1．計画の背景と目的
都市計画マスタープランは、市民と行政がともに考え、将来の都市像を描き、その実現に向
けたまちづくりの方向性を示すとともに、今後の土地利用・道路・公園等の都市計画を定める
ための指針になるものです。
本市では、急速な人口減少と高齢者の増加、拡散した市街地や空家率の増加などの社会変化
を踏まえ、コンパクトで持続可能なまちの実現に向けて、「室蘭市都市計画マスタープラン」
（以下「本計画」）を見直すこととしました。

2．計画の位置づけ
本計画は、北海道が定める上位計画に即すほか、室蘭市が定める「室蘭市総合計画」に即し
たものとなっていることが必要です。
本計画は、まちづくり全体に関わる計画のため、基本的に室蘭市の全ての計画が関連します。
また、「室蘭市立地適正化計画」と「室蘭市住宅マスタープラン」は、本計画に内包して整合
を図ります。
室蘭圏都市計画区域マスタープラン
北海道住生活基本計画

室蘭市総合計画

即す

即す

室蘭市都市計画マスタープラン
室蘭市住宅マスタープラン

室蘭市立地適正化計画

土地利用
交通体系

住

整合

都市施設

室蘭市地域公共交通網形成計画

港 湾

室蘭市公共施設等総合管理計画
室蘭市公営住宅等長寿命化計画

室蘭港港湾計画

自然・景観

宅

室蘭市緑の基本計画

室蘭市地域防災計画
その他関連計画

3．計画の役割
① 室蘭市の将来像の明示
② 各種計画や事業を決定・変更する際の根拠や指針
③ さまざまな分野にまたがる都市計画の総合性・一体性の確保
④ まちづくりに対する住民の理解促進・合意形成の円滑化
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住 宅

防災・減災

4．計画の対象区域と期間・想定人口
室蘭市全域のまちづくりを考える計画のため、室蘭市の行政区域全体を計画の対象区域とします。
今後も室蘭市は人口減少が進むと予測されており、2040年には人口が約5万5千人と推計され
ています。本市では、2040年に人口が5万5千人となっても、持続可能で魅力あるまちを目標に
本計画を策定します。

対象区域

室蘭市行政区域

計画期間

2020～2040年（20年間）

想定人口

2040年で約5万5千人

5．計画の構成
本計画は大きく「全体構想」と「地域別構想」に分かれています。
全体構想は、室蘭市が目指す「まちづくりの基本理念」を定め、基本理念の実現に向けた「ま
ちづくりの基本目標」、基本目標を達成するため各分野で取り組む「分野別方針」を定めます。
地域別構想は、基本目標や分野別方針を受け、地域の特性に応じて具体的に取り組む内容を
定めます。本計画では、「蘭西」「蘭東」「蘭北」の３つに地域を分類しました。

室蘭市の現状・課題

まちづくりの基本目標
市民とと もに進 める
まちづく り

防災・減 災

住宅

都市施設

自然・景 観

分野別方針

港湾

交通体系

地域毎の特徴を踏
まえ、より具体的
な取り組みを定め
た地域別構想

まちづくりの基本理念

土地利用

室蘭市都市計画マスタープラン

都市構造、交通体
系、土地利用、施
設整備に加え、自
然・景観など都市
全体の大きな方針
を定めた全体構想

上位・関連計画

地域別構想
蘭西地域

蘭東地域

蘭北地域

地区別構想
※地区別構想：本計画の対象範囲外になりますが、地域別構想をベー
スとし、より細かな単位で具体的な取り組みを検討した住民主体に
よる「地区別構想」の作成を推進していきます。
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6．まちづくりにおける主要課題

現状

課題

2015→2040年で人口が4割減少

地域活力維持のための施策が必要

高齢化率は34％を超え、若者の転出が顕著

さまざまな世代の定住確保が必要

2次産業の従事比率が高いが、業績は社会情
勢に左右され、従事者数も減少傾向

基幹産業を支えるインフラ、働きや
すい環境の整備が必要

商業従事者や販売額は減少傾向

日常の買い物環境の確保が必要

自然や景観といった魅力ある観光資源が豊富

稼ぐ観光の視点や交流人口拡大が必要

インバウンドにより観光客は横ばいを維持

都市の現状

緑を豊富に有し、身近な公園も人口をカバー

緑の保全と公園の質的向上が必要

沢沿いに住宅地を形成し、住居・商業系用途
が分散・混在

土地利用促進や実態に即した土地利
用の見直しが必要

単身高齢者が増加傾向で、持ち家比率も高い

既存ストックの有効活用や計画的な
市営住宅の更新が必要

空家率は高いが、新規の住宅着工件数も増加
民間住宅・市営住宅の老朽化が進展

上位・関連計画

白鳥新道2期区間などの未整備区間が残り、
既存道路は老朽化が進展

真に必要な道路の整備や老朽化対策
が必要

公共交通の分担率は低く、利用者は年々減少

公共交通の利便性向上や維持が必要

室蘭港の取扱貨物は減少し、施設も老朽化
フェリーや国内外の客船が室蘭港に寄港

港湾物流機能の確保や港を活用した
交流人口の拡大が必要

公共施設の老朽化が進展

計画的な公共施設マネジメントが必要

土砂災害や津波災害リスク

さまざまな災害リスクへの対応が必要

「室蘭圏都市計画区域マスタープラン」によ
り、都市計画の目標等が定められる

既存計画及び同時期に見直しを行っ
た計画との整合性を確保することが
必要

2018年度に「室蘭市立地適正化計画」及び
「室蘭市地域公共交通網形成計画」を策定
本計画と同時期に「室蘭市総合計画」なども
見直し

市民 意識

空家・空き地、商店街など今ある資源の有効
活用を望む意見が多い

市民ニーズを踏まえたまちづくりが
必要

インフラの新規整備だけでなく、既存施設の
利便性向上や機能強化を望む意見が多い

市民ニーズと住宅環境をうまくマッ
チングさせ、居住環境の整備、居住
誘導を図ることが必要

現在の居住環境には、おおむね満足
住み替えは持ち家一戸建てのニーズが高い
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※市民アンケート結果（2017年）
配布3,145通、回収864通

各分野の現状と課題から室蘭市の抱える主要課題を３つにまとめました。

主要課題①：人口、産業、土地利用、住宅、都市施設などの現状・課題より
人口減少・少子高齢化に対応し、都市のスポンジ化対策や定住対策による持続可能なまちづくりが必要
（万人）
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室蘭市の人口
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大きく人口減少
高齢化率
34％

人口及び高齢化率の変化（2015→2040年）
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【万人】
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蘭北地域

8.9万人
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蘭東地域
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蘭東地域

5.5万人
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蘭西地域
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2.3(40%)

蘭西地域
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2015年

1.1(48%)
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資料：実績値 国勢調査、推計値 日本の地域別将来推計人口／2018（平成30）年推計／国立社会保障・人口問題研究所

主要課題②：観光、自然・景観、土地利用、室蘭港などの現状・課題より
自然や港、産業など魅力的な地域資源を生かし、都市経営の視点を持った戦略的なまちづくりが必要
室蘭市の強み

公共建築物の築年数別延べ床面積割合

地域
資
有効 源の
活用

築20年未満
17.7%
築20年以上
30年未満
6.3%
築30年以上
40年未満
26.9%

築50年以上
13.4%

維持
管
更新 理・
費用
の増
加

築40年以上
50年未満
35.7%

資料：室蘭市公共施設等総合管理計画

主要課題③：自然・景観、交通体系、都市施設、災害などの現状・課題より
災害リスクへの対応や、交通体系の充実、自然環境の保全、環境負荷の低減による
安全・安心なまちづくりが必要
自然
リス 災害
クへ
対応 の

千

津波浸水想定区域

利用
者
の減 数

（百万人）路線バス輸送人員の推移
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資料：むろらんオープンデータライブラリ
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資料：室蘭市統計書、北海道の運輸の動き年報

7．まちづくりの基本理念と基本目標

まちづくりの基本理念
魅力的な自然・産業・人を生かした、
コンパクト・プラス・ネットワークによる持続可能なまち
SDGs※の主に目標11「住み続けられるまちづくりを」を参考
※SDGs… 持 続 可 能 な 開 発 目 標 （ Sustainable
Development Goals）の略称。2015年9
月の国連サミットで採択された「持続
可能な開発のための2030アジェンダ」
に示された2030年までの国際目標。先
進国・発展途上国全ての国を対象に、
17のゴールとその課題ごとに設定され
た169のターゲットから構成される。

まちづくりの基本目標

都市 生活

目標1 各世代に対応した移住・定住を進めよう
目標2 利用しやすい交通のネットワークをつくろう
目標3 協働の輪を広げよう

都市経営

目標4 都市経営の視点を持ってまちづくりをしよう
目標5 働きやすさ・住みやすさが価値を生むまちをつくろう
目標6 まちの資源を生かして交流人口を増やそう

安全・安心

目標7 災害に強いまちをつくろう
目標8 緑を次世代に引き継ごう
目標9 環境にやさしいくらしを目指そう
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8．将来都市構造
拠点

：「室蘭市立地適正化計画」で定めた、都市機能や居住の拠点を整備します。

軸

：広域幹線軸と拠点間幹線軸を強化します。

拠点以外：魅力的な地域資源の活用を図ってまちづくりを進めます。

さまざまな価値観を持つ多様な世代が
暮らし続けることのできる都市構造を形成します。
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9．分野別の方針
基本目標の実現に向けて、まちづくりの基盤となる下記の8つの分野における基本方針を示します。
都市計画に関する方針

(1) 土地利用：用途地域や低未利用土地などに関する方針
にぎわい創出に向けた土地利用（都市機能誘導区域）
住環境の維持に向けた土地利用（居住誘導区域）
住環境や自然環境を維持し、地域の実情に合わせ
た適正な土地利用（その他地区） など

施策に関する方針

公共施設の拠点集約・再編と居住誘導
公的不動産や空き地・空家の有効利用促進
都市機能・居住誘導区域内の低未利用土地活用
など

(2) 交通体系：道路や公共交通のネットワークに関する方針
地域の交通実態や社会情勢に合わせ、必要に応じて都
市計画道路の見直しを検討
公共交通の利便性向上に資する広場・駐車場の都
市計画の見直しを検討 など

白鳥新道2期区間の整備を促進
公共交通の利便性の向上
市民意識の醸成による公共交通の利用促進 など

(3) 港湾：港の土地利用や整備に関する方針
港湾として一体的利用が必要な土地は、臨港地区
への編入など都市計画を見直し
港湾関連施設以外の土地利用が必要な場合は、必
要に応じて都市計画を見直し など

老朽化した施設の機能維持・延命化
客船やフェリーの受入環境整備と利用促進
市民や観光客の交流の場としての環境整備
災害に強い港づくり など

(4) 自然・景観：公園や緑地、都市景観に関する方針
公園・緑地の質の向上を目的とした、統廃合・機
能集約を検討
未着手公園・緑地の必要性を再度評価し、必要に
応じて都市計画を見直し など

自然と産業が調和した室蘭独自の環境を継承
環境負荷の小さいまちづくり
交流人口の増加に向け、自然を観光資源に活用
歴史、伝統、個性を尊重した景観形成 など

(5) 都市施設：市民の日常生活を支える公共施設に関する方針
社会情勢の変化やまちづくりの進展により、都市
計画への位置づけが要・不要となった場合は、都
市計画決定・見直しを検討 など

公共施設の集約化などにより保有量を適正化
新規整備は土地利用計画との整合性や市民との
合意形成を図り、配置や整備内容を検討 など

(6) 住宅：住宅供給や住環境に関する方針（室蘭市住宅マスタープラン）
空家の適切な管理を促し、安全・安心な住環境を形成
公的不動産を活用し、世代や地域の特性に応じた
定住支援を検討
住宅セーフティネットの仕組みづくりを検討

市営住宅の再編などで、居住誘導区域に誘導
公的借家の必要住宅戸数は国の「住生活基本計画」に
基づき、著しい困窮年収未満の世帯をカバーするよう
に設定（2040年 市営住宅管理戸数2,829戸） など

(7) 防災・減災：災害発生時の対策に関する方針
災害に備え、災害時の社会経済活動への影響を最小化
自助・共助・公助のそれぞれが効果的に推進され
るよう、役割を分担し、防災体制を整備

市民の防災意識の向上のため、災害教訓の伝承
や防災教育の推進 など

(8) 市民とともに進めるまちづくり：まちづくりにおける市民協働に関する方針
協働で、地域に根ざしたまちづくりを推進
意欲的なまちづくり活動への支援

まちづくりの担い手の育成や、つながる場所づ
くり など
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10．まちづくりの基本目標と分野別方針の関係
まちづくりの基本目標と分野別方針は以下に示すとおり関連しています。
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11-1．地域別構想【蘭西地域】
目指す地域の
将来像

観光・交流拠点として
「にぎわいあふれるコンパクトなまち」

地域の特徴
室蘭港フェリーターミナルや、
客船バースがある海の玄関口
道の駅や、日本遺産「炭鉄港」、地球岬
や測量山などの観光・景観資源が豊富
官公庁や公共施設、商業施設が集積

まちづくりの方針
港や室蘭駅周辺地区を中心とした交流人口の増加
豊富な観光・景観資源を活用した「稼ぐ観光」の実現
職住近接で住みやすいコンパクトなまちづくりに
より移住・定住を促進

まちづくりの取り組み

●太字：地域特有の取り組み

○細字：3地域共通の取り組み

目標1. 各世代に対応した移住・定住を進めよう

都 市 生活

○高齢者向けの住み替え支援

○魅力ある住環境の整備

○子育て・若年世代向けの住まいの支援

○低未利用土地の有効活用と適正管理

目標2. 利用しやすい交通のネットワークをつくろう
フェリー航路の利用促進
白鳥新道２期区間の整備促進
交通結節点の利便性向上

○生活道路の維持・保全
○観光地へのアクセス強化
○公共交通の利用環境の向上 など

目標3. 協働の輪を広げよう
官民連携による室蘭駅周辺地区のにぎわいづくり

○官民連携によるまちづくりの担い手発掘と育成

目標4. 都市経営の視点を持ってまちづくりをしよう

都市経営

入江運動公園と祝津公園へのスポーツ機能の
集約・再編
図書館・科学館の合築
官民連携による室蘭駅周辺地区のにぎわいづくり

本庁舎機能の維持
○既存ストックの有効活用
○産業の維持・強化
○公的不動産（PRE）の有効活用

目標5. 働きやすさ・住みやすさが価値生むまちをつくろう
都市計画の見直しによる商業立地・住宅建て替
えの促進

○魅力ある住環境の整備
○緑とオープンスペースの有効活用
○臨海部の工業エリアの活用 など

○商店街の活性化

目標6. まちの資源を生かして交流人口を増やそう
入江運動公園と祝津公園へのスポーツ機能の
集約・再編
図書館・科学館の合築
官民連携による室蘭駅周辺地区のにぎわいづくり

道の駅を核とした観光拠点の強化
景勝地や港、日本遺産「炭鉄港」の有効活用
室蘭駅周辺地区の回遊性向上
○観光資源へのアクセス向上

目標7. 災害に強いまちをつくろう

安 全・安 心

白鳥新道２期区間の整備促進

○インフラの老朽化対策

○津波や土砂災害などの自然災害対策

○建築物の耐震化促進

目標8. 緑を次世代に引き継ごう
海岸部の緑を保全

○公園の統廃合・機能集約 など

目標9. 環境にやさしいくらしを目指そう
（仮称）環境科学館による環境教育の充実

○公共交通の利用促進

○コンパクトシティ実現による環境負荷の少ないまちづくり

○低炭素化・資源循環による住環境整備
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蘭西地域の人口と高齢化率の推移
6.0万人

40%

高齢化率

4.0万人

40%

2.0万人

20%

2.3万人

人口

0.0万人

蘭西地域

60%

48%

1.1万人

2015年

道の駅を核とした観光拠点の
強化による交流人口の増加

0%

2040年

図書館・科学館の合築による交流人
口の増加と環境教育の充実
入江運動公園へのスポーツの機能集
約・再編による利便性向上と交流人
口の増加
都市計画の見直しによる商業立地・
住宅建替の促進
官民連携による室蘭駅周辺地区のに
ぎわいづくり
港や日本遺産「炭鉄港」の有効活用
と室蘭駅周辺地区への回遊性向上に
よる交流人口の増加
本庁舎機能の維持

白鳥新道2期区間の
整備促進による広域
幹線軸の強化
白鳥大橋

臨海部の工業
エリアの活用
◎道の駅 みたら室蘭

◎祝津公園

絵鞆岬

◎みなと小学校

◎客船バース
◎フェリーターミナル

◎室蘭清水丘高等学校
銀屏風

◎広域センタービル
測量山

◎入江運動公園

室蘭駅

マスイチ浜

北斗文化学園インター
ナショナル調理技術専門学校
◎日鋼記念病院
◎
◎日鋼記念看護学校
室蘭市役所◎
図書館◎ ◎市立室蘭総合病院
◎北海道福祉教育専門学校
科学館◎
◎室蘭西中学校
◎地球岬小学校

祝津公園へのスポーツ
機能の集約・再編によ 人工島（Mランド）
る利便性向上と交流人
◎
口の増加

◎星蘭中学校

トッカリショ

海岸部の緑を保全し、観光資源である景勝地
の有効活用による、交流人口の増加

金屏風
地球岬

【軸】

【ゾーン】
：自然ゾーン

：居住誘導ゾーン

：産業ゾーン

：交流ゾーン※
※市外及び域外との交流を対象

【区域】
：広域幹線軸

：市街化区域

：拠点間幹線軸

：都市機能誘導区域
：居住誘導区域
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11-2．地域別構想【蘭東地域】
目指す地域の
将来像

西いぶり圏域の中心地として
「便利で活気あふれるまち」

地域の特徴
大規模商業施設などが集積する
西いぶり圏域の中心地

まちづくりの方針
大型複合商業施設などの都市機能誘導と
地元商店街との連携により中心地としての魅力を向上

国道36号、37号と鉄道が結節する
交通の要衝

交通結節点の機能強化により利便性の向上と
交流人口の増加

室蘭工業大学や高等学校など
文教施設が充実

室蘭工業大学の学生などと協働・連携した
地域コミュニティやまちなかの活性化

中心地に近く利便性の高い住環境が充実

利便性の高い住環境を生かして移住・定住を促進

まちづくりの取り組み

●太字：地域特有の取り組み

○細字：3地域共通の取り組み

目標1. 各世代に対応した移住・定住を進めよう

都市 生活

水元地区の公営住宅再編
需要の高い住宅地への対応

○高齢者向けの住み替え支援
○子育て・若年世代向けの住まいの支援 など

目標2. 利用しやすい交通のネットワークをつくろう
線路を横断する幹線道路の維持・改善
交通結節点の利便性向上

○生活道路の維持・保全
○公共交通の利用環境の向上 など

目標3. 協働の輪を広げよう
室蘭工業大学の学生などと地域の交流
官民連携による東室蘭駅周辺地区のにぎわいづくり

○官民連携によるまちづくりの担い手発掘と育成

目標4. 都市経営の視点を持ってまちづくりをしよう

都市経営

大型複合商業施設の誘導
官民連携による東室蘭駅周辺地区のにぎわいづくり
水元地区の公営住宅再編

○既存ストックの有効活用
○産業の維持・強化
○公的不動産（PRE）の有効活用

目標5. 働きやすさ・住みやすさが価値生むまちをつくろう
大型複合商業施設の誘導と地元商店街との連携
都市計画の見直しによる商業立地の促進

○商店街の活性化
○魅力ある住環境の整備 など

目標6. まちの資源を生かして交流人口を増やそう
東室蘭駅周辺地区の回遊性向上
室蘭工業大学の学生などとの協働・連携

官民連携による東室蘭駅周辺地区のにぎわいづくり
○観光資源へのアクセス向上

目標7. 災害に強いまちをつくろう

安 全・安 心

線路を横断する幹線道路の維持・改善

○インフラの老朽化対策

○津波や土砂災害などの自然災害対策

○建築物の耐震化促進

目標8. 緑を次世代に引き継ごう
知利別川の親水空間を保全
ビオトープ・イタンキの維持管理

海岸部の緑を保全
○公園の統廃合・機能集約 など

目標9. 環境にやさしいくらしを目指そう
○コンパクトシティ実現による環境負荷の少ないまちづくり

○公共交通の利用促進 など
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蘭東地域

室蘭工業大学の学生などと
地域の交流により地域コ
ミュニティの活性化

◎ 室蘭聾 学校

水元地区の
公営住宅再編

鷲別川
◎室蘭養護学校
◎室蘭工業大学

◎大谷室 蘭高等学校

◎天神小 学校

需要の高い住宅地への対応

◎東明中 学校
◎室蘭東 翔高等 学校

◎八丁平小学校

◎市立 室蘭看護専門 学院
◎海星 学院高 等学校

広域幹線軸の強化
知利別 川

線路を横断する幹線
道路の維持・改善

◎桜蘭中学校
◎製鉄記念室 蘭病院
◎室蘭工 業高等学校
◎旭ヶ 丘小学校
◎三村 病院

東室蘭駅

知利別川の親水空間を保全

◎大川 原脳神 経外科 病院

◎上田 病院
◎室蘭栄高等 学校

大型複合商業施設と
地元商店街との連携

◎ 海陽小学校

臨海部の工業エリアの活用

◎翔陽中 学校
イタン キ浜
ビオトープ・
イタンキ

海岸部の緑の保全とビオトープ・
イタンキの維持管理

大型複合商業施設の誘導
都市計画の見直しによる商業立
地の促進
官民連携による東室蘭駅周辺地
区のにぎわいづくり
東室蘭駅周辺地区の回遊性向上
による交流人口の増加
交通結節点の利便性向上

【軸】

【ゾーン】
：自然ゾーン

：居住誘導ゾーン

：産業ゾーン

：交流ゾーン※
※市外及び域外との交流を対象

【区域】
：広域幹線軸

：市街化区域

：拠点間幹線軸

：都市機能誘導区域
：居住誘導区域
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11-3．地域別構想【蘭北地域】
目指す地域の
将来像

自然とネットワークを生かした
「安全で暮らしやすいまち」
まちづくりの方針
自然豊かなレクリエーション機能を
生かした交流人口の増加

地域の特徴
室蘭岳山麓の自然豊かな
レクリエーション機能が充実
室蘭ICに隣接し先端技術型産業などに最適な
香川工業団地が立地

室蘭ICの立地を生かした産業の維持・強化
保存樹林などの貴重な自然や歴史を
生かしたまちの魅力向上
豊かな自然と安全な住環境を生かして
移住・定住を促進

保存樹木や保存樹林など、貴重な自然が存在
高台に広がる安全で閑静な住環境を保有
室蘭発祥の地としての歴史を有する

まちづくりの取り組み

●太字：地域特有の取り組み

○細字：3地域共通の取り組み

都市 生活

目標1. 各世代に対応した移住・定住を進めよう
白鳥台地区の公営住宅再編

○子育て・若年世代向けの住まいの支援

○高齢者向けの住み替え支援

○低未利用土地の有効活用と適正管理 など

目標2. 利用しやすい交通のネットワークをつくろう
北海道縦貫自動車道室蘭ICの有効活用
白鳥新道２期区間の整備促進

○生活道路の維持・保全
○観光地へのアクセス強化

○広域幹線軸の強化

○公共交通の利用環境の向上

目標3. 協働の輪を広げよう
○官民連携によるまちづくりの担い手発掘と育成

都市経営

目標4. 都市経営の視点を持ってまちづくりをしよう
白鳥台地区の公営住宅再編

○産業の維持・強化

○既存ストックの有効活用

○公的不動産（PRE）の有効活用

目標5. 働きやすさ・住みやすさが価値生むまちをつくろう
香川工業団地への企業誘致
北海道縦貫自動車道室蘭ICの有効活用

○緑とオープンスペースの有効活用
○産業の維持・強化

○魅力ある住環境の整備

○臨海部の工業エリアの活用 など

目標6. まちの資源を生かして交流人口を増やそう
室蘭岳の有効活用
だんパラ公園の四季を通じた利用促進

北海道縦貫自動車道室蘭ICの有効活用
○観光資源へのアクセス向上

安 全・安 心

目標7. 災害に強いまちをつくろう
北海道縦貫自動車道室蘭ICの有効活用
白鳥新道２期区間の整備促進

○津波や土砂災害などの自然災害対策
○建築物の耐震化促進 など

目標8. 緑を次世代に引き継ごう
室蘭岳の自然を維持・保全
貴重な農業地帯を保全

○公園の統廃合・機能集約
○地域全体で行う緑の維持管理

目標9. 環境にやさしいくらしを目指そう
○コンパクトシティ実現による環境負荷の少ないまちづくり
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○公共交通の利用促進 など

蘭北地域

室蘭岳の自然を維持・保全
だんパラ公園の四季を通じた利用促進によ
る交流人口の増加
香川工業団地への企業誘致
による産業の維持・強化
北海道縦貫自動車道室蘭ICの有効活用

室蘭岳山麓総合公園
（だんパラ公園）

白鳥台地区の
公営住宅再編

チマイベツ川

貴重な農業
地帯を保全

◎喜門岱小学校
室蘭IC

香川工業団地

◎室蘭太平洋病院
◎本室蘭中学校
◎白蘭小学校

保存樹林・保存樹木

コイカクシ川

◎港北中学校

◎民俗資料館

◎蘭北小学校

臨海部の工業
エリアの活用
白鳥新道2期区間の整
備促進による広域幹線
軸の強化

白鳥大橋

【軸】

【ゾーン】
：自然ゾーン

：居住誘導ゾーン

：産業ゾーン

：交流ゾーン※
※市外及び域外との交流を対象

【区域】
：広域幹線軸

：市街化区域

：拠点間幹線軸

：都市機能誘導区域
：居住誘導区域
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12．計画の見直し
本計画は長期的な視点に基づく計画ですが、「室蘭圏都市計画区域マスタープラン」や「室
蘭市総合計画」の見直しに合わせて、整合を図るとともに、本計画の一部である「室蘭市立地
適正化計画」のおおむね5年後ごとのPDCAサイクルによる評価も踏まえながら、必要に応じて
見直しを実施していきます。

室蘭市都市計画マスタープラン
（概要版）
〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
室蘭市都市建設部都市政策推進室
電話 0143-25-2592
FAX 0143-24-2091
E-mail toshikei@city.muroran.lg.jp
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