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Ⅰ 室蘭市人口ビジョン

2018 年 3月に公表された、国立社会保障・人口問題研究所の「日本の地域別

将来人口推計」に基づき、第 4章の「将来人口推計と分析」のほか、各図表

の数値等を修正しています。
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第１章 室蘭市人口ビジョンについて

１．室蘭市人口ビジョン策定の趣旨

日本の人口は 2008 年をピークに減少に転じ、今後このまま何も手を打たなければ、2018

年に 1億 2,644 万人あった人口が 2060 年には 9,284 万人にまで減少すると予測されていま

す。

本市においても人口の推移をみると、1970 年の 16万 2,059 人をピークに減少を続けてお

り、2019 年 12 月末現在では 8万 2,977 人となり、今後も減少傾向が続くことが予測されて

います。

こうした人口減少は、市民生活の活力低下を招くばかりでなく、地域経済や市の財政にも

大きな影響を及ぼすなど、地域の存立基盤にかかわる極めて深刻な問題です。

室蘭市人口ビジョンは、国の「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」を踏まえ、本市に

おける人口の現状・動態を様々な観点から分析し、人口に関する認識を地域全体で共有して

いくとともに、今後目指すべき将来の方向と人口の将来展望を示すものです。

２．室蘭市人口ビジョンの位置づけ

このビジョンは、本市における「まち・ひと・しごと創生」の実現に向けて、効果的な総

合戦略を策定するうえでの重要な基礎として位置づけるものです。

３．室蘭市人口ビジョンの対象期間

室蘭市人口ビジョンの対象期間は、2019 年 12月に改訂された国の長期ビジョンとの整合

性を図るため、2060 年（令和 42年）までとします。

将来人口の推計・分析に当たっては、国立社会保障・人口問題研究所（以下、「社人研」と

いう）による「日本の地域別将来推計人口（2018 年 3月公表）」を基本としつつ、対象期間

までの本市の長期的な将来展望を明らかにします。
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第２章 国の長期ビジョン

１．国の長期ビジョン

政府は、2014 年 9 月、我が国が直面する地方創生・人口減少克服という構造的課題に正面

から取り組むために、「まち・ひと・しごと創生本部」を設置し、この目的の下での国と地方の

取組の指針となる「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン（以下、「長期ビジョン」という）」

を 2014 年 12月 27 日に閣議決定しました。（2019 年 12 月改訂）

この長期ビジョンは、日本の人口の現状と将来の姿を示し、人口減少をめぐる問題に関する

国民の認識の共有を目指すとともに、今後、目指すべき将来の方向を提示することを目的とし

ています。

以下では、この長期ビジョンの概要を整理します。

人口問題に対する基本認識

１．「人口減少時代」の到来

○2008 年に始まった人口減少は、今後加速度的に進む。

○人口減少の状況は、地域によって大きく異なる。

○人口減少は地方から始まり、都市部へ広がっていく。

２．「人口減少」が経済社会に与える影響

○人口減少は、経済社会に対して大きな重荷となる。

○地方では、地域経済社会の維持が重大な局面を迎える。

３．東京圏への人口の集中

○東京圏には過度に人口が集中している。

○今後も東京圏への人口流入が続く可能性が高い。

○東京圏への人口の集中が、日本全体の人口減少に結び付いている。

今後の基本的視点

○３つの基本的視点から取り組む。

①「東京一極集中」の是正

②若い世代の就労・結婚・子育ての希望の実現

③地域の特性に即した地域課題の解決

○国民の希望の実現に全力を注ぐ。

①地方への移住の希望に応え、地方への新しいひとの流れをつくる。

②若い世代の就労・結婚・子育ての希望を実現する。

○若い世代の結婚・子育ての希望に応える。

①結婚の希望の実現→「質」を重視した雇用の確保。安定的な経済的基盤の確保。

②子育て支援。

③男女ともに子育てと就労を両立させる「働き方」の実現。
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２．日本の人口推移と長期的な見通し

目指すべき将来の方向 将来にわたって「活力ある日本社会」を維持する

○人口減少に歯止めをかける。

○若い世代の希望が実現すると、出生率は 1.8 程度に向上する。

○人口減少に歯止めがかかると、2060 年に１億人程度の人口が確保される。

○さらに、人口構造が「若返る時期」を迎える。

○「人口の安定化」とともに「生産性の向上」が図られると、2050 年代に実質 GDP 成長率

は、1.5～2％程度が維持される。

地方創生がもたらす日本社会の姿 地方創生が目指す方向

○自らの地域資源を活用した、多様な地域社会の形成を目指す。

○外部との積極的なつながりにより、新たな視点から活性化を図る。

○地方創生が実現すれば、地方が先行して若返る。

○東京圏は、世界に開かれた「国際都市」への発展を目指す。

○地方創生は、日本の創生であり、地方と東京圏がそれぞれの強みを活かし、日本全体を引

っ張っていく。

○社人研「日本の将来推計人口（2017 年推計）」（出生中位・死亡中位）によると、2060 年

の総人口は約 9,284 万人まで減少すると見通されている。

○仮に、合計特殊出生率が 2030 年に 1.8 程度、2040 年に 2.07 程度まで上昇すると、2060

年の人口は約 1億 200 万人となり、長期的には 9,000 万人程度で概ね安定的に推移するも

のと推計される。

○なお、仮に、合計特殊出生率が 1.8 や 2.07 となる年次が５年ずつ遅くなると、将来の定常

人口が概ね 300万人程度少なくなると推計される。
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第３章 室蘭市の人口の現状分析

１．人口推移

（１）総人口と世帯数の推移

室蘭市の総人口は、1970 年の 16万 2,059 人をピークに減少を続けています。2015 年に

は 8万 8,564 人となり、ピーク時から約 7万 3千人の減少となっています。

2018 年 3月に公表された社人研の推計によると、このまま現在の減少傾向が続いた場合、

室蘭市の人口は、2040 年には約 5万 5千人まで減少すると予測されています。

1世帯あたりの家族人数は、1940 年に 5.42 人であったものが、2015 年には 2.03 人とな

り、核家族化が進んでいます。

総人口の推移

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

１世帯当たりの人数の推移

資料：国勢調査

社人研による推計値
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（２）年齢３区分別人口の推移

15～64 歳人口は 1970 年まで増加し、それ以降は減少が続いています。

0～14歳人口は、1970 年代には、「団塊ジュニア世代」の誕生により維持された時期があ

りましたが、長期的には減少傾向が続き、特に 1992 年には、65歳以上人口を下回り、以後

その差が開き続けています。

65歳以上人口は、社人研の推計によれば、2015 年頃をピークに、その後減少に転じる見

込みとなっています。

年齢３区分別人口の推移

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

社人研による推計値

社人研による推計値
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（３）５歳階級別人口構成

2018 年の５歳階級別人口構成（人口ピラミッド）は、わが国の人口ピラミッドの形と同

様に２つの膨らみがある「ひょうたん形」となっていますが、第２次ベビーブーム世代の層

の厚みが小さく、15～64歳人口の割合がやや低くなっています。

これは本市の子育て世代が近隣市に流出していることなどが影響しているものと推測され

ます。

また、男性の 20代前半の人口が前後の年代と比べて多く、室蘭工業大学等の立地により、

学生の数が多いことなどが影響しているものと推測されます。

本市においては、製造業を中心とした産業集積があることから、今後も 15～64 歳人口は

一定の人数を保つことが見込まれますが、団塊世代の高齢化に加えて、将来の子どもの出生

数に大きく影響する若年層が少ないことから、今後、短期的には、死亡数が出生数を上回る

自然減が急速に進むことが予測されます。

室蘭市における人口ピラミッド（2018 年）

資料：住民基本台帳

第一次ベビーブーム

団塊の世代

第二次ベビーブーム

室蘭工業大学等の立地に

より、学生の数が増加し

ていることなどが影響
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２．自然動態 ～出生・死亡～

（１）出生数と死亡数の推移

出生数は、1970 年に 3,039 人であったものが、2018 年には 474 人まで減少するなど、ピ

ーク時の 1／6以下に減少しています。

死亡数は、1980 年以降、増加傾向で推移し、2005 年には 1,000 人を上回りました。

こうした中、本市では 1992 年に自然減に転じて以降、その減少幅が徐々に拡大していま

す。

出生数と死亡数の推移

（２）合計特殊出生率

1 人の女性が一生に産む子供の平均数を示す合計特殊出生率は、1998 年以降、全道と比べ

て高く、全国と同水準で推移し、2008～2012 年には 1.45 にまで上昇しています。

しかし、人口が維持できる水準とされる 2.07 を大きく下回っています。

本市の合計特殊出生率の推移

３．社会動態 ～転入・転出～

1983年
～1987年

1988年
～1992年

1993年
～1997年

1998年
～2002年

2003年
～2007年

2008年
～2012年

室蘭市 1.63 1.43 1.34 1.35 1.34 1.45

登別市 1.62 1.46 1.42 1.32 1.33 1.36

伊達市 1.55 1.37 1.39 1.25 1.31 1.40

豊浦町 1.53 1.49 1.36 1.35 1.17 1.28

壮瞥町 1.55 1.45 1.35 1.30 1.28 1.29

洞爺湖町 1.69 1.45 1.37 1.66 1.37 1.25

1.62 1.45 1.33 1.24 1.19 1.25

1.73 1.53 1.44 1.36 1.31 1.38全国

西
胆
振

北海道

資料：住民基本台帳

資料：人口動態保健所・市区町村別統計
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３．社会動態 ～転入・転出～

（１）転入数と転出数の推移

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 年には 122

人まで縮小しました。

近年は、転出者は減少傾向にありますが、それ以上の転入者減少により、社会減の幅は拡

大しています。

転入数と転出数の推移

資料：住民基本台帳
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（２）年齢階級別の人口移動の状況

①年齢階級別の社会増減及び人口移動の状況

2012～2018 年の年齢階級別の社会増減数をみると、10 代を除く全ての年代で減少してい

ます。特に 20～30代の減少数が大きく、それに伴い 0～9歳の年少人口も減少しています。

年齢階級別の社会増減

資料：住民基本台帳より分析

年齢階級別にみた人口移動の状況

【男性】 【女性】

資料：国勢調査による本市の人口と、社人研で示される生残率より推計。（2010→2015 年）

例えば、2010 年の 0～4歳→5～9歳の純移動数は以下の式により推計される。

2010→2015 年の 0～4歳→5～9歳の純移動数＝

2015 年の 5～9歳人口－（2010 年の 0～4歳人口×2010→2015 年の 0～4歳→5～9歳の生残率）
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（３）男女別の転出先と転入元の状況

2018 年の社会増減の状況をみると、男女とも道内での移動が中心となっており、中でも石狩

管内との移動が多くなっています。また、道外では関東地方との移動が多くなっています。

道内間での転出先・転入元の状況を市町村別にみると、札幌市への転出超過が男性で 150 人、

女性で約 250 人となっており、続いて登別市への転出超過が男女とも約 40 人となっています。

男女別転出先と転入元の状況（2018 年）

資料：まち・ひと・しごと創生本部事務局提供データ

【男】 【女】

転入（移動
前の住所）

転出（移動
後の住所）

転入－転出
転入（移動
前の住所）

転出（移動
後の住所）

転入－転出

道内 石狩管内 471 646 -175 道内 石狩管内 298 575 -277

西胆振管内 341 363 -22 西胆振管内 325 363 -38

東胆振管内 114 142 -28 東胆振管内 109 131 -22

渡島管内 96 86 10 渡島管内 55 44 11

檜山管内 7 8 -1 檜山管内 5 4 1

後志管内 60 40 20 後志管内 47 36 11

空知管内 29 34 -5 空知管内 24 23 1

上川管内 71 48 23 上川管内 30 33 -3

留萌管内 11 14 -3 留萌管内 5 6 -1

宗谷管内 17 12 5 宗谷管内 8 5 3

オホーツク管内 58 44 14 オホーツク管内 27 12 15

日高管内 25 30 -5 日高管内 20 13 7

十勝管内 42 45 -3 十勝管内 27 22 5

釧路管内 45 31 14 釧路管内 18 31 -13

根室管内 14 3 11 根室管内 2 3 -1

道内計 1,401 1,546 -145 道内計 1,000 1,301 -301

道外 東北地方 67 63 4 道外 東北地方 24 37 -13

関東地方 147 250 -103 関東地方 92 157 -65

中部地方 73 63 10 中部地方 43 40 3

近畿地方 44 36 8 近畿地方 22 20 2

中国地方 16 29 -13 中国地方 6 7 -1

四国地方 4 3 1 四国地方 1 2 -1

九州沖縄地方 12 19 -7 九州沖縄地方 18 17 1

道外計 363 463 -100 道外計 206 280 -74

その他 19 0 19 その他 34 0 34

合計 1,783 2,009 -226 合計 1,240 1,581 -341
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道内市町村・東京都別にみた転出先と転入元の状況（上位市町村のみ抜粋）

【男性】

【女性】

資料：まち・ひと・しごと創生本部事務局提供データ
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（４）人口推移に与えてきた自然増減と社会増減の影響

1955～1967 年までは、自然増と社会増が続く、人口増加局面にありました。

その後、1968 年に社会減に転じ、徐々に社会減の増加幅が拡大したことで、1971 年には

自然増を上回る社会減がみられ、初めての人口減少となりました。

1984 年以降は、社会減のピークを過ぎたことで、人口の減少幅が徐々に縮小して推移し

てきましたが、1992 年にそれまで続いていた自然増が自然減に転じ、自然減が緩やかな拡

大傾向で推移していることから、近年は人口の減少幅が横ばいとなっています。

今後、団塊の世代の高齢化が進むことで、自然減が急速に拡大することが見込まれるため、

短期的には再び人口の減少幅が拡大することが予測されます。

人口推移に与えてきた自然増減と社会増減の影響

資料：住民基本台帳
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４．室蘭市の就業形態と産業構造

人口動態に加え、雇用や就労の変化をとらえるため、本市の就業形態と産業構造等につい

て分析を行いました。

（１）市内の就業者数及び男女別構成比

室蘭市内の就業者数をみると、全体で約 4万 4,000 人となっており、そのうち「製造業」

に従事する者が 7,357 人（全体の約 17％）、次いで「医療・福祉」が 6,210 人（約 14％）、

「卸売業・小売業」が 6,183 人（約 14％）、「建設業」が 4,967 人（約 11％）となっていま

す。

産業別就業者数の男女構成比についてみると、男性では「運輸業・郵便業」「製造業」「建

設業」、女性では「医療・福祉」「宿泊業・飲食サービス業」「生活関連サービス業・娯楽業」

の比率が高くなっています。

室蘭市内の就業者数

産業就業者別の男女構成割

-

資料：2015 年国勢調査

※注：就業者数は、従業地「不詳」で，当地に常住している者を含む。
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（２）産業別民間従業者数と推移

2016 年の産業別民間従業者数をみると、産業全体で約 4万 3,000 人となっており、内訳

では「製造業」と「卸売業・小売業」に従事する者がともに約 7,400 人と最も多く、2つの

業種で全体の約 35％を占めています。次いで、「医療・福祉（約 5,800 人）」が約 13％とな

っています。

2014～2016 年の民間従業者数の推移をみると、約 350 人の従業者が減少しており、その

うち減少数が大きいのは「製造業」の 539人減、「医療・福祉」の 234 人減となっています。

産業別にみた民間従業者数の推移

資料：2012 年経済センサス-活動調査、2014 年経済センサス-基礎調査

2016 年経済センサス-活動調査
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（３）産業別民間従業者数の構成比（北海道・全国との比較）

産業別の民間従業者数の構成割合を、北海道及び全国と比較すると、「製造業」「建設業」

の構成比が高く、特に「製造業」は、北海道の約 2倍となっています。

一方、構成比の低い産業として、「卸売業・小売業」、「農林漁業」が挙げられます。

産業別にみた民間従業者数－北海道＆全国との比較

資料：2016 年経済センサス‐活動調査



-16-

室蘭市人口ビジョン

（４）産業別民間事業所数と推移

2016 年の産業別民間事業所数をみると、産業全体で 4,150 事業所となっており、内訳で

は「卸売業･小売業（1,007 事業所）」が最も多く、全体の約 24％を占めています。

次いで、「宿泊業・飲食サービス業（709事業所）」が約 17％、「建設業（438事業所）」が

約 11％となっています。

また、2014～2016 年の事業所数の推移をみると、152事業所が減少しており、そのうち、

特に減少数が大きい業種は、「宿泊業・飲食サービス業（38件減）」「卸売業・小売業（32件

減）」となっています。

産業別にみた民間事業所数の推移

資料：2012 年経済センサス-活動調、2014 年経済センサス-基礎調査

2016 年経済センサス-活動調査
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（５）産業別の売上金額・付加価値額※（企業単位）

市内企業※の売上金額を産業別にみると、「製造業」が2,189億円と最も多く、全体の約38％

を占めています。「卸売業・小売業」「建設業」がこれに続いており、これら 3つの産業で全

体の 6割以上を占めています。

また、市内企業の付加価値額を産業別にみると、「製造業」が 305 億円と最も多く、全体

の約 23％を占めています。次いで、「医療・福祉」「建設業」「運輸業、郵便業」「卸売業・小

売業」となっています。

産業（大分類）別の売上金額（企業単位）

産業（大分類）別の付加価値額（企業単位）

資料：2016 年経済センサス‐活動調査
※注：付加価値額とは、企業の生産活動によって新たに付加された価値のことで、企業の営業利益に人件費を加え

たものとして表されます。

※注：ここでいう市内企業とは、室蘭市に本社・本店等を有する企業のことです。
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（６）就業者の居住地と勤務地の関係

室蘭市内の企業等で就業している者のうち、４人に１人は市外に居住しています。

市内就業者（15 歳以上就業者）の居住地

資料：2015 年国勢調査

※注：ここでの市内就業者数は、従業地「不詳」（1,148 人）を除いた人数です。
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（７）西胆振管内の高校生、大学生の就職状況

【高校生】

西胆振管内高校生の地域別就職状況をみると、2018 年度卒の場合で、全体 365人のうち、

西胆振管内 225人、その他道内 97人、道外 43 人となっています。

2012～2018 年度卒の推移をみると、西胆振管内の就職者数、割合ともに減小傾向にあり、

その他道内、道外の就職が微増しています。

西胆振管内高校生 地域別就職状況

※高校生に対する就職活動に関するヒアリングより

・重視する点は「職種」と「地元就職」

・活動に際し、必要な情報は「市内企業の情報」

【大学生】
2012～2018 年度卒の室蘭工業大学の学生の地域別就職状況をみると、市内・西胆振管内

への就職割合は、全体のわずか６％弱（年間 20人前後）となっています。

室蘭工業大学 地域別就職状況

資料：室蘭工業大学資料より作成

資料：室蘭公共職業安定所資料より作成
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第４章 将来人口推計と分析

１．将来人口推計

（１）将来人口推計の方法

室蘭市人口ビジョンでは、社人研が公表する「日本の地域別将来推計人口」に基づき、将来

人口推計の算出と分析を行っています。

今回の推計では、2018 年 3 月公表の「日本の地域別将来推計人口」に基づき、推計を行い

ました。

（２）総人口の推計

2040 年の人口をみると、2018 年の社人研準拠の推計で 5万 5,050 人（2010 年対比 42％

減少）と 30年間で 4万人近くの人口が減少する見込みとなっています。

また、人口ビジョンの対象年となる 2060 年の人口は、社人研準拠の推計で 3万 5,438 人

（2010 年対比 60％減少）となっており、現在の人口の半分以下になる見込みとなっていま

す。

社人研推計に準拠した将来人口の推移

【社人研の「日本の地域別将来推計人口」について】
・コーホート（5歳階級別人口）要因法により推計。

・国勢調査人口を基準人口とし、国勢調査年の前 5年間の出生・死亡・移動等の傾向が、その後

も継続すると仮定して推計。

・今回 2018 年 3月公表の推計人口は、2015 年の国勢調査人口を基準とし、2010年→2015 年

の傾向を反映している。
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（３）年齢３区分別人口の推計

社人研準拠の推計を用いて年齢3区分別の2060年の人口をみると、0～14歳人口は2,988

人（2010 年対比 72％減少）、15～64歳人口は 1万 7,750 人（2010 年対比 68％減少）、65

歳以上人口は 1万 4,700 人（2010 年対比 47％減少）となっています。

また、年齢３区分別の割合をみると、0～14歳人口と 15～64 歳人口の割合が徐々に減少

し、その分 65歳以上人口の割合が増加していく傾向にあります。

年齢３区分別将来人口推計

年齢３区分別構成比の将来推計
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（４）20～39 歳女性人口の推計

出生数に大きく影響すると考えられる 20～39歳の女性の人口をみると、2040 年には社人

研準拠の推計で 4,346 人となっており、2010 年と比べて 5割以上も減少する見込みとなっ

ています。

20～39 歳女性人口の推計
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２．人口減少段階の分析

社人研準拠の人口推計を用いて、年齢 3区分別の推移を指数化し分析すると、2020 年に

は人口減少段階が【第 3段階】に入ると推測されます。

特に年少人口の減少は激しく、2040 年の年少人口の指数は総人口の 58 を大きく下回る

47 と見込まれています。

年齢 3区分別の人口減少状況（2010 年から 2040 年）

2010 年を基準とした年齢 3区分別の人口減少段階推計

人口減少は、以下の 3段階を経て進行するとされている

「第 1 段階：老年人口の増加（総人口の減少）」

「第 2 段階：老年人口の維持・微減」

「第 3 段階：老年人口の減少」

区分 2010 年 2040 年
2010 年を 100
とした場合の
2040 年の指数

人口減少
段階

年少人口
（0～14 歳）

10,484 人 4,956 人 47

3

生産年齢人口
（15～64 歳）

56,334 人 28,397 人 50

老年人口
（65歳以上）

27,715 人 21,698 人 78

総人口 94,553 人 55,050 人 58
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３．将来人口に及ぼす自然増減・社会増減の影響度分析

（１）シミュレーションの実施

将来人口に及ぼす自然増減と社会増減の影響度を分析するため、社人研推計に準拠した人

口推計をベースとして、下記に示す 2つのシミュレーションを行いました。

シミュレーション結果

【シュミレーション１】

・自然減については、2030 年までに合計特殊出生率が人口置換水準（人口を長期的に一定に

保てる水準の 2.1）まで上昇したと仮定

・社会増減については、社人研準拠推計に同じ

【シュミレーション２】

・自然減については、2030 年までに合計特殊出生率が人口置換水準（人口を長期的に一定に

保てる水準の 2.1）まで上昇したと仮定

・社会増減については、人口移動が均衡した（移動がゼロとなった）と仮定
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（２）分析の考え方

① 自然増減の影響度分析

自然増減の影響度（出生の影響度）については、社人研推計とシミュレーション１とを比

較し分析します。

シミュレーション１は、人口移動に関する仮定を社人研推計と同じとして、出生に関する

仮定のみを変えているものです。

そのため、シミュレーション１による 2040 年の総人口を、社人研推計による 2040 年の

総人口で除して得られる数値は、仮に出生率が人口置換水準まで上昇したとした場合に 30

年後の人口がどの程度増加したものになるかを表しており、その値が大きいほど、出生の影

響度が大きい（現在の出生率が低い）ことを意味します。

② 社会増減の影響度分析

社会増減の影響度（移動の影響度）については、シミュレーション１とシミュレーション

２とを比較し分析します。

シミュレーション２は、出生の仮定をシミュレーション１と同じとして、人口移動に関す

る仮定のみを変えているものです。

そのため、シミュレーション２による 2040 年の総人口をシミュレーション１による 2040

年の総人口で除して得られる数値は、仮に人口移動が均衡（移動がない場合と同じ）となっ

たとした場合に 30年後の人口がどの程度増加（又は減少）したものとなるかを表しており、

その値が大きいほど、人口移動の影響度が大きい（現在の転出超過が大きい）ことを意味し

ます。

出典：「地域人口減少白書（2014 年－2018 年）」

自然増減の影響度 5段階評価

100％未満 ＝「１」

100～105％ ＝「２」

105～110％ ＝「３」

110～115％ ＝「４」

115%以上 ＝「５」

社人研推計の

2040 年の総人口

シミュレーション１の

2040 年の総人口

社会増減の影響度 5段階評価

100％未満 ＝「１」

100～110％ ＝「２」

110～120％ ＝「３」

120～130％ ＝「４」

130%以上 ＝「５」

シミュレーション１の

2040 年の総人口

シミュレーション２の

2040 年の総人口
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（３）将来人口に及ぼす自然増減・社会増減の影響度分析

シミュレーション１および２の結果から、自然増減・社会増減の影響度を算出すると、自

然増減の影響度が「3」、社会増減の影響度が「4」となります.

前回 2015 年推計時の影響度に対し、社会増減の影響度が増加しています。

（参考）前回 2015 年推計時の影響度

分類 計算方法 影響度

自然増減の
影響度

シミュレーション１の 2040 年の推計人口 58,675 人

社人研の 2040 年の推計人口 55,050 人

＝106.6％

3

社会増減の
影響度

シミュレーション２の 2040 年の推計人口 70,783 人

シミュレーション１の 2040 年の推計人口 58,675 人

＝120.6％

4

分類 計算方法 影響度

自然増減の
影響度

シミュレーション１の 2040 年の推計人口 68,842 人

社人研の 2040 年の推計人口 64,118 人

＝107.4％

3

社会増減の
影響度

シミュレーション２の 2040 年の推計人口 73,355 人

シミュレーション１の 2040 年の推計人口 68,842 人

＝106.6％

2
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４．室蘭市の人口減少に対する基本的視点

（１）人口減少に対する基本的視点

本市においては、昭和 30 年代、大手企業の操業開始や基幹産業にて大規模な設備投資が行

われたことから、労働力を必要とする大規模な雇用が生まれ、人口が年間で 3,000～4,000 人

増加しましたが、昭和 40 年以降は、オイルショック等の影響により各企業が計画的に人員削

減等の合理化を実施したことで、急激に人口減少が進行しました。

昭和 30～50年代の本市の社会増減は、市内の基幹産業である製造業等の動向が大きな要因

となっていたと言えます。

しかし、近年の人口減少は、ほぼ全ての業種で事業所数・従業者数が減少傾向にあり、過去

とは要因が異なります。

人口動態と産業構造の分析等からみえる、近年の室蘭市の人口減少に対する基本的視点は、

大きく２つあると考えます。

① 死亡数増・出生数減による自然減の拡大

高齢化による死亡数の増加と、出産可能な女性人口（15～49 歳）の減による出生数の減

少等が、自然減の拡大につながっています。

② 若い世代（20～30 代）の転出等による社会減の拡大

➣大学や専門学校等の卒業に伴う転出

本市は、室蘭工業大学や専門学校が立地しており、10代後半は入学に伴う転入者が増加し

社会増となりますが、卒業と同時に西胆振管外へ就職する学生が多く、特に大学生の大部分

が市外に就職するため、20代前半の社会減数が多くなっています。

➣子育て世代の近隣市への転出

20～30 代の転出先をみると、近隣市への移動がみられます。

また、市内就業者の４人に１人は市外に居住していることからも、「働く場所は室蘭市、居

住は近隣市」という実態を伺うことができます。

➣仕事の都合による西胆振管外への転出

西胆振管外への移動については、前に述べた大学や専門学校等の卒業に伴う転出のほか、

転職や企業・官公庁の転勤、事業所の縮小や廃業に伴う移動が考えられます。

平成 28 年度から実施している転出者アンケートでも、転出理由で最も多いのが「転勤」、

続いて「就職・転職」という結果となっています。
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（２）今後の人口減少抑制に向けた方向性

人口減少を抑制するためには、室蘭市民に住み続けてもらうことと、「新たな市民」を増

やすことが必要です。

■ 「働くまち」として室蘭市を選んでもらう

内閣府の「東京在住者の移住意向調査」によれば、移住する上での最大の不安や懸念点と

して「働き口が見つからない（約 4割）」ことが挙げられており、多様な雇用の場があるこ

とは、「新たな市民」を増やすための重要なポイントとなります。

昭和 30～50年代の社会増減は、市内基幹産業の動向が大きな要因となっておりましたが、

近年の従業者数をみると、ほぼ全ての業種で減少しています。

今後も、働く場所として室蘭市を選んでいただくため、定住人口の下支えとなっている「製

造業」や「医療・福祉」等の雇用基盤を維持する振興策に取り組むとともに、事業所や従業

者数が縮小傾向にある「卸売業・小売業」など他の産業の活性化に向けた施策を展開し、様々

な雇用の場を確保するとともに、あらゆる業種で人材不足が課題となっていることから、働

き手の確保策を進める必要があります。

また、就職を希望する高校生の 60～70％は西胆振管内に就職している一方で、大学生の

市内・西胆振管内での就職は全体のわずか 6％程度のことから、大学生を中心に若者の地元

就職の受け皿となる多様な雇用の場が必要です。

■ 働く人に「住むまち」として選んでもらう

西胆振圏域は以前より通勤通学・医療・商業等において繋がりが強く、定住自立圏として

一つの生活圏を形成しており、室蘭市内の就業者のうち、４人に１人は市外（近隣市）に住

んでいる状況にあります。

子育て・働き世代が住む場所を決める理由は様々ですが、転出者アンケートにおいて、転

出理由を「持ち家の購入」や「住宅の都合（広さ、設備、家賃等）」と回答した人の約 7割

が近隣市へ転出している状況から、室蘭市は近隣市と比べ、“宅地に適した利便性の良い平坦

な土地”が少なく、特に子育て世代が望むそれらの土地価格や住宅家賃が高い状況にあるこ

と、また、本来は低所得者の受け皿となるべき公営住宅の入居が困難であることから、住宅

事情を理由に移動するケースが多いことが考えられます。

「働くこと」と「住むこと」がセットになっていないことで、定住に結びついていない現

状があることから、「働く人に、住むまちとして選んでもらう」ための政策を重点的に取組む

必要があると考えます。

短期的には、「室蘭市に住みたいが住むことが出来ない」という方の希望を実現するため、

転出の抑制につながる定住環境の整備を進めるほか、室蘭市の住みやすさや魅力を更に向上

させる施策を展開します。
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■ 室蘭市に住み、結婚や出産・子育てしたい人の希望をかなえる

結婚・出産は、個人の自由が最優先されるべき事柄であることを前提とした上で、出生率

の向上に向け、結婚や子どもを生み育てたい人の希望をかなえる取組みの展開が必要です。

本市は、平成26年度から、本市独自の子育て支援策『子育て応援プラン』を推進しており、

今後も市民団体や企業等の協力を得ながら、まち全体で子育てしやすい環境づくりに取り組

むほか、国や道と一体となって結婚や出産を望む若者の支援等を展開します。
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５．人口の将来展望

国の長期ビジョン及び本市の現状分析と人口減少抑制に向けた方向性などを考慮し、人口の

将来展望を行います。

① 転入促進と転出抑制を図り、人口減少の進行の緩和を目指します

本市においては、学生の就職や、居住や仕事を理由とした 20～30 代の転出が続いている

ことから、これら若者・子育て世代の社会減の抑制を図ることを目指します。

② 合計特殊出生率を 2040 年までに 1.80 まで上昇させることを目指します

国は、「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」において、2060 年に 1億人程度の人口を

確保し、長期的に 9,000 万人程度で安定的に推移させる合計特殊出生率を、「2040 年に 2.07

程度」と示しています。

2018 年の本市の合計特殊出生率は 1.41 で、全道平均よりも高く、全国平均と同水準にあ

りますが、国が掲げる目標とは乖離しています。出生率の向上には、国や道と連携し長期的

な視点で取り組む必要があります。

これらを踏まえ、｢結婚や出産・子育てしたい人の希望をかなえる｣取り組みを進めながら、

国民希望出生率 1.80 を中期的な目標とし、長期的には人口置換水準である 2.07 を目指すこ

とします。

上記の目標を達成することで、本市における 2040 年の将来人口は 59,045 人となり、社人

研準拠の推計と比べて、約 4,000 人増加すると見込まれます。

同様に、2060 年の将来人口は 44,022 人となり、社人研準拠の推計と比べて、約 8,500 人

増加すると見込まれます。

室蘭市の将来人口推計
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第１章 室蘭市総合戦略の基本的な考え方

１．第２期室蘭市総合戦略策定の趣旨

国は平成 20年から人口減少局面を迎え、平成 26年に「まち・ひと・しごと創生総合戦略」

を策定し、人口減少の克服と地方創生に合わせて取り組み、将来にわたって活力ある日本社

会を維持するための基本的な考え方や今後の施策の方向等を示しました。

本市においても、平成 27 年に「第１期室蘭市総合戦略」を策定し、人口減少の抑制と、

将来にわたって活力ある地域社会の創生に取り組んできました。令和元年度で推進期間の最

終年度を迎え、引き続き地方創生に向けた取り組みを推進するため「第 2期室蘭市総合戦略」

を策定します。

２．室蘭市総合戦略の位置づけ

室蘭市総合戦略は、「まち・ひと・しごと創生法」第 10 条に基づく「市町村まち・ひと・

しごと創生総合戦略」として策定するものであり、国が策定した「まち・ひと・しごと創生

総合戦略」や北海道の「北海道創生総合戦略」を踏まえ、室蘭市人口ビジョンに示した将来

展望の実現に向けた今後５年間の目標や施策の基本的方向、具体的な施策をまとめるもので

す。

３．第２期室蘭市総合戦略の推進期間

本戦略の推進期間は、令和２年度から令和６年度までの５年間とします。

４．室蘭市総合戦略の推進体制等

（１）本市における推進体制

住民代表をはじめ、学識経験者や産業界、金融機関等で構成する「室蘭市総合戦略推進会

議」を推進組織とし、市議会や各種市民団体等の意見も適宜反映させながら、毎年度戦略の

実施状況を検証し、必要に応じて見直しを行いながら取り組みを推進していきます。

（２）広域連携等による推進

西胆振地域は平成 22 年に「西いぶり定住自立圏」を形成し、医療や観光分野などで、連

携した取り組みを進めています。今後、人口減少社会における行政サービスの維持や地域の

活性化に向けては、これまで以上に広域連携の視点が重要であり、西胆振地域の中心市とし

て、様々な分野での取り組みを推進していきます。また、国や北海道との連携のほか、企業

や室蘭工業大学をはじめとした教育機関など、様々な主体と連携した取り組みを推進してい

きます。
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第２章 第１期室蘭市総合戦略の成果と課題

１．第１期室蘭市総合戦略の成果と課題

第 1期室蘭市総合戦略では、人口ビジョンの方向性に基づき、以下の 4つの基本目標を定

めて、取り組みを進めてきました。平成 30 年度実績による基本目標ごとの数値目標の進捗

状況は次のとおりです。

第 1期戦略の成果や課題を踏まえながら、これからのまちの動きや国の方針などの新たな

視点を取り入れ、第 2期室蘭市総合戦略につなげていきます。

基本目標１ まちの特性を活かした産業振興と魅力ある雇用の場の創出

【主な成果と課題】

航空機産業や環境・エネルギー分野をはじめとする成長産業への支援策を展開したほか、企

業誘致や金融機関と連携した創業支援に取り組むことで、新たな企業進出や創業にもつながり、

一定の雇用創出効果がありました。また、近年の働き手不足を踏まえ、製造業等への女性進出

支援のほか、広域での合同企業説明会開催など、企業と連携した働き手確保策を進めました。

一方では、高校生の西胆振管内就職率の低下など、若年者の定着が課題となっています。近

年、本市の有効求人倍率は全道・全国と比較しても高い状況にありますが、希望する業種と求

人のある業種に違いがあり、「仕事はあるが、希望する仕事がない」ことも若年者流出の要因の

一つと考えられます。

本市の雇用基盤である、製造業を中心とした産業振興策を継続し、高校生、大学生、既卒者

を含めた幅広い年代の働き手の確保に企業と連携して取り組むとともに、若年者の受け皿とな

る多様な雇用の創出に取り組むことが必要です。また、国の移住支援金制度が創設されたこと

を踏まえ、仕事と関連した移住施策の視点も必要です。

指標 単
位

基準値
H30年度

実績値
目標値

数
値
目
標

生産年齢人口（15～64歳）の社会減を

5年間で 200 人程度抑制
人

【H22～26 年度】

1,942

【H27～30年度】

1,744

【H27～R元年度】

1,750

市の施策により創出する

新規雇用者数
人

ー

【H27～30年度】

約 300

【H27～R元年度】

400

基本目標１ まちの特性を活かした産業振興と魅力ある雇用の場の創出

基本目標２ 子育て世代が希望を持って住み続けられるまちづくり

基本目標３ 港や観光資源を活かし、新たな「ひと」と「もの」の流れをつくる

基本目標プラス１ 広域連携等による魅力ある地域づくり
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基本目標２ 子育て世代が希望を持って住み続けられるまちづくり

【主な成果と課題】

特定不妊治療費の助成や、第３子以降の保育料無料化など、本市独自の子育て応援プランを

進めたほか、子育て・若年世代を対象に、転入者へのマイホーム購入助成や賃貸共同住宅整備

支援モデル事業など定住のための取り組みを進め、子育て世代の満足度が上がったほか、近隣

市との社会減にも改善の傾向が見られます。

一方で、合計特殊出生率については、各年で変動はありますが、概ね横ばいで推移していま

す。出生率の向上には、長期的な視点が必要なことから、国、北海道、基礎自治体が連携と役

割分担により施策を推進することが必要です。

また、20代、30 代女性の減少が出生数減の要因の一つであることから、子育て・若年世代

の定住促進を図りながら自然減の抑制につなげることが必要です。

基本目標３ 港や観光資源を活かし、新たな「ひと」と「もの」の流れをつくる

【主な成果と課題】

平成 30 年度の宮古市とのフェリー航路開設に向けて、各種交流事業に取り組んだほか、積

極的な海外ポートセールスを行うことで、室蘭港の活用や客船寄港の増加につながりました。

また、夜景観光バスの運行や道の駅の物販・飲食機能の強化を図ることで、観光入込客数が

増加しました。

外国人観光客の増加や炭鉄港の日本遺産登録のほか、白老町の民族共生象徴空間開設、（仮称）

環境科学館・図書館をはじめとした新たな公共施設の整備も予定され、交流人口は今後も増加

が期待されます。交流人口の増加を消費につなげる「稼ぐ観光」の視点と、更なる地域資源の

掘り起こし、活用が求められます。

指標 単
位

基準値
H30年度

実績値
目標値

数
値
目
標

子育て支援の取組みに満足している

20 代～30 代の市民の割合
％

【H27 年度】

25.5

【H30年度】

30.2

【R 元年度】

35.0

指標 単
位

基準値
H30年度

実績値
目標値

数
値
目
標

市内観光入込客数
人

【H26 年度】

1,049,772

【H30年度】

1,242,219

【R 元年度】

1,400,000

新規に室蘭港を活用した取引を

開始した事業者等の件数
件

ー

【H27～30年度】

8

【H27～R元年度】

5
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基本目標プラス１ 広域連携等による魅力ある地域づくり

【主な成果と課題】

西胆振圏域で生涯活躍のまち構想を策定し、首都圏での移住フェア参加など多世代の移住促

進に取り組んだほか、室蘭工業大学等と連携した「地（知）の拠点大学による地方創生推進事

業（COC+事業）」では、フィールドワークや企業訪問などを通じ、地域や企業とのつながりを

つくる授業を新たに展開するなどの取り組みを進めましたが、大学生の道内就職の割合は、近

年の売り手市場の影響もあり低下しています。

今後も西胆振各市町との連携や大学等との連携による施策を展開し、圏域全体として定住促

進や地域活性化を目指すことが重要です。

（近年の人口動向）

数値目標・KPI の実績のほか、個々の事業では、一定の成果が出ている一方で、人口減少の

ペースは変わっていません。平成26年に89,512人だった本市の人口は、平成30年には84,016

人となり、年間 1,200～1,400 人のペースで減少しています。年齢階級別では、年少人口（0～

14歳）と生産年齢人口（15～64歳）が減少傾向にある一方で、65 歳以上人口が増加しており、

少子高齢化が進行しています。

人口動態をみると、自然動態では、年間 600～800 人のペースで減少しています。死亡数は

概ね横ばいで推移していますが、出生数が減少傾向にあります。

社会動態では、年間 500～700 人のペースで減少しています。転出数は減少していますが、

転入数も減少しています。年代別では、10代を除く全ての年代で減少しており、特に 20代 30

代の減少数が大きくなっています。

指標 単
位

基準値
H30 年度

実績値
目標値

数
値
目
標

西胆振圏域３市３町の総人口 人
社人研推計準拠【R2】

180,982

【H31.1.1 現在】

182,510

【R2.1.1】

184,000

年齢 3区分別人口の推移 年間減少数の推移（前年との比較）

資料：住民基本台帳
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第３章 第２期室蘭市総合戦略の基本目標と主な施策

１．基本目標

室蘭市人口ビジョンで示した方向性の実現に向けて、本市が有する特徴的な資源を活かし

た、まちの強みを伸ばす取り組みを進めていくことが必要です。継続を力にする視点で、基

本的な目標は維持しながら、第１期戦略の課題や国の方針のほか、誰一人取り残さない持続

可能な社会の実現を目指す SDGs や、AI・IoT・ロボット等の先端技術による Society5.0 の実

現など新たな視点も踏まえ、取り組みを進めます。

■室蘭市総合戦略の基本目標

１．まちの特性を活かした産業振興と魅力ある雇用の場の創出

２．子育て世代が希望を持って住み続けられるまちづくり

３．まちの資源を活かし、新たな「ひと」の流れをつくる

・若年者の定着

・働き手の確保

・多様な雇用の創出

・子育て世代の定住

・観光消費の拡大

・更なる地域資源の掘り起こし

第 1期戦略の課題

室蘭市が進める「まち・ひと・しごと創生」

人口ビジョンの方向性実現

「働くまち」として

室蘭市を選んでもらう

働く人に「住むまち」

として選んでもらう

室蘭市に住み、結婚や出産・子育てした

い人の希望をかなえる

本市が有するまちの資源を活かす

ものづくりのまちの

産業・雇用基盤

室蘭港や景観、歴史・文化、

民族共生象徴空間の開設

充実した医療・介護体制

（西胆振医療圏）

（仮称）環境科学館・図書館、（仮称）総

合体育館など、新たな公共施設の開設、

大型商業施設の移転・拡大

西いぶり定住自立圏など

広域連携の取組み

室蘭工業大学・専門学校等の

教育機関

国の方針

（まち・ひと・しごと創生基本方針 2019）

・地方へのひと・資金の流れを強化する

・新しい時代の流れを力にする

・人材を育て活かす

・民間と協働する

・誰もが活躍できる地域社会をつくる

・地域経営の視点で取り組む
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２．数値目標及び主な施策

（１）まちの特性を活かした産業振興と魅力ある雇用の場の創出

分類：｢働くまち｣として室蘭を選んでもらう

●具体的な施策：地元企業への就職促進とＵＩＪターンの推進

高校生、大学生等の地元企業への就職促進のほか、出身者など縁のある人をターゲットにし

た Uターンの推進 など

分類：「働くまち」の元気を維持する

●具体的な施策：ものづくり産業の基盤強化

企業の働き手確保のための支援や生産性向上のためのロボット・AI・IoT 等の導入支援、成長

分野である航空機産業への参入支援のほか、幼少時からものづくりの大切さを学ぶ「てついく」

の推進 など

数値目標 基準値 目標値

生産年齢人口（15～64 歳）の社会減を

5年間で 400 人程度抑制

H27～R1 年度：2,180 人

（436 人/年）

R2～6 年度：1,780 人

（356 人/年）に抑制

市の施策により創出する新規雇用者数 H27～H30 年度：約 300 人

（75 人/年）

R2～6 年度：約 750 人

（150 人/年）

KPI 基準値 目標値

工大生の地元定着に関する指標
ポスト COC+事業（北海道若者活躍プロジェクト）

で調整中

UIJ ターン促進による新規就業者数
H27～30年度：37人

（9.25 人/年）

R2～6年度：60人

（12 人/年）

KPI 基準値 目標値

働き手確保支援に関する事業の助成申

請件数

H28～30年度：18件

（6件/年）

R2～6年度：40件

（8件/年）

ロボット・IoT・AI 等の導入による生産

性向上や、新たな産業分野に取り組む企

業数

ー R2～6年度：10社

基本的な方向

・製造業を中心としたものづくり産業は本市の雇用を支えており、様々な振興策により、雇

用基盤を維持します。

・働き手確保の視点から、新卒者を含めた幅広い世代において、地元企業への就職促進を図

るとともに、若者定着には、製造業のほかにも多様な雇用の場が必要であることから、様々

な分野の企業誘致や魅力ある雇用の創出に取り組みます。

・仕事と合わせた移住情報の発信などに力を入れ、出身者のＵターンを推進します。
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●具体的な施策：企業誘致の推進や多様な雇用の場の創出

企業が研究開発のほか、人材確保等の拠点として利用できるサテライトオフィスの開設や創

業支援の取組 など

KPI 基準値 目標値

産業振興条例に基づく助成申請件数
H27～30年度：20件

（5件/年)

R2～6年度：25件

（5件/年）

市内創業支援事業等の助成件数
H28～30年度：14件

（4.6 件/年）

R2～6年度：25件

（5件/年）
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（２）子育て世代が希望を持って住み続けられるまちづくり

分類：子育て前の世代に住んでもらう

●具体的な施策：結婚や子育て等の希望を叶える環境づくり

子育て前の世代に対する、結婚や子育て等の希望を叶える取り組みのほか、住まいに対する

支援 など

分類：子育て世代に住み続けてもらう

●具体的な施策：安心して子育てできる環境づくり

待機児童対策のほか、子育て応援団等と一体となって情報発信する取り組みや、市有地や空

家を活用した定住環境整備 など

数値目標 基準値 目標値

子育て支援の取り組みに満足している

20代～30 代の市民の割合
H30年度：30.2％ R6 年度：35.0％

基本的な方向

・子育て支援策をとおして、子育て世代の定着を図るとともに、新たに子育て前の世代に対

する結婚や子育て等の希望を叶える取り組みを進めることで若者の定着を図ります。

・良好な宅地供給は社会減の抑制に一定の効果があることから、引き続き市有地などを活用

した定住環境整備に取り組みます。

・長期的な視点で、継続して出生率向上に取り組むとともに、安心して子育てできる環境づ

くりを進めます。

KPI 基準値 目標値

市が支援した出会いの場創出につなが

る事業数
ー

R2～6年度：10件

（2件/年）

特定不妊治療助成件数
H27～30 年度：161件

（40 件/年）

R2～6年度：200件

（40 件/年）

結婚・出産新生活応援事業の助成件数 ー
R2～6年度：200件

（40 件/年）

KPI 基準値 目標値

待機児童数
H30年度：72 人

（H30年度 1年間の総数）
R6 年度：0人

子育て応援団の登録件数 H27～30 年度：241件 R2～6年度：300件
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（３）まちの資源を活かし、新たな「ひと」の流れをつくる

分類：港や観光資源を活かし交流人口を拡大する

●具体的な施策：国内外の客船誘致等の推進

国内外の客船誘致に向けたポートセールス など

●具体的な施策：地域ごとの魅力向上と稼ぐ観光の推進

稼ぐ観光の視点を取り入れた観光振興計画の推進

分類：新たな視点でまちの資源を活用し、交流・関係人口を創出する

●具体的な施策：新たな視点でのまちの資源の活用と魅力の発信

学会等開催支援をとおした交流人口の創出のほか、新たなまちのイメージづくりと発信 など

●具体的な施策：地域課題の解決をとおした企業等との関係づくり

企業や大学等と連携した、先端技術の活用等による地域課題解決に向けた取り組み など

数値目標 基準値 目標値

観光入込客数 H30年度：1,242 千人
R2～6年度：1,300 千人

（R2～6年度の平均）

基本的な方向

・港や歴史・文化などの資源を活かした、交流人口の拡大に向けた取り組みを一層強化

するとともに、観光消費額拡大に向けた「稼ぐ観光」を推進します。

・従来の観光資源に限らない、新たな視点でまちの資源を活用することで、交流人口の拡

大を図るほか、本市の資源や魅力を整理し、市民が共感し自ら発信する機運につなげる

ための取り組みを進めます。

・地域の課題を資源として捉える発想を持ち、企業・大学と連携した取り組みを進めるこ

とで、関係人口を創出します。

KPI 基準値 目標値

客船の寄港回数
H27～30年度：26回

（6.5 回/年）

R2～6年度：35回

（7回/年）

KPI 基準値 目標値

観光消費単価（日帰り客） H29 年度： 3,720 円 R6 年度： 4,120 円

観光消費単価（宿泊客） H29年度：16,782 円 R6年度：17,182 円

KPI 基準値 目標値

学会等開催支援補助金の助成件数 ー R2～6年度：35件

KPI 基準値 目標値

地域課題の解決につながる取り組みの

事業化
ー R2～6年度：事業化
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第１期室蘭市総合戦略　数値目標・重要業績評価指標(KPI)　一覧

平成30年度実績時点

基本目標 ： １．まちの特性を活かした産業振興と魅力ある雇用の場の創出

進捗率

[H22～26年度] [H27～30年度] [H27～31年度]

1,942 414 631 319 380 1,744 1,750 ②

[H27～30年度] [H27～31年度]

約50 約60 約40 約150 約300 400 ①Ｂ 75%

進捗率

[H22～26年度] [H30年度] [H31年度]

71.0 66.3 70.9 66.3 61.6 61.6 74.0 ②

[H22～26年度] [H27～30年度] [H27～31年度]

42 3 5 15 14 37 50 ①Ｂ 74%

[H27～30年度] [H27～31年度]

15 9 10 3 37 30 ①Ａ

[H26年度] [H31年度]

37.4 － － － － － 32.0 ③

[H26年度] [H31年度]

37.4 － － － － － 32.0 

[H22～26年度] [H27～30年度] [H27～31年度]

9 3 4 6 7 20 10 ①Ａ

[H27～30年度] [H27～31年度]

6 4 0 2 12 10 ①Ａ

[H22～26年度] [H27～30年度] [H27～31年度]

57 20 17 16 8 61 70 ①Ｂ 87%

進捗状況（H30実績時点）

具体的な施策（詳細）

進捗状況（H30実績時点）

数値目標 単位 基準値
H27年度
実績値

H28年度
単年実績

H29年度
単年実績

H30年度
単年実績

H30年度
実績値

目標値

生産年齢人口（15～64歳）の社会減を5年間で200人程度抑制 人

市の施策により創出する新規雇用者数 人 －

分類
具体的な

施策 重要業績評価指標［KPI］ 単位 基準値
H27年度
実績値

H28年度
単年実績

H29年度
単年実績

H30年度
単年実績

H30年度
実績値

指標値

「働くま
ち」として
室蘭を選ん
でもらう

新卒者の地
元就職促進
とUIJター
ンの推進

高校生、大学生等の地元企業への就職促進や効果的な情報発信等によるUIJターンの推進　など

市内高校生の西胆振管内就職率 ％

UIJターン促進による新規就業者数 人

ものづくり
産業の基盤
強化

企業の現場改善による生産性向上への支援や女性のものづくり企業への就業支援、幼少時からものづくりの大切さを学ぶ「てついく」の
推進　など

市の支援策により人材育成に取り組んだ企業の件数 件 －

室蘭での営業・操業が経営課題となっていると回答する企業の割合 ％

業種を問わ
ずやるきの
ある企業を
応援

建設業や介護など人材不足分野への支援や意欲ある企業の活性化を促す支援　など

[再掲]室蘭での営業・操業が経営課題となっていると回答する企業の割合 ％

企業誘致等
の推進

対象業種の拡大や支援策の充実　など

産業振興条例に基づく助成申請件数 件

地場産品の
販路拡大や
創業支援

国内外への特産品PR等による販路拡大支援、金融機関と連携した創業支援　など

商談会参加など、販路拡大に新規に取り組む企業等の件数 件 －

金融機関と連携した支援策による新規創業件数 件

「働くま
ち」の元気
を維持する

「働くま
ち」の競争
力を高める

①目標達成に向けて進捗している

　　Ａ　現時点で目標を達成している

　　Ｂ　現時点で目標を達成していない

②現時点で、目標達成が難しいと見込まれる

③現時点で、実績の把握ができない



基本目標 ： ２．子育て世代が希望を持って住み続けられるまちづくり

進捗率

[H27年度] [H31年度]

25.5 25.5 － － 30.2 30.2 35.0 ①Ｂ 86%

進捗率

[H27～30年度] [H27～31年度]

32 43 49 37 161 200 ①Ｂ 81%

[H27～30年度] [H27～31年度]

116 62 35 28 241 290 ①Ｂ 83%

[H27～30年度] [H29～31年度]

－ － 15 16 31 60 ①Ｂ 52%

[H27～30年度] [H27～31年度]

2 0 0 2 8 ②

基本目標 ： ３．港や観光資源を活かし、新たな「ひと」と「もの」の流れをつくる

進捗率

[H26年度] [H31年度]

1,049,772 1,127,441 1,286,720 1,201,685 1,242,219 1,242,219 1,400,000 ①Ｂ 89%

[H27～30年度] [H27～31年度]

2 2 2 2 8 5 ①Ａ

進捗率

異業種交流 航路就航 [H27～30年度] [H27～31年度]

視察交流会実施 会等実施 商談会等参加 記念事業等実施 実施 実施 ①Ａ

[H21～25年度] [H27～30年度] [H27～31年度]

24 5 8 5 8 26 30 ①Ｂ 87%

[H26年度] [30年度] [H31年度]

1,419 1,772 1,997 2,462 2,165 2,165 2,000 ①Ａ

[H26年度] [30年度] [H31年度]

730,175 807,116 950,376 870,963 912,266 912,266 900,000 ①Ａ

[H26年] [H30年] [H31年]

2,300 2,321 1,994 2,368 2,267 2,267 2,530 ①Ｂ 90%

進捗状況（H30実績時点）

具体的な施策（詳細）

進捗状況（H30実績時点）

進捗状況（H30実績時点）

具体的な施策（詳細）

進捗状況（H30実績時点）

数値目標 単位 基準値
H27年度
実績値

H28年度
単年実績

H29年度
単年実績

H30年度
単年実績

H30年度
実績値

目標値

子育て支援の取組みに満足している20代～30代の市民の割合 ％

分類
具体的な

施策 重要業績評価指標［KPI］ 単位 基準値
H27年度
実績値

H28年度
単年実績

H29年度
単年実績

H30年度
単年実績

H30年度
実績値

指標値

「子育てに
やさしいま
ち」を推進
する

「子育て応
援プラン」
の推進

特定不妊治療費助成や第３子以降の保育料無料化、子育て支援を行う「子育て応援団登録制度」　など

特定不妊治療助成件数 件 －

子育て応援団の登録件数 件 －

子育て世代
の「室蘭に
住みたい」
思いにこた
える

子育て世代
にやさしい
定住環境整
備

子育て世代の持家住宅促進助成や民間と連携した子育て世代向け共同住宅の整備、公共施設跡地を活用した宅地供給　など

子育て・若年者世代転入者マイホーム助成件数 件 －

民間と連携した子育て世代向け共同住宅の整備棟数 棟 － －

数値目標 単位 基準値
H27年度
実績値

H28年度
単年実績

H29年度
単年実績

H30年度
単年実績

H30年度
実績値

目標値

市内観光入込客数 人

新規に室蘭港を活用した取引を開始した事業者等の件数 件 －

分類
具体的な

施策 重要業績評価指標［KPI］ 単位 基準値
H27年度
実績値

H28年度
単年実績

H29年度
単年実績

H30年度
単年実績

H30年度
実績値

指標値

国内外の客
船等誘致等
による交流
促進

国内外の客船誘致や宮古市とのフェリーを活用した地域間交流の促進　など

宮古航路を活用した地域間交流事業の実施 － －

客船の寄港回数 回

観光客受け
入れ態勢の
整備や観光
拠点の整備
検討

Wi-Fi環境整備や工場夜景の魅力向上に向けた取り組み、観光資源をつなぐ拠点整備の検討　など

夜景観光バス参加者数 人

主要観光地（地球岬・道の駅等）を訪れる人の数 人

「港」を活
かし国内外
の物流機能
を高める

国内外への
積極的な
ポートセー
ルス

宮古市とのフェリー航路就航や小口コンテナ活用による道産品貨物取扱の促進　など

室蘭港の貨物取扱量 万ﾄﾝ

「港・工
場・自然」
を活かし交
流人口を拡
大する



基本目標 ： プラス１．広域連携等による魅力ある地域づくり

進捗率

社人研推計準拠

[H32年]
【H28.1.1現在】 【H29.1.1現在】 【H30.1.1現在】 【H31.1.1現在】 【H31.1.1現在】 【H32.1.1現在】

180,982 190,548 187,741 185,150 182,510 182,510 184,000 ②

進捗率

[H27～30年度] [H27～31年度]

1 9 1 0 11 4 ①Ａ

[H27～31年度]

講演会開催 構想策定 推進 推進 推進 策定及び推進 ①Ａ

[H26年度] [30年度] [H31年度]

48.0 46.9 42.8 43.0 45.1 45.1 58.0 ②

進捗状況（H30実績時点）

具体的な施策（詳細）

進捗状況（H30実績時点）

数値目標 単位 基準値
H27年度
実績値

H28年度
単年実績

H29年度
単年実績

H30年度
単年実績

H30年度
実績値

目標値

西胆振圏域3市3町の総人口 人

分類
具体的な

施策 重要業績評価指標［KPI］ 単位 基準値
H27年度
実績値

H28年度
単年実績

H29年度
単年実績

H30年度
単年実績

H30年度
実績値

指標値

西いぶり定
住自立圏を
はじめとし
た広域連携
の推進

西いぶり定住自立圏をはじめ近隣自治体との広域連携事業の推進

新規広域連携事業等の件数 件 －

西胆振の連
携による
「生涯活躍
のまち」構
想の推進

元気な高齢者の移住推進や西胆振医療圏の充実した医療介護体制を活かす取り組みについて圏域が連携し検討

西胆振版「生涯活躍のまち」構想の策定及び推進 － －

室蘭工業大学
等と連携し、
人材の育成・
定着などを推
進する

室蘭工業大
学や専門学
校等と連携
した各種取
組を展開

女子を含む人材確保や道内・市内への就職率向上　など

室蘭工業大学卒業生の道内就職者数の割合 ％

西胆振の連
携を深め圏
域の魅力を
高める


