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Ⅰ はじめに

令和元年第２回市議会定例会の開会に当たり、市政運営に

対する私の所信と、今後のまちづくりを推進するための基本

的な考え方、補正予算の概要を申し上げます。

私は、このたびの統一地方選挙におきまして、市民の皆様

のご支援をいただき、市長として３期目の市政を担うことと

なりました。

地方を取り巻く環境が厳しさを増す中で、市民の皆様から

寄せられた期待と、まちの将来を担う責任の重さに、改めて

身の引き締まる思いであります。

私はこれまでの市政運営の中で、市民の声をまちづくりに

反映することを信条とし、選挙期間中においても、各町をま

わり市民一人ひとりと対話を重ね、人口減少や高齢化がもた

らす様々な課題が顕在化していることを改めて実感しまし

た。

買い物や外出への不安の声や、若者の地元就職、住まいを

はじめとする定住対策など、中には厳しい言葉もいただきま

したが、それらは全て、私の市政２期８年に対する評価とし

て真摯に受け止め、これからの４年間、市長としての重責に

今一度正面から向き合い、そして市民に寄り添い、安心して

住み続けられるまちをつくることを、固く心に誓ったところ

であります。
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Ⅱ 市政運営の基本姿勢

はじめに、３期目の市政運営に当たっての基本姿勢を申し

上げます。

今我が国は世界に類を見ない速さで、人口減少・少子高齢

化が進んでおり、歯止めのかからない東京一極集中も重なっ

て、地方においては前例のない課題に向き合っていく困難な

時代を迎えています。

これまで本市も様々な人口減少対策を進めてきましたが、

今後４年間においても最重要課題と位置付け、子育て支援の

充実や産業振興・雇用創出を図り定住に結びつけるほか、外

国人との共生も含め、外から交流人口・定住人口を呼び込む

ためのまちの魅力発信の強化など、あらゆる政策を総動員し

ていきます。

一方で、今後も一定程度人口が減少することを前提としな

がら、持続可能なまちづくりを今から進めていくことも重要

であります。

立地適正化計画において目指すコンパクトで暮らしやす

いまちづくりを具体的に進めていくほか、地域医療の再編に

ついても自ら先頭に立って協議を進め、高齢者の健康増進や

外出支援など、安心して暮らせるまちづくりと、それを支え

る財政基盤の確立に取り組んでいきます。

人口減少対策と持続可能なまちづくりを一体で推進し、市

民がまちの将来に希望を感じ、住み続けたいと思えるまち
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「誇り輝く室蘭」の実現に向かって、

１．安心できるまちづくり

２．ものづくりのまちが挑む北の先端産業都市づくり

３．潤いある観光・文化・スポーツ振興

４．世界に貢献する港づくり

５．将来を見据えた公共施設整備と行財政改革

以上の５つの戦略方針を柱として、市政運営に全力で取り

組んでいきます。

Ⅲ 誇り輝く室蘭を目指して

次に「誇り輝く室蘭」に向けた５つの戦略方針に基づく主

な施策を申し上げます。

なお、教育行政に係る基本的な考え方や施策については、

教育長より、教育行政方針として申し上げます。

１．安心できるまちづくり

はじめに「安心できるまちづくり」であります。

室蘭市民の誰もが安心して暮らせるよう、災害に強いまち

づくりを進めることは、住み続けたいまちの基本となるもの

です。

北海道胆振東部地震を踏まえた避難所の体制強化など行

政として取り組むべき施策については、速やかに当初予算に

計上したところでありますが、災害は常に起こるものとして
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防災力を高めていくことが必要であり、研修を通じた人材育

成や広域的な組織体制づくりなど自主防災組織の強化や、計

画的な公共インフラの整備などまちの強靱化に取り組んで

いきます。

また、高齢化率が全国・全道平均を上回る本市において、

健康寿命の延伸に目を向けて、高齢者が身近な場所で、身体

を動かしながら健康増進に意欲的に取り組む仕組みを検討

するほか、より一層の外出支援策として、高齢者ふれあいパ

ス制度を見直し、低額運賃パスの発行など公共交通利用促進

策について、事業者と協議を進めていきます。

道内でも先進的に取り組んできたがん対策については、講

習会や教育の場などあらゆる機会を通じて意識啓発を図り、

一人でも多くの検診受診につなげていきます。

地域医療については、高度急性期・急性期の拠点となる病

院を東室蘭地域に整備することを目指すなど方向性を示し

たところですが、引き続き協議会での議論を深め、市民が将

来にわたり安心できる医療提供体制に向けて、３病院の連

携・再編等に関する基本的な考え方を示していきます。

子育て支援では、喫緊の課題である待機児童の解消に向け、

保育所等の整備を通じた受入児童数の拡大や、保育士確保に

向けた様々な取り組みを展開し、安心して子育てできる環境

の充実を図ります。

障がい者への支援では、企業の働き手確保が課題となる中、
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障害者雇用のニーズも増えていることから、関係機関と連携

し、これまで以上に企業への情報提供や制度周知を図るなど、

自立した生活が送れるよう、就労支援に取り組みます。

また、近年の留学生や外国人観光客の増加に加え、新たな

在留資格が設けられたことで、外国人材の活用は市内企業で

も広がっていくことが予想されることから、まずは庁内にお

ける担当窓口を設置し現状把握を進めるとともに、市内にお

ける日本語学校設置の動向にも配慮しながら、今後想定され

る課題や支援策について関係機関との連携を図っていきま

す。

２．ものづくりのまちが挑む北の先端産業都市づくり

次に「ものづくりのまちが挑む北の先端産業都市づくり」

であります。

ものづくりのまちとして発展し、グローバル企業が立地す

る本市において、JXTG エネルギー室蘭製造所の事業所化へ

の対応も含め、産業の創出や新たな投資を呼び込み持続的な

発展を目指すため、長期的かつ世界的な視野における将来の

本市産業のあるべき姿を示し、広く国内外に発信します。

現在、市内企業においては、航空機産業への参入や産学官

連携による低圧水素利用の実証事業など、確かな技術力を活

かした新たな挑戦も始まっており、新エネルギーや成長産業

の拡大、発展に向かって、企業と連携した取り組みを進めて
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いきます。

また、働く人を増やし、まちに住んでもらうことが人口減

少対策の基本となりますが、現在、多くの業種で働き手不足

が深刻な課題となっていることから、女性が働きやすい職場

環境づくりに加え、雇用と定住を結びつける社宅整備の支援

拡大や、新たに企業と連携した奨学金返還支援を検討するな

ど、企業の働き手確保の取り組みを支援します。

学生の地元定着については、室蘭工業大学との連携による

新規企業の研究開発拠点設置の動きも踏まえ、大学との連携

を強化し、学生にとって魅力ある企業を増やし地元への定着

につなげます。

商業振興については、大型店の移転や店舗拡大などの動き

があり、雇用の大幅な増加が見込まれることから、これらを

定住につなげるための取り組みを進めるとともに、地域の商

業者への影響をしっかりと見極めながら必要な振興策を検

討していきます。

３．潤いある観光・文化・スポーツ振興

次に「潤いある観光・文化・スポーツ振興」であります。

近年、本市の地形や風景がもつ美しさや、産業・文化・歴

史などが評価され、観光資源としての潜在力の高さを改めて

実感する機会が増えており、これら本市独自の魅力や価値を

重要な資源として磨き上げ、広く発信し、交流人口の拡大に
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つなげていきます。

本市の観光拠点として新たにリニューアルした道の駅み

たら室蘭は多くの来館者で賑わいを見せていますが、水族館

や今後整備が予定されている祝津埠頭なども合わせ、一体的

な魅力づくりを進めます。

また、縄文文化を学び発信する施設として活用する旧絵鞆

小学校や、日本遺産に認定された炭鉄港を構成する旧室蘭駅

舎と移設する蒸気機関車、（仮称）環境科学館・図書館とい

った資源を結びつけ、市内における回遊性の向上を図ります。

来年には、白老町に民族共生象徴空間が開設予定であり、

多くの観光客が訪れることが期待されることから、広域連携

によるアイヌ文化や歴史の魅力発信を強化します。

スポーツを通じた交流については、体育館とテニスコート

の移転を含めた入江運動公園の整備、祝津公園でのサッカー

コート整備を着実に推進し、スポーツ環境の充実を活かした

大会・合宿誘致に取り組みます。

４．世界に貢献する港づくり

次に「世界に貢献する港づくり」であります。

現在、室蘭港を取り巻く環境は、JXTG エネルギー室蘭製

造所の事業所化や日本製紙のチップヤード廃止などの企業

動向もあり、厳しい状況に置かれていますが、一方では、今

後のバイオマス発電所稼働に伴う燃料の輸入など新たな動
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きも見られることから、港湾計画の改訂に合わせ、環境・エ

ネルギー分野の視点も取り入れた港の活用や、国内外の新た

な物流航路構築に向けた検討を進め、室蘭港のさらなる活用

につなげていきます。

大型化する貨物船への対応や、さらなる大型クルーズ船の

受入れに向けては、国による祝津埠頭の老朽化対策に合わせ

大型クルーズ船対応の岸壁改良を要望しており、これまで以

上に積極的なトップセールスを行い、新たなものと人の交流

拠点として利用促進を図ります。

宮古市とのフェリー航路については、取扱貨物量の増加が

安定就航につながることから、岩手県や宮古市と連携した取

り組みを継続するとともに、羊蹄山麓地域との連携を深め、

地域の農作物の物流拠点としての可能性について検討して

いきます。

そして、港湾計画の改訂も含め、室蘭港の将来を展望した

取り組みを進めるためには国との連携が重要であること

から、国より新しく副市長を招聘します。

また、まもなく迎える開港 150 年、市制施行 100 年に向

けて、本市の貴重な財産である室蘭港や、築き上げてきた歴

史を、次の世代へと継承していくため、先人に感謝し未来に

向けた記念事業について準備を進めていきます。
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５．将来を見据えた公共施設整備と行財政改革

次に「将来を見据えた公共施設整備と行財政改革」であり

ます。

人口減少等の影響による一般財源収入の減少など、非常に

厳しい財政状況の中で、持続可能な財政基盤を確立し、都市

規模に見合った選択を行いながら、必要なインフラ整備や行

政サービスを安定的に提供していくことが、責任あるまちづ

くりであると考えます。

老朽化が進む公共施設について、火葬場や（仮称）環境科

学館・図書館、公設地方卸売市場の整備を着実に推進すると

ともに、今後整備を予定する市役所本庁舎についても次の世

代に過度な負担を残すことのないよう、整備内容を検討して

いきます。

また、人口規模に見合ったコンパクトで住みやすいまちづ

くりに向けて、立地適正化計画を踏まえた効果的な誘導施策

や空き家対策の強化、空き地活用による土地利用の促進を図

ります。

行政改革については、これまで以上に危機感を持って取り

組む必要があり、ごみ処理事業など生活に関わりの深い分野

も含め、市民と情報共有し理解を求めながら見直しを進める

とともに、ふるさと納税やクラウドファンディングのさらな

る活用や入湯税の検討など歳入確保に努めます。

また、限られた職員数の中で、市民サービスの向上や業務
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のさらなる効率化を目指し RPA（ロボティック・プロセス・

オートメーション）の導入を検討するほか、職員体制や人事

評価制度の見直しなど新たな人事政策を進め、職員のモチベ

ーションの維持向上や人材育成を図り、市民に信頼される活

力ある市役所づくりに取り組んでいきます。

Ⅳ 補正予算の概要

次に「誇り輝く室蘭」の実現に向けて編成した補正予算の

主な内容を申し上げます。

このたびの補正予算は、厳しい財政状況を踏まえながらも、

公約の達成に向け早急に取り組むべき施策や、緊急性の高い

事業について、国・道の制度や留保財源を活用し編成したも

のです。

「安心できるまちづくり」では、保育士の負担軽減や安定

的な確保に向けて、保育補助業務を行う子育て支援員の養成

研修会を開催します。

また、住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、小規模ケ

アハウス整備への支援を行うほか、蘭中地区・港北地区の連

合町会が実施する会館整備を支援し、地域コミュニティの拠

点づくりを推進します。

さらに、北海道胆振東部地震により被災した中央地区の空

きビルについては、所有者不存在の建物であり、地域の安全・
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安心や都市機能誘導区域内における土地の有効活用の観点

から代執行による解体に着手します。

「ものづくりのまちが挑む北の先端産業都市づくり」では、

持続可能な開発目標・SDGs（エスディージーズ）の視点を取

り入れた成長産業振興ビジョンを策定するとともに国際的

水素集積地としての可能性調査を進めるほか、室蘭商工会議

所と連携し、ものづくり・建設業の将来的な人材確保につな

がるよう、子どもたち向けの技能教室を開催します。

「将来を見据えた公共施設整備と行財政改革」では、地域

の実情を踏まえた防災力の維持強化のため、入江合同庁舎を

改修し、第２・第３消防分団の統合を進めます。

Ⅴ むすび

以上、３期目のスタートに当たり、私の市政運営の基本的

な考え方を申し上げました。

本市が抱える様々な課題は人口減少に起因するものであ

りますが、これらの課題に正面から向き合い、市民と一緒に

取り組みを進める先に、希望の持てるまちへの確かな可能性

が広がっていると信じています。

今市内では、企業の進出、商業施設の移転や拡大など雇用

や定住につながる活発な民間投資の動きがあり、若者が集う

大学、他にはない美しい風景など、まちの活性化につながる

多くの資源もあります。
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また、本市はいち早く将来人口を見据えた持続可能なまち

づくりを進めていますが、目指す姿は、一定程度人口が減少

する中においても、医療機関や商業施設が充実し、文化やス

ポーツを楽しむ環境が整い、10 年後 20 年後も変わらず市民

が暮らしやすさを実感できるまちであり、同様の課題に向き

合う全国の自治体のトップランナーであるとの気概を持っ

て、知恵を結集し全力で取り組んでいきます。

そして、まちづくりを進める上で最も大切なことは、一つ

ひとつの取り組みが何を目指し、それにより室蘭がどう変わ

るのか、私の思うまちの将来の姿をしっかりと発信し、市

民・職員と思いを共有することであり、そのことが「これか

らも住みたい、住んでみよう」というまちへの思いにつなが

るものと考えます。

これからの４年間、持てる力の限り挑戦を続け、市民と目

指す姿を共有し、共に「誇り輝く室蘭」をつくっていきます。

最後になりますが、安心して住み続けたいという市民の願

いを胸に、強い決意を持ってまちづくりに邁進していきます

ので、議員並びに市民の皆様のご理解とご協力をお願い申し

上げます。




