
３．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、本市が持続的な経済発展を目指していくには、

企業や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、中小企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産業展開の好機と捉え、室蘭港の水素供給基地化に向けた取り組み

や、これまでの水素事業における成果を広く PRし、再生可能エネルギー・水素関連事業の実

証事業等の誘致に取り組みます。

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、最も適した方法で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、本市は第２次産業の割合が高く、安定した雇用基盤である製造業等の振興を図りな

がら、若者の地元就職や、出身者等の再就職・Ｕターンの促進に向けて、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、企業の社宅整備等の住まいに関する支援、また、奨

学金の返還支援など、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。

若者の地元就職等につながる多様な雇用の創出に向けて、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



50

［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

挑戦する女性も増えている一方で、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とと

もに、多様な働き方に対応した環境づくり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

産業振興条例に基づく

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応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取り組みを支援し、待機児童の解

消を図ります。

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さらに高めるなど、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「ここらん」などを通じた相談体制や交流の場の充実のほか、

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。

子育て世代が必要とする情報が適切に届くよう、官民一体となった様々な情報発信に取り

組みます。

『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結婚・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

学校と地域住民等が力を合わせて学校の運営に取り組むコミュニティ・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。

てついくや環境学習の推進

子どもたちの地域の産業への理解とまちへの愛着を育てるため、幼少時から様々なステー

ジでものづくりに親しめる機会を提供する「てついく」や、本市の環境・エネルギー分野の

取り組みを小学校の授業で学ぶ環境学習を推進します。

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



54

『子どもの読書活動推進計画』の推進

感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かにする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）

全校区

（R4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長期的に高齢化率の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

ためには「健康」でいることが大切であり、これまで以上に健康寿命の延伸に向けた取り組

み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、障がいのある方が必要なサービスを利用しながら、地域で安心して暮らし、様々な

社会活動に参加できるよう、ニーズや状況に応じた支援の充実が求められています。

［目標に向けた取組］

『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。

『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」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し続けるための住宅改修への支援や住

み替えの促進を図ります。

『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、将来にわたって住み慣れた地域で安心して生活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。

『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。
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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、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、年齢や性別等に関わらず安心し

て暮らせる共生社会の実現が求められています。

また、活気あふれる地域をつくるためには、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、活躍できるよう、地域の中に居場所と役割

を持ち、様々な人々と交流しながらつながりを持って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た取り組みを進めます。

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、
誰もが居場所と役割を持つ地域コミュニティの形成
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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、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

生きがいのある地域社会に向けて、生涯にわたり豊かな心と健やかな体を育むため、異年

齢交流やボランティア活動への参加促進、各種スポーツ団体・文化活動団体への支援と活動

推進のほか、多世代の学習活動に対応した施設整備の推進に取り組みます。

『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た取り組みを進めます。

『協働のまちづくり指針』の推進

まちづくりへの市民意識の醸成や参加促進を図り、協働のまちづくりを推進するため、地

域を支える町内会の活性化や、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

拠点機能を生かした普及啓発や団体等への支援、様々な主体との連携促進を図ります。

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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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すためには、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。

本市を離れても、様々な形で室蘭とつながりや関わりを持つ人を増やしていくため、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の拡大に向けた取り組みを進めます。

各公共施設の整備

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。

一方で、2018 年（平成 30 年）にはフェリー航路が 10 年ぶりに復活し、新たなヒトやモノ

の流れが生まれるとともに、近年大型化するクルーズ船受け入れを見据えた祝津埠頭の岸壁

改良が進むなど、港の活性化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

分野での港の活用による物流網の拡大や、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。

中央埠頭の旅客船バースに加え、世界最大級の大型クルーズが着岸可能となる祝津埠頭を

生かし、西胆振を中心とした周辺観光地とも連携したポートセールスなどにより、クルーズ

船の誘致に取り組み、にぎわいとふれあいのある港空間を形成します。

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 千人以上

（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、今後も一定程度減少が進むことが想定されます。

人口減少等の影響に伴い、大型店舗の撤退など小売業の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維

持するよう、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。

各公共施設の整備 【再掲】

（仮称）環境科学館・図書館や（仮称）総合体育館、東町たいわ団地の建替事業のほか、

公設地方卸売市場の整備を進めます。

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、各種専門団体の相談窓口の紹介や空き家バンク制度の

活用のほか、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。
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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場と住居の距離が近いことなどの

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

（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想定した公共インフ

ラ整備など、まちの強靱化に向けた取り組み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

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に残し、景観や緑を保全するため、街路樹等の緑化促進や、

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

自然とふれあい、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 年代をピークに人口減少の局面に入り、厳しい行財政運営を踏まえ、1981

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厳しい財政状況が見込まれます。

持続可能な行政運営を確立するためには、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、人口規模に合っ

た行政運営が必要です。

［目標に向けた取組］

『行政改革プラン』の推進

市税等の減少を踏まえ、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切

な管理、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。

公営企業の経営健全化の推進

公営企業の経営健全化に向けて、各経営戦略に基づき、計画的かつ効率的な事業運営を行

い、経営基盤の強化を図ります。

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、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、防災等様々な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

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）

現状より増加

（R2～R11年度の平均）


