる者です。道南地域には水族館がなく、最も近いのが室蘭市水族館であり、室蘭であれ

ば日帰りも可能な距離のため、都合が付けばプチ旅行先として足を運ばせていただいております。子供が小さ

いうちは大型の水族館だと子供は焦点を絞れず、結果、どんな生き物がいたのかよく分からなかったというこ

とがあります。一方、室蘭市水族館の規模だと子供と展示物の距離感が近く、興味を抱きやすく印象に残りやす

いのです。また子供が飽きてくる前に全て見られるという点でも丁度良い規模の施設なのです。故に私にとっ

ては、多少遠くてもまた利用したいと思わせてくれる数少ない施設です。存続を希望します。

○毎年、子供と春の開館を心待ちにしています！もしも室蘭水族館がなくなってしまったら、多くの子供達が悲

しむことになるのではないでしょうか…歴史ある水族館ですし、是非存続してほしいです！室蘭水族館大好き

です！また必ず遊びに行きます！

○室蘭水族館について。近隣に同じような機能の施設があるということでしたが、登別のマリンパークのことで

しょうか。ホールやスポーツ施設と同じように考えられていることが、とても残念に思いました。北海道最古の

水族館、最近は飼育員さん達の頑張りで SNS やテレビへの露出も多くなっています。確かに維持存続にお金が

かかることは分かっていますが、折角の施設ですからを観光資源として活用する方向を是非考えていただきた

いです。

○だんパラスキー場、水族館の存続を希望します。市外から人を集め収益につながる施設だと思います。

○東京都在住です。実家が室蘭市内で、帰郷すると必ず３世代で水族館を利用します。また、都心では珍しいスケ

ートリンクも貴重な体験となる良い施設です。何よりも、自分の故郷で想い出の施設が無くなるのは悲しいて

す。出身の幼稚園も小、中、高学校も無くなってしまったが、今後も自分の子供から孫の代まで楽しめる、室蘭

の名物施設として、水族館は存続願いたいです。今後も室蘭市の施策を応援しております。

○水族館のクラウドファンディング、返送品が必要であれば、ペンギンの換羽のしおりや、年間パスポートなども

考えられます。科学館等の他の施設コラボの返送品でも良い。お礼のメールでも経過報告メールでも良い。科学

館と図書館と水族館が私の居場所でした。

○室蘭水族館は水族館の規模以上に内部の頑張りによって、成果を挙げていると思う。室蘭市の観光政策を意識・

特化した方向性で運営を行なっていけば、市の魅力を外部に知ってもらう発信拠点として価値のあるものにな
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ると思う。

○近場ですぐに行ける水族館。室蘭に住んでるからこそです。水族館を無くしたら小さい子供がいる世帯等、更に

過疎化が進むと思います。

○昨年の夏、約 30 年ぶりに室蘭に帰って来ました。帰って来たというのは居住を室蘭に移したという意味です。

もしも叶うのなら水族館の存続を希望します。室蘭になくてはならない施設だと、心から思います。隣町の規模

の大きな水族館に負けてないです。むしろ勝ってます。

○水族館は子供たちも喜びますし親としても安くてたすかります。ほぼ毎年行ってます。存続してほしいです。

○「市民が利用する」という視点に加え、「市民以外も利用する」の視点も大切、と考える。水族館は、道の駅や

白鳥大橋が近接しており、海辺であることで自然あふれる景色を目や耳、潮の香りなど、北海道のなかでも室蘭

にのみ存在するオンリーワンの立地にあることと関連付けて、次の世代に引き継ぐ室蘭の海浜公園に連なる施

設として改築や新築することを希望する。日本は先進国のなかで１人あたりの公園面積が低く、公園の充実は

急務である。あらゆる世代、すべての人が利用できる公園、ゆっくりと自然のなかで自分のペースで散歩ができ

る日常生活に身近な利用しやすい海浜公園を、北海道のなかで特徴のある地形や立地に恵まれた室蘭から発信

してほしい。その中核に水族館を位置づけてほしいと願う。

○苫小牧ですが子供が小さいので気軽にいける水族館があってほしい

○今は別の市に住んでいますが、水族館は帰省した時にいつも行かせていただいてます。他の水族館にはない、室

蘭水族館ならではの雰囲気が好きです

○室蘭で生まれ結婚するまでは室蘭におりました。こどもの頃は、水族館によく行きました。なくさないで欲しい

です。今も、室蘭に行けば必ず行く場所です。今のままで良いので残してください。老朽化で仕方ない、という

結論で、なくしてしまう事には反対です。よろしくお願いいたします。

○函館市民ですが、気軽にいける最寄りの水族館でスタッフの方々もあたたかく、仕事中にもかかわらず子ども

が質問してしまったときも丁寧に答えてくださいました。難しいかもしれませんが、存続していただけるよう

検討お願いします。

○室蘭水族館は、子供の頃から行っています。かなり前にうちの熱帯魚を引き取ってもらったこともあります。寄

付してもいいから、続けてほしいです。民間企業などに存続など。

○室蘭水族館は、私が子供の頃は、夏休みは必ず登別の叔母の家に泊まりに行って、夏休み中従兄と毎日遊びに行

った。想い出の場合ですのでね。

○水族館はこの中で 1番利用する施設です！今後もしばらく子供を連れて年に数回は利用すると思います。

○室蘭水族館は、無くさないで欲しいです。

○水族館は、存続を望みます。小さいときから、何度も何度も遊びに行き、子供が出来つれていってました。その

こが、結婚し孫も楽しんで年間パスポートを買い、通って(笑)いました。怖さないでください。補強するなり何

とか残してほしいです??室蘭市は、なんでもすぐ壊してしまいます。絵鞆小学校も、何とかクラウドファンディ

ングで、いまはまだ、残っています。ありがたいです m(__)m

○室蘭水族館は絶対に無くなってほしくないです。そこで提案ですが、ホテルを誘致して併設して新築するとい

う案はいかがでしょう。室蘭は景色も良いし、水族館付き観光ホテルなら十分な集客を見込めると思います。室

蘭市が土地の提供と水族館の管理、ホテル側は建物の費用を負担で、宿泊客は無料で利用出来る。

○室蘭水族館の存続を希望します。毎週、子連れで賑わっている現状をまず確認してほしいです。歴史ある北海道

最古の水族館を全面にもっとアピールしても良いと思います。あのサイズなのに、あれだけの種類が揃って見

ごたえもあり、水族館のお姉さんのアイデアでとても楽しく見学できます。やはりシンボルフィッシュのアブ

ラボウズがゆったりと見られるのは最大の強みだと思います。また、外の遊具は衛生にも気を配りとても清潔

で掃除も行き届いており、気持ちよくたのしめますし、子どもたちが安全に楽しく遊べる配慮も評価されるべ

きかと思います。目にも可愛らしく楽しいですし。道の駅が眼の前にあり、さらには新しくプッシュしている祝

津埠頭がすぐ近く。コラボを考えて人の動線を作りやすい立地条件も強みではないでしょうか。いろいろな可

能性を、集客の呼び水の元をまだまだ秘めている水族館です。どうか単なる、合理化で簡単に切るなどせずに、

存続の方向でのご考慮を強く希望いたします。

○室蘭水族館は道内最古の水族館だと自慢ができます。古いだけではなく、大人でもクスッと笑えるようなとこ

ろもありつつ、子供も楽しめます。自分が子供の頃からある水族館はぜひ残してほしいです。

○水族館は気軽に行けてとてもいい施設だと思います。可能な限り存続を望みます。

○水族館は絶対残すべき。

○室蘭水族館は是非残して欲しい

○ツイッターから来ました。予算がたりないのでしょうか、寄付を募っていただければ微力ながらお金を出した

いです。利用回数が数年に１回としましたが、コロナ前は二ヶ月に１回ほど帰省し、行けるときは行っていまし



35

た。水族館がなくなってしまうんですか？コロナもあり、しばらく実家に行けていない札幌在住ですが、室蘭水

族館は小さい頃から行っており、大好きです。

○登別市民です。室蘭水族館には我が子が小さい頃にも良く行っていましたが、今は 3歳と 2 歳の孫が帰省の度

に家族で利用しています。規模は大きくないですが遊具もあり、子供連れにはちょうど良い施設です。是非これ

からも残して欲しいです。入園料など、多少値上げしても続けて欲しいと思います。

○岩内町在住です、息子が水族館好きなので年に 4、5回は室蘭水族館を訪れています。大きな水族館では無いで

すが、職員の皆さんがいろいろ工夫をして飽きさせない展示を行なっていて好きな水族館です。存続させるの

は難しいのかもしれませんが、クラウドファンディング等で資金を募り、なんとか小規模でもいいので続けら

れる様に出来ないでしょうか？もちろんその際は協力させていただきます

○水族館は子供の頃から行っていた場所。自分の子供が小さい頃もよく連れて行きました。つぶやおでんなどこ

こならではのものがあり、安価でゆっくりできる他の街にはない歴史あるすばらしい施設だと思います。両施

設とも子供にとって大事な場所気楽に安心して行ける場所です。どうか残してほしいです。

○室蘭水族館もシーズン中は何度も行っていて、子供が楽しめる場がなくなるのは本当に悲しいです。税金の使

い方を見直して存続してください。

○室蘭水族館は、昔は子供達。今は、孫を連れて出かけています。とても、楽しい施設なので存続して頂きたいで

す。

○子供達が身近に生き物に触れられる貴重な施設です。職員の方も丁寧に対応して下さり、工作等色々なイベン

トも充実していて、未来にも是非こう言った施設は残していって欲しいです。

○室蘭水族館を是非存続させてほしい。登別在住ですが、ほぼ毎週、子供一緒に行っております。そこで感じる良

い点・改善点は下記の通りです。先ず良い点 ・全体的な雰囲気が凄く良い（レトロな感じがとても） ・スタ

ッフ皆さんの対応力（特に笑顔や優しさ） ・密な水槽（笑）今どき珍しい。＊旨いレベルも最高 ・ペンギン

お散歩・アザラシ餌やり・トドのトレーニングが子供目線で素敵 等々まだたくさんある。改善点（自分が計

画・企画担当するならの視点で） ・料金改定 入場料：平日（大人 500 円、市外子供 100 円）、土日（大人 700

円、市外の子供 200 円） 年間パスポート：大人 2,500 円、市外の子供 1,000 円 改訂：全て料金一律 150 円

／回と、回数券 500 円／4回綴り(100 円お得化)年齢問わず。平日は 5回綴りにする ：バッテリーカー50 円／

回、アニマルカー100 円／回 飲食：土日限定でフライドポテトや唐揚げ・コロッケなど販売や、ジンギスカン

などをやってみるのも手 営業時間：月一でも夜間延長営業(18 時半頃まででいい)、冬期営業も検討の余地あ

り、遊具が乗れなくても子供たちが遊べる場を提供できないか等々 まだまだ色々アイデアがある。課題はま

だまだあるがみんなでなんとかしていきましょう！ 以上

○室蘭の観光資源として、祝津エリアに様々な施設が集中しています。日本遺産の炭鉄港の施設も近くにありま

す。それら施設の中の一つに市立室蘭水族館があります。今年は祝津地区に新たに大型船が接岸できる岸壁が

整備され、大型客船が入港して多くの方が室蘭の祝津地区に来ました。道の駅みたらに自動車で来る方も多く、

そんな祝津地区で市立室蘭水族館は室蘭の観光の一翼を担うものです。北海道で一番古い青少年科学館がリニ

ューアルオープンしました。市立室蘭水族館の「北海道で一番古い」という肩書も集客の一つになります。旧絵

鞆小学校の校舎や炭鉄港の旧三菱合資会社室蘭出張所もそうですが、壊してしまっては、室蘭の歴史的にも観

光にも大きな損失になります。二度と戻らないのです。この水族館は映画モルエラニの霧の中で描かれました。

映画の中でクラゲが幻想的に表現されていました。トドやアザラシ、ペンギンは魅力的な行動が見られます。知

恵を出して安価な方法で、例えば旭山動物園のように、室蘭の水族館の動物や魚などを素敵に見せることで、市

外から来た方、市民にもリピーターを増やすことが出来ると思います。これらのことから、市立室蘭水族館の存

続を切望いたします。

○水族館は私や娘の大切な憩いの施設です。家族がレジャー気分で気軽に訪れることのできる貴重な場所です。

施設老朽化への建て替えに多額の費用が必要なのは理解できます。法隆寺でのクラウドファンディングによる

予想以上の資金提供の申込みがあったとの事例もあります。建て替え資金の不足分をクラウドファンディング

による資金調達で行なうべきと思います。

○関西に住んでいます。室蘭水族館はアザラシが魅力的な素晴らしい水族館だと思います。存続を希望いたしま

す。修繕費等はクラウドファンディングで募集なさってはいかがでしょうか。室蘭水族館の公式 Twitter があ

ればクラファン募集の拡散に微力ながらご協力できるかと存じます。（私のフォロワー数は Twitter が約 5,100

人、インスタが約 3万人です）差し出がましい意見となりますが Twitter（インスタ）でフォロワー数を増やす

コツとしまして毎日決まった時間（みんながお昼休みの 12 時など）に可愛い生き物の短めの動画（30 秒以内）

や美しい魚の写真などを投稿し、ある程度フォロワーが増えたところで、室蘭水族館についての可愛い投稿を

リツイートする。そしてさらにフォロワー数が増えたところでクラファンされると良いかと思います。私自身、

室蘭水族館のアザラシの可愛さは Twitter で知り、（ケロリン桶をタンバリンのように叩くゼニガタアザラシ）
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次回北海道観光の際に行こうと思いました！室蘭水族館には絶対に行ってみたいので、お手数とは存じますが、

ぜひとも SNS をご活用いただき、水族館の存続についてご検討頂ければと思います。※紋別のアザラシシーパ

ラダイスや山形県の加茂水族館などは SNS でクラファンに成功しています。

○室蘭市水族館は北海道最古の水族館であり、道の駅みたらに近接して室蘭市の観光資源になっていると思いま

す。また、家族連れで気軽に行ける場所がハッキリ言って室蘭にはありません。入江公園も老朽化が進んでお

り、手直しすらされていない状況です。もっとファミリー世代が楽しめる市政を強く望みます。

○室蘭水族館と登別マリンパークは同じ水族館と考えないでほしい。気軽に行ける場所、金額全く違う施設

○水族館が無くなると一番悲しいです。室蘭市民や室蘭出身の人ならば年代問わず誰しも水族館の大切な思い出

を持っておられるのではないでしょうか。子供だけではなく、80 代の叔父が水族館へ行きたがるので連れて行

くこともあります。市民の大切な憩いの場所を残していただきたいです。

○水族館は室蘭唯一の生き物を観察できる癒しスポットなので必ず存続して欲しい。

○水族館→近隣市にあるため不要

○・室蘭水族館は残した方が良い。家族が楽しめる施設。室蘭市は子育てに力を入れている。歴史ある施設。思い

入れのある人が多い。収入を増やす努力をし改修費用に充てては。入場料や施設利用料金を上げる。利用期間を

延ばす。トドやペンギンのえさやり体験を有料でさせる。海の日は無料ではなく割引にする。市外在住の利用者

まで無料にする必要はないと思う。などなど。

○室蘭水族館を存続してください。取り壊す必要はありません。傷んだ部分を修理や補修して、あと 50 年でも

100 年でも、市民が利用出来て楽しめるようにお願いします。2000 年前のローマのコンクリート建築物が今も

健在です。NHK テレビで放送されてました。21 世紀の建築技術であれば、100 年でも 200 年でも可能と思いま

す。長く使えるように知恵を出してください。宜しくお願いします。

○水族館は室蘭の魅力の一つです。後世の子供達のためにも存続して下さい。

○室蘭水族館は必ず残して下さい。市だけで建て替え維持ができないのであれば Disney ランドのように企業ごと

のアトラクション提供をしてもらう形のようにすればいいと思います。室蘭市内登別市内伊達市内など全国区

でもいろいろ方法はあるはずです。古い考えのまま存続がなどと考えてたらすべて無理だと思います。室蘭水

族館がなくなったら室蘭の魅力半減です。。

○室蘭水族館→西胆振に同じ機能が提供されているため、優先順位 3グループになっているが、マリンパークを

同じ機能と考えるのは間違っていると思われる。まず入園料が桁違いであり、簡単に行けるような施設ではな

い。また室蘭市民に対して、割引等ない以上全く別施設といっても過言ではないと思われる。室蘭水族館は規模

は小さいかもしれないが、サイズ的にも料金的にも乳児や幼児を連れていくには非常に最適と思われる。検討

が必要な 8施設の中で一番利用者が多いにも関わらず、なぜ維持が難しいのか。なぜ利用者が一番少ない美術

館が 2 グループで維持しようとするのか。人口が減っており、子育て世代にいかに室蘭をアピールするかが重

要であるにも関わらず、なぜその子育て世代のニーズを考えないでこのような話になるのか。西胆振に同じ機

能が提供されているか、されていないかは確かに必要な論点ではあるが、それが市民や西胆振の住民のニーズ

に合っているかは、また別物と思われる。役人は電卓をはじいて考えるだけで、本当に室蘭が良くなるのでしょ

うか？正直意見公募しているが、本当に反映されるのかは疑問で仕方がない。ただ室蘭水族館は未来の子供の

ためにも必要な場であるため、存続を希望します。

○意見なので返信不要です。新聞に、水族館廃止か？という記事がありましたが、小さい子供を連れて行ける数少

ない場所です。市役所を立派にして、市民が気軽に行ける水族館は廃止するとなったら、余計高齢者しかいない

町になると思いますが。人口が減るから税収も減るしと言ってますが、特に増やす政策もしてないし。絵鞆小の

校舎もそうでしたが、なんでも「無理だわ。廃止」みたいな感じですよね。水族館こそ、クラウドファンディン

グを募るべきです！少しなら自分も協力したいし、SNS などでちゃんと周知すれば建て替え費用位集まると思い

ますけど。高額寄付してくれた方には飼育員体験が出来るとかして。

○こんにちは。8月 14 日の室蘭民報を読みまして、意見を募集中と知りました。水族館は子供時代から楽しく親

しんで来て、今は孫たちを連れて行きます。無くてはならない施設です。取り壊し廃棄するなどとんでもない事

です。水族館を新しく建て替える必要は有りませんので、耐震工事や継続に必要な工事や手当てをしてくださ

い。室蘭市民は今のままの施設でも満足しているのですから。なんでもかんでも取り壊して新しく建て替える

ことは反対です。宜しくお願いします。

○２歳児 1人と第二子妊娠中の母です。水族館がなくなってしまうかもしれないことが寂しいです。私自身室蘭

で生まれ育ち室蘭水族館はとても身近なものでした。小さい子ども連れでも安心して見られる展示、遊べる遊

具があり、入場料も安価でとてもありがたく思っています。隣町の登別にはマリンパークニクスがありますが

規模が大きくまた料金も高いので行くことは滅多にありません。人口が減り子どもが減っている室蘭なので、

子どもが楽しめる場所をどうかこのまま存続して、室蘭で子育てをしていく人が増えるように願っています。
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○室蘭市の観光場所のツアーなんかに組み込んで、施設を利用したらどうかなと思います 水族館は特にいいの

では？みたらもすぐ側ですし、体験型の何かエサやりお世話とか、近くで写真撮れるとか出来るとおとなも子

どもも楽しめると思います

○●水族館は単体ではなく道の駅との連携・近隣公園を含めての検討を

○室蘭水族館の立地的に国道沿い建設 マリンパークのような入りやすい室蘭目的じゃなくてもついでに寄れる

ような環境であれば観客数の安定化できるのではないかと思われます、港まつりのようになにかイベントがあ

った際に割引券の配布協力を依頼しとりあえず水族館がどういうものなのかを確認してもらったり、現状おた

る水族館の利用料マリンパークの利用料を見たところ毎月家族ずれで手を出すのに躊躇いの出る金額であるの

で維持できる程度でもいいので回数で稼げる少し寄り道とかでも寄れるような場所であれば市民の憩いの場に

なるのではないかと思われます。自分は小学生幼稚園の時しか行ったことがなく久しぶりに行ってみたのです

が落ち着く場所ではあるので残して欲しいです。また札幌みたいになにか小さなイベントを増やして人を入り

やすくとかはできませんかねビアガーデン的な大人も寄りたくなるようなイベントとか室蘭は水産も美味しい

のでおつまみも行けるとは思います 利用料で稼ぐより外部の土産や食事で成り立ってる企業が多いのでもっ

と活性化できると嬉しいです！応援してます また市内の幼稚園小中学校の体験で漁業組合の方へお邪魔させ

てもらうことがあるのですがそれを水族館と協力、バックアップして館内で体験出来れば永続的に収益化もで

きるかと思われます みたらの中で何か買った割引券とか少し値上げしてその上げ多分下げれば国民基本気づ

かないんで上がったけどここで買って下がるならいいかって思考の人間が多数いるのでその方針でやっても上

手くいくかと思います

○水族館の維持はお金がかかり大変だと思いますが、グラウンドて募金をつのり運営継続して欲しいと思います。

頑張れ室水????

○水族館は公設で入場料安く、働いている人の努力で有名にもなった。室蘭らしさ・特色という意味合いでも残し

てほしい。

○外へのアピール度は低いですが、入ってみてから、良さがじわじわと伝わる施設と思いました。地元岐阜県のア

クアトトと比べると規模、整備状況は低いと思いますが、見た後の家族の評価は高かったです。癒されるポイン

トが多かったと思います。

○地元が室蘭市の者です。帰省の時期によって行く場所が変わりますが、特に祖父母と子供 3世代で気軽に遊べ

る水族館は残してほしいです。

○1歳の子どもがいる主婦です。水族館は子どもにとって、テレビや本で見るような普段見れない動物を間近で見

れ、遊べる遊具や、のびのびと出来る綺麗に整備されている芝生があるので親の私も安心して、そして子どもと

共に楽しめるのでほぼ毎週のように水族館に通っています。親の私は毎週来ているので正直ペンギンなどの動

物は見慣れてしまいましたが、子どもは毎回初めて見たときと同じキラキラした目で見ています。室蘭にこの

ような施設はとても貴重ですので、多少なりとも入館料が上がっても通いたい場所です。子を持つ親としては

存続願います。

○だんぱらスキー場はサンライバがあるのはわかりますが、室蘭水族館の代替施設はマリンパークということで

しょうか？マリンパークは料金設定や平日の遊具が稼働していないことからも、代替とは言えないと思います。

子供を持つ家族が室蘭水族館の代わりにマリンパークに通うのは難しいと思います。また、うちの子は室蘭水

族館のスタッフさんに会いに行きたくて毎週行っています。スタッフさんの名前も覚えてるほどです！施設や

企業において、スタッフさんの人柄は会社の宝です！このご時世、そのようなスタッフを集めることも大変な

のに、愛されるスタッフと施設があることを、市として大切にしてほしいです。YOUTUBE にも室蘭水族館の動画

がたくさんあります。室蘭水族館が室蘭だけでなく北海道を代表する施設であることが改めてわかります。何

が改善されれば室蘭水族館を残してもらえますか？集客ですか？集金ですか？年パスを少し価格改定してもい

いのでは？毎回それ以上に楽しませてもらっています。存続のためなら何かお手伝いしたいくらいです。どう

か、室蘭水族館を残して下さい。よろしくお願い致します。

○室蘭市在住。新聞にて、水族館についての記事を見ました。昔からの憩いの場をできれば存続してくれればと思

います。先日、山梨から観光で来訪した友人も昔ながらのアットホームな水族館を気に入ってくれたようで閉

館するなら残念と言っておりました。

○室蘭市民ではありませんが、室蘭水族館の建て替えより室蘭市民が登別マリンパークを利用する際のクーポン

発行等で経費を抑えられるのではないでしょうか。

○一番残すべきは「市立室蘭水族館」だと考えます。■北海道で最古の水族館である。■室蘭市唯一の観光施設で

ある。■市内外の子供達が学びの場として使用する事ができる。■室蘭市民の憩いの場である。■室蘭市民や近

郊の方々だけではなく、遠方からも沢山の観光客が来ている。■室蘭水族館に来た観光客の方が向かい側の道

の駅にも寄ってくれる。登別マリンパークが類似施設だと言っていますが、水族館としての機能は同じだと市
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議の方達は言っているかもしれません。でも中身は全く違って、マリンパークは商売として利益重視の営業を

していると思いますが、室蘭水族館は入場料も安価で家族で気軽に行きやすい。実際、自分はマリンパークに一

度しか行っていません。料金も高く、家族全員で行ったら一万円位かかります。働いている人も、笑顔もなく

淡々と仕事をこなしている。もう行かなくていい！と思いました。その点、室蘭水族館で働いている人達は皆ん

なに笑顔で対応し、お客さんに気軽に話しかけています。この違いが市で運営しているものとの違いなのでは

ないでしょうか。水族館だから類似施設という考え方は捨てて欲しいです。室蘭水族館に来ているお客さんの

声を聞いてください。ペンギン、アザラシの展示の仕方が他の水族館とは違って面白い。とか、こんな間近で見

られる水族館はない。古いと言っているけど、逆に新しい！皆んな喜んで帰って行っています。室蘭水族館は絶

対に無くしてはダメです??お願いです！室蘭水族館を今後も残してください。室蘭水族館は残してください??

○水族館は残して欲しいです。手頃な入場料で、海の生き物を直接見に行ける所って他には無い様に思います。

○公共性では他施設にくらべて水族館は優先順位は低いと思いますが是非残していだだきたいです。小さい子ど

もにはちょうど良い施設だと思います。

○４月に転入してきてから、水族館を家族で頻繁に利用しています。維持管理費用は高額かと思いますが、低廉な

価格で気軽に海洋生物を間近に見られる施設は室蘭市の子供達にとって大切な財産かと思います。また、転入

にあたって、室蘭にゆかりのある方からは、必ず水族館の思い出を伺いました。他には替えの効かない大事な施

設だなと感じています。これからも、ぜひ存続して欲しいです。

○まず率直に、室蘭水族館はなくさずに、是非残していただきたいと考えます。私は、札幌から高速料金を支払っ

てでも当館に通い続けているリピーターです。私は、趣味で、日本各地の水族館や動物園を多数見てきた者で

す。色々な施設を見てきて、室蘭水族館に感じることをお伝えいたします。各施設には様々な特色があります

が、その中でも室蘭水族館が持つ特色は、他の施設とは異色を放っており、それが、強く存続を望むことにも繋

がっています。その一つが、地元の方はもちろん、小さなお子さんをもつ家族に受けが良い水族館であるという

点です。その理由は、入場料が大人 400 円と低価格で、何度も訪れるのにぴったりな低価格であり、どのような

収入状況の家庭にも優しいということです。また、敷地が広大でないからこそのメリットとして、子供連れにも

負担が少なく、遊びやすく、海の生き物たちを楽しみやすいこともあげられます。且つ、子供向けの遊園地が併

設されていて、入場料には含まれていない乗車券を、状況や子供に応じて必要分支払って利用できる点も、愛さ

れている理由だと感じています。次に、水族館内の特色として、水槽の見せ方が、まるでグラスボートに乗って、

海の生き物を観察しているかのような設置になっていて、私が訪れた各施設を思い返しても、このような施設

はありません。もしも建て替えて存続が可能になるならば、施設 1階部分のスタイルは踏襲し、北海道最古の

歴史的展示形式を残した形での存続を望みます。このスタイルこそが室蘭水族館の特色であり、なくしてはな

らないスタイルであると考えるからです。さらに、当館の水槽の平ガラスのサイズと奥行きは、海の生き物が非

常に見やすいサイズになっています。また、水槽設置の高さも、大人の目線からも小さな子供の目線からも、水

中をイメージしやすい高さになっています。そして、室蘭や北海道界隈に生息する身近な生き物を中心に展示

されていることも魅力です。純粋に家族で楽しむ水族館としてはもちろん、北海道近海の生き物や昔のスタイ

ルを残す水族館の歴史を学ぶ教育施設としての役割も充分に果たせる施設であると思います。そして、屋外に

展示されているペンギンやアザラシ、トド達が愛嬌たっぷりで、室蘭水族館の看板となっています。ペンギンの

散歩は、様々な施設でも行われている人気のイベントですが、当館ほどペンギンとの距離が近い施設はありま

せん。ペンギンに障害物を越えるように教えたり、地元名所の白鳥大橋を渡る演出は本当に素晴らしいです。近

隣に登別マリンパークニクスという施設があり、それが「西胆振地域で同じ機能が提供されるか？」という観点

における判断施設にすることは安易すぎます。海の生き物を展示している施設としては同じように感じられる

方もいらっしゃるのかもしれませんが、全く違います。展示されている生き物の種類、展示の仕方、室蘭水族館

でなければ見られないものがあるのです。純粋な水族館は室蘭水族館で、登別マリンパークニクスはテーマパ

ーク的要素が強く、入場料は室蘭水族館の 7倍で大人 2,800 円。子連れで何度も通うリピート率は室蘭水族館

の方が上であることは間違いありません。そして、祝津には道の駅や飲食店、入浴所が建設され、水族館を中心

にテーマパークのような形になっていて、各施設で提供するサービスを分担し、持ちつ持たれつの関係にある

こところも素晴らしいと感じています。また、別の視点で見て感じたことがあります。それは、遊園地の遊具を

操作している方の中には非正規採用での年配の方々のお姿が。日本がかかえる昨今の事情において、幅広い年

齢層の方々が生活の質を保つことができる雇用を市を上げて行えるのも、市立の施設の強みであり、理想的な

社会の仕組みを見て取ることができました。これらが、室蘭水族館んの大ファンである私が、存続を強く願う理

由です。最後に、私が考える室蘭水族館を存続させるための具体的方策をお示しいたします。１ 水族館 1階

部分と小規模遊園地を残した施設の縮小化 ２ 財政難を背景とした入場料の引き上げ（桁が一つ変わるよう

な引き上げは不可） ３ 周辺施設とコラボレーションするような施設サービスの充実（例えば室蘭水族館利

用者が他の施設で割引を受けられるなど） ４ 小学校旅行的行事や社会見学で利用してもらえる水族館独自
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の企画（学習会や体験など） ５ 北海道大学水産学部を筆頭とした、水産系大学との研究・連携 以上です。

どうぞ前向きなご決断をよろしくお願いいたします。

○いつも室蘭水族館を利用しています。登別にはこんな憩いの場がないので、どうにか存続していただきたいで

す…。ガソリン代がかかっても、やっぱり室蘭水族館という人が周りには意外と多いので、廃止ありきではなく

存続の色々な方法を考えていただけませんでしょうか。

○水族館は残してほしいですね。今ある高校のどこか 1学級を水産学部にしたり大学の研究室を誘致したりして

学習施設として共用したらどうでしょう。

○水族館を存続してください。北海道で一番古い水族館の歴史が終わるのはさみしいです。どのような形でも残

していただけるならありがたいです。

○水族館について、隣町にもあるが、料金が高いため利用しにくい。歴史のある施設でもあるため、存続すべきと

思います。

○水族館は子供にとって身近で、安く楽しめて学べる施設です。また大人にとっても懐かしく癒される場所です。

ぜひ残していただきたいです。

○室蘭水族館の存続を望みます。室蘭は公園も少なく、子ども連れて気軽に遊びに行ける貴重な場所です。子ども

が幼児の時は毎日遊びに行きました。これ以上子どもが遊べる場所が減らないことを願います。中島公園も明

るく整備されるといいです。。登別市民ですが、鷲別地区には小さな公園しかないので、室蘭の公園、水族館を

よく利用します。どうかお願い致します。

○8施設のうち水族館を絵鞆、祝津の海と繋いだ物に建て替える事を考えて下さい。観光資源と考えるべきです。

積極的に外からの集客を考える施設に替えて下さい。それが行政のリーダーシップです。

○10 年前まで室蘭に住んでいました。現在は他の市に住んでいますが、夫が室蘭に単身赴任中なので、わたしと

子どもたちも年に数回室蘭に行きます。老朽化、予算等で大変だと思いますが、室蘭水族館は存続してほしいで

す。室蘭では祝津に住んでいたので、当時幼児だった子どもたちと、ほぼ毎日水族館に行ってました。ペンギン

や魚の名前を覚えて触れ合えるところがとても良いと思います。室蘭水族館のおかげで魚好きになった息子は

高校生になり、北大水産学部進学を目指しています。息子の他にも室蘭水族館のおかげで魚に興味を持つ子が

多いのではないでしょうか。室蘭水族館の存続のご検討をお願いします。

○室蘭水族館に行くことを毎年楽しみにしています。その時には道の駅や登別温泉やまたは伊達市の道の駅、温

泉、食事なども利用しています。歴史がある佇まい、優しさ溢れる水族館の職員さんたちの活動や丁寧な説明

文、子供から大人まで優しい気持ちになれる水族館です。他の水族館の激しいショーや、真新しい施設にはない

優しさやぬくもり、とても貴重な水族館です。他の水族館は１０年に１度、または 1度いけばいいかな、と思い

がちですが、室蘭水族館は冬は閉館してしまうので、行ける時に何度か行きたいし、やはり毎年行きたい、室蘭

にいくなら水族館に行きたい、このように考えています。歴史の面から考えても残すべき施設だと思います、是

非存続お願いします。

○だんパラスキー場と水族館は家族でよく行きます。こどもたちが楽しく遊べる施設なので、予算の大きなとこ

ろを削ってでも残して欲しいです。

○室蘭水族館はみんなに愛されています！高山さんはメディアにもでていて素晴らしいと思います！ぜひ存続

を！

○水族館も同様、子供を連れて行く施設としては最高です。最近は SNS などで職員のみなさまの頑張りが目に見

えて伝わります。みたら周辺の再開発にはなくてはならない存在だと思います。冬の集客力が乏しいエリアに

おいて、水族館を核とすることはできないものかと考えておりました。

○予算の関係とはいえ、全ての施設が無くなってはいけないものと考える。特に、水族館、文化センター、だんぱ

らは、活用次第で室蘭に人を集める資源になりうるものだし、水族館、文化センターをなくすることは、蘭西地

区の人口減に拍車をかける要因になる。これ以上ゴーストタウンになる蘭西を見せないでほしい。

○この中で残すべきと考えるのは、水族館・文化センター大ホール（管理棟も含めて）・中島スケートセンターで

す。また、基本耐震補強工事をした施設については、一旦保留にするべきだと思います。水族館は登別にもある

との意見もあるようですが、全く違うものだと思います。水族館は、家族で気軽に立ち寄れる入りやすい施設で

す。職員の方々も、アイデアを出して頑張っていらっしゃる。入場料を値上げしても残すべきです。

○・水族館について、存続の声が多くあるようですが、場合によっては、「存続希望」も「広域化やむなし」に変

わると考えます。たとえば、利用料金が安い（マリンパークが高い）事により、気軽に行けるため、存続希望の

場合。この場合は、入園料金の補助を行うなどすれば、広域化に納得する市民もでてくるのではないでしょう

か。

○・水族館を優先的に海のそばに移設すれば、出費は最小限で済むことはわかっているはずです。臨海公園に沿っ

て作ればいいだけのことです。もしくは、ヨットバーバーあたりから海水を引き込んで、絵鞆漁港の近くに作る
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のもありだと思います。・道の駅みたら、水族館、旧絵鞆小の流れは、観光促進に良いと思います。サッカー競

技場もできるので、今年１０月に行う交通公園の活用を週末だけでも復活させたら、より引力が強くなると思

います。

○市の財政はとても厳しいことは重々承知していますが残していただきたい優先順位３つを選択致しますと１本

庁舎２文化センター３水族館を残していただきたいです。３水族館に関しては金額も安く、またチープさが却

って人々に好印象を与えており気軽に遊びに行ける行楽としては最適かと思います。登別のパークニクスは金

額も一桁違い普段から行ける施設とはジャンルが異なります。行楽施設が無い街に若い人は住まないですし訪

れる人もいないと思います。水族館単体で考えるのではなく祝津埠頭の客船バース、道の駅みたら、大黒島をセ

ットとした祝津・絵鞆観光特区の位置づけに水族館もあると考えますと重要な施設と思います。「残す」という

目的決めて、その次はどう利益を出すかを強い意志を以て目標を立てて結果が出るように取り組むべきと考え

ます。

○室蘭水族館は小さな子供がいる世帯にとって大変ありがたい存在です。子供も水族館に行くのをいつも楽しみ

にしています。ぜひ建て替え・存続をお願いします。

○室蘭水族館は、隣市の民営水族館に比べ入場料が割安なので、子供のいる世帯には行きやすいので存続を希望。

しかしながら施設の老朽化が目立つので、リニューアルして欲しい。その場合入場料アップの懸念もあるだろ

うが仕方ないかと。(その場合できれば大人 1000 円は切ってほしい。)

○水族館をなくしてほしくないです。白鳥大橋があって、水族館があって、みたらがあっての室蘭だと思います。

子供たちも遠足で訪れたり、休日も水族館からのみたらでソフトクリームというのがお決まりのコースです。

水族館がなくなれば、室蘭の顔はなくなると言っても過言ではないと思います。建て替えが大変なのは承知で

すが、少子化が進み、室蘭の人口減を止めるには、若い世代が住み続けたいと思う魅力のある街にしていかない

といけないと思います。

○現在在住している皆様のご意見を尊重すべきと存じますが、数年前まで室蘭市に在住していた身として、一言

お伝えしたいと思い筆を取りました。私は、動物園・水族館の類が好きで、道内はもちろん、関東圏や沖縄の水

族館も見てきましたが、その経験から見ても、室蘭の水族館には個性があると感じています。小規模ではありま

すが、展示している種類、企画展、スタッフさんの紹介文などにユーモアがあり、室蘭という地域性を活かした、

素晴らしい、唯一無二の水族館だと思っています。実際、室蘭市に在住していた間、毎年の楽しみとして水族館

に通っていましたし、引っ越した今でも、また行きたいなと思い出すほどです。付近に道の駅や温泉があるのも

良く、観光地としても魅力的です。もちろん、昨今のコロナ禍の影響は大きいですし、財政の問題もありますか

ら、難しいところもあると思いますが、水族館は可能な限り、存続していただけたらと願うばかりです。

○水族館も同様です。財政厳しいのはわかりますが、未来ある子供たちが生き生きできる街であってほしいです。

よろしくお願いします。

○室蘭水族館の料金とマリンパークの料金の差額が大き過ぎ、代替と考えるのは無理です。

○水族館は、室蘭の観光として道の駅の向かいでもあるし最優先にしてほしいです。

○室蘭水族館は、展示品種などが一般の水族館と異なり、入場料や遊具も安価なことから、気軽に利用可能であ

る。登別にも水族館はあるが、明らかに観光客向けの設備、料金設定であり、身近に利用可能とは言えないこと

から、同種の施設とは考えにくい。子育て世代としては、室蘭水族館の存続を強く望む。

○動いているペンギン、アザラシ、魚を子供達が歓声をあけて見入ってる 存続してほしい

○市の財政状況も、方針も、理解はしているつもりです。仕方ないけれど、取捨選択しなくてはいけませんよね。

ただ、室蘭水族館を検討の枠に入れていることに驚きです。維持費用がかかることは理解できますが、家族連れ

を中心とした地元民の憩いの場のはずです。登別にある施設とは、テイストも利用しやすさも全然違います。長

居はしませんが、何度も行きたくなる、ちょうどいい規模のテーマパークです。入園料を少し値上げするとか、

園内の利便性をあげるなどして、なんとか存続できませんか。失くさないでほしいです。

○室蘭水族館は子供たちの学びの場でもあるので、無くさないでほしい。

○水族館がなくなったら子育て世代はとても困ると思います。室蘭は一日中遊べる場所がとても少ないと感じて

います。入場料が手頃なのもありがたく気軽に行けるのも魅力的です。スケートリンクも水族館も幼稚園の行

事で利用しているので、子どもたちの貴重な経験を施設をなくすことで奪わないでほしいと思っています。

○市立室蘭水族館の存続を願います

○室蘭水族館は対象施設の中で最も利用者が多く、入場料の値上げやつぶやき店のような飲食店及びグッズ等を

売り出す売店へのスペース貸し出し契約等で収益を得る方法がまだあると考えられる。また、70 年近く続く室

蘭水族館にはその経験を活かして海洋生物の研究や環境問題に対して他の水族館及び研究機関と協力して取り

組む使命があり、それを存続せずに放棄してしまうのは学術的な面でも損失となりえる。

○水族館は代替の施設が近隣にありますが、利用目的が大きく異なるため、子育て世代のためにも存続したほう
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がいいと思います。

○道外の者です。アザラシが大好きで、今夏室蘭水族館に参りました。アザラシが好きなので、今まで日本各地の

水族館に足を運んでおりますので、他水族館と比較して意見を述べます。室蘭水族館は、アザラシの頭数は隣市

登別水族館を含めた他水族館と比較して、圧倒的に多いですし、二種類のアザラシがいます。また、芸をするア

ザラシもいます。これらの点から、このアザラシだけでも来館する方は一定数いると思います。他にも、ペンギ

ンであったり、室蘭に生息する水の生き物が多数展示されていて、室蘭の生態系を知ることができ、圧倒されま

した。中でも、飼育員さんの食べ方の解説が面白くて、これは室蘭水族館のみです。そして、館内には、遊園地

が併設されているので、他水族館より二倍楽しめると思います。したがって、これらの点から、世代を問わない、

室蘭の観光スポットの一つとして、室蘭水族館は存続するべきだと考えております。

○だんぱらスキーと水族館はすぐに行きやすく遠出ができないのでなくなと困ります。身近で楽しめるのが一番

です。

○今後室蘭がどのような街を目指すのかがはっきりしていないと思います。水族館や文化センター、体育館など

子供を含む市民が気軽に楽しめるものを充実させていくことは、大事なのではないでしょうか。

○札幌から年に２回ぐらい水族館に遊びに行きます。水族館の展示だけを見れば、他の地域の水族館に見劣りす

ると思います。しかし小さい子供が安心して遊べる場所として、これ以上素敵な場所はないと思います。欲を言

えば水遊びやボール遊びが出来る場所があればいいなと思います。毎回、記念にメダルを買っていますが、他に

水族館のグッズがあればいいと思います。食べ物もツブ焼きのお店だけではなくて、若い人向けのお店がある

といいと思います。有料で豆汽車に、子供の似顔絵や名前を描いた自作のヘッドマークを付けれたりすると、子

供は嬉しいと思います。水族館と遊園地付きの公園として整備すれば、もっとお客さんも来ると思います。

○登別マリンパークは類似施設ですが、室蘭水族館とは形態が違います?? 利益重視のマリンパークと一緒には

考えないでください。この中では室蘭水族館を残す事が、大事だと思います。

○マリンパークは同じ水族館でも入館料が高く頻繁にはいけません。安・近・短が叶うむろらん水族館は是非是非

残してほしいと思います。ちょっと広めの公園感覚で安心して子供を遊ばせることができます。子供たちが自

然と触れ合える場所を失くさないでほしいです。

○水族館は小規模ながらも胆振管内でも屈指の面白さを誇ると思っています。水族館がなくなってしまうと、あ

の周辺は道の駅しかありません。そのためだけにあそこに立ち寄る人がそこまで増えるとは思えません。観光

地として残すべきです。生活に直接必要なものではないかもしれませんが、身近なところに水族館があること

で子どもたちの学びの場ともなります。また、室蘭近郊の生き物の展示や、飼育員さんの個性溢れる紹介は大人

も十分楽しめます。この地域の生物を知ることができる場所として、存続を強く望みます。

全般的・その他に関する意見（75件）
○市の財政が大変なのも判りますが文化的な施設を無くすのは市民憲章にある「文化の香り溢れる街をつくる」

ということと矛盾するのではないでしょうか？

○宮の森の体育館を壊して入江町に新しく体育館を建てた事が理解出来ない。宮の森体育館はまだまだ使えるし、

耐震強化などリニューアルすれば何も問題無かった。駐車場が少ないなら、札幌のように立体駐車場を建てれ

ば何の問題も無かった。その新体育館建設費用を水族館リニューアル費用に何故使えないのか？ 目新しさば

かりの価値の少ない、やってますよ的な施設新設で、青山市長の宣伝効果ばかりを狙っていると感じている。利

用料金も高く、人口が多い中島地区からも遠く不便が多い。新しく作った青少年科学館は内容が無く、前の科学

館のほうが良く考えて工夫をこらし作られていた。小学校や中学校の理科の先生の意見を聞いたのか？ 全国

で素晴らしいと評判良い科学館を何軒か見学したのか? 市民の要望を聴いて作ったのか? 建物の土木建設工

事費用だけが高い予算を使われて、中身が薄弱だ。昔の科学館をリニューアルして、内容を新しく充実させた方

が何倍も良かった。

○人口減少は想定以上に進むと考えます。今あるものを最大限に活かしながら支出は最小限にする工夫を期待し

ます

○市立病院を廃止してその赤字で全公共施設を残すべき

○なんで街の縮小の為に時間とお金を使うのですか？街の反映のために専門家を招いて検討するなどしないので

すか？

○今後の人口減少や高齢化に伴うそもそもの財政の見通しと、それらに関する費用がいかほど市の財政に影響す

るのか数値ベースの具体的なシミュレートの結果を分かりやすく市民に見せたうえで意見を募集しないと、た

だ感情的に残せという意見が多く上がると思います。その上でも残せという意見の方々には脱帽しますがその
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後のやり方は明確になるのではないでしょうか？

○古いものは一度全て壊しましょう。室蘭に住んで１０年ほどになりますが雪も少なく夏もそこまで暑くないと

ても住みやすい環境だと思っています。ですが公共の施設や民間の建物も古いものが多く正直汚いイメージが

あります 中央町の旧アーケード街などは今にも崩れそうな建物が多く恐怖すら感じます。そういったものを

全て綺麗にして新しい人たちが色々なことにチャレンジ出来る環境を市が率先してやって行かなくてはいけな

いと思います、室蘭ってなにがあるのって聞かれることがありますが白鳥大橋、焼き鳥、カレーラーメンしか答

えられません。古き良きものは残すとしても残した事で新しいものがはじめられないのはダメだと思います。

他の地域から人が集まるような街づくりをお願いします。

○今の室蘭市には施設が必要だと思います。個人の意見ですが、室蘭市に居て楽しいと思えるのは施設や自宅に

いる時だけなので、室蘭市に施設は大切な存在だと私は思いました。長文大変失礼いたしました。

○利用する人数が多いか少ないかでは決めてほしくないです。室蘭市民の文化的、健康的生活には必要不可欠で

あり高齢者の割合が増えている現状を踏まえれば、どれも無くす事が出来ない施設だと思います。市民がもっ

と利用し易いようなイベント等の企画があったら参加してみたいと思っています。

○公共施設も大事ですが、高砂町在住ですが家の前の道路が舗装されていません、それにより違法駐車数台して

ます、警察もわからないのでしょう、道路の整備調査して区画して下さい、土木道路課に訴えたのですが予算な

いといわれました。

○メールで、市民の意見を聞くシステム良いです。ネガティブな意見もあると思うけど、室蘭を魅力的な街にした

いです。白鳥大橋の開通で、大型バス観光客が、祝津までパヤーと、通過していて、室蘭は、相変わらず通過町

なのだと感じました。科学館の利用は、ゴールデンウィークは増えました。ゴールデンウィーク後も集客あった

のに、なーんでか、休館 引き返すお客さんいましたよ。Uターンしてきて、子育てしやすい街だとつくづく感

じる。仕事は、しにくい街とひしひし痛感している。雇用することも、大切にして 移住者の流出を防いでくだ

さい。移住して一年過ぎたら、転居してます。移住者転居対策も考える必要ありです。

○昨年子供を産んでから、公共施設が整っているとなんてありがたいのだろうと思うようになりました。（独身時

代は遠出ばかりでした。）遠出が難しい子育て世代や、シルバー世代に優しい街が暮らしやすい街のような気が

しています。

○未来ある子供達の安全性を優先して欲しいが高齢化社会なので高齢者の利用しやすい建物の造りにもしてあげ

てほしい（自分達も高齢になっていくので）個人的には市役所本庁や水族館の屋内の古臭い暗い感じをなんと

かしてもらいたい 行くだけで気持ちが沈む感じが昔から嫌だ でもやはり第一はどの年齢層も安全に利用で

きる事だと思う

○公共施設も大切ですが、それより命に関わる、病院をどうにかして下さい。市立病院の税金無駄遣い、赤字体質。

医師問題。早く製鉄病院を基盤とした設備の整った病院を作ってください。

○市民それぞれ利用している施設が違うので、優先順位を決めるのは難しいと思います。市役所を先に変える方

が災害のときに役に立つと思いますが、そうすると市民が自分達の利用する施設ではなく市役所を先にすると

税金の無駄遣いなどと言うこと市民が出てきて面倒くさい事になると思います。子供達の為に水族館や看護学

校など未来のために先に直しておくのもとても良いと思いますが、それもお年寄りの方々があまり関係がない

ので無駄遣いととらえるかもしれないですね。難しいと思いますが、色々な意見を聞いて決めてください

○だんだん市民が減るなかで立て直してどうするの？行きたくてもバスはない、道はでこぼこ、大した楽しいこ

ともないので行けません。若い人だけ住める様に市は考えてますよね。一生懸命働いて税金払って来たのに残

念です。

○東町にも図書館が欲しい

○収益の得られる建物から立て替えるべき、もう少し観光名所を整備して子供も大人も楽しめるものが今の室蘭

には必要、大橋とみたらだけじゃ魅力がないのが現状だと思う

○市の説明資料に賛同。少子高齢化、人口減少に伴い税収減少は明らかで､財政の健全化なくして安定した市民生

活なし。あれもこれもと贅沢は無駄。本庁舎と給食センターだけでも十分。以上。

○確かに人口減少は深刻な問題です。しかし、将来的にも西胆振の中核都市である事に変わりはありません。ま

た、日本を代表する大手企業が立地し、その存在を維持し将来に亘って事業継続出来るようあらゆる手段を駆

使すべきです。その場合、交通機関や医療機関、教育機関、道路網やＩＴソリューションなどしっかりと整備し

なければなりません。示された公共施設や文化体育施設も上記機関やインフラと同様にしっかりと維持改修す

べきです考えます。また、医療機関の再編問題を考えた場合、最低限独立法人化し、日鋼記念病院との合併を考

えなければならないと思います。その為の財源確保を最優先で勧め、その後に時間はかかっても順次改修整備

すべきと考え、英断を求めます。

○中央町方面への集約は、これからの人口減や高齢化考えた場合けして市民ファーストな考えには思えない。こ



43

れからのコンパクトな市政を考えた場合、現実を見て中央町方面への新たな開発を避けて、中島東町を発展さ

せるべき。その上で水族館も伊達市と連携し崎守方面に作るとか？一市町村が全てを用意せず共同利用施設を

増やしコンパクトながら文化的レベルを田舎だからと落とさない 短期的でなく長期的なビジョンで頑張って

欲しい。

○財政負担の軽減を図るため、各施設の存廃を検討するとのことですが、以下について疑義がありますので記載

させていただきます。第 1に、建物と設備が混ざって比較していることに疑問があります。建物の経過年数が

まだ余裕があっても、設備が老朽化しているものは他にもあるはずです。比較対象を統一するため、まず建物の

みで比較する必要があると考えます。第 2に、その施設がどのくらい使われているのかが重要と考えます。市

民また他の地域も含め、ニーズがあるのかどうかを確認するためです。第 3に、建て替えなどで多く費用がか

かるものから順に並べ、それらの順に必要とする理由を比べる必要があると考えます。費用が多くかかる建物

については、費用が少ない建物よりも相当な理由が必要になると考えます。このようにしなければ、本件の目的

である『財政負担の軽減化』には結びつかないことになるからです。第 4に、近隣市町にある同様の施設がある

場合(利用条件なども同様の場合)、そこが将来的にも室蘭市民が使用できることを室蘭市が担保出来れば優先

順位の条件にする事が出来ると思いますが、逆に担保出来ない場合は、無責任に市民サービスを切り捨てるこ

とになるため、そのようにすべきではないと考えます。※不勉強なことがありましたら、申し訳ありません。広

報誌で示して頂けると幸いです。

○それぞれの施設を個別に考えるのでなく、コラボさせアイディア豊かに考えてほしいです。室蘭より小さな町

や村が一生懸命、そんな発想で盛り上げています。道の駅室蘭と大黒島へ沈む絶景の夕陽、白鳥大橋の景色 道

の駅併設の温泉?? 道の駅横の道内最後の水族館 さらに、キャンプ関係が進出するとの事で期待が膨らみま

す。これだけコラボして全国に売り出せば、絶対うれます。公共施設のアンケートも、機会的なアンケートでは、

先が明るい結果は出てきません。街づくりの発想をもってのアンケートなりお願いします。室蘭ラブ男

○「3,4 グループは維持が難しいと考える。なくなることに反対するか否か」のアンケートを提示するのでなく、

「なくなることのメリット・デメリット」を提示していただきたいです。確かに、娯楽施設の優先順位が下がる

のは当然かと思います。今後、住民が楽しめる・近隣住民もそれを目がけて市にやって来る、そうしたアイコン

となるような施設を代替で作る予定も聞かされていない状態で、いま、その場の判断だけで失くすかどうか決

まるようになっていると思います。「いる・いらない」を判断する材料が少ないです。

○資料拝見しましたが、財政が厳しいことしか伝わってきませんでした。まったくどの施設も残せる気がしませ

ん。無くすだけではなく、こうしたら維持できるのではないかという希望も見せてもらいたかったです。

○どうしても無くして欲しく無い施設を 3つ位、市民にアンケートで聴いてみては如何でしょうか？（丸つけを

する等の簡単なもの）市政便りにアンケート用紙を添付して、市内のショッピング施設 2～3 箇所に回収箱を設

置して欲しいですね。先ず第一に、広く市民の声を聴いて欲しいです。

○これから高齢化社会となる事を考え、看護学校も市営の老人介護施設を併用する建物、老人教育学校の新設（廃

校を利用する、空き教室を利用）、昼食も有償で出す。給食施設も補える。知恵を出すべき、実現は別として案

はいくらでも提案できるはず。高齢者を孤独にさせない方法、授業として構内清掃草刈り等してもらえれば生

きがいを感じるはず。フェリーターミナルのピアノをみたらに移して何するの？ＳＬだって、旧室蘭駅におい

てどうするの？じゃまだから、移せば良いわけでない。室蘭を駄目にしているのは、役所の人間だと思いません

か？知恵を出せ。。法律等でダメダメで無く、実行する方法を考えろ。

○１優先機能、２集約の可能性(市内に同じ機能を提供する施設がない場合)の考え方までは理解できるが、３広

域連携の可能性(近隣にも同じ機能を提供する施設がない場合)で判断する事自体が適切でないと考えます 室

蘭市の事なのに近隣他市に有れば不要とするのは「他人頼り」であり室蘭市の独立性を放棄するものと思いま

す もし他市がその施設を廃止するとしたらどうするのですか？

○特に子供たちが利用する施設については改修、建替え等により施設の存続を願います。これからの時代を担う

子供が室蘭に定住してもらえるよう施設や環境、商業施設等の整備は必須であり、市として取り組んでもらい

たい。

○今後の室蘭市の現状を勘案すれば、人口減が一番の問題点であると考えます。故に、人口が減少すれば室蘭市の

財政難が一層進むのではと考えており、人口減の進行を抑制する為には、これからの世代が住みやすい環境、市

外から人を受け入れる環境整備が重要ではないかと思っております。今回の環境科学館・図書館等の改築のよ

うな、若者世代が集える施設の整備を推し進めてほしいと思っています。以上の観点から、どの施設も非常に重

要であり、室蘭市に特化した（他の市町村にない）施設の整備をお願い致します。個人的には、1.室蘭市水族館

2.中島スポーツセンター 3.だんパラスキー場 4.文化センター の順序と考えます。

○採算が見込める事業であれば、民間が提供するべき。採算が見込めず、趣味性が高い事業なら、個々人が負担す

るべき。採算が見込めず、いかなる時も市民生活のために維持する必要がある事業なら、公共が提供するべき。
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採算が見込めず、教育的要素が高い事業なら、公共が提供するべき。

○室蘭市立病院を統合してその赤字分で全ての公共施設を存続させてほしい。また、民間の力を大いに活用して

大胆に改革してほしい。蔦屋さんやサツドラさんなどと連携してやってほしい。子育てしやすいまちにしない

と人口は減る一方。市長を先頭に決断してください！

○水族館や科学館などは室蘭の発展の軌跡を象徴する建造物でもあります。また市民にとって馴染み深い建造物

でもあります。その為コンパクトシティや老朽化と言ってただ立て替えると言うのは市民としての誇りを潰さ

れる感覚でもあります。難しい話でもありますが室蘭の歴史は 150 年余り程度ではありますがどこにも負けな

いくらいの厚さがあると私は勝手に思っています。なのでなんでもかんでも建て替えたり、新しくしようと言

うのは反対です。昔の名残も残し、その風土に合った都市作りをしていただけると幸いです。特に室蘭はその特

異な地形で白鳥大橋や室蘭新道等が出来た歴史もあります。また中央町や中島、東室蘭周辺と言ったように、使

える土地が 2ヶ所と言う分布をしています。人口から考えると北海道側がおよそ 6万人、絵鞆半島側がおよそ

24000 人と言う形であり、また登別も室蘭から続く市街地にその人口の二分の一が住んでいます。その中央に当

たるのが東室蘭駅周辺です。その上で室蘭における人口密集地である高砂町、八丁平も近いため私の個人感と

して、東室蘭駅を中心に再開発するのを先手にするべきかと思われます。どうか少しでも目に止まって下さい

ますと一室蘭市民として嬉しく思います。私はまだ高校生と言う年齢ではありますが、この町が大好きです。そ

の為室蘭と言うアイデンティティを活かした都市計画を進めていただければなと思います。

○資料拝見しましたが、結論ありきを通したいことがよくわかります。しかし、そもそも文化施設や水族館などを

切り捨てる思想自体が、単純な合理化すぎると思います。市というか市長の根本的な問題として、本当に重要な

手を打てていないと感じます。市立病院の法人化を先延ばし記事を見ましたが、基金からの 2桁億単位の支出

が今後も続くことを意味します。まず止血することです。アイデア出しと決断が出来ないことで、他へしわ寄せ

が来ることになります。この資料では、将来的に収入減とまるく書いていますが、何の手も打たずに、ただ金が

無いでは、いま必要と言っているものだって続かないでしょう。今朝の新聞、観光へ補助を出すというのも中途

半端。そもそも本気で観光する気があるのでしょうか。水素も結構ですが、これはエネルギー業界という世界の

大きな流れを伴うものであり、いつまでもエネルギーに拘ったことで、まちが崩壊した炭鉱の二の舞いになる

のが落ちです。財源ですが、なぜ、坂上の山間部の住民の平地への移動を行うことによる水道、道路インフラの

整理といったような政策に着手しなかったのか。なぜ、全国で進めるスマートシティに手を挙げビジョンを出

せなかったのか。パナに乗っただけ。なぜ、災害対策シティとしての予算を取りに霞が関に行かなかったのか。

なぜ、コンサルに 1200 万円も出して観光計画を作ったのに、本格的な動きをしようとしないのか。これから、

市場、サッカーグランドをどうお金になるように活用するのか。道の駅、温泉と合わせて、儲かる水族館にする

ことで維持できるようにするためにはどうするか考えたことはあるのでしょうか。文化センターと体育館があ

るから、高体連などで人を呼び込み、飲食・宿泊施設も潤うのでないでしょうか。こういうことを本気で考えて

案を市民に示してから、将来的に残せない可能性について西いぶり全体と合わせて考えることを市民に提示す

べきです。このまちのリーダーは、お金と将来に希望を持つようなこと、やるべきことをやることなく、お金が

無いから壊すと言うのでは、破壊だけが進むのが見えるだけ。まったくこのまちに希望を持てません。市民に希

望を与えず、最後に、破綻しました。ごめんなさい責任持って辞めますでは困るのです。そこまでやる気かわか

りませんが。市の職員の中途退職が多いのもわかります。この資料を見て、正直出ていきたくなりました。いま

壊すことを決める前に、頭を使って考えて再提案してください。こんな資料なら誰でも作れます。

○「優先順位」1.室蘭水族館 2.本庁舎 3.給食センター 4.中島スポーツセンター 5.美術館 6.文化センタ

ー 7.だんぱらスキー場 8.武揚体育館

○街を歩いても、若者が少ない、みんな市外へ出ていってしまう。だから税収も少ないし、昔のように大企業が助

けてくれる訳ではない=市が財政難なのは分かります。議論している人たちみんなが市民の感覚とズレているの

に、施設のあり方がそこで決まっていくのは残念です。_

○●住民投票のような、アンケートを取ってみては？ ●ひとつひとつの物差しが違うのでくらべるのは難しい。

●なくすのであれば、同規模とはいかなくでも代替案が欲しい。●市としてのビジョンがあってもよいのでは。

●公共施設のあり方を検討する前になぜ行うかをもっとわかりやすくしたほうが良いのでは ●もっとミーテ

ィングを行って市民が参加できるようなことをしてほしい（コロナ禍で制限はあるかもしれないが） ●若者

世代の市民が参加しやすい SNS をもっと充実したほうがよいのでは？ ●もし建て替えるとしても、便利にし

てほしい。

○優先、集約は時代の流れと共になされるべきかと思います。ただ、人材育成と教育に関わる施設に投資をやめた

地域は、人の住む場所ではないと思います。他なら見直すところがなくなったら最後に触れるところではない

かも思います。ただ、そうなったらここにはもう住めません。

○室蘭市の公共施設には民間と協力しまだ削減や統合できるものがあります。例えば、医療機関です。室蘭市内に
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は大きな総合病院が複数存在しておりますが、その役目を民間へ統合すると市立病院は不要となり市の負担も

減ります。

○この施設の行方も気になりますが、閉館した宮の森体育館跡地の活用もとても気になります。

○●各施設の状況がわかるものをリンクをあってほしい。（動画で説明しては？） ●公共施設の適正化の説明を

動画にしてはどうか。（YOUTUBE や市議会などで使っているシステムを使えないか）そのほうが、若者や現役世

代などには関心を持たれやすいのでは？ ●本当に利用者の意見が検討されているのかがわからない。（各施設

にも意見募集を張るなどの検討） ●現在は集約化と広域連携などの項目で分けているが、室蘭市の魅力で分

けてはどうか→このままでは室蘭市の利点がなくなるだけ。 ●今年度中に方向性を出すのは時間が無さすぎ

る。

○公式 YOUTUBE で公共施設のあり方、各施設の概要説明をしてみたら

○それよりも、立地条件の良い公園施設がたくさんあるのに管理ができとないので、概ね荒廃してるのが嘆かわ

しい。イタンキ浜展望台、入江公園茶津山、樂山公園等々。恥ずかしくて道外から来る観光客を案内できない。

市長もイベント参加ばかりしてないで公園視察もすべきだと思う。

○芸術や学術にふれる機会は重要です

○絵鞆地区は室蘭地区で唯一の観光エリアであり、唯一の市外からお金を持って来れる地域。税制を考えればお

金を稼ぐ施設を優先すべきであると感じます。

○民間の誘致や移住サポートなど、ひとつひとつの施設についての修士だけでなく、全体的且つ長期的なプラン

で検討いただければと思います。また民間の話ではありますが、室蘭を離れてみて、競争がないことによって

「魅力がない」「意欲がない」商売人が多いと感じます。古い考えに囚われず、せめて前向きで意欲がある方達

が動きやすい環境になればと思います。

○市立病院のテコ入れもしくは廃止が先では？

○全ての施設を維持し続けることが難しいことは解るし、人口等を鑑みると望むべくもない。スポーツ関連は入

江地区に集約しているようなので、他の施設は維持を望まない。

○入江地区にスポーツ施設が集約され、大変困っております。体育館もプールも陸上競技場も今後はテニスコー

トも、今の住まいからは遠く子供の習い事は続けられなくなりました。

○現在公共施設の利用は無いがこれまで子供を育てていく過程でお世話になり、これからの子育てしていく現在

の親の事、また子供本人のことを考えると何とか施設の維持を切に望みます。室蘭に生まれ高校を卒業後数年

間離れたが室蘭に戻り、室蘭で一生を完結予定の一市民より。（どの施設も思い出の中に関わりのある施設でも

あります）

○利用したことがあるかないかではなく利用して欲しいような取り組みもしておらず簡単に人口が減ってるから

存続不可能というのは、行政の怠慢である。人口を増やす努力をしないと街を無くせと言っているのと同じで

今後、室蘭市に住めなくなる環境ができると言われているようなものだ。施設の維持もそうだが、街を作らない

とダメで歴史もあり湾や山肌に建ち並ぶ家など長崎と街の見え方が似てるが活気が違う湾に面した商業施設や

街が海に近い公園もある。かなり見習う点があるのではないかと思う

○外から転勤で移り住んだものです。現時点で、外から見ると若年層的には立ち寄る魅力がない市だと感じてお

りましたが、今回廃止が検討されている施設の廃止は住む魅力の低下、結局は他の地域へ出掛ける、住むといっ

たことが起こりうる可能性があることだと思います。廃止するのであれば変わりの魅力づくりも是非していく

べきだと思います。

○正直存続は難しいとも思うが、代替施設があるとは言うものの、遠いし不便。人口減少の為に建て替え再建が難

しいと言うが、室蘭で生活を完結出来ないとなれば、更に人口を流出させてしまう。元も子もないのでは？いま

人口があるうちに体力があるうちに少しずつ再建していけばいいのではないか。私は大学で遠方からここに来

ているが、とても居着きたいとはおもえない。かなり劣悪で若い人は暮らしにくいとおもう。そろそろ昔は大都

市だったと言う奢りを捨て、一片田舎の小都市という自覚のもと少なくとも若い人が逃げていかないような政

策を考えてみてはいかがでしょうか。

○さらなる人口減が予想される状況であり、大半の施設は廃止がやむを得ないと思います。ただ、いくつかの中か

ら存続するものを選ぶという場合には、次世代を担う子供達が使う施設を優先して残していただきたいです。

○クラウドファンティングなどをしてみては、いいのではないですかね

○削減前提の意見を求めているとしか感じません。８つの施設の優先度を決めて、優先度が低い？順から、削減す

る方向に舵を切るのは見え見えです。1、予算がないなら、どうすれば予算が出せるかを市民に聞きなさい！ ・

現職の市長は、国や道から予算を持ってこれないのでしょか？ ・予算を室蘭市で稼ぐことはできないか？ ・

室蘭出身には有名人もいと思います、その方の力を借りて稼ごうよ！ ・市役所で屋台でもなんでもやって稼

ごうよ ・近隣の人が室蘭に住みたいと思う施策をやって稼ごうよ ・観光客で稼ごうよ！ ・市民みんなで稼
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ごうよ ・PCB 処理施設は反対だけど、稼ごうよ ・市民に聞きなさい！

○存続優先順位 1室蘭市水族館 2中島スポーツセンター 3スキー場 4文化センター大ホール 5市民美術

館 6文化センター管理棟 7武揚小学校体育館

○人口減少、少子化、高齢化、財政難、他市町村類似施設、市内施設流用、共用、利用者減少などから鑑みても、

どうしても必要じゃない施設はすべて廃止としてよいのではないか。当然反対もあるだろうが、近年の利用者

減、３０年後の室蘭市の人口規模を考え、未来を見据えればいずれも不要でよい。

○・人口減に伴い施設のあり方を見直すのは理解できる。スポーツ施設を廃止するのであれば、スポーツ都市宣言

も廃止しては。くじらんのサッカーボールも廃止しては。 ・図書館を２カ所も新設しなくても良かったので

は。

○●室蘭公式 YOUTUBE を使って公共施設のあり方検討の説明動画を配信→そのほうが、若者・子育て世代にはわ

かりやすい。PDF のデータよりわかりやすくなるのでは。説明会では 20 分程度の説明がありましたが、それを

もっとコンパクトにして他の人に教えやすい。 ●これらの施設を行政マネジメント推進課だけで方向性を決

めるのは難しいのでは 他の課、部署などとも連携が必要

○ここに出てる施設以外の土地や廃校も、ちゃんと売るか、費用もらって貸さないとだめだと思う。まちの将来の

ためにもお金は大切。

○水族館やだんパラスキー場美術館など、年間にかかっている維持費を度外視し、残すべきと言う方が多数いる

が、それは主に年配の方の思い出補正による部分が大きいと思う。若い市民はそこまでこれら施設に重きを置

いていないと思う。若い世代が札幌や東京に出て行ってしまうのを防ぐためには、過剰な公共施設整備ではな

く、更なる子育て支援や、雇用創出のための企業誘致、民間商業施設誘致などに税金を投入し、力を入れていた

だきたい。

○昔からお世話になっているので、残って欲しい

○高校まで室蘭、学生から東北、社会人になってから東京で生活しています。室蘭は工業化社会の時代に活躍した

街だから、少子高齢化、福祉、地方衰退、あらゆる問題を抱えている代表的な街であると認識しています。私の

「これからの室蘭」の視点は、規模は小さいですが、各々の面白い分野で輝きを持っている点を「活かす」こと

にあると思います。例えば室蘭やきとりや室蘭カレーラーメンを、代表する食は、がんばれば全国的にも名物に

なれるのではないでしょうか。毎年、新千歳空港に降り立ち地元にかえる度に、室蘭名物が並んでいれば、認知

度が上がるのにと思いますし、あっても恥ずかしくない程、室蘭の食やおつまみのお土産はシャレで存在感が

ありレベルが高いと思います。最近は道の駅ミタラは室蘭の海沿いで採れるワカメは珍しい種ではないが、栄

養価が非常に高いと謳っておしゃれなパッケージにして売ってます。こういったものづくりにとても励まされ

ます。また室蘭工業大学はかなり魅力のある大学なのではないでしょうか。工学、建築、エネルギーの分野で、

室蘭に還元できる取り組みをしてほしいものです。論文の研究数が圧倒的に多くて有名と聞きますが、論文も

よいですが、まちづくりの活性化・発展の為にも、学生の為にも室蘭という社会での取り組みを大学で必要な単

位取得にして、相乗効果を狙う、つまり民・官・学が連携できるしくみをつくってほしいと思います。地理的に

は、海あり、坂ありですが、白鳥大橋があるおかげで、様々な場所へ回遊できます。室蘭の良さはまちがいなく、

回遊性です。海を見ながら、工場夜景を見ながら、中島町にも、室蘭本町へも、白鳥台へもどこにもすぐ行ける

便利さは、日本はこれからコンパクトシティをつくらないと生きていけない中、室蘭は間違いなくそのモデル

になれる可能性を持っています。

○室蘭の良さは「この場所に行って思い切り」ではなく、コンパクトシティになりえる「プチ楽しみ」「少しの時

間で、ちょっとした楽しみ」が「いくつもある」という点に限る。それを白鳥大橋の回遊性も手伝って、１日で

２つ、３つ味わえてしまえる点にある。例えば、日中は道の駅や、小スポットの浜辺、新・青少年科学館、夕方

は地球岬、夜は夜景クルーザー、夜景を見ながら大橋のドライブ、その後、おいしい食べ物は、中島の方に行く、

等。。室蘭の施設の在り方は、室蘭ならではの小スポットに回遊性、多様性、ハイブリッド性を持たせることで

他の都市より差別化を図れる所にあります。

○やきとりに豚肉を使い、長ネギのかわりに玉ねぎ、洋からしをつけるのも他にはない特徴。カレーラーメンもラ

ーメンにカレー。他からみれば、特殊である。興味をそそる遊び心が地元のグルメになった感じだ。今年で最後

かもしれないという水族館の魚たちの紹介には、（あえて、か）「意外と刺身にしても旨かった」、とか、「コリコ

リした食感、酢漬けでもイケる」とか、飼育員さんの酒のつまみの感想が一緒に添付されていた。何とユーモア

にあふれていることか。とても笑った。室蘭の良さは、こんな感じかもしれないと思った。頑張っている人たち

が昔から室蘭で働いていて、ユーモアのある焼き鳥を発明したり、水族館なのに意表を突いた説明札にしたり。

ユーモアを多様させているのが、北海道の中では室蘭が圧倒して長けている気がした。工業のまち、鉄のまちだ

から、疲れをとるために鳥ではなく豚の肉をつかったのでは、という室蘭焼き鳥の俗説もある。ユーモアでもあ

り、納得もしてしまう。工場群の余剰排熱を捨てずに、中島町まで配管を伸ばして、団地の熱源に加えて工夫し
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たり、工場のまちを彷彿とさせる。うずらの卵や、室蘭の納豆、ワカメのお菓子、鉄のまちで出来た「ボルタ」

など。ユーモアセンスがあふれていて、しかもデザイン性が高い。オシャレで精度が高いところはさすがものづ

くりの室蘭だと思う。だからこのまちの公共施設はこのユーモア性を内在させないといけない。ただのスクラ

ップ＆ビルドにしてはいけないです。費用がなくて取り壊すのはしょうがない、残念だけど、皆で理解します。

ですが、これからの室蘭の生活、生き方は、多様させて、点在させて、白鳥大橋と、人の声・PR で、繋いで回

遊させて、楽しむのです。

○室蘭市民です。人口減少が進んでいく中で公共施設の適正化はやむを得ないと承知しております。しかし、せっ

かくの魅力ある公共施設をそのまま廃止するのはもったいない気もします。公共施設の在り方に注目が集まっ

ている今こそ、利活用の道を検討し、いろいろと試してみてもよいのではないでしょうか？室蘭水族館では、新

聞にも取り上げられていますように、飼育員の高山さんがいろいろと面白い取り組みをなさっているようです。

こういった取り組みを参考に他の施設もいろいろとチャレンジしてもよいと思いますし、市民全体でアイデア

を出し合ってもよいと思います。アイデア出しには若い人の柔軟な発想が必要です。室蘭には、小中高のみなら

ず大学もあります。学生の斬新なアイデアを積極的に取り入れ、地域資源の利活用により地域振興を図ると共

に、若者が室蘭に留まってくれるように、地域を再生していくとよいと思います。よろしくご検討の程お願いい

たします。

○スポーツ施設については全く興味が無いのでそういう市民の立場から言わせてもらえば民間に払い下げしてそ

れでもやり手が見つからない場合は廃止でいいと思います。

○また、組織が違うのかもしれませんが、エンルムマリーナの 2階にある貝の博物館は一見の価値ありですが、

建物に入るまで知りませんでした。エリアとしての情報発信が足りないのではないでしょうか。

○１．立場 美術館（複合化） 中島スポーツセンター（建替）・・・個人的な立場有り スキー場（広域化）・・・

個人的な立場有り（スケートとスキーでの取捨選択） 水族館（広域化） 文化センター、体育館（集約）

２．優先順の案について 市の考え方（案）に大筋同意いたします。１点付け加えたい点ですが、「広域連携の

可能性」については、その施設の使用用途に応じて、単純に広域連携で片付けられない点もあるかと考えま

す。 ・例えば、イベントを実施するための施設として、「文化センター」を利用していた場合。仮に広域化し、

「だて歴史の杜」を利用する場合、イベント対象者はその時限りなので、広域化（伊達までの移動）はそんなに

億劫ではないと考えます。 ・一方で、習い事や日課で「スキー場」を利用していた場合は、その利用頻度が高

いために、仮に広域化したとして、登別までの移動は大変ではと考えます。（中島スポーツセンターであれば、

近隣が苫小牧ですので、習い事や日課を辞める事になってしまうかと思いますが・・・）

○・予算ですが、市長が選挙公約で市立病院を人員削減せず、維持すると言っている限り、赤字は続き、金がない

金がない、それが文化センターなどを取り壊すことに繋がるように思います。市立病院に補填した分で、維持で

きるはずです。市長は選挙よりもっと経営的な態度をとるべきではないかと思います。

○結婚するまでは室蘭市民でした。ひとつでも欠けると、寂しい気持ちになります…全ての施設が室蘭の魅力が

あり、人との繋がりをつくる大切な施設だと思います。存続出来ますように

○施設維持費の膨大な額を捻出するのは大変なことではあると思います。その一方、使用率から多少なりとも収

益を得る集客という点でどの施設でどのような催事が行われているか、市民の目についていないがため使用率

が落ちているのでは、という思いは以前から持っておりました。今回の議題からは外れますが、既に改修が済ん

だ科学館ですが、体験から学ぶ（＝再度足を運びたい）という魅力は半減したと感じています。一方で図書館の

改修後は非常に使い勝手よく変わり、施設目的に適ったものになったと思いました。せっかく興味を惹かれた

事象を上階と下階で補完し合えるのに、片方が魅力不足でもったいないです。同様に、現状の各施設での催しも

多々行われていることはわかりますが、訴求機会が少なく、また散乱なためあまり印象に残りません。大きな改

修が出来ないがために閉鎖となる前に、開催期間中に別施設での関連催事を行うなど、横並び連携で興味を惹

くような訴求もあればと思います。面白いことやっているのに知らないまま、案内が不親切なままでイベント

が終わっていた、ということが多いです。

○札幌から室蘭に引っ越して３年半経ちます。市民や近隣市町村からも訪れたくなるような施設を作らないと、

長期的に見て存続できないと思います。「市民のための市の施設」という今までの概念を捨てて、あちこちから、

皆が行ってみたくなる、何度も訪れたくなるような施設、また、そこで利益が生まれるような施設にすると良い

のでは、と思いました。例えば、給食センターには Cafe やレストランを併設して、給食を食べられるようにす

るとか（大人は喜びます）、スポーツセンターなどには、健康的なメニューを勧める Cafe やレストラン、ショッ

プを併設するとか。長い目で見ると、市民や近隣市町民が、お金を出したくなるようなお店と考えると、やはり、

「美味しい物がある」というのは、魅力的だと思います。スキー場だとしても、スキーをしない人でも行きたく

なる何かがあるとか、その施設の、それだけの目的では無い物を併せ持つように工夫すると面白いのでは、と思

います。そういうお店や飲食店ができれば、雇用も生まれますし、市だけで運用が難しいようでしたら、民間の
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力もたくさん借りたら良いと思います。室蘭は、せっかく素敵な海に囲まれていますから、できたら小さくても

魅力的な水族館があると良いなぁと思います。それぞれバラバラの施設と考えないで、いくつかの施設を合わ

せても面白いのではないですか。市の運営だけど、枠を取っ払って、「大きな会社の循環経営」と考えると、面

白いアイデアが出て来るのではないかと思いました。

○お金がないからといってなんでもかんでも廃止しないでもらいたいです。毎日、毎週じゃなくてもその場を必

要として利用している方はたくさんいると思います。なんとかして維持できるように検討してもらいたいです。


