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令和元年度 第３回室蘭市総合計画検討委員会 議事概要

◆日時：令和２年 1月 30日（木）18：30～20：00

◆場所：室蘭市役所本庁舎 ２階大会議室

◆出席者：

○委員（敬称略）

永井 真也 室蘭工業大学准教授（座長）

米野 弘一 社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会常務理事

山田 一正 室蘭商工会議所専務理事

石田 仁 一般社団法人室蘭観光協会専務理事

森川 卓也 室蘭市町内会連合会副会長

三木 真由美 特定非営利活動法人室蘭ＮＰＯ支援センター理事長

渡部 哲 室蘭市校長会事務局長

余語 奈穂子 社会教育委員の会委員長

○事務局（敬称略）

奈良 信一 室蘭市企画財政部長

福島 英明 室蘭市企画財政部企画課長

鈴木 晶子 室蘭市企画財政部企画係長

小笠原 洋一 室蘭市企画財政部企画課主査

◆第６次室蘭市総合計画（素案）について

A 委員 ： 前回、地域コミュニティの必要性について、目標に反映させてほしいと意見さ

せていただいた。今回の素案では意見を踏まえ、目標８「年齢や性別等に関わら

ず様々な人が互いを尊重し、支え合うまち」の中で読み込んでいるとのことだが、

もう少し地域コミュニティといった表現があると良い。

事務局 ： 目標８の中にキーワードとして「地域コミュニティ」という単語は出ていない

が、支え合うコミュニティの形成が重要ということは、計画本編でも触れている。

A委員 ： 地域コミュニティは、地域福祉計画の中で一番重要視しているところでもある

ので、もう少し表現として入れてほしい。

高齢者や障がい者色んな人たち含めて、みんなで地域コミュニティの形成を進

めていくというイメージがあるとよい。

事務局 ： 目標の柱立てについては、地域福祉計画も参考にし「支え合うまち」というと

ころで取り入れた。また、目標に向けた取り組みの中でも、町内会の活性化など

コミュニティについても取り上げているところ。
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B 委員 ： 「支え合う」という表現だと、１対１の関係性のような感じがするので「場づ

くり」という意味で地域コミュニティという表現がよいと思う。

C委員 ： 計画（素案）の各分野の中で、市民協働やコミュニティの大切さについては、

触れていると思う。また、新年度から都市計画マスタープランの地域別構想を作

るという話も伺っている。その中でも、地域コミュニティの大切さや協働の必要

性などが出てきて、色々な分野で、地域の発展のために何ができるか取り組もう

としているようなので、総合計画の中でコミュニティの部分については網羅され

ているように思う。

事務局 ： 目標８の表現については、本日のご意見を踏まえ、再考したい。

座長 ： ほか、何かありますか。

A委員 ： 「まちに住み続けてもらい新たな人を増やす」というのと「人口減少を抑制し、

一定程度人口減少が減少しても」という表現がバッティングしているように感じ

る。

事務局 ： 今住んでいる人に住み続けてもらう、そして転入者を増やすというのは、これ

からも市として取り組まなければいけない一方で、都市計画マスタープランや立

地適正化計画でいうように、日本全体で人口減少が進んでいることから、将来を

見据えると人口規模に見合った取り組みも今から進めて、両輪でやっていくとい

うのが本市の人口定住の考え方となっている。

A委員 ： 計画素案の中で、人口規模にあったまちに整えるというところで、一定程度人

口が減少とあり、一方でまちに住み続けてもらい、新たな人を増やすとある。減

少、コンパクト化を前提としながら、新たな人を増やすというのが、読んでいて

違和感を感じたところ。

座長 ： 人を増やす努力は姿勢として必要だが、人口は減っていってしまうというとこ

ろがあるからではないか。ただ、それでも人を増やす努力は必要だと思う。

また、先ほど出たコミュニティの話について、目標が「●●なまち」という表

現だと市全体を指しているように見え、小さなエリアの単位に聞こえないので、

そこに齟齬があるのかなと思う。もっと「地域」とか、そのような言葉があると

よいのではないか。

ほか、前回の委員会での意見は反映されているか。

D委員 ： 学校の分野でいうと、個別計画に教育施策の大綱が位置付けられており、反映
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されていると思う。

座長 ： ちなみに方向性の１から７までの順番には何か基準はあるのか。慣例など。

事務局 ： 慣例はなく、優先順というわけでもない。市民アンケート等を踏まえ、出てき

たキーワードを計画素案の中で A3 の表にまとめている。そのキーワードの並び

順で方向性を示したところ。

E委員 ： 方向性の順番はよいと思う。働く場所があってまちができるという流れから、

そこに若い人が住んで欲しいという市の姿勢、次にみんなが活躍できるまちがあ

り、それから交流人口、都市的なハード整備やコンパクトなまち、安心安全とい

う流れで最後に行政となっており、よい流れかなと思っている。

前回の委員会での意見を加味してまとめていると思う。

A委員 ： 環境産業について触れているところはあるか。

事務局 ： 働く人が集まるまちづくりの目標①企業・大学等と連携し、成長・挑戦を続け

るというところで、企業と連携し環境産業に取り組むことについて触れている。

C委員 ： 以前の計画にあったサークル都市は出て来ないのか。過去には、東と西という

意識があったが、サークル都市という名前になってからは、室蘭が一つという意

識になったと感じている。最近、またそういった空気が出ているのが悩ましいと

思っている。

今回の計画では出てきていないが、過去２０年続いたサークル都市という言葉、

室蘭は馬蹄形の地形であり、橋ができてサークルになった。その精神が今度の計

画にも生きていればよいと思う。

橋の開通から２０年経過し、ありがたさも薄くなってきているかもしれないが、

橋でつながる室蘭のよさもあってよいと思う。

F委員 ： 都市計画マスタープランは橋を前提に計画を策定しており、サークル都市から

２０年が経過し、定着し市民に浸透しているということではないか。

事務局 ： サークル都市になったきっかけは橋の開通であり、当時は主に都市整備、サー

クル都市になったことによる公共施設のあり方などが中心であった。今回の計画で

は、すでにサークル都市が定着しているので、キーワードとしてあげていないが、

まちの生い立ちの部分や、基本構想中の基本姿勢（３）の中でサークル都市につい

て触れている。

ただ、おっしゃる通り、白鳥大橋の開通ということを踏まえて、都市の基盤をつ

くってきた経緯があるので、行き来のしやすさを生かした公共施設の配置やまちづ
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くりなど、橋を生かすという意味で、サークル都市としての利点を生かしたインフ

ラ整備を計画の中に入れたいと思う。

B委員 ： 目安とする指標に市民活動センターの登録団体数を増やすというのがある。社

会福祉協議会のボランティアセンターが入っていないが、市民活動という意味で

はボランティアセンターは福祉に特化した活動が多い。市民活動センターは趣味

やまちづくりなど福祉以外の活動が多く、ボランティアセンターと棲み分けられ

ているが、協働のまちづくりということでいえば、市民活動センターだけではな

く、ボランティアセンターも重要な活動をしていると思う。

事務局 ： 指標の設定は、高齢者福祉の指標、市民活動の指標、それぞれ代表的なものを

設定した。細かく指標を設けるのではなく、代表的なものということで担当課と

協議し、市民活動の指標は活動団体数としたところ。

市民協働の分野において推進する個別計画が協働のまちづくり指針であり、そ

れを踏まえると、関係深い指標が団体数ということになるため、指標としている。

C委員 ： 総合計画はまちづくり全体の指針なので、ある程度は総花的になるかもしれな

いが、この中で個別計画を取りまとめているので、基本的にはこの内容でよいと

思う。総合計画の中に、個別計画をうまく取り入れていけばよいのでは。

B委員 ： 若い人や子育て世代が住みたくなるまちづくりの中で、「てついく」の推進と

あるが、小学校での工場見学などよい取り組みだと思う。

若い人が家を買うきっかけは子どもが小学校にあがる頃だと思うが、室蘭の学校

に行くと産業関係も学べるよと、他との差別化があるとよいのかなと思う。室蘭

市に住むとこれが学べる、というのがあるとよいのでは。

D委員 ： 実際、学校教育の現場では「てついく」でお世話になっており、室蘭工業大学

さんにもお世話になっているが、「てついく」だけで室蘭市に住むことを PRする

のは難しいところだと思っている。

ただ、これからの学校現場ではコミュニティスクールも含め地域で育てるとい

うのが今後大事になってくる。

B委員 ： 科学館との連携はあるのか。

D委員 ： 来年度以降は積極的に関わっていくことになり、授業では PCB の施設見学など

も予定している。

E委員 ： 「てついく」単体では難しいかもしれない。一つ一つは小さくても、地域全体、

コミュニティで子どもを育てて、働いてもらうというか、生まれてから最後まで
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しっかり教育できるようなまちであることが大事になってくるのではないかと思

う。それが進むと、このまちで育ててみようかという気持ちになる。

私たちも、企業に優しいまちづくりという提案書の中で提案している。総合計

画の中でもそういった考えを入れて、みんなで、全体で育てていくという流れが

出てくるとよいと思う。

B委員 ： 父親が製造業に勤めていれば、子どもにも体感させたいというのは、室蘭に住

んでいる人にとっては必要な取り組みだと理解を得られると思う。

C委員 ： 計画全体を見ていくと、２番の方向性「若い人や子育て世代が住みたくなるま

ちづくり」だけではなく、「健康で安心できる」といった分野も子育てに関係し

てくるのかなと。あまり細かく盛り込んでしまうよりは、この計画の精神を受け

て個別計画を見直してもらうというのが大事だと思う。

事務局 ： 学習要領が変わり、これまで科学館についても総合学習の中で行く学校と行か

ない学校があったが、来年度からは３・４年生が科学館、５・６年生が PCB セン

ターに全員行くようになるので、「てついく」や環境学習の推進といったことを

計画に記述したいと思う。

D委員 ： 希望すればバスを出してくださる企業さんもいて、中小企業さんも見学対応し

てくれるところがありご協力いただいている。

B委員 ： 地域全体で子育てするというのを、企業も含め全体でやっているという打ち出

しがあるとよいと思う。市の保育環境は良くなったが、小学校になった時の打ち

出し方はどうなのかなと。

事務局 ： 大事な思想なので、息長く「てついく」含め、取り組んで行きたいと思う。

座長 ： 室蘭を離れた人が室蘭とつながりを持ち続ける交流という中で、大学生は毎年

卒業し出て行ってしまうが、大学側としては卒業生に向けてまちの情報発信をし

ていない。

市として情報を発信し、つながりを持ち続ければ、卒業生含めかなりの数にな

るので、もっとつながる取り組みがあってもよいのでは。

方向性の４番は交流人口についてだが、転出を抑制しても出て行く人はいるの

で、離れた後も室蘭が好きという人を増やすという、大学でも出て行くことを前

提に胆振のことを教えている部分もあるので、卒業後もつながりが持てればと思

っている。
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事務局 ： 先ほどの「てついく」は、将来の Uターンにつなげるため、まちを知ってもら

うことが大事であり、大学も若者が集まる貴重な財産なので、大学を通じて Uタ

ーンを促進するということで、ふるさと学習などの講義がこれまであった。

方向性の４番は交流人口や観光、港についての打ち出しになるので、例えば大

学とどういったことをやれるかについては、総合戦略の中で連携について出して

いこうと考えている。

座長 ： 大学は一例としてあげたが、室蘭とつながっている人がどれだけいるかが大事。

同窓会の活用など、人とのつながりを財産として変えていくようなことができれ

ばよいのではないか。

事務局 ： 座長のご意見踏まえ、方向性の４番「ヒト・モノの交流が生まれるまちづくり」

の中で、大学に限らず人とのつながりを持つという考え方もあげたいと思う。

◆将来像について

A 委員 ： ３番がよいと思うが、副題の「まち・ひと・みなと」という概念と、「つなが

りが未来を創る」というのが入ってこない。

事務局 ： 副題には、室蘭の大切な資源をあげており、「人」は、これまでの検討委員会

の議論の中でも、大切だという認識があったと思う。「まち」は、産業や自然等

まち全体を表しており、「港」も特徴として外せない資源。

これらまちの資源を「人と人」、「人と産業」、「人と港」といったふうに組

み合わせ、資源を生かして未来を創っていくという意味を込めている。

抽象的な表現にも聞こえてしまうが、まちの大事な資源を３つで大きく表現し、

資源を生かしながら、組み合わせて未来を創っていくというのを副題として提案

させていただいた。

A委員 ： 例えば、人のつながりが未来を創るだと分かりやすいが、まち・ひと・みなと

と並ぶと分かりにくいと思う。

C委員 ： ３番がよい。「住み続けたいまち室蘭」と副題の「つながりが未来を創る」が

続いているというか、住み続けたいまちが昔も今も続いている感じがした。全体

を通して見たときに、つながりという言葉が生きてくると思う。

この将来像は議案として提案するものか。

事務局 ： 議案として１つの案で提案し、議決を経て決定となる。
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D 委員 ： １番がよいと思う。室蘭が好きなので。

F委員 ： １番がよい。基本構想のこれからの室蘭に求められるものの中に、「室蘭が好

き」という言葉が入っているのと、もう一点、みんなで支え合いながら一つのま

ちを創り上げていくという思いが、この中に凝縮されているという感じがした。

G委員 ： １番がよい。「室蘭が好き。みんなで創る、住み続けたいまち」というのがよ

いと思う。

E委員 ： みんなで創るストーリーという言葉もよいが、住み続けたいまちというキーワ

ードを入れて欲しいので、１番か２番がよい。

副題については、港というワードはよいが、室蘭のまちの成り立ちを考えると、

ものづくりのワードがあれば、という気持ちがある。

座長 ： 創るという字が「創造」となっているところがイノベーティブの要素かなと思

う。

B委員 ： 語感的には１番・２番がよいと思う。出て行ってしまう人はまちが好きではな

いと思うし、好きな人は住み続けると思う。

市外から室蘭に来た身としては、最初は入り込めないように見える一方で、外

から来た人に寛容で入り込むと優しいまちだと感じる。

E委員 ： よそ者には優しいまちだと思う。

C委員 ： 昔から工業、産業のまちでサラリーマンが多いから、人にお節介をかけ過ぎな

い、さらっとしているところがそう感じるのではないか。

B委員 ： 表面的なお付き合いから、もう一歩踏み込むと親切な人が多いが、大人になっ

てよそから来ると、踏み込めないままの人も中にはいるので、室蘭の魅力を伝え

ていければと思う。

D委員 ： 副題だが「まち・ひと・みなと」で「まち」と「みなと」の真ん中に人を持っ

てきているところがポイントだと思う。「まち」や「みなと」を、真ん中にいる

人がつないでいて、それでつながりが未来を創っているから、住みやすいまちに

なるという解釈がよいのかなと思う。

座長 ： 大学で地域に関する授業をやっているが、ガイダンスで伝える言葉があり、「地

域を好きにならないといけない」ということを最初に伝えている。地域が好きに
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なり、そして大学生活が好きになり、やがては自己肯定につながっていくので、

自己肯定の最初の一歩が、地域を好きになっていくことだと思う。

自己肯定をして、大学生活の１歩目をスムーズに始めるために、まちを好きに

なりなさい、ということを最初に伝えている。

このまちに住んでいる人が、自分のことを肯定的になるということが「室蘭が

好き」ということだと思う。

自分の住んでいるまちが好きというのは自己肯定になり、自分の成長につなが

ることだと思うので、そういう意味でよいと思う。

事務局 ： 市民意見のほか、本日のご意見も踏まえながら、最終的には１つの案として、

将来像を議会に議案として提案していくことになる。どの案に絞ったかについて

は、また報告させていただきたい。

座長 ： 他になにかございますか？

E委員 ： 先ほど意見があったが、室蘭の外に出た人に対しての情報発信は大切だと思う

ので、総合戦略の中でご検討いただければと思う。

事務局 ： 今回をもってこの委員会は終了となる。出来上がった計画だが、来年度は子ど

も向けに分かりやすい冊子を作る予定もあるので、完成した際には、委員の皆さん

にもご覧いただきたいと思う。

最後にもう一点、重点計画の中で人口減少対策として総合戦略を位置づけ、色々

取り組んでいるが、先ほど話にあったように、室蘭を出て行った人に情報をどう届

けるか、そういう人たちが欲しい情報は何か、戻りたい人のニーズにあわせた相談

をどうできるか、というところが重要だと思っている。そういったことについても、

今回皆さんに縁あってお集まりいただいたので、ご意見いただければと思う。

座長 ： では、これをもちまして第３回室蘭市総合計画検討委員会を終了します。

おつかれさまでした。


