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第６次総合計画 骨子

Ⅰ.はじめに

1.策定にあたり

策定の趣旨

これまで、第 4次総合計画の基本構想を引き継いだ第 5次総合計画を策定しまちづ
くりを進めてきたが、基本構想の策定から 20年が経過し、日本全体が人口減少社会を
迎える中、本市を取り巻く社会情勢は大きく変化している。

人口減少に伴う様々な課題に向き合う時代に、将来のあるべき姿を展望し、まちづく

りの長期的なビジョンを示し、将来にわたって住み続けたいまちを目指すための指針と

して、新たな総合計画（第 6次総合計画）を策定する。

計画の構成

「基本構想」「基本計画」「個別計画」で構成する。

①基本構想

目指すまちの将来像を定め、その実現に向けたまちづくりの大きな方向性を示す。

②基本計画

基本構想で示す将来像やまちづくりの方向に基づき行う施策を体系化し、「分野別施策」

や「重点的に取り組む目標」で構成。

計画期間は 2020年度（令和２年度）から概ね 10年間とする。
③個別計画

基本計画で示す目標を推進する実施計画として、位置付け。個別計画に基づき毎年度

事業を実施することで、制度改正や社会情勢の変化、地域課題などに柔軟に対応した

まちづくりを進める。

2.策定の背景

社会の潮流

・人口減少と少子高齢化の進行

・人生 100 年時代を見据えた誰もが生涯活躍できる社会の到来

・地方創生による UIJ ターンや関係人口等、地方と人・物を結ぶ取り組みが重要

・持続可能な開発目標 SDGs を踏まえた新しい技術・世界的な視点

・将来人口を見据えまちの基盤を整える持続可能なまちづくり

・多発する自然災害に備えたまちの強靭化とコミュニティの連携強化
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室蘭市の現況と課題

項目 現況 課題

人口 ・人口減少が続いており国立社会保障・人口

問題研究所の推計では 2040 年には 5 万 5

千人と予測

・15 歳未満人口、生産年齢人口が減少し、高

齢化率は上昇の傾向

・10 代以外の全ての世代で転出超過、特に 20

～30 代の転出が多い

・人口減により税収が減少、財政状況が悪化

・若い世代の減少により、教育機関への入学者数

減少→高校生・大学生など若者が更に地域外へ

流出

・生産年齢人口減少により働き手が不足→地元

企業への就職者減少

・子育て世帯の減少による少子化加速や高齢化

率の上昇→扶助費の増加→財政悪化

・地域から人が減り町会加入者が低下→災害時

などの協力体制維持が困難

産業 ・２次産業の割合が高く、特に製造業が多くを

占めているが、事業所数・従業員数は減少傾

向。製造品出荷額は社会情勢の影響に左右

される

・商業では、事業所数・従業員数・商品販売額

がいずれも減少傾向

・製造業を含む地元企業の人材不足→２次産業

の割合が高い室蘭市においては、基幹産業の人

材不足は市内経済や企業の動向、社員の配置

換えなどの影響大

→変化する社会情勢を踏まえ、成長を続けるた

めに、新規産業や新エネルギー事業など新たな

分野への参入が重要

→雇用のミスマッチへの対応として、魅力ある雇

用の創出が必要

・地元での買い物が減ることによる、閉店や地域

経済の低下→近所で買い物が困難、気軽に立ち

寄り交流できる場所が減少

観光 ・観光入込客数は横ばいにあり、日帰り客が約

８割を占める

・近年は外国人観光客が急増

・定住人口以外に交流人口の拡大が重要だが、

日帰り客が多いため体験型の観光など、滞在時

間を長くするための取り組みが必要→資源の掘り

起こしが急務、インバウンドを伸ばす

室蘭港 ・入港船舶数、貨物取扱量は減少傾向

・宮古市を結ぶフェリー航路のほか、国内外の

客船が寄港

・これまでの工業製品等の貨物に加え、産業と連

動したエネルギー分野での物流ルート構築や新

規取扱貨物の掘り起こしなど取り組みが必要

・改修整備に着手中の祝津ふ頭を活用した客船

や貨物船の誘致等、新たな活用の取組が必要

交通体系 ・公共交通の利用者が減少傾向 ・利用者減による公共交通の減少→自家用車を
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室蘭市の資源

今後様々な課題に直面する中において、魅力ある資源を活用し、独自の強みを伸ばす

取り組みを進めることがまちづくりには重要であることから、資源について整理。

持たない学生や高齢者の外出機会が喪失

→閉じこもり、心身の健康状態悪化へ

財政状況 ・市税や地方交付税が減少傾向

・高齢化、少子化対策による給付費など扶助

費が増加傾向

・公共施設や道路など生活インフラの維持が困難

→住民サービスの低下

・今後は子育てや福祉などのサービスも維持困

難に→子育て支援、医療福祉環境の悪化

公共施設 ・老朽化した公共建築物が全体の約８割を占

め、改修や更新が必要

・施設の廃止、存続に向けた持続可能なマネジメ

ントが必要

災害 ・沢沿いの土砂災害リスク

・市街地の津波・洪水リスク

・自助・共助・公助のバランスの取れた対策が必要

ものづくり

確かな技術力による航空機産業など成長分野の参入や、産業の持続的な発展、拡大

を目指した、企業と連携した取り組み等、挑戦を続けている

室蘭港

明治５年の開港以来、北海道の近代化を支え、近年は環境・エネルギー分野の視点を

入れた新たな活用策を検討や、外国客船寄港によるインバウンドの増加など新たな活

用が見込まれる

大学などの教育機関

大学の立地により若い世代や留学生が多く、工業大学として企業と連携した技術開

発等、様々な分野における知の拠点となっている

景観・自然環境

工場と自然が織りなす景観は独自の魅力であり、景色に愛着を感じる市民も多く、

山や海が市街地に近接し、自然と身近に触れあえる環境に恵まれている

市民活動

協働のまちづくりに取り組み、市民活動センターはこれまで多くの団体に利用され、

市民活動に取り組む動きが広がっている
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3.まちづくりに対する市民の意識

これまでグループインタビュー、市民アンケート等により市民意見を把握

グループインタビュー：17団体 124 名

・中高生、大学生や若手教員、創業者など若者・現役世代を中心にインタビュー

・撮りフェス開催にあわせ、会場（みたら室蘭）で来場者にインタビュー

・これまでインタビューした若手を中心にワーキンググループを立ち上げ、意見交換

シールアンケート：水族館来館者 108 名

・市民憲章制定記念・水族館無料開放にあわせ、「どんなまちになってほしいか」シ

ールアンケートやインタビューを実施

・『子育てしやすいまち』『健康で元気に暮らせるまち』に対する回答が多かった。

市民アンケート調査

・まちづくりへの評価や満足度、今後の重要度について調査を実施

・対象：住民基本台帳より 20 歳以上の市民 2,000 人を無作為抽出

・期間：平成 31 年 2月 4～22 日

・回答：822 票（41.1％）

・愛着度 73.0％、住みやすさ 72.1％、定住意向 75.2％

・今後の重要度が高い項目

にぎわい・行財政・観光・企業誘致・人材確保・子育て・医療・福祉・救急・防災

医療資源

健康を支える基盤である高度な医療機関が立地している

広域連携

経済圏、生活圏を共有する近隣市町との連携を図るため、広域連合の設立による

行政事務の広域化や定住自立圏形成協定の締結により、医療、防災等あらゆる分野

で連携し取り組んでいる

主な意見（抜粋）

「きれいな自然景観」「子育て環境が充実」「職種の多様性がない・若い人が働きたい職種がない」「ま

ちを知り、自分たちで魅力を発信することが大事」「頑張っている人を応援したい」
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Ⅱ.基本構想について

1.これからの室蘭に求められるもの

住み続けたいと思えるまちはどんな姿で、目指すまちに近づくために、どういった取

り組みを進めていくのか、目標を共有し、みんなが同じ方向を見据えて歩みを続けるこ

とが大事なのではないでしょうか。

住み続けたいという思いの根底にあるのは、「室蘭が好き」という気持ちです。室蘭

に住んでいる人が、笑顔で毎日を楽しく過ごし、生き生きと活躍できる－。室蘭がそん

な活気や楽しさで盛り上がっていれば、人は惹きつけられ、それがさらに人を呼び、室

蘭を好きな人が増えていく、プラスの連鎖を生み出します。

この先の 10年間、明るいことや大変なこと等、様々なことが起きることが予想され
ます。

それでも、住んでいる人が「室蘭が好き」という気持ちを持って、楽しく毎日を過ご

し、充実した日々を送ることができていたら、10年後、住んでいて良かったと思える、
より魅力的なまちになっているはずです。

そんなまちを目指すために、どんな姿勢でまちづくりに取り組むのか、これからの室

蘭に求められる、まちづくりに取り組む基本姿勢を次に示します。

１. まちづくりの目標を共有し、みんながそれぞれできることに取り組む

この先、人が少なくなる中では、一人ひとりが担う役割もますます大きくなってきま

す。住んでいて楽しいと思うまちをつくっていくには、市民・団体・企業・行政などま

ちに関わる人たちが互いに連携し、まちづくりに取り組むことが重要です。

そのためには、何を目指し、どう進んでいけばよいのか、目標を共有することが大切

であり、目指す目標が共有できていれば、みんながそれぞれ、自分に何ができるのかを

考え、自分たちにできることに取り組み、「まちをもっと元気にしたい」という動きが

生まれます。

小さなことでも自分にできる役割があれば、そこから生きがいが生まれ、このまちに

住んでいるという実感が増し、人はまちに留まります。そして、まちづくりに大切な新

たな人のつながりが生まれます。

住み続けたいまちをつくるため、みんなが主体的に行動し、まちづくりの輪を広げて

いく、その積み重ねが目指すまちに近づいていくものと考えます。
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２. まちの資源を磨きあげ将来に向けて増やしていく

活気にあふれ、人のにぎわいが絶えないまちになるために必要なことは、室蘭市外か

らも人を呼び込み、ヒトやモノの新たな流れをつくっていく、という視点です。

外の人から選ばれるまちになるためには、市内にある資源を磨き上げ魅力を高めるこ

と、そして新たな価値を生み出すことが重要です。

室蘭には、豊かな自然を身近に感じられる環境や暮らしやすい気候、工場群と自然が

織りなす美しい景観など多くの資源がありますが、住んでいる私たちが日常何気なく目

にするもの、触れるものにこそ、新たな資源の芽があります。

自分たちが日々過ごしている環境の良さに気づき、そこから新たな価値を見いだし、

一人ひとりが魅力を伝え、それが相手に伝わることで、外から人が訪れるまちになり、

やがては働く場の創出や、定住へとつながる好循環が生まれます。

10年後に向け、少しずつ魅力を増やし、伝えていくことがまちへの愛着、室蘭に住む
理由へとつながることから、将来を担う子どもたちに向け、室蘭の大切な資源を増やし、

つくっていきます。

３ 持続可能なまちづくりを進める

これまでの室蘭市のまちづくりは、過去の人口増加等に対応するため、公共施設やイ

ンフラの整備などを行い、白鳥大橋が開通して以降は、橋を生かしたまちづくりによっ

て、サークル都市としての確かな基盤をつくり、まもなく迎える市制 100年・開港 150
年へとつながる歩みを今日まで進めてきました。

これからは、生活基盤を支える公共インフラの維持管理や、それを支えるための行財

政基盤の強化等が必要となってきます。

この先のまちづくりを進めるにあたっては、先人たちが築き、残してくれた 100年の
歳月という重みをしっかりと認識し、次の 100年に向かって、持続可能なまちづくりを
進めることが大切です。

世界の潮流である持続可能な開発目標の視点を踏まえ、脱炭素化の動きをとらえた新

エネルギー産業の創出や、ソサエティ 5.0など情報技術の革新を取り入れた暮らしやす
さの向上等、時代の流れを見極め、未来を見つめ、次の 100年に向かって挑戦し、発展
を続けながら、これからも住み続けたいと思うまちを目指します。

以上を踏まえ、第６次総合計画で目指すまちの将来像を定め、その将来像に向かって

これからのまちづくりを進めていきます。
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2.目指す将来像

○○○○○○○○○○

将来像に込めた思い

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
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3.将来像の実現に向けたまちづくりの方向性

まちの将来像を実現するため、７つの方向性に基づきまちづくりを進める。

働く人が集まるまちづくり

・長期的・世界的な視野を持ち、室蘭市の産業の発展を企業と共に目指す

・まちの特性を活かし、企業や大学と連携し魅力的な雇用の場の創出や学生が定着する

仕組みづくりを検討する

・多様な働き方ができるまちを目指す

子育てしたくなるまちづくり

・子育て環境の充実に向けた取り組みを行い、みんなで子育てを応援するまちを目指す

・ふるさとへの愛着を育むため、地域や企業と連携し、子どものころに地域やまちの産

業、歴史を知る取り組みを進める

健康で活躍できるまちづくり

・健康への意識を高め、誰もが健康で住み慣れた地域で元気に暮らせるまちを目指す

・スポーツや文化・市民活動等、趣味やスキルを発揮し、地域で活躍する人を増やす

ヒト・モノの交流が生まれるまちづくり

・自然や文化、歴史も活用し室蘭市の魅力を発信、交流人口や関係人口の拡大に向けた

取り組みを推進する

・大型客船の誘致、環境・エネルギー分野の視点をもった物流航路構築を検討し、港の

活用を図る

コンパクトで住みやすいまちづくり

・都市機能の集約や、空き家・空き地活用の推進等、魅力あるコンパクトなまちづくり

を進める

・地域特性を踏まえた持続可能な公共交通網の維持、維持に努める

安全安心で環境にやさしいまちづくり

・災害に備えまちの強靭化を推進し、消防・救急体制の維持強化や交通安全対策等、安

全な地域づくりを進める

持続可能な行政運営

・人口規模に見合った行政運営のため、持続可能な財政基盤を確立する取り組みを進め、

次の世代に負担を残さない公共施設の再編など適切な維持管理に努める

・この地域に暮らし続けるため、西胆振圏域としての魅力を高め、様々な分野について連

携した取り組みを推進する
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Ⅲ.基本計画について

1.目標中心の計画

行政が実施する「取り組み」中心の計画ではなく、どのようなまちにしたいか各分野

に「目標」を持って、まちづくりを進める目標中心の計画とし、まちづくりの方向性ご

とに目安とする指標を設定。

2.総合指標の設定

全体として住み続けたいまちに近づいたのか、総合的な目安とする指標の設定を検討

3.重点的に取り組む目標の設定

中長期的な視点で各分野のまちづくりに取り組む一方、限られた資源を有効活用する

ため、選択と集中の視点を持ち、短期的には人口減少対策に集中して取り組む。

中間である５年を目途に効果を検証し、また社会情勢の変化や市民ニーズなども踏ま

えながら、その位置付けの点検を行う。

4.計画期間

2020 年（令和 2年）から概ね１０年間

総合指標（案） この先も室蘭市へ住み続けたい人の割合

75.2 ％を維持（2019 年 2 月市民アンケート調査結果）



施策の体系について

将来像の実現に向けて、まちづくりの方向性に基づき、分野別で目指すまちづくりの目標を次のとお

活用し、まちづくりを進めるため、重点的に取り組む目標を設定します。

将来像 方向性 まちづくりの目標

01
働く人が集まる
まちづくり

目標①
目標②
目標③

企業・大学と連携し、成長・挑戦を続けるものづくりのまち
安定的・魅力的な雇用の場を生み出し、働く人が集まるまち
多様な働き方により働きがいのあるまち

02
子育てしたくなる
まちづくり

目標④

目標⑤
目標⑥

仕事と子育てが両立できる保育環境や所得に関係なく安心して子育てで
きるまち
団体・企業と連携し、みんなで子育てを応援するまち
子どもが健やかに成長し、ふるさと「室蘭」への愛着が育つ教育環境

03
健康で活躍できる
まちづくり

目標⑦
目標⑧

誰もが健康で、住み慣れた地域で暮らし続けられるまち
スポーツや文化・市民活動など生きがいを持って活躍できるまち

04
ヒト・モノの交流が
生まれるまちづくり

目標⑨

目標⑩

自然や食、歴史文化など地域資源を磨き上げ発信し、国内・海外から訪
れたくなるまち
物流や交流の拠点として賑わいのある港

05
コンパクトで住み
やすいまちづくり

目標⑪

目標⑫

市機能が集まり賑わいのあるまちなかや空き家・空き地活用が進み快適な
居住環境
利便性が高く持続可能な公共交通網

06
安全安心で環境に
やさしいまちづくり

目標⑬
目標⑭

災害に強く、安全に暮らせるまち
緑を育て、環境にやさしいまち

07
持続可能な
行政運営

目標⑮
目標⑯
目標⑰

将来にわたり持続可能な行財政運営
将来を見据えた公共施設の再編など適切な維持管理
近隣市町との広域連携を促進する西胆振の中心市

り定めます。また、中長期的な視点でまちづくりに取り組みながらも、一方で、限られた資源を有効に

推進する個別計画・取り組み 重点的に取り組む目標

『総合戦略』 『成長産業振興ビジョン』
『地域未来投資促進法「室蘭市地域基本計画」』
働き手確保支援の取り組み
魅力的な雇用の場を創出する取り組み

喫緊の課題である人口減少対策を進める
ため選択と集中の視点に立ち

・人口減少の抑制
・将来の人口減少を前提とした持続可能
なまち

に力をおき重点目標を設定

重点目標１
人口減少のスピードを緩やかにす
る
まちに住み続けてもらい、新たな人を増やす
「総合戦略」の推進

重点目標２
魅力を高め交流人口を拡大する
定住対策とあわせ、資源を磨き外からも人
を呼び込む
「観光振興計画」の推進

重点目標３
人口規模にあったまちに整える
将来人口を見据え、まちのコンパクト化や
再編を行う
「立地適正化計画
（都市計画マスタープラン）」の推進

重点目標４
まちづくりを持続させる確かな基盤
をつくる
まちづくりを進めるための確かな基盤が必要
「行政改革プラン」の推進

『子ども子育て支援事業計画』
てついくの推進
コミュニティスクールの推進

『健康増進計画』 『地域福祉計画』
『高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画』 『障がい者支援計画』
『地域医療構想』 『社会教育振興計画』 『男女平等参画基本計画』
『協働のまちづくり指針』

『観光振興計画』
各公共施設整備計画の推進
『港湾計画』

『立地適正化計画』 『都市計画マスタープラン』
『緑の基本計画』
『空家対策計画』
『地域公共交通網形成計画』

『地域防災計画』『国土強靭化計画』 消防・救急体制の維持強化
安全で住みよいまちづくりの推進 『交通安全計画』
『緑の基本計画』【再掲】 『環境基本計画』
『一般廃棄物処理計画』『分別収集計画』

『行政改革プラン』 『各会計健全化』 『水道ビジョン』 『下水道ビジョン』
『公共施設等総合管理計画』 『公共建築物適正化計画』
『公共施設跡地利用計画』
『各施設長寿命化計画』 『西いぶり定住自立圏構想』
『西いぶり生涯活躍のまち構想』 『西いぶり広域連合広域計画』

○
○
○
○
○
○
○
○

個別計画 重点的に取り組む目標基本構想 基本計画

重
点
的
に
取
り
組
む
目
標
を
設
定


