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１．策定にあたり

（1）策定の趣旨

室蘭市は天然の良港に恵まれた地形を持ち、古くより製造業を中心にものづくりのまちと

して発展してきました。

その技術力を結集した白鳥大橋が開通し、サークル都市としてまちが大きく変化した 1998

年（平成 10 年）3 月、まちづくりの指針となる第 4次総合計画を策定し、「海と科学技術の

サークル都市むろらん」を将来像に定め、白鳥大橋を生かしたまちづくりに取り組み、現在

の室蘭の基盤を作ってきました。

2008 年（平成 20 年）3月、第 4次総合計画の基本構想を引き継いだ室蘭市総合計画を策定

しまちづくりを進めてきましたが、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ます。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）を策定します。

（2）計画の位置づけ

本計画は、長期的な展望に立ち、目指すまちの将来像や、その実現に向けたまちづくりの

方向を示し、分野別目標や重点目標を体系的にまとめた市の上位計画です。
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（3）計画の構成

本計画は、「基本構想」「基本計画」「個別計画」で構成されます。

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ものです。

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たもので、「分野別

目標」や「重点的に取り組む目標」で構成します。

計画期間は 2020 年度（令和２年度）から概ね 10年間とします。

③個別計画
まちづくりの各分野において策定される個別計画で、都市計画マスタープランや高齢者保

健福祉計画など様々な計画があります。

基本計画で示す目標を推進する実施計画として、各分野の個別計画等を位置付け、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ます。

基本構想　　　
まちの将来像　　　　　　　　
まちづくりの方向

基本計画　　　　　　　　　　　　　　　　　
計画期間　　　　　　　　　　　　　　

分野別目標　重点目標

個別計画　　　　　　　　　　　　　　　　　
都市計画マスタープラン、高齢者保健福祉計画、　
社会教育振興計画、環境基本計画、港湾計画、

観光振興計画　など

まちづくりの大きな

方向性を示すもの

まちづくりの方向性に

基づき行う施策を体系化

基本計画で示す目標を

推進する実施計画

各分野ごとに個別計画がある
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（4）計画策定の視点

本計画の策定にあたり、次の３つの視点を掲げます。

人口減少社会に対応

日本全体が人口減少社会を迎え、東京への一極集中が進む中、まちの特性を生かし人口減

少抑制に向けて取り組むとともに、一定程度の人口減少や少子高齢化を前提としながら安心

して暮らせる、持続可能なまちづくりを目指します。

選択と集中の視点を持つ

今後も厳しい行財政運営が見込まれる中、限られた資源を有効に活用するため、市政全般

に取り組む中でも、室蘭市が抱える課題や市民ニーズを踏まえ、重点的に取り組む目標を位

置づけまちづくりを進めます。

市民と共有できる分かりやすさ

市民とともにまちづくりを進めていくことは、今後ますます重要になってきます。総合計

画は目指すまちの姿を市民と共有するための羅針盤となるものであることから、市民にとっ

てわかりやすく、関心を持ってもらえる計画とします。
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（5）計画の推進体制

本計画で描く将来像を実現するため、まちづくりの目標を定め、個々の取り組み状況を把

握するとともに、各個別計画においても進捗を管理し、PDCA サイクルに基づいて、一体的に

まちづくりの取り組みを推進します。
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２．策定の背景

（1）社会の潮流

人口減少と少子高齢化の進行

2008 年（平成 20 年）をピークに日本全体が人口減少社会を迎えています。非婚化・晩婚

化等による出生数の減少や、平均寿命の延伸など様々な影響により、少子高齢化が急速に進

行し、生産年齢人口は減少の一途をたどっています。

人口減少や少子高齢化がもたらす課題は、消費・経済活動の停滞や、税収の減少、働き手

不足や地域コミュニティの弱体化、医療環境の悪化、行政サービスの低下など多岐にわたり、

特に地方においては深刻です。

このような状況の中でも、持続可能なまちを目指していくには、子育て支援や健康寿命の

延伸など安心して暮らせる地域づくり、資源を活用した新たな産業基盤の構築や外から訪れ

たくなる魅力づくりなど、人口減少社会に対応したまちづくりが必要です。

地方創生

首都圏への一極集中の流れを変えて、地方に新しい人の流れをつくり、地方を活性化する

には、若者にとって魅力ある仕事の創出や起業・創業にチャレンジしやすい環境を整えるほ

か、特定の地域に継続的に関わる関係人口を増やす取り組みが必要です。

現在はライフスタイルも多様化し、こだわりのある仕事や趣味を満喫できる充実した暮ら

しを地方に求める人が増えていることから、さらに地域の魅力を高め、自ら地域課題を解決

し、また外から来た人と地域内の人を結びつけるような地域人材の育成が重要になってきま

す。

また、その土地固有の価値を求め、観光・文化・歴史・スポーツなどを通じた体験型観光

のニーズが高まりつつあることから、その土地ならではの様々な地域資源を活用し、交流人

口を増やすことも今後ますます重要となってきます。

新しい技術・世界的な視点に対応

働き手不足への対応や、地域経済の発展、生産性の向上、行政サービスの維持、地域公共

交通の確保など、課題の多くは地方においてより深刻です。課題先進地である地方こそ、AI、

IoT、ビッグデータ等を活用し、企業と連携して新技術の社会実装などに取り組み、新しいサ

ービスや価値を生み出していく挑戦が必要です。

また、現在、世界では持続可能な社会を実現するための目標である SDGs（持続可能な開発

目標）の考えが広がりを見せており、環境、社会問題に配慮のある企業を重視する ESG 投資
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の拡大や、パリ協定に基づく脱炭素化の動きを踏まえた、新エネルギー産業の創出など、世

界的な視点で環境・地球規模課題へ貢献する姿勢が求められています。

人生 100 年時代を見据えた誰もが活躍できる社会

人生 100 年時代を迎え、これまでの教育・仕事・老後というライフステージから、どの年

代においても雇用や教育の場が整い、女性、高齢者、障がい者、外国人など誰もが生涯にわ

たって活躍できる社会の実現が必要とされています。人生 100 年をどう生きるか、多様な生

き方を受け入れる社会の構築が求められています。

また、生涯にわたり活躍できる安心の基盤は「健康」であることから、高齢者のみならず

全ての世代を対象に、文化活動やスポーツ、地域の活動など、様々な観点から予防・健康づ

くりに取り組んでいくことも必要です。

持続可能なまちづくり

人口減少が進む地方では、空き地、空家の増加による市街地の低密度化が進行し、今後、

まちのにぎわいや安心して利用できる生活サービス機能を維持していくことが、ますます困

難になっていくことが予想されます。

人口が少なくなっても、住み続けられるまちを目指すには、将来的に人口が集積する地区

に対して、商業施設、医療機関、公共施設等の生活利便施設や居住の誘導を図るための取り

組みを行い、都市のコンパクト化を進めるとともに、公共交通の利用促進など地域交通の維

持に努め、将来人口を見据えた持続可能なまちづくりに取り組んでいくことが重要です。

多発する自然災害

近年、集中豪雨、土砂災害、大型台風、巨大地震などの自然災害が頻発し、災害に対する

不安や、防災意識の高まりが見られます。これら自然災害を教訓とし、ハード・ソフトの両

面で災害に強いまちづくりを進めていくことは、安心して住み続けたいと思えるまちの基本

となるものです。

特に地方においては、老朽化が進む公共インフラの長寿命化や施設の耐震化のほか、地域

コミュニティの弱体化により、自助・共助の部分において情報共有・連携不足が課題となる

ことから、まちの強靭化と防災組織体制の強化に取り組み、災害対応力を高めていくことが

必要です。
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（2）室蘭市の現況

位置と地形

北海道の南西部に位置し、白鳥大橋開通により馬蹄形のまちからサークル都市に

室蘭市は北海道の南西部、噴火湾に面し、北東は登別市、北西は伊達市に接しています。

南側は太平洋に突き出た絵鞆半島により形成され、1998 年（平成 10 年）に室蘭港をまたぐ

白鳥大橋が開通したことにより、市内を一円できるサークル都市となりました。

外洋側は 100ｍ前後の断崖絶壁が連なる風光明媚な景勝地となっており、その特徴的な地

形から坂が多いまちであり、市街地及び住宅地が沢ごとに形成されています。

図 1 室蘭市の位置図

室蘭市
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都市の歴史

港から北海道有数の工業都市へ発展

室蘭港は、寛政８年（1796 年）に噴火湾に姿を見せた英国探検船プロビデンス号のブロー

トン船長により天然の良港として世界に紹介され、その後北海道開拓の要衝として発展しま

した。

石狩炭田の石炭積出港として鉄道が敷設され、製鉄、製鋼の二大工場が操業を開始してか

らは、北海道の産業を支える工業都市として発展を続けてきました。

戦後の高度経済成長期の中で重化学工業と国際流通拠点として発展を続けてきた本市も、

世界の経済情勢の変化や、我が国の産業構造の転換などの影響を直接受けましたが、近年は

成長産業への新規参入、新エネルギー分野への取り組みなど、工業都市として発展してきた

素地を生かした新分野への挑戦のほか、工場群と豊かな自然で構成される景観が注目される

など、様々な面で魅力あるまちづくりに取り組んでいます。
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人口

1970 年代の 16 万人をピークに減少

室蘭市の人口動態は、1970 年代の 16 万 2,059 人をピークに減少を続けており、国立社会

保障・人口問題研究所の平成 30 年推計値では、2040 年（令和 22 年）には 5万 5千人まで減

少すると予測されます。

年代別にみると、15歳未満人口、生産年齢人口は減少傾向が続いています。また、65 歳以

上人口が総人口に占める割合は、今後も上昇傾向にあります。

図 2 年齢３区分別人口の推移

図 3 年齢３区分別構成比の推移

資料：2015 年までは国勢調査、2020 年以降は社人研推計値による
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社会動態については、1957 年に転入者数が転出者数を上回る社会増が過去最大の 4,588 人

を記録しましたが、1961 年以降は社会増の幅が縮小し始め、1968 年に転出者数が転入者数を

上回る社会減に転じました。

以降、社会減が続いていますが、1985 年に 4,778 人であった社会減が、2005 年（平成 17

年）には 122 人まで縮小しました。

近年は、転出者数は減少傾向にありますが、それ以上の転入者数の減少により、社会減の

幅は拡大しています。

また、年齢階級別の社会増減数をみると、10 代は社会増ですが、一方で 20～30 代の社会

減が拡大傾向にあり、それに伴い 0～9歳の年少人口も減少しています。

図 4 転入数と転出数の推移

資料：住民基本台帳

図 5 年齢階級別の社会増減
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産業

地域経済を支える第２次産業

室蘭市は、製造業を中心とした工業都市として発展してきた歴史があり、全道平均と比較

しても第２次産業の割合が高く、市内企業の売上金額を産業別に見ると、製造業、建設業が

全体の５割を占めています。

図 6 北海道及び室蘭市の産業別就業者割合 資料：H27 国勢調査

図 7 産業（大分類）別の売上金額（企業単位） 資料：2016 年経済センサス-活動調査
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建設業, 742億円, 
12.7%

製造業, 2,189億円, 
37.5%

情報通信業, 77億円, 
1.3%

運輸業，郵便業, 647億
円, 11.1%

卸売業，小売業, 961億
円, 16.5%

金融業，保険業, 58億円, 
1.0%

不動産業，物品賃貸業, 
115億円, 2.0%

学術研究，専門・技術サー
ビス業, 80億円, 1.4%

宿泊業，飲食サービス業, 
78億円, 1.3%

生活関連サービス業，娯

楽業, 96億円, 1.7%

教育，学習支援業, 79億
円, 1.4%

医療，福祉, 477億円, 
8.2%

サービス業（他に分類され

ないもの）, 234億円, 
4.0%

全産業計：5,834億円
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製造業

事業所数、従業者数ともに減少傾向にあるが、製造品出荷額は社会情勢の影響を受ける

室蘭市の主要産業である製造業について、近年は事業所数、従業員数とも減少傾向にあり、

製造品出荷額は社会情勢の影響により年によって増減があります。

図 8 従業者数・事業所数の推移 図 9 製造品出荷額等の推移

資料：工業統計

商業

事業所数、従業者数、商品販売額ともに減少傾向

事業所数、従業者数、年間商品販売額が減少傾向にあります。

図 8 従業者数・事業所数の推移 図 9 年間商品販売額の推移

資料：商業統計・経済センサス
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観光

過去 10 年間は 90 万人～130 万人で推移し、近年は増加傾向。また、外国人宿泊客数が急増

室蘭市内の観光客数は、過去 10 年間で 90 万人～130 万人で推移し、近年は増加傾向にあ

ります。本市を訪れる観光客の約８割が日帰りで、宿泊客数が少ない傾向にありますが、外

国人宿泊客数は 2014 年（平成 26 年）頃から急増しています。

図 10 観光入込客数（日帰り・宿泊） 図 11 外国人宿泊客数の推移

資料：北海道観光入込客数調査

公共交通

乗降客数は、ＪＲは横ばい、バスは減少傾向

鉄道（JR 室蘭本線）の乗降客数は近年横ばい傾向ですが、路線バス（道南バス）は減少傾

向にあります。

図 12 JR の主要駅の乗降客数の推移 図 13 路線バス輸送人員の推移

資料：国土数値情報 駅別乗降客数 資料：室蘭市統計書、北海道運輸局 北海道の運輸の動き年報
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室蘭港

工業利用の減少と新たな利活用

国際拠点港湾である室蘭港の入港船舶数は、社会情勢等の影響もあり、過去５年間で年々

減少傾向にあり、貨物取扱量も３千万トン台から２千万トン台に減少しています。

一方、2019 年（令和元年）には祝津ふ頭の老朽化改良整備が実施され、新たな物流航路や

客船寄港による観光利用などが今後見込まれます。

図 14 室蘭港入港船舶数の推移 図 15 室蘭港貨物取扱量の推移

資料：室蘭港統計年報

公共施設

築 30 年を経過した公共建築物が全体の約 8割を占める

室蘭市は 1960 年代から 1970 年代にかけ、人口増加や市民ニーズなどに応じて、多くの公

共建築物を整備してきましたが、現在、築 30 年を経過した公共建築物が 76％を占めており、

大規模改修や更新の必要性が高まっています。

図 16 公共施設の築年数の割合

資料：室蘭市公共施設等総合管理計画（2016 年（平成 28 年）3月）
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財政状況

人口減少に伴い市税等の一般財源収入が減少する一方で扶助費が増加傾向

室蘭市の財政状況は、人口減少に伴い市税等の一般財源収入が減少する一方で、少子高齢

化対策に関わる給付費など扶助費が増加しており、今後もこの傾向は続くと予想されます。

図 17 人口と市民税（個人）の推移 図 18 高齢化率と扶助費の推移

資料：室蘭市決算カード
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災害

土砂災害や津波・洪水などの市街地災害リスク

室蘭市は山坂が多い地形であることから、市内に土砂災害計画区域が散在しているほか、

中心市街地である東室蘭駅周辺と室蘭駅周辺は、津波による浸水被害が想定されています。

図 20 土砂災害特別警戒区域・警戒区域（急傾斜地・土石流）

図 21 津波浸水区域
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（3）室蘭市がかかえる課題

本市の現状と課題について整理すると、以下のとおりです。

今後は、最重要課題である人口減少対策について、重点的に対応していく必要があります。

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

●生産年齢人口減少による働き手の不足

●子育て世帯の減少による少子化加速や高齢化
率の上昇

●若い世代の減少による教育機関への入学者数
減少

●地域のコミュニティが衰退

●人口減少による税収の減少

産業 ●第２次産業の割合が高く、特に製造業が多
くを占めており、事業所数・従業員数は減少
傾向。製造品出荷額は社会情勢に左右さ
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

●地元での買い物客の減少による、閉店や地域経
済の縮小

観光 ●観光入込客数は近年増加傾向にあり、日
帰り客が約８割を占める

●近年は外国人観光客が急増

●長時間の滞在や消費を促す取り組み

室蘭港 ●企業の撤退等により取扱貨物が減少してい
るものの、新たなエネルギー産業の進出もみら
れる

●フェリー航路の就航により貨物や交流人口が
増加傾向

●客船の寄港が増加傾向

●新規取り扱い貨物の掘り起こしや新たなエネルギ
ー産業での物流ルートの構築

●交流人口増加を図るため、改修整備中のふ頭
を活用した客船の誘致等

交通体系 ●公共交通の利用者が減少傾向 ●利用者の減少やドライバー不足等による公共交
通の利便性の低下

財政状況 ●市税等の一般財源収入が減少傾向

●少子高齢化対策に関わる給付費など扶助
費が増加傾向

●公共施設や道路等の生活インフラの維持

●基礎自治体としての行政サービスの維持

公共施設 ●築30年以上経過した公共建築物が全体の
約８割を占め、老朽化が進行

●継続した公共施設の維持管理

災害 ●市内各地の土砂災害リスク

●市街地などの津波・洪水リスク

●自助・共助・公助の防災力向上と連携強化
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（4）室蘭市の資源

室蘭市は、人口減少をはじめとして、今後様々な課題に直面することになりますが、これ

までも様々な困難を乗り越えてきた歴史があります。

室蘭市には多くの魅力ある資源があります。これら資源を有効に活用し、独自の強みを伸

ばす取り組みを進めていくことが、今後のまちづくりには重要です。そこで、本市の資源に

ついて、次のとおり整理しました。

ものづくり
ものづくりのまちとして発展してきた室蘭市の技術の集積は誇れる資源です。確かな技術

力が評価され、近年は航空機産業など成長産業への参入や、世界的な潮流である脱炭素化の

動きを捉えた新エネルギー分野への挑戦など、室蘭市の産業の持続的な発展、拡大を目指す

ために、世界に目を向けて企業と連携した取り組みを進めています。

室蘭港
天然の良港である室蘭港は 1872 年の開港以来、海陸交通の要衝として発展し、北海道の近

代化を支えてきました。

北海道最大の水深を誇り大型船舶の入港が可能であるほか、祝津ふ頭の老朽化改良整備の

実施により、世界最大級の大型クルーズ船の受け入れが可能となります。

近年は、環境・エネルギー分野の視点も取り入れた港の活用、新たな物流ルート開拓など、

室蘭港を最大限に活用するための取り組みを進めています。

大学などの教育機関
大学や専門学校などが立地する室蘭市は、若い世代の転入者や留学生が多く、学生が地域

に出てまちを学び、様々な場面で積極的にまちづくりに関わっています。一定数の若い世代

が常に室蘭市に存在し、地域と関わる機会があることは、本市にとって大切な財産です。

また、ものづくりのまちに立地する工業大学として、企業と連携した技術開発や行政との

連携による実証事業など、ものづくり技術、産業、学術研究、地域課題解決といったあらゆ

る分野において室蘭市だけではなく、西胆振地域の知の拠点として地域の学習・文化を牽引

しています。
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景観・自然環境
工場群などの人工物と自然が織り成す独自の景観は、室蘭市特有のものであり、魅力的な

資源の一つです。景色に愛着があるといった声が様々な世代からだけではなく、一度室蘭市

を離れた人からも聞かれており、特徴ある景観は市民にとっての原風景となっています。

また、山や海などの自然環境が市街地に近接していることから、自然に身近に触れあえる

機会が数多くあります。

山では、豊富な種類の野鳥、植物を観察できる緑地や、海岸線が望める散策路があり、噴

火湾などの周辺海域は、寒暖流の混流により形成された豊かな漁場で、多品種の魚介類が獲

れることから、つりの名所としても知られ、また、多くの海洋性生物が生息しており、豊か

な自然にあふれています。

市民活動
室蘭市では早くから市民との協働によるまちづくりを進めており、2006 年（平成 18 年）

には拠点となる市民活動センターを設置し、センターはこれまで多くの市民活動団体に利用

されています。

地域においては防犯活動や自主防災組織の結成、企業においては公園遊具の整備など、様々

な属性の人たちが、主体的にできることに取り組む動きが広がり、「まちのために何かしたい」

といった声が若い世代からも聞こえています。

また、行政では、市民の活動を支援する補助制度や、市民の声を市政に反映させる取り組

みとしてワークショップ等を実施しており、市民、団体、企業、行政が互いに連携し、まち

づくりを進めています。

医療資源
平均寿命が延伸し長い人生を生きる現代において、生きがいをもち、豊かで有意義な生活

を送るためには、生涯にわたって健康で暮らし続けられるよう、安心できる医療提供体制が

必要です。

室蘭市には高度な医療機関が立地し、私たちの健康を支える基盤となっておりますが、将

来にわたり安心できる高度な医療提供体制を今後も持続させるために、連携・再編に向けた

議論を進めているほか、医療機関と連携した各種検診など、がん対策に先進的に取り組んで

います。
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広域連携
若者の地域外への流出や働き手不足、地域経済の縮小、生活の利便性低下など、人口減少

がもたらす影響は地方において特に大きく、将来も変わらず暮らしやすさを実感できる地域

を目指す上で、単独自治体が全ての都市機能や行政サービスをそろえることは困難であり、

経済圏、生活圏を共有する近隣市町との連携は、今後より一層重要になってきます。

室蘭市を含む西胆振地域では、2000 年（平成 12 年）より広域連合を設立し、廃棄物処理

や共同電算など行政事務の広域化を進めているほか、2010 年（平成 22 年）には近隣５市町

との間で定住自立圏形成協定を締結し、医療、防災など様々な分野で広域連携を進めていま

す。
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３．まちづくりに対する市民の意識

（1）グループインタビュー

10 年後のまちの将来像やまちづくりの方向性を示すにあたり、どんなことに力を入れて今

後のまちづくりを進めていけばよいか市民意見を反映するため、中高生、大学生や若手の教

員、まちづくり団体や実行委員会、創業者、移住者など、これからのまちの将来を担う若い

世代・現役世代を中心にインタビューを行いました。

実施概要

グループインタビュー

実施時期 2018年（平成30年）5月～2019年（平成31年）3月

人数 17団体124名

参加者 小中学生、高校生、大学生、看護専門学院生、まちづくり団体、

創業者、移住者など

内容 まちの良いところ・住みやすさ、頑張ってほしいところ・住みにくさなど
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「学生の中には、残りたくても仕事がないからやむを得ず、外に出る人もいる。」

「起業にチャレンジできる土壌があれば、結果、人が集まる場所が増えるのでは。」

「特に女性の正社員の職がない、職種が限られている。」

「仕事の多様性が足りないかも。」

「今後は、創業・起業の分野に力を入れるべき。」

「人口増加のためには、企業誘致と起業だと思う。」

「人口に対しての保育の受け皿が少ないと思う。」

「子育て支援はかなり手厚いと思う。」

「自然豊かで子育てには良い環境。室蘭の中にいる人がそれを分かっていない。」

「結婚前の大人が遊ぶ場所、休日を過ごす場所がないと思う。」

イベントにあわせた出張インタビュー

実施時期 2018年（平成30年）7月7日（土）・8日（日）

人数 40名

参加者 撮りフェス in 室蘭 2018参加者、道の駅みたら室蘭来場者

内容 道の駅みたら室蘭にて、本市の魅力等についてインタビュー

仕事について

子育て・若者支援について
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「子どものうちに室蘭の良いところを知ってもらうことが必要。」

「大人になる前、楽しめるうちに遊びの要素を取り入れた社会科見学や体験があれば良い。」

「中学生、高校生がまた戻ってきたいと思えるまちに。」

「10 代が外に出るのは仕方ない。30 代で戻りたくなるようにするには、10 代のうちに郷土愛を育む必要がある。」

「せっかく海があるのだからマリンレジャーを頑張ってみるべき。」

「釣り船で沖に出て、海から眺める室蘭はすごく綺麗。」

「自然と工場が一体となっている景色があたり前のものではない、珍しいものということに外に出て気づいた。」

「景色が綺麗で見るところがいっぱいあるが、生かしきれていない。」

「海にも山にも 30 分で行くことができる。」

「海産物がすごく獲れるのに、食のアピールしないのはもったいない。」

「室蘭の人は一度外に出て、室蘭を外から見てほしい。そうすれば何もないまちじゃないことに気づくから。」

「天然の良港がある。」

「室蘭はどんな場所と聞かれても答えられない。」

「公園は用途に合わせて高齢者向けに健康遊具、子ども用にボール遊びなど使い分けしては。」

「科学館、美術館、水族館。３つも揃っているのに、何だかもったいない。残念。」

「雰囲気のあるカフェやおしゃれなお店などゆっくり休息できる場所が少ない。」

「まちに人がいないと、お客さんは来ない。」

「港やフェリーがあるので外国人が来るチャンスがある。」

資源・魅力・交流について

まちやにぎわいついて

子どもたちに向けて
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「室蘭は家賃が高いので、家を探すのが大変だった。」

「室蘭は住宅を借りても駐車場がない。空き家をどうにかしていかないといけない。」

「空き家が出て 10 年以内に手を打たないと建物がダメになるので、その前に動くことが必要。」

「子育て世代の住宅支援は、新築を建てる土地がないのでもっと中古住宅に目を向けては。」

「今の人は住まいにもこだわりがある。だから自分の理想の家が探しづらいのでは。」

「坂の上に住む高齢者から平地に移り住みたいという相談を受ける。」

「自立して、元気に活躍する人が少ないかも。おとなしい。」

「子どもとお年寄り、いろいろな世代が一緒に過ごせる場所や機会があるのもいいと思う。」

「子育て世代の前の世代（独身者）が交流できる機会が少ない。」

「地域の人たちと身近に接する機会があれば、このまちに住んでいるんだという実感、愛着が出てくると思う。」

「自分がこの先、健康でいられるような安心感がないと長く住み続けられない。」

「自分が室蘭に住む理由は、生まれたまちで好きだから。」

「転勤で室蘭に来た人が、家庭をもち、そのまま永住できるように。」

住まいについて

つながり・活躍・健康について

定住意向について
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（2）シールアンケート

8 月 1 日の市民憲章制定記念日に無料開放される室蘭水族館にて、シールアンケートを実

施しました。

実施概要

シールアンケート

実施時期 2018年（平成30年）8月1日（水）

人数 108名（男性31名・女性77名）

参加者 水族館来館者（20代～70代）

内容 7つの項目から「こんなまちになってほしい」と思うものを2つ選んでシ

ールを貼ってもらう

・みんなが働きやすいまち

・子育てしやすいまち

・コンパクトで住みやすいまち

・多くの観光客が訪れるまち

・災害に強く、安全安心なまち

・健康で元気に暮らせるまち

・コミュニティや市民活動、文化・スポーツが盛んなまち

７つの項目から２つを選び、
シールを貼ってもらう
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①全体集計の結果

「子育てしやすいまち」が最も多く（47 人、21.8％）、次いで「健康で元気に暮らせるま

ち」（42 人、19.4％）、「みんなが働きやすいまち」（31 人、14.4％）の順になっています。

②世代別の集計結果

世代別にみると、20 歳未満と 70 代以上では「健康で元気に暮らせるまちが」が最も多く、

20代から 60 代では「子育てしやすいまち」が最も多い結果となっています。

「室蘭は仕事がないわけではないが、工大生は残らない。頑張っている企業はあるが、実際には就職しない。」

「坂の上から平地に住みたいと思っても、安く入居できる福祉施設が少ない。」

アンケートに協力

してくださった方の声
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（3）市民アンケート調査

まちづくりの方向性を示す総合計画策定に向けた基礎調査として、現在のまちづくりへの

評価や満足度、今後のまちづくりの中で重点的に取り組む施策等の検討のため、アンケート

調査を実施しました。

また、2015 年（平成 27 年度）総合戦略策定に向けて、同様の調査を行っていることから、

市民意識の変化について前回の結果と比較しました。

実施概要

主な集計結果

①「わがまち」といった愛着や親しみ

室蘭市に対する「わがまち」といった愛着や親しみは、「とても感じている」と「どちらか

といえば感じている」が合わせて 73.0％であり、７割以上の市民が愛着を感じているものの、

前回と比較し 4.7 ポイント減少しています。

市民アンケート調査

実施時期 2019年（平成31年）2月4日（月）～2月22日（金）

人数 住民基本台帳より20歳以上で2,000人を無作為抽出

回収票数 822票（41.1％）

29.1%

27.1%

48.6%

45.9%

19.0%

21.0%

3.2%

6.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2015年

2019年

「わがまち」といった愛着や親しみを感じるか　

とても感じている どちらかといえば感じている あまり感じていない
まったく

感じていない
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②住みやすさ

室蘭市の住みやすさについては、「住みやすい」と「どちらかといえば住みやすい」が合わ

せて 72.1％であり、７割以上の市民が住みやすさを感じているものの、前回と比較し 9.9 ポ

イント減少しています。

③今後の定住意向

今後の室蘭市への定住意向は、「住み続けたい」と「どちらかといえば住み続けたい」が合

わせて 75.2％であり、７割以上の市民が今後も住み続けたいと感じているものの、前回と比

較し 4.9 ポイント減少しています。
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38.4%

42.0%

16.6%

18.7%

3.3%

6.1%
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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2019年

住みやすさ　

住みやすい どちらかといえば住みやすい 住みにくい
どちらかといえば
住みにくい

住み続けたい どちらかといえば住み続けたい 住み続けたくない
どちらかといえば
住み続けたくない
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④市の取り組みの現状の満足度と今後の重要度

現在の市の取り組みに対する満足度（横軸）と今後の取り組みの重要度（縦軸）を、マト

リクス上にプロットし、関係を図示すると次のようになります。

【満足度、重要度のマトリクス】

課題が多く重点的に推進すべき項目

・地震や土砂災害などの自然災害の対策

・商業地のにぎわいづくり（空き店舗対策など）

・高齢者が安心して生活できる福祉サービスの取り組み

・市の行財政改革の取り組み

・自然や景観、食、ものづくりなどを生かした観光の取り組み

・新たな企業の誘致

・企業の人材確保や就職支援に対する取り組み

継続的に満足度が得られるよう推進すべき項目

・病院や医師などの医療体制

・子育て支援の取り組み（保育所、相談体制など）

・消防・救急救命体制

5段階評価で点数化し、偏差値を算出

満足：4点、やや満足3点、

やや不満：2点、不満：1点
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４．まちづくりのキーワードについて

室蘭市の現況、課題、社会情勢、市民意見、資源を踏まえ、以下のように整理し、今後のまちづくりの方向に関わる 7つのキーワードをまとめました。

現況 課題 社会の潮流 室蘭の資源 市民の声 キーワード

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

●生産年齢人口減少による働き手の不足

●子育て世帯の減少による少子化加速や高齢化率の上
昇

●若い世代の減少による教育機関への入学者数減少

●地域のコミュニティが衰退

●人口減少による税収の減少

人口減少と少子高齢化の進行
●非婚化・晩婚化による出生数の減少
●少子高齢化により人口構成が変化し、
働き手・担い手が不足

●雇用対策、子育て支援、地域資源の活
用、魅力発掘などの取り組みが必要

地方創生
●地方に新しい人の流れをつくる
●地域の魅力を高め、外の人と中の人を結び
つける人材育成が重要

●土地固有の価値を高め、資源を活用した
交流人口の取り組みが重要

新しい技術・世界的な視点
●企業と連携し、新技術を活用した地域課
題の解決

●新しいサービスや価値の創出
●ESG 投資の拡大や、脱炭素化に
向けた新エネルギー産業の創出

人生 100年時代に向け誰もが活躍
●年齢、性別にとらわれない多様な生き方、
働き方を受け入れる社会が必要

●生涯活躍するための基盤づくりとして、予
防・健康づくりへの取り組みが必要

持続可能なまちづくり
●生活利便性施設や居住の誘導を図る取り
組みによる都市のコンパクト化

●利便性が高く、持続可能な公共交通網の
形成

多発する自然災害
●人口減少による地域コミュニティの弱体化
●自助・共助の情報共有・連携不足
●ソフト・ハード両面での強化が必要

ものづくり
●確かな技術力による成長産業への参入
や新エネルギー分野への挑戦など世界
に目を向けた持続可能な産業展開

室蘭港
●海陸交通の要として近代化を支える
●外国大型客船の寄港による外国人観
光客増加

大学
●若い世代がまちに出て地域と触れ合う
機会がある

●企業や行政と連携した技術開発や地
域課題解決に貢献

景観・自然環境
●人工物と自然との融合による独自の景
観
●市街地のそばに山、海があり、生態系の
宝庫

市民活動
●市民活動センターを拠点に、様々な団
体や企業が、それぞれの立場でまちづく
りに関わっている

医療資源
●高度な医療機関が立地
●医療機関と連携した検診などがん対策
に先進的に取り組んでいる

広域連携
●近隣５市町との間で定住自立圏形成
協定を締結し、医療、防災など様々な
分野で広域連携を進めている

「女性の働く場所が少ない。職種の多様性がないのでは」

「若い人が働きたいと思う職種がない」

「起業にチャレンジしたい人が潜在的にいると思う」

「結婚前の若い人が集まる場所があればよい」

「子どものうちに地域の良さを知る機会が必要」

「頑張っている人がいるから応援してほしい」

「病院があるところがよい」

「様々な年代の人が出会う場があるとよいと思う」

「趣味活動で気軽につながる場所があれば」

「雰囲気があって、おしゃれでくつろげるお店・カフェがあれば」

「世界の絶景に匹敵するくらいきれいな自然景観だと思う」

「港やフェリーがあるので外国人が来るチャンスがある」

「平日の夜に人が歩いていない。まちに人がいないとお客さん
は来ない。人が人を呼ぶ」

「バスの本数が少ないと思う」「目的地に着くかどうか不安」

「整備されていない公園ある。スポーツできる公園あれば」

「空き家は時間が経つと老朽化するので早めに手をうたない
といけない」

「賃貸物件の家賃が高い。空き家をどうにかしていかないと」

しごと

子育て

健康・福祉

交流

まちづくり
コンパクト
+

ネットワーク

安心

行政運営

産業
●第２次産業の割合が高く、特に製造
業が多くを占めており、事業所数・従
業員数は減少傾向。製造品出荷額
は社会情勢に左右される

●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

●地元での買い物客の減少による、閉店や地域経済の
縮小

観光 ●観光入込客数は近年増加傾向にあ
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
●長時間の滞在や消費を促す取り組み

室蘭港 ●企業の撤退等により取扱貨物が減少
しているものの、新たなエネルギー産業
の進出もみられる

●フェリー航路の就航により貨物や交流
人口が増加傾向

●客船の寄港が増加傾向

●新規取り扱い貨物の掘り起こしや新たなエネルギー産業
での物流ルートの構築

●交流人口増加を図るため、改修整備中のふ頭を活用
した客船の誘致等

交通体系
●公共交通の利用者が減少傾向 ●利用者の減少やドライバー不足等による公共交通の利

便性の低下

財政状況 ●市税等の一般財源収入が減少傾向

●少子高齢化対策に関わる給付費など
扶助費が増加傾向

●公共施設や道路等の生活インフラの維持

●基礎自治体としての行政サービスの維持

公共施設 ●築30年以上経過した公共建築物が
全体の約８割を占め、老朽化が進行 ●継続した公共施設の維持管理

災害 ●市内各地の土砂災害リスク

●市街地などの津波・洪水リスク
●自助・共助・公助の防災力向上と連携強化
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Ⅱ 基 本 構 想
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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のような姿で、目指すまちに近づくために、どのような取

り組みを進めていくのか、目標を共有し、市民一人ひとりが同じ方向を見据えて歩みを続け

ることが大切です。

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、笑顔で生き生きと活躍し、活気にあふれ希望に満ちて輝いていれば、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、明るいことばかりではなく、人口減少や少子高齢化が、地域経済や地域

コミュニティに様々な影響を与え、まちに大きな変化をもたらすことも予想されます。

そうであっても、室蘭に住んでいる人が「室蘭が好き」という気持ちを持ち、希望を持っ

て毎日を過ごし、充実した日々を送ることができれば、10 年後、より魅力的なまちになって

います。

今以上に魅力的なまちを目指すために、どのよう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。

まちづくりに取り組む基本姿勢

（1）まちづくりの目標を共有し、一人ひとりがそれぞれできることに取り組む

この先、人口減少が進む中では、一人ひとりが担う役割もますます大きくなってきます。

住み続けたいと思える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、まちづくりの目標を共有するこ

とが大切であり、目指す目標が共有できていれば、市民一人ひとりが、自分に何ができるの

かを考え、そしてできることに取り組み、その小さな行動が「まちをもっと元気にしたい」

という大きな輪に広がっていきます。

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

でいるという実感となり、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。

住み続けたいと思えるまちをつくるため、一人ひとりが主体的に行動し、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ことが必要です。

外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、新たな価値

を見いだすこと、そしてその価値を積極的に発信していくことが重要です。

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、新たな価値が生まれる可能性が秘められています。

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

ひとりがその価値を伝えていくことで、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、少しずつ価値ある資源を増やし、伝えていくことがまちへの愛着、住み続

けたいと思えるまちへとつながることから、未来を担う子どもたちに向け、室蘭の大切な資

源を育んでいきます。

（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、まもなく迎える開港 150 年・市制施行 100 年へとつ

ながる歩みを今日まで進めてきました。

今後は人口減少社会を見据え、これまで整備した公共インフラなど社会資本を人口規模に

合わせて整えながら、適切な管理により、次の世代にしっかりと引き継いでいくことが必要

であり、それを支えるための行財政基盤の確立が重要となってきます。

また、世界の潮流である SDGs（持続可能な開発目標）の視点も踏まえ、脱炭素化の動きを

とらえた新エネルギー産業の創出や、AI や IoT 等の先端技術を取り入れ、暮らしやすさの向

上につなげるなど、時代の流れを捉え、次の 100 年に向かって挑戦し続けることが重要です。

人口規模に合わせたまちづくりと未来への挑戦により、持続可能なまちづくりを目指しま

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



36
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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に、７つのキーワードから導き出した方向性に基づきまちづ

くりを進めます。

1 働く人が集まるまちづくり

これまで築いてきた技術の集積を強みに、長期的・世界的な視野を持って、成長産業への

進出や新たな投資を呼び込み、本市の産業の発展を企業と共に目指します。

本市の特性を生かし、企業や大学をはじめとする教育機関と連携し、研究開発や企業誘致

等、魅力的な雇用の場の創出や学生が定着するための取り組みを進めます。

全ての人が活躍できる社会に向けて、多様な働き方ができるまちを目指します。

２ 若い人や子育て世代が住みたくなるまちづくり

子育て世代が安心して住み続けられるまちを目指し、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します。

若い世代が希望をもって住み続けられるよう、地元定着につながる取り組みを進めます。

ふるさとへの愛着を育むため、地域や企業と連携し、子どもの頃にまちの産業、歴史に触

れる機会を創出し、まちを知る取り組みを推進します。

３ 健康で活躍できるまちづくり

高齢化率が全国・全道平均を上回る中において、健康への意識を高め、誰もが住み慣れた

地域で元気に活躍できるまちを目指します。

年齢や性別等に関わらず様々な人が互いを尊重し、支え合い共生できるまちを目指します。

スポーツや文化・市民活動等を通じ、趣味やスキルを発揮し、生きがいを持って、地域で

活躍する人を増やします。
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４ ヒト・モノの交流が生まれるまちづくり

自然や文化、歴史資源なども活用した観光振興により本市の魅力を発信して、交流人口や

関係人口の創出・拡大に向けた取り組みを推進します。

環境・エネルギー分野の視点を踏まえ、企業誘致や、物流拠点として港の発展を目指すほ

か、大型客船の誘致に取り組み、客船寄港時の人の流れをにぎわい創出につなげ、まちの活

性化に取り組みます。

５ コンパクトで住みやすいまちづくり

都市機能の集約や、空き地、空家の活用による住み替えの促進等、魅力あるコンパクトで

持続可能なまちづくりを進めます。

コンパクトなまちづくりに合わせ、地域特性を踏まえた公共交通網を形成し、利用促進を

図り、持続可能な公共交通網の維持や確保に取り組みます。

６ 安全安心で環境にやさしいまちづくり

今後も起こり得る災害に備え、まちの強靭化を推進し、地域の実情を踏まえた防災力の向

上や連携強化を進めるとともに、消防・救急体制の維持強化や交通安全対策等、関係機関と

連携した安全な地域づくりを進めます。

自然環境の保全やごみの減量・資源化、エネルギーの有効利用など、地球環境に配慮した

持続可能で環境負荷の少ないまちづくりを進めます。

７ 持続可能な行政運営

人口規模に見合った行政運営を行うため、持続可能な財産基盤を確立する取り組みを進め

るとともに、公共施設の再編など社会インフラの適切な維持管理を行います。

将来にわたり、この地域で暮らすことができるよう、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します。
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Ⅲ 基 本 計 画
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１．基本計画の考え方

（1）目標中心の計画

基本構想において示したまちの将来像と７つの方向性に基づき、行政だけでなく市民や団

体・企業などまちづくりに関わる多くの主体が取り組みを進めるためには、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ことが大切です。

行政が何を実施するか「取り組み」中心の基本計画から、第５次においては、「目標」中心

の計画としましたが、今計画においても、各分野においてどのようなまちを目指すか目標を

定めるとともに、まちづくりの方向性ごとに目安とする指標を設定します。

また、目標に向かって推進する実施計画として、各分野ごとに策定した個別計画等を位置

づけ、個別計画に基づき事業を実施します。

（2）総合指標の設定

まちづくりの各分野において個々の取り組みが進むことで、目指すまちの将来像に近づき、

結果として、市民が住み続けたいと思えるまちになることが大切です。

個々のまちづくりが進んでいるか目安となる指標を設定するとともに、全体として住み続

けたいまちに近づいたのか、総合的に目安とする指標を設定します。

10 年後室蘭が好きという人が増え、この先も住み続けたい人の割合が高まるよう、まちづ

くりに取り組んでいきます。

総合指標 この先も室蘭市に住み続けたい人の割合

75.2 ％以上 （2019 年 2月アンケート調査結果）
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（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、重点的に取り組む目標を設定

します。

中間年である５年をめどに効果を検証し、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います。

（4）計画期間

2020 年（令和 2年）から概ね 10 年間とします。
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２．総合計画の体系について

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、一方で、限られた資源を有効に活

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

１
働く人が集まる
まちづくり

目標①
目標②
目標③

企業・大学等と連携し、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

２
若い人や子育て
世代が住みたく
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、みんなで若者・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

３
健康で活躍できる
まちづくり

目標⑦
目標⑧
目標⑨

誰もが健康で、住み慣れた地域で暮らし続けられるまち
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
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

４
ヒト・モノの交流が
生まれるまちづくり

目標⑩

目標⑪

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にぎわいのある港

５
コンパクトで住み
やすいまちづくり

目標⑫

目標⑬

都市機能が集まりにぎわいのあるまちなかや快適な居住環境の創出により
住み続けたくなるまち
利便性が高く持続可能な公共交通網の形成により
誰もが移動しやすいまち

６
安全安心で環境に
やさしいまちづくり

目標⑭
目標⑮

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

７
持続可能な
行政運営

目標⑯
目標⑰
目標⑱

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

○
○
○
○
○
○
○
○
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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」』

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
・一定程度人口が減少することを前提とし
た持続可能なまちづくり

に力を入れた重点目標を設定

重点目標１
まちに住み続けてもらい、新たな人
を増やす
転出を抑制し、転入を促進する
「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』 『子育て応援プラン』
『教育施策の大綱』 『子どもの読書活動推進計画』
コミュニティスクールの推進
てついくの推進

『健康増進計画』 『地域福祉計画』 『国民健康保険データヘルス計画』
『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』 地域医療の確保 『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』
『室蘭港長期構想』 『港湾計画』
『総合戦略』【再掲】
『立地適正化計画（都市計画マスタープラン）』 各公共施設整備

『立地適正化計画（都市計画マスタープラン）』【再掲】
『空家等対策計画』 『緑の基本計画』
『耐震改修促進計画』
『地域公共交通網形成計画』

『地域防災計画』 『国民保護計画』 『空家等対策計画』【再掲】
『交通安全計画』 消防・救急体制の維持強化 『耐震改修促進計画』
安全で住みよいまちづくりの推進 『緑の基本計画』【再掲】
『環境基本計画』 『一般廃棄物処理基本計画』 『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』

重
点
的
に
取
り
組
む
目
標
を
設
定

【再掲】
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分 野 別 目 標
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［現状と課題］

室蘭市の産業構造は鉄鋼等の基幹産業が中心を占めることから、国内外の経済変動の影響

を大きく受けやすい状態にあります。今後、室蘭市が新たな産業を呼び込み持続的な経済発

展を目指していくには、世界的な企業との連携や、工業大学との連携による研究開発など本

市の優位性を広く示し、新たな成長産業分野へ参入する企業を重点的に支援し、産業の拡大

に向かって挑戦する姿勢が求められています。

特に、中小製造業の現場においては、確かな技術力を生かした新たな仕事の受注や、人手

不足に対応した生産性向上に向けた支援策が必要となってきます。

また、脱炭素化の潮流を踏まえ、これまで先進的に取り組んできた水素事業の取り組みを

さらに発展させ、港湾都市である地の利を生かし、再生可能エネルギー事業先進地である諸

外国との連携も視野に入れるなど、世界に目を向けた取り組みも必要です。

［目標に向けた取組］

『成長産業振興ビジョン』『総合戦略』『地域未来投資促進法「室蘭市地域基本計画」』の推進

航空機等の成長産業分野へ参入する企業への支援や、中小製造業の現場において IoT やロ

ボットの導入促進を図ることで、企業の付加価値の向上や競争力の強化を支援し、新規産業

に挑戦するための土壌づくりに取り組みます。

脱炭素化の動きを水素ビジネス拡大の好機と捉え、室蘭港の水素集積地化に向けた取り組

みや、これまで取り組んできた水素事業における成果を広く PR することで、再生可能エネル

ギー・水素関連事業の実証事業誘致の取り組みを進めます。

まちづくりの方向性 1
働く人が集まるまちづくり

目標① 企業・大学等と連携し、成長・挑戦を続けるものづくりのまち
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［現状と課題］

全国的に企業の人手不足が叫ばれる中、室蘭市内においても人材確保が喫緊の課題となっ

ています。市内で働く人が増え、まちに人が住むことで、にぎわいが生まれることから、企

業の働き手確保の取り組みを継続して支援していくことが重要です。

そのためには、企業が自社の状況を踏まえ、最も適した働き手確保に取り組めるよう、様々

な支援策を展開していくことが求められています。

また、本市は２次産業の割合が高く、若者の地元就職や、Uターン者の再就職にあたって

は、これまでのキャリアを生かせる多様な仕事の場を創出することが重要です。

［目標に向けた取組］

『総合戦略』の推進 【再掲】

女性が働きやすい職場環境づくりや、企業の社宅整備といった住まいに関する支援、また、

奨学金の返済支援など、働き手確保のために企業にとって使いやすい様々な支援策を展開し

ます。

企業や大学と連携し、研究開発や IT 企業の誘致に取り組みます。

目標② 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
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［現状と課題］

近年は、女性が働きやすい職場環境づくりの支援や啓発活動により、ものづくりの分野に

挑戦する女性の姿も現れ始めている一方で、様々な事情があり、外に出て働くことが難しい

人や、人生を有意義に過ごすため、自分に無理のない範囲で働くことを希望するアクティブ

シニア等がいることから、従来の働き方に縛られないスタイルが求められています。

働くことを希望する人が働ける環境を整えるには、雇用機会の増加に向けた取り組みに限

らず、多様な働き方に向けた取り組みを進めていくことが必要です。

［目標に向けた取組］

『成長産業振興ビジョン』の推進 再掲

『総合戦略』の推進 再掲

女性、高齢者、外国人、様々な人が活躍し、多様な働き方を実現出来るための取り組みに

ついて検討を進めます。

目安となる指標

働く人が集まるまちづくり

指標名 現況 目標値

産業振興条例助成の

助成申請件数

5件

（H27～30年度の平均）

現状より増

（R2～R11年度の平均）

働き手確保支援に関する事業の

助成申請件数

4件

（H27～30年度の平均）

現状より増

（R2～R11年度の平均）

目標③ 多様な働き方により働きがいのあるまち
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［現状と課題］

少子化の進行や 20 代から 30代の子育て世代の転出超過等の影響により、室蘭市の出生数

は減少傾向が続いています。

一方で、地域間の人口の偏りや保育士不足等により、近年は施設によって保育所等の利用

希望者が供給量を上回る待機児童が発生し、今後も共働き世帯の増加に伴い、保育ニーズは

さらに高まることも想定されます。

また、2019 年（令和元年）10 月から、幼児教育・保育の無償化も始まり、安心して子ども

を産み育てられる環境として、保育環境の充実や低所得者への支援など、室蘭市に住み、子

育てしたい人の思いにこたえるまちづくりが必要です。

［目標に向けた取組］

『子ども子育て支援事業計画』の推進

利用希望に応じた適正な保育施設の整備や保育士確保の支援を図り、待機児童の解消に取

り組みます。

また、多子世帯やひとり親家庭の支援、子どもの貧困対策に取り組みます。

まちづくりの方向性 2
若い人や子育て世代が住みたくなるまちづくり

目標④ 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
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［現状と課題］

20 代から 30 代の子育て世代の転出超過は、室蘭市の人口減少に大きな影響を与えていま

すが、これまでの本市の特性を生かした子育て支援策の展開により、市民の子育て支援に対

する満足度は高まっています。

今後も独自の効果的な子育て支援を継続し、周知を図るとともに、各種団体や企業とも連

携し、まち全体で子育てを応援する機運を今後も醸成するなど、子育て世代にとって魅力あ

るまちづくりが必要です。

また、子育て前の段階から切れ目のない支援を行い、若い世代が希望を持って本市に住み

続けられるよう、結婚前の若い世代に対する取り組みも求められています。

［目標に向けた取組］

『子育て応援プラン』の推進

子育て世代包括支援センターなどを通じた相談体制や交流の場の充実、子育て世代への住

まいに対する支援のほか、子育て応援団に登録している企業・団体の取り組みへの支援など、

多彩なメニューを展開することにより、まち全体で子育てを応援する機運の醸成を図ります。

『総合戦略』の推進 【再掲】

男女の出会いの場づくりに対する支援や新婚・出産世帯の新生活支援など、若い世代が結

婚や子育てに希望を感じられる取り組みを進めます。

目標⑤ 団体・企業と連携し、みんなで若者・子育てを応援するまち
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［現状と課題］

社会が急速なスピードで変化する時代のなかで、まちの将来を担う子どもたちに、生きる

力を育む教育の充実が求められています。

進学や就職で室蘭を離れる若者が多いなかでも、ふるさとへの愛着を持ち、いずれ Uター

ンする、離れていても継続的に室蘭に関わり活躍する人材を、学校・地域・企業・市が一体

となって育てることが求められています。

［目標に向けた取組］

『教育施策の大綱』の推進

一人一人の個性を生かしながら、子どもたちの能力を育み、主体的に学習に取り組む態度

を養うとともに、心の豊かな児童生徒の育成に取り組みます。

また、学習の機会と場の充実を図り、地域に根ざした文化、スポーツ、科学の育成に取り

組みます。

『コミュニティスクール』の推進

保護者や地域住民も積極的に学校運営に関わる『コミュニティスクール』を全校区で展開し、

地域全体で子どもを育てる体制の充実を図ります。

『てついく』の推進

子どもの頃から様々なステージで「ものづくり」に親しめる機会を提供し、地域の産業や

ものづくりへの関心を育み、まちへの愛着を持ってもらう『てついく』を産学官民連携して

取り組みます。

目標⑥ 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
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『子どもの読書活動推進計画』の推進

感性や表現力を高め、豊かな想像力を育む子どもの読書活動について、あらゆる機会や場

所において、自主的に行うことができるよう、読書環境の充実を図ります。

目安となる指標

若い人や子育て世代が住みたくなるまちづくり

指標名 現況 目標値

待機児童数 72人

（H30年度1年間の総数）

現状より減少

（R2～R11年度の平均）

コミュニティスクール設置数 1中学校区

（H30年度）

全中学校区

（R11年度）
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［現状と課題］

本市の高齢化率は 2015 年（平成 27 年）国勢調査で 34.1％、全道平均の 29.1％を上回って

おり、2018 年（平成 30 年）社人研推計においても 2045 年までは高齢化率は上昇が見込まれ

ています。また、単身高齢者世帯の割合も年々増加傾向にあり、今後支援を必要とする高齢

者が増え、社会保障費の増大も懸念されます。

人生 100 年時代と言われるなかで、誰もが住み慣れた地域で暮らし、充実した生活を送る

ために大切なことは「健康」であることであり、健康寿命の延伸に向けて、これまで以上に

まち全体で取り組んでいくことが求められているほか、今後の高齢化の進行を踏まえながら、

高齢者の特徴に合わせた医療のあるべき姿を見据え、地域医療の基盤を維持していくことが

必要です。

また、住み慣れた地域で暮らし続けるためには、地域の中で、人と人がつながりお互いに

支え合うことが大切であり、年齢や性別、障がいの有無や国籍にかかわらず安心して暮らせ

る共生社会の実現が求められています。

［目標に向けた取組］

『健康増進計画』の推進

道内市で初めて条例化したがん対策の推進をはじめ、生活習慣病予防や健診などの取り組

みに加え、まちにある様々な資源を健康と結びつけ、「外出したくなる」「歩きたくなる」「運

動したくなる」ような仕組みをつくり、市民一人ひとりが楽しみながら、健康寿命の延伸に

つながる取り組みを進めます。

まちづくりの方向性 3
健康で活躍できるまちづくり

目標⑦ 誰もが健康で、住み慣れた地域で暮らし続けられるまち
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『高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画』の推進

健康教室や通いの場づくり、外出支援による引きこもり防止など介護予防や認知症予防に

向けた取り組みを進めるほか、住み慣れた地域で暮らすための住宅改修への支援や住み替え

の促進を図ります。

『障がい者支援計画』の推進

地域で生活するための相談体制や支援サービスの充実、自立した生活に向けた就労機会の

創出を図るため、企業とのマッチングや周知啓発を図ります。

『地域福祉計画』の推進

年齢や性別、障がいの有無や国籍に関わらず、お互いさまで支え合う地域づくりに向けて、

市民や団体、行政が一体となって地域福祉を推進する機運や体制の充実を図ります。

『国民健康保険データヘルス計画』の推進

効果的で効率的な保健事業の実施により、市民の健康保持増進を図ります。

地域医療の確保

医療機関相互の連携・再編、医師の負担軽減や上手な医療のかかり方に関する啓発などに

より、住み慣れた地域で安心して生活を継続できる医療提供体制の確保に向けた取り組みを

進めます。
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［現状と課題］

人口減少や少子高齢化が進行する中で、活気あふれる地域をつくるためには、年齢や性別

等に関わらず、一人ひとりが個性と多様性を尊重され、家庭や地域、職場などあらゆる場所

で能力を発揮し、誰もが活躍できる社会の実現が必要です。

生きがいを持って心豊かに暮らせる地域をつくるために、地域の中に居場所と役割を持ち、

様々な人々が互いに交流し、支え合うコミュニティの形成が重要です。

［目標に向けた取組］

『地域福祉計画』の推進 【再掲】

年齢や性別、障がいの有無や国籍に関わらず、お互いさまで支え合う地域づくりに向けて、

市民や団体、行政が一体となって地域福祉を推進する機運や体制の充実を図ります。

『男女平等参画基本計画』の推進

互いを尊重し、性別に関わらず、誰もが家庭や地域、職場などあらゆる場所で個性や能力

が発揮できるよう、意識づくりや様々な分野への参画に向け取り組みます。

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
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［現状と課題］

社会情勢の変化に伴い、人々の価値観やライフスタイルも多様化するなかで、人とのつな

がりや地域との関わりの希薄化が進み、それがまちの活力の低下にもつながっています。

生涯にわたって心身ともに健康で豊かな生活を送り、スポーツや文化、趣味など様々な分

野で人とつながり、生きがいを持って、地域で活躍する人を育てる取り組みが求められてい

ます。

また、複雑・多様化する課題への対応やまちの活性化に向けて、行政だけではなく、町内

会や団体、企業、大学等が一体となって取り組む協働のまちづくりの重要性が一層高まって

います。

［目標に向けた取組］

『社会教育振興計画』の推進

生涯学習センター「きらん」や（仮称）環境科学館・図書館、（仮称）総合体育館などの文

化やスポーツ活動を支える施設整備や各種団体への支援、多世代交流の促進などを通じ、生

きがいを持って活躍する人を増やします。

『男女平等参画基本計画』の推進 【再掲】

互いを尊重し、性別に関わらず、誰もが家庭や地域、職場などあらゆる場所で個性や能力

が発揮できるよう、意識づくりや様々な分野への参画に向け取り組みます。

目標⑨ 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
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『協働のまちづくり指針』の推進

地域を支える町内会の活性化とともに、生涯学習センター「きらん」に移転した市民活動

センターの拠点機能も生かした市民活動の普及啓発、団体等への支援や、様々な主体との連

携促進などを通じ、まちづくりへの市民意識の醸成や参加促進を図り、協働のまちづくりに

取り組みます。

目安となる指標

健康で活躍できるまちづくり

指標名 現況 目標値

高齢者人口における要介護認定割合 16.9％

（H30年度）

現状を維持

（R11年度）

市民活動センター登録団体数 158団体

（H30年度）

現状より増加

（R11年度）
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［現状と課題］

2019 年（平成 31 年）にリニューアルした道の駅みたら室蘭の入場者数増加など、近年の

室蘭市の観光入込客数は増加傾向にあり、外国人宿泊客数も急増しています。また、室蘭市

の景観にスポットを当てたイベントや、産業の歴史に着目した日本遺産「炭鉄港」の認定な

ど、地域資源を生かした新たな取り組みも生まれています。

2020 年（令和 2年）4月には、東京以北で初めての国立博物館を含む民族共生象徴空間ウ

ポポイの開業があり、交流人口拡大につながる機会も見込まれます。

一方で、「地域資源を生かしきれていない」など、市民の観光に対する期待は大きく、あら

ゆる地域の資源を見つめ直し、磨き上げ、発信することが求められています。

また、観光客・インバウンドの増加を地域の経済効果として最大限生かし切れていない状

況にあることから、稼ぐ観光の視点での取り組みが必要です。

［目標に向けた取組］

『観光振興計画』の推進

本市には歴史・文化遺産が集積するエリア、豊かな自然に恵まれたエリア等、地域別に様々

な特徴が見られることから、それぞれの地域の魅力を踏まえ、観光客の滞在・消費を促すた

めの取り組みを検討します。

『総合戦略』の推進 【再掲】

観光資源に限らず、市民が愛着を感じ、市外に伝えたくなるまちの魅力や資源を再認識し、

まち全体で PR していくプロモーションに取り組みます。

従来の観光資源に限らない、新たな視点でのまちの資源を活用し、交流人口・関係人口創

出に向けた取り組みを進めます。

まちづくりの方向性 4
ヒト・モノの交流が生まれるまちづくり

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
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『立地適正化計画（都市計画マスタープラン）』の推進

公共施設の拠点集約、再編や官民連携によるまちなかのにぎわいづくりなど、まちの資源

を生かして交流人口を増やす取り組みを進めます。

各公共施設整備計画の推進

2018 年（平成 30 年）にオープンした生涯学習センター「きらん」のほか、（仮称）環境科

学館・図書館、（仮称）総合体育館など、今後予定される新たな公共施設を最大限生かし、会

議や修学旅行、合宿・大会誘致など交流人口の拡大に向けた取り組みを進めます。
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［現状と課題］

本市は天然の良港である室蘭港とともに発展してきたまちですが、港を取り巻く社会情勢

や経済情勢等の変化により、近年入港船舶数や取扱貨物量が減少傾向にあり、特に臨海部の

企業の事業縮小等が大きく影響しています。

港湾は、地元基幹産業の経済活動を支える反面、その経済活動に大きく影響されますが、

2018 年（平成 30年）にはフェリー航路が 10 年ぶりに復活し、ヒトやモノの流れが活性化す

る中で、近年大型化するクルーズ船に対応する祝津埠頭の岸壁整備が進んでいるなど、港の

活性化等に向けた取り組みが進んでいます。

2019 年（令和２年）には国内最大級のバイオマス発電所の開業があり、環境・エネルギー

分野での港の活用の拡大による物流の活性化や、フェリー・クルーズ船などによる観光面で

の交流促進など、将来を見据えた持続可能な室蘭港を目指す取り組みが求められています。

［目標に向けた取組］

『室蘭港長期構想』『港湾計画』の推進

フェリー、コンテナ航路の利用促進や RORO 船等の航路誘致、環境・エネルギー分野等での

活用についてポートセールスを展開し、基幹産業を支え、物流拠点としての利用拡大を図り

ます。

世界最大級の大型客船が着岸可能となる祝津絵鞆地区については、道の駅（みたら）など

の施設があり中央埠頭の旅客船バースを含めみなとオアシスとしての位置づけがあることか

ら、西いぶりを中心とした周辺観光地と連携したポートセルスなどによる入港促進など、に

ぎわいとふれあいのある港空間の形成を図ります。

目標⑪ 物流や交流の拠点としてにぎわいのある港
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目安となる指標

ヒト・モノの交流が生まれるまちづくり

指標名 現況 目標値

観光入込客数 1,242 千人

（H30年度）

1,500 千人

（R11年度）

客船入港隻数 6隻

（H21∼H30 年度の平均）

現状より増加

（R2～R11年度の平均）
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［現状と課題］

室蘭市の人口はピーク時から半減し、また今後も一定程度人口減少は進むことが想定され

ます。

人口減少等の影響に伴い、大型店舗の撤退や中小規模の小売店の衰退など事業所数や売り

場面積は減少しており、生活を支える商業機能の維持、にぎわいの再生が求められています。

また、空き地、空家の増加など都市のスポンジ化が進んでおり、公共施設も含めた生活サ

ービスを維持するため、コンパクトで持続可能なまちづくりが必要です。

［目標に向けた取組］

『立地適正化計画（都市計画マスタープラン）』の推進 【再掲】

公共施設の拠点集約と再編や、公的不動産（PRE）の活用、民間活力を活用した事業を推進

し、効果的・効率的な生活サービスを維持していきます。

公的不動産（PRE）を活用した住宅地の確保、空き地・空家など既存ストックを活用した高

齢者の住み替え支援や、子育て・若年世代向けの住宅支援など、将来にわたりまちなかの人

口を保てるよう、まちなかへの居住誘導施策に取り組みます。緑とオープンスペースの活用

など、官民連携のにぎわいづくりに努め、まちなかの魅力を高める取り組みを進めます。

まちづくりの方向性 5
コンパクトで住みやすいまちづくり

目標⑫ 都市機能が集まりにぎわいのあるまちなかや快適な居住環境
の創出により住み続けたくなるまち
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『空家等対策計画』の推進

空家の所有者や取得希望者に対し、各専門家団体の相談窓口紹介や、空き家バンク制度の

活用と、解体やリフォーム工事等への支援を行い、空家の活用促進と増加抑制を図ります。

『緑の基本計画』の推進

人口減少、少子高齢化を踏まえた公園の統廃合や機能集約を検討し、公園の質の向上を図

り、快適で豊かな住環境形成に取り組むほか、市民が主体的に公園を活用できるための取り

組みについて検討します。

『耐震改修促進計画』の推進

地震災害を想定し、公共建築物、民間建築物の所有者への相談・支援などを通じ、市内建

築物の耐震化を図ります。
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［現状と課題］

今後、高齢化が一層進むなかで、公共交通の重要性は高まることが想定されますが、公共

交通の利用者数は、人口減少や自動車依存傾向の高まり等により減少が続いているほか、運

転手の高齢化や担い手不足の深刻化など、公共交通を取り巻く環境は厳しいものとなってい

ます。

このような状況から、高齢化や地形特性など地域の実情を踏まえ、まちづくりと一体とな

って生活を豊かにする持続可能な公共交通網の形成が求められています。

［目標に向けた取組］

『地域公共交通網形成計画』の推進

地域ニーズや利用状況のほか、公共施設の拠点集約や職住近接などの視点を踏まえ、効率

的かつ利便性の高い公共交通網の形成に取り組みます。

また、高齢化や地形特性などを踏まえ、誰もが利用しやすい公共交通の利用環境整備に取

り組むほか、地域住民・交通事業者・行政などで連携して利用促進を図り、公共交通を守り

育む取り組みを進めます。

目標⑬ 利便性が高く持続可能な公共交通網の形成により
誰もが移動しやすいまち
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目安となる指標

コンパクトで住みやすいまちづくり

指標名 現況 目標値

居住誘導区域内の人口密度 46人/ha

（H27年度）

35人/ha 以上

（R22年度）

路線バス利用の満足度 36％

（H30年度）

50％以上

（R10年度）
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［現状と課題］

近年、巨大地震や大型台風、集中豪雨などの自然災害が頻発し、全国各地で大きな被害を

もたらしており、本市においても、2012 年（平成 24年）の暴風雪、2018 年（平成 30 年）の

北海道胆振東部地震による大規模停電等の経験を踏まえ、避難所の体制強化など教訓を生か

した防災対策を進めてきました。

一方で、人口減少、高齢化に伴い、要支援者の増加や自主防災組織のなり手不足などが課

題となっており、市民一人ひとりが自分の身は自分で守る防災意識の向上、地域における支

え合いの体制づくりや人材育成など、自助・共助・公助、それぞれの役割分担のもと、日頃

から防災力の維持向上を図るとともに、起きてはならない最悪の事態を設定し、まちの強靱

化を図るなど災害に強いまちづくりが求められています。

また、市民が安全に暮らせるまちとして、今後も消防・救急体制の維持強化、防犯対策や

交通安全対策の充実も必要です。

［目標に向けた取組］

『地域防災計画』『国民保護計画』の推進

地域や防災関係機関と連携した防災訓練・防災セミナーなどを通じた市民の防災意識の向

上、自主防災組織の人材育成を図るほか、備蓄品の整備など避難体制の充実を図ります。

『耐震改修促進計画』の推進 再掲

地震災害を想定し、公共建築物、民間建築物の所有者への相談・支援などを通じ、市内建

築物の耐震化を図ります。

まちづくりの方向性 6
安全安心で環境にやさしいまちづくり

目標⑭ 災害に強く、安全に暮らせるまち
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『空家等対策計画』の推進 再掲

市内の空家増加と老朽化を抑制するため、建築物の所有者に対して啓発活動を行い、管理

不全な空家の発生を未然防止に取り組みます。

消防・救急体制の維持強化

計画的な車両・設備の更新や、地域の実情を踏まえた消防・救急体制の維持強化を図りま

す。

安全で住みよいまちづくり・『交通安全計画』の推進

関係機関や団体と連携した交通安全運動の展開や、地域ぐるみでの不審者対策や防犯活動

の強化など、安全なまちづくりを進めます。
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［現状と課題］

2015 年（平成 27 年）に国連サミットで採択された SDGs（持続可能な開発目標）、2016 年

（平成 28年）に発効したパリ協定により、エネルギー資源の枯渇や気候変動への対応など、

地球規模の課題解決に向けた動きが世界・国内で広がりを見せています。

本市では、2006 年（平成 18 年）に「室蘭市環境基本条例」を制定し、環境負荷の少ない

持続可能な社会を実現するため、市民、事業者、行政などが互いに協力しながら環境に配慮

した取り組みを進めてきましたが、安心して暮らせる環境を次の世代へ残すため、今後は世

界的な潮流を踏まえた新たな対応が求められています。

［目標に向けた取組］

『緑の基本計画』の推進 【再掲】

室蘭市の豊かな自然を次の世代へと残し、景観や緑を保全するため、街路樹等の緑化促進

の検討や、市民農園、ガーデニングなど、緑を身近に感じる機会の創出を支援します。

『環境基本計画』『一般廃棄物処理基本計画』『分別収集計画』の推進

自然と触れ合い、健康で豊かに暮らせる環境を目指し、生活環境の保全や多様な自然環境

の保全等を推進します。

環境負荷の少ない持続可能なまちづくりを進めるため、ごみの減量、資源化及びエネルギ

ーの有効利用に向けた取り組みを進めます。

目標⑮ 緑を育て、環境にやさしいまち
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目安となる指標

安全安心で環境にやさしいまちづくり

指標名 現況 目標値

自主防災組織結成率 64％

（H30年度）

現状より増加

（R11年度）

1人 1日あたりごみの排出量 1,040 グラム

（H30年度）

現状より減少

（R2～R11年度の平均）
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［現状と課題］

室蘭市は、1970 年代（昭和 40 年）をピークに人口が減少に転じてから、厳しい行財政運

営を経験し、1981 年（昭和 56年）に「第 1次行財政健全化方策」を策定して以降、今日ま

で行財政改革に取り組み続けていますが、今後も人口減少等の影響により一般財源収入や地

方交付税の減少が見込まれます。

持続可能な行政運営の確立のためには、これまでの行政改革の成果や社会情勢を踏まえ、

仕事のやり方、仕組みの改革や、行政サービスのあり方そのものの見直し、人口規模に見合

った行政運営が必要ですが、短期的な目標に向かっての改革では抜本的な見直しにはつなが

らないことから、将来を見据えた長期的な視点で、何をすべきか検討する姿勢が求められて

います。

［目標に向けた取組］

『行政改革プラン』の推進

市税等の一般財源収入の減少を踏まえ、様々な観点から自主財源の確保に取り組むほか、

事務事業の見直し等による歳出の削減を図ります。

将来にわたる財政負担の軽減、平準化を図るため、公共建築物の保有総量の適正化や適正

管理、公共施設跡地等の売却等による市有財産のスリム化に取り組みます。

限られた職員数の中で、高度化・多様化する市民ニーズに対応するため、業務改革に取り

組みます。

『各会計健全化』の推進

経営戦略に基づき、計画的な事業運営を行い、経営基盤の強化を図るほか、一般会計から

の繰出金を縮減するため、事業の効率的な運営に取り組みます。

まちづくりの方向性 7
持続可能な行政運営

目標⑯ 将来にわたり持続可能な行財政運営
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［現状と課題］

室蘭市では、1970 年代（昭和 40 年第）の人口増加や市民ニーズに応えるため、学校、市

営住宅、社会教育施設など多くの公共建築物を整備してきましたが、いずれも完成から 30 年

以上が経過し、更新・大規模改修の時期を迎えています。

また、多くの公共建築物が人口急増期に建てられたため、当時より人口が少ない現状では、

市民一人あたりが保有する延べ床面積が多い状態となっており、人口減少によって厳しい財

政状況が見込まれる中では、現状の公共施建築物を保有し続けることは困難な状況です。

このため、老朽度や利用状況などを把握し、社会情勢や市民ニーズを見極めながら都市規

模に見合った選択をし、施設整備を進めていくことが必要です。

道路・橋梁・水道などの生活基盤インフラについても、老朽化が進行していることから、

将来の更新費用を抑制し、効率的な維持管理を行う取り組みが必要です。

［目標に向けた取組］

『行政改革プラン』再掲『公共施設等総合管理計画』『公共建築物適正化計画』の推進

施設の点検・診断の適切な実施と履歴情報の蓄積により、修繕等の時期を調整し予算の平

準化を図ります。

老朽度や利用状況等を把握し、継続して活用する公共建築物については、事後保全型の維

持管理から予防保全型の維持管理に順次移行し、施設の長寿命化を図り、ライフサイクルコ

ストの縮減を目指します。

限られた財源の中で、必要な公共建築物を維持していくため、施設の集約化、複合化によ

る保有数量の縮減や、民間ノウハウ活用による管理運営、未利用財産の売却による財源確保

を図っていきます。

目標⑰ 将来を見据えた公共施設等の再編など適切な維持管理
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『公共施設跡地利用計画』の推進

公共施設の集約・再編・廃止等により発生する跡地については、本市が抱える課題や今後

のまちづくりを踏まえ、市民全体の利益や地域活性化に資するような有効活用の実現に向け

て、公共、公共的団体のほか、民間事業者等による活用を図ります。

『水道ビジョン』『下水道ビジョン』『各施設の長寿命化計画』の推進

持続可能な事業運営に向けて、予防保全型を基本とした計画的な管理を行い、インフラの

長寿命化を図ります。
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［現状と課題］

室蘭市を含む西胆振地域６市町は、通勤や通学、医療や商業など住民生活において密接に

つながりがあり、行政事務においても、西いぶり広域連合を設立し、ごみ処理や電算業務の

共同化など連携を図ってきました。

また、西いぶり定住自立圏形成協定を締結し、医療、防災等あらゆる分野で連携を進めて

いるほか、圏域の医療環境や、大学や温泉、自然公園といった地域資源を生かし、多世代の

移住促進につなげるため、西いぶり生涯活躍のまち構想を策定し、外の人から選ばれる魅力

ある圏域づくりにも取り組んでいます。

しかし、日本全体が人口減少社会を迎え、室蘭市だけではなく、西胆振全体の人口が減少

していることから、これまで以上に連携を強化し、定住に必要な機能の確保と地域経済活性

化に向けて、各市町がそれぞれまちの強みを高め合い、弱みについては互いに支え合いなが

ら、住み続けたい地域をつくっていく姿勢が必要です。

［目標に向けた取組］

『西いぶり広域連合広域計画』『西いぶり定住自立圏構想』の推進

圏域内の将来人口を見据えた適切な計画処理設定による広域廃棄物処理施設の更新や、共

同電算業務の推進等、西胆振地域の行財政運営の効率化を図ります。

圏域内の医療機関の連携による医療提供体制の充実や、災害時の防災体制の充実等、安心

で元気に暮らせる地域づくりの取り組みを進めます。

企業の活性化支援等による地域産業の振興と、広域観光の推進や移住促進の取り組みによ

り人の流れを創出し、圏域の活性化を目指します。

広域的な生涯学習活動や、自治体職員の合同研修等を通じ、地域で活躍する人材の育成に

取り組みます。

目標⑱ 近隣市町との広域連携を促進する西胆振の中心市
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『西いぶり生涯活躍のまち構想』の推進

地域資源を生かした、圏域外に向けての魅力発信や移住促進に加え、関係人口に着目した

事業にも着手し、生涯活躍できる魅力的な地域として選ばれるための取り組みを広域連携に

より進めます。

目安となる指標

持続可能な行政運営を行えるまちづくり

指標名 現況 目標値

累積収支不足額の解消 効果額 1,166 百万円

（H28～H30年度までの総額）

1,834 百万円を解消

（R3年度）

※R4 からの次期行政改革プランにあわせ指標の見直しを検討

西胆振各市町と連携して

取り組む事業や業務の数

62

（H30年度）

現状を維持

（R11年度）
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重 点 目 標
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重点的に取り組む目標

今計画の 10 年間において、目指すまちの将来像の実現に向かって、７つの方向性に基づき、

中長期的な視点で各分野のまちづくりに取り組んでいく一方で、厳しい行財政運営が見込ま

れるなかでは、限られた資源を有効に活用し効果を発揮するために、選択と集中の視点をも

って、短期的に取り組む目標を設定し、予算や人的資源を優先して投資することが重要です。

位置付けの考え方

室蘭市において重要かつ喫緊の課題は人口減少対策です。人口減少は現在室蘭市で起きて

いる様々な事象に影響を及ぼしています。

人口減少社会にしっかりと向き合い、10 年後、またその先の将来にわたって住み続けられ

るまちをつくっていくために、当面５年間のなかで力を入れる取り組みについて、少しでも

人口減少を抑えること、一定程度人口が減少することを前提に、それでも暮らしやすい持続

可能なまちをつくることに力点をおき、アンケート結果など市民ニーズも踏まえながら、以

下の項目を重点的に取り組む目標として位置付けます。

重点目標 １ まちに住み続けてもらい、新たな人を増やす

人口減少を抑制するためには、室蘭市に住み続けてもらうこと、また、新たな市民を増や

すことが必要です。働くまちとして選ばれ、そして、子育て世代が希望を持って住み続けら

れる環境を整えることが重要であることから、『総合戦略』に基づく「雇用」・「子育て」のほ

か、「交流人口」の取り組みを推進していきます。
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重点目標 ２ 魅力を高め交流人口を拡大する

定住対策に取り組む一方で、資源を磨き魅力を高め、市外から人を呼び込み、交流人口の

拡大に取り組むことが、今後重要になってきます。

まちのにぎわいや活気を生み出すため、市民からのニーズも高い「交流・観光」について、

『観光振興計画』を軸に、様々な視点から交流人口創出に向けた取り組みを進めます。

重点目標 ３ 人口規模にあったまちに整える

一定程度人口が減少することを前提に、まちのコンパクト化や公共インフラの維持管理を

行い安心して暮らせるまちをつくり、次の世代へ引き継ぐ持続可能なまちづくりを進めるこ

とが重要です。

『立地適正化計画（都市計画マスタープラン）』に基づく取り組みを推進し、「持続可能な

まちづくり」を目指します。

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

限られた資源の中で、安定した行政サービスを維持し、戦略的なまちづくりを進めるには、

確固たる行財政基盤の確立が重要となってきます。

『行政改革プラン』に基づく「行財政改革」の取り組みを推進し、まちづくりを持続させ

る確かな基盤をつくります。

これらを重点的に取り組むなかで、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、その位置付けを点検します。
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重点的に取り組む目標

今後５年間、重点的に取り組む目標を次のとおり設定します。

（検討中）

関連する分野別の目標

目標① 企業・大学等と連携し、成長・挑戦を続けるものづくりのまち

目標② 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

目標③ 多様な働き方により働きがいのあるまち

目標④ 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

目標⑤ 団体・企業と連携し、みんなで若者・子育てを応援するまち

目標⑥ 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

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

重点目標1 まちに住み続けてもらい、新たな人を増やす

推進する個別計画 総合戦略

ねらい

□ まちの特性を生かし、産業振興と魅力ある雇用の場を創出する

□ 子育て世代が希望を持って住み続けられるまちをつくる

□ まちの資源を生かし、新たな「ひと」の流れをつくる

指標と

目標値

指標名 現況 目標値

市の施策により創出する

新規雇用者数 など

300 人

（H27～30年度）

400名

（R2～6年度）

子育て支援の取り組みに満足して

いる 20～30代の市民の割合

30.2％

（H30年度）

35.0％

（R6年度）
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関連する分野別の目標

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

目標⑪ 物流や交流の拠点としてにぎわいのある港

重点目標2 魅力を高め交流人口を拡大する

推進する個別計画 観光振興計画

ねらい

□ 観光客の滞在・消費を促し、地域経済に循環させる

取り組み「稼ぐ観光」によって地域経済の活性化を目指す

□ 独自の資源を磨き上げ、他の地域との差別化を図る

□ 強みある観光コンテンツを維持していく取り組みを進める

指標と

目標値

指標名 現況 目標値

観光消費単価

日帰り客 3,720円

宿泊客 16,782 円

（H29年度）

現状より

1,000 円増加

（R11年度）

観光入込客数
1,242 千人

（H30年度）

1,500 千人

（R11年度）
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関連する分野別の目標

目標⑫ 都市機能が集まりにぎわいのあるまちなかや快適な居住環境の創出により

住み続けたくなるまち

目標⑬ 利便性が高く持続可能な公共交通網の形成により誰もが移動しやすいまち

重点目標3 人口規模にあったまちに整える

推進する個別計画 立地適正化計画（都市計画マスタープラン）

ねらい

□ 公共施設の拠点集約と再編による市民サービスの充実させる

□ 既存ストック活用等による移住・定住対策を推進する

□ 広域中心拠点にふさわしいまちの顔をつくる

指標と

目標値

指標名 現況 目標値

居住誘導区域内の人口密度
46人/ha

（H27年度）

35人/ha 以上

（R22年度）

路線バス利用の満足度
36％

（H30年度）

50％以上

（R10年度）
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関連する分野別の目標

目標⑯ 将来にわたり持続可能な行財政運営

目標⑰ 将来を見据えた公共施設の再編など適切な維持管理

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

推進する個別計画 行政改革プラン

ねらい

□ 事業の検証や見直しを継続的に実施し、行財政基盤の強化を図る

□ 公共施設の保有総量の適正化や適正管理を推進し、市有財産の

スリム化を図る

□ 民間ノウハウなどの活用を図りながら、行政サービスの利便性

向上に努める

指標と

目標値

指標名 現況 目標値

累積収支不足額の解消
効果額 1,166 百万円

（H28～H30年度までの総額）

1,834 百万円を解消

（R3年度）

※R4 からの次期行政改革プランにあわせ指標の見直しを検討

公共建築物の保有総量
1.4％ 縮減

（H30年度）

15％ 縮減

（R7年度まで）


