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室蘭港港湾計画（案）について

概要版

室蘭港港湾管理者

室蘭港港湾計画(案)について
１．改訂の背景
室蘭港港湾計画は、平成６年に改訂し平成１７年を目標年次として取り組みを進め
て来ましたが、計画改訂から２５年以上が経過し、その間に、フェリーの廃止と復活、
室蘭製油所の原油処理停止、国内最大級の木質バイオマス発電所の運転開始、脱
炭素社会実現に向けての動きなど、港湾計画の前提となった社会経済情勢や室蘭港
を取り巻く状況が大きく変化しているため、時代の変化に対応するとともに、将来を
見据えるため、令和2年度に策定した室蘭港長期構想における短期～中期の取組を
踏まえて、室蘭港港湾計画の改訂を行います。

２．改訂の方針
室蘭港は我が国を支える鉄鋼産業をはじめとした立地企業を支えるとともに、エネ
ルギー関連産業の集積を活かし脱炭素化社会への貢献のため、港の機能を強化して
いきます。また、北海道において唯一、２２万トン級クルーズ船の着岸が可能となると
いう利点を活かし、みなとを核とした地域の賑わい作りの進展を図っていきます。
これらの取り組みを実現していくため、「物流・産業」「人流・賑わい」の２つの大き
な柱を中心として今後のみなとづくりを進めていきます。
物流・産業

鉄・エネルギーの生産を支える産業港湾

•

鉄のまち室蘭を支え、また我が国の鉄鋼産業を支える室蘭の鉄鋼コンビナート関
連企業の原燃料調達、製品出荷に関する物流拠点としての機能を強化する。これ
に合わせて、災害発生時の緊急物資輸送や、休憩船、作業船の受け入れにかか
る機能を強化していきます。

•

鉄鋼関連産業やエネルギー関連産業の集積を活かし、脱炭素化社会への貢献の
ため、将来の洋上風力発電、水素関連産業も見据え、北海道のエネルギー拠点
としての機能を強化・拡大していきます。
人流・賑わい

•

大型クルーズ船による賑わい・交流拠点

クルーズ船の規模に合わせて室蘭港内でクルーズ船受け入れ機能を分担し、背
後の観光地とも連携のもと、みなとを核とした地域の賑わい作りの進展を図って
いきます。

３．目標年次と貨物量（目標値）
■目標年次：令和１０年代後半
※目標年次は概ねの期間を示すもので、目標年次までに完了するという性格のものではありません。

現状

速報値

目標値

（令和元年）

（令和２年）

（令和１７年）

輸出

109万トン

57万トン

91万トン

輸入

７７2万トン

525万トン

86７万トン

移出

410万トン

347万トン

714万トン

移入

335万トン

264万トン

390万トン

合計

１６２6万トン

1193万トン

２０６２万トン

※各貨物量は専用・公共での合計
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室蘭港港湾計画(案)について
４．港湾空間のゾーニング
今回の港湾計画（改訂）においては、室蘭港の将来像の実現に向けた第１歩として、
港湾を以下のように利用します。
陣屋地区

本輪西地区

崎守地区
仲町地区

祝津内港地区
築地地区

御崎地区

祝津絵鞆地区
茶津地区

凡例
（各地区のゾーニング）

物流関連・生産

入江地区

人流関連・交流拠点
エネルギー関連

物流関連・生産
○崎守地区はコンテナ及び石材などの貨物利用を想定、漁港区は水産業の利用を想定
○御崎地区は基幹産業を支える大型貨物船に対応した利用を想定
○仲町、茶津地区は製鉄や製鋼、機械、航空機産業などの基幹産業の利用を想定
○築地地区は米や肥料の輸入、金属くずなどのリサイクル貨物の輸出などの多目的な利用を
想定

エネルギー関連
○陣屋、本輪西地区は石油やLPG、バイオマスなどのエネルギーを想定した貨物利用を想定
○洋上風力発電、水素などの新エネルギーへの取組を踏まえた検討

人流関連・交流拠点
○入江地区はフェリー旅客や中型・小型クルーズ旅客が訪れ、また市民が日頃から港に訪れる
ような利用を想定
○祝津絵鞆地区は白鳥大橋記念館やマリーナ、温泉施設等の観光施設が集積し、大型クルー
ズ船が着岸し、市民や観光客が訪れる、観光・レクリエーションの利用を想定
2

室蘭港港湾計画(案)について
５．主な港湾施設計画の内容

物流・産業

鉄・エネルギーの生産を支える産業港湾

➊基幹産業の原料輸入、製品出荷の効率化
〇立地企業の物流効率化のため、御崎地区に大型船に対応した岸壁の整備。
【計画内容：－１２ｍ岸壁 ２３０ｍ×１バース 対象船舶３万DWT】
〇岸壁は耐震岸壁とし、緊急物資の輸送、港湾機能の継続や復旧の拠点とする。
〇貨物を他地区まで陸送していたことから物流の効率化のため不足するヤードの拡張。

➋船舶の大型化に対応し道内一次産業への支援、リサイクル資源輸出機能の強化
〇米、化学肥料の輸入、スクラップ輸出において、水深不足のため非効率な輸送となっているた
め築地地区に大型船に対応した岸壁の整備。
【計画内容：－１２ｍ岸壁 ２３０ｍ×１バース 対象船舶３万DWT】
〇貨物量の増加見込みに対して、不足するヤードの拡張。
〇上屋・倉庫の老朽化、荷さばき地の不足を解消するため、上屋・倉庫の再編を行う。

➌原木、バイオマス等の輸出入拠点の形成
〇PKSの輸入において、水深不足のため非効率な輸送となっているため本輪西地区に大型船に
対応した岸壁の整備。
【計画内容：－11m岸壁 190ｍ×１バース 対象船舶2万DWT】
〇道内のバイオマス燃料や木質ペレットの受入拠点とするため不足するヤードの拡張。

➍防災機能の強化
〇人口集中地区である東室蘭駅周辺地区と行政の中心である室蘭駅周辺地区の両方へのアク
セスが容易、臨港道路により自動車専用道路に直結するという地理的特性を活かし、御崎地
区に耐震強化岸壁（特定）の整備。
【計画内容：臨港道路 耐震岸壁（➊岸壁）】

➎静穏な水域を活用した休憩船、作業船、避難船の受入
〇専用埠頭の荷役待ちのため岸壁確保による基幹産業の海上輸送の支援、避難船や休憩船の
受入による海上航行安全の促進への寄与のため、物資補給岸壁の位置付けを行う。
【計画内容：物資補給岸壁 入江地区×１、築地地区×３、崎守地区×２】

人流・賑わい

大型クルーズ船による賑わい・交流拠点

➏大型クルーズ船寄港への対応
〇祝津絵鞆地区において整備を進めている岸壁（延長４１０ｍ、水深－１１ｍ）から背後施設へのア
クセスが不便であるため、緑地を整備し遊歩道を設けることでクルーズ乗客の受入環境を向
上させる。
【計画内容：緑地0.2ha】

➐賑わい交流空間の創出
〇入江地区において、中型～小型のクルーズ船やフェリーによる人流受入拠点として、土地の用
途を変更し、港と町が一体となった港湾空間を形成する。
【計画内容：緑地⇒交流厚生用地 港湾関連用地⇒都市機能用地】
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室蘭港港湾計画（案）について
６．主な港湾施設計画の内容 全体図
➌原木、バイオマス等の輸出入拠
点の形成
・新規岸壁(-11)190m
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【凡例】
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室蘭港港湾計画(案)について
７．今回計画する港湾施設等の内容【地区別】
御崎地区
既定計画

今回計画

凡例
新規・変更

➊基幹産業の原料輸入、製品出荷の効率化
➍防災機能の強化

計画削除

①②埠頭計画の縮小に伴い、適正な土地利用配置に変更する。
【計画内容：①港湾関連用地7.5ｈａ ⇒ 埠頭用地7.5ｈａ】
【計画内容：①埠頭用地7.0ｈａ ⇒ 埠頭用地4.2ｈａ、港湾関連用地1.5ha】
【計画内容：①水深12ｍ 岸壁1バース 延長240ｍ ⇒ 水深12ｍ 岸壁1バース 延長230ｍ(耐震)】
【計画内容：①水深10ｍ 岸壁1バース 延長170ｍ ⇒ 削除】
【計画内容：②工業用地6.9ｈａ ⇒ 工業用地6.8ｈａ】
③埠頭計画の変更に伴い、設定臨港道路の位置を変更する必要があるため。
【計画内容：臨港道路御崎埠頭幹線1.1ｈａ ⇒ 臨港道路御崎埠頭幹線0.2ha】
④埠頭計画の縮小に伴い、泊地を縮小する。
【計画内容：泊地（-12ｍ）27.5ｈａ、（-10ｍ）４．１ｈａ

⇒

泊地（-12ｍ）11.4ha、1.1ｈａ】
泊地（-12ｍ）22.6ha

⑤緑地については現計画は休息緑地であるが、祝津および入江に賑わい機能を集約し、港湾関連
用地としての利用が適当であるため。
【計画内容：休息緑地1.0ｈａ ⇒ 港湾関連用地1.0ｈａ】
⑥岸壁数が２から１になることに伴い、臨港道路数も２から１に変更する。
【計画内容：臨港道路御崎埠頭幹線1.1ha
臨港道路御崎埠頭線 1.６ｈａ ⇒ 臨港道路御崎埠頭幹線0.3ha】
⑦現計画は工業用地であるが、物流等の輸送活動の増進を図るため港湾関連用地に変更する。
【計画内容：工業用地3.0ha、2.7ｈａ、1.3ｈａ ⇒ 港湾関連用地7.0ｈａ】
5

室蘭港港湾計画(案)について
７．今回計画する港湾施設等の内容【地区別】
崎守・陣屋地区
既定計画

今回計画

凡例
新規・変更

計画削除

➊基幹産業の原料輸入、製品出荷の効率化
①工事関係資材置き場として利用しやすい位置であるため、工事ヤードとしての利用
が適当である。
【計画内容：緑地0.8ｈａ ⇒ 港湾関連用地0.8ｈａ】
②コンテナヤードの利便性の向上のため、荷さばき地としての利用が適当である。
【計画内容：港湾関連用地3.2ｈａ ⇒ 埠頭用地3.2ｈａ】
③既定計画で想定していた木製品の取扱実現が見込めないため。
【計画内容：水深10ｍ 岸壁1バース 延長170ｍ ⇒ 削除】
④将来的な見直しの検討が必要な区域とするため。
【計画内容：利用形態の見直しの検討が必要な区域】
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室蘭港港湾計画(案)について
７．今回計画する港湾施設等の内容【地区別】
築地地区
既定計画

今回計画

凡例
新規・変更

計画削除

➋船舶の大型化に対応し道内一次産業への支援、リサイクル資源輸出機能の強化
①岸壁背後の用地を埠頭用地（荷さばき利用）とする。また、その背後を港湾関連用地(貨物
集積等での利用)とする。
【計画内容：水深12ｍ 1バース 延長240ｍ ⇒ 水深12ｍ 1バース 延長230ｍ】
【計画内容：埠頭用地4.1ｈａ ⇒ 埠頭用地3.8ｈａ】
【計画内容：水深10ｍ 1バース 延長180ｍ】
【計画内容：港湾関連用地1.6ｈａ、1.0ｈａ ⇒ 港湾関連用地2.0ｈａ】
②工場施設に付随する利用が行われているため、工業用地としての利用が適当である。
【計画内容：港湾関連用地0.7ｈａ ⇒ 工業用地0.7ｈａ】
【計画内容：緑地0.7ｈａ ⇒ 工業用地1.2ｈａ】
③緑地については現計画は休息緑地であるが、祝津および入江に賑わい機能を集約し、当
地区は工業用地としての利用が適当である。
【計画内容：休息緑地0.7ｈａ ⇒ 削除】
④泊地は必要最小限の浚渫範囲に変更する。
【計画内容：泊地（-12ｍ）29.3ｈａ ⇒ 泊地（-12ｍ）２１．３ｈａ、1.1ｈａ】
⑤既存の臨港道路が活用できるため。また、既定計画の臨港道路見直しに伴い、適正な土
地利用に変更する。
【計画内容：交通機能用地0.2ｈａ ⇒ 埠頭用地0.2ｈａ】
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室蘭港港湾計画(案)について
７．今回計画する港湾施設等の内容【地区別】
本輪西地区
今回計画

既定計画

凡例
新規・変更

計画削除

➌原木、バイオマス等の輸出入拠点の形成
①既定計画では鉄道や海上横断を含んでいたが、それらの横断を含まない臨港道路陣屋幹線
が代替路線として設定できるため。
【計画内容：臨港道路本輪西ふ頭幹線2.5ｈａ ⇒ 削除】
【計画内容：臨港道路港北仲町線0.5ｈａ
⇒ 削除】
②ENEOS鉄道貨物跡地を活用したルートが設定可能なため。
【計画内容：臨港道路陣屋幹線0.8ｈａ】
③過去は石油、LPガス等の荷揚げを行って移送していたが、既に港湾荷役は行われていないこ
と、鉄道で港湾と分断されており、都市機能として利用していくことが妥当であるため。
【計画内容：工業用地6.6ｈａ ⇒ 都市機能用地6.6ｈａ】
④緑地については現計画は親水緑地であるが、祝津および入江に賑わい機能を集約し、当地区
は工業用地としての利用が適当である。
【計画内容：親水緑地0.4ｈａ ⇒ 工業用地0.4ｈａ】
⑤⑥コンテナ及び紙・パルプの国内需要が見込めないため、埠頭計画を縮小する。これに伴い、
航路・泊地を縮小する。岸壁背後の用地を変更する。
【計画内容：⑤水深１４ｍ 1バース 延長240ｍ ⇒ 水深11ｍ 1バース 延長190ｍ】
【計画内容：⑤水深１２ｍ 1バース 延長２５０ｍ、水深7.5ｍ 2バース 延長260ｍ ⇒ 削除】
【計画内容：⑤泊地（-14ｍ）30.6ｈａ、（-12ｍ）14.4ｈａ、（-7.5ｍ）16.3ｈａ ⇒ 削除】
【計画内容：⑤埠頭用地１４．１ｈａ、埠頭用地５．３ｈａ、港湾関連用地１．４ｈａ⇒埠頭用地５．４ｈａ】
⇒港湾関連用地5.4ｈａ
【計画内容：⑤工業用地8.3ｈａ ⇒ 港湾関連用地8.3ｈａ】
【計画内容：⑥泊地８．９ｈａ、泊地（-1１ｍ）2.5ha】
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室蘭港港湾計画(案)について
７．今回計画する港湾施設等の内容【地区別】
築地地区、入江地区、崎守地区
既定計画
築地地区

入江地区

崎守地区

入江地区

崎守地区

今回計画
築地地区
②物資補給
水深7.5m 岸壁1バース 延長135m

⑤物資補給
水深10m 岸壁1バース 延長185m

①物資補給
水深4.5m 岸壁1バース 延長141m

③物資補給
水深7.5m 岸壁1バース 延長125m

⑥物資補給
水深10m 岸壁1バース 延長185m

④物資補給
水深7.2m 岸壁1バース 延長122m

凡例
新規・変更

計画削除

➎静穏な水域を活用した休憩船、作業船、避難船の受入
①～⑥専用埠頭の荷役待ちのため岸壁確保による基幹産業の海上輸送の支援、避難船や
休憩船の受入による海上航行安全の促進への寄与のため、物資補給岸壁の位置付けを行う。
【計画内容：①水深4.5ｍ 1バース 延長141ｍ ⇒ 物資補給 水深4.5ｍ 1バース 延長141ｍ】
【計画内容：②水深7.5ｍ 1バース 延長135ｍ ⇒ 物資補給 水深7.5ｍ 1バース 延長135ｍ】
【計画内容：③水深7.5ｍ 1バース 延長125ｍ ⇒ 物資補給 水深7.5ｍ 1バース 延長125ｍ】
【計画内容：④水深7.2ｍ 1バース 延長122ｍ ⇒ 物資補給 水深7.2ｍ 1バース 延長122ｍ】
【計画内容：⑤水深10ｍ 1バース 延長185ｍ ⇒ 物資補給 水深10ｍ 1バース 延長185ｍ】
【計画内容：⑥水深10ｍ 1バース 延長185ｍ ⇒ 物資補給 水深10ｍ 1バース 延長185ｍ】
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室蘭港港湾計画(案)について
７．今回計画する港湾施設等の内容【地区別】
祝津絵鞆地区
既定計画

今回計画

凡例

➏大型クルーズ船寄港への対応

新規・変更

計画削除

①室蘭港周辺の漁港等の工事を見通して、工事のためのケーソンヤード等としての利用が適当
であるため。
【計画内容：休息緑地3.4ｈａ ⇒ 港湾関連用地2.9ｈａ、埠頭用地0.5ｈａ】
②作業船だまり計画を削除するため。（作業船は他の岸壁で取扱）
【計画内容：港湾関連用地0.7ｈａ ⇒ 削除】
③観光船事業者の利用が適当であるため。
【計画内容：工業用地0.2ｈａ ⇒ 港湾関連用地0.2ｈａ】
④物揚場は既に係留禁止としており施設も廃止予定であるため。
【計画内容：埠頭用地0.2ｈａ ⇒ 工業用地0.2ｈａ】
⑤岸壁から背後の緑地への移動動線として利用するため、スムーズな移動ができる形状に変更
する。
【計画内容：親水緑地0.9ｈａ ⇒ 親水緑地0.2ｈａ】
⑥岸壁から背後への用地への動線を分断しないため。
【計画内容：臨港道路祝津内港ふ頭線１．６ｈａ ⇒ 削除】
上記にともない用地を変更する。
【計画内容：緑地0.8ha、工業用地0.5ha、港湾関連用地0.3ｈａ】
⑦漁港区背後であり、漁具等の置き場として利用要請あり、港湾関連用地としての利用が適当
である。
【計画内容：埠頭用地2.6ｈａ ⇒ 港湾関連用地2.6ｈａ】
⑧大黒島は人為を加えず保存したいと考えており、人の立ち入りを前提としないため。
【計画内容：歴史的環境保全緑地2.4ｈａ ⇒ 自然的環境を保全する区域2.4ｈａ】
【計画内容：小型船溜まり計画 ⇒ 削除】
⑨将来的な見直しの検討が必要な区域とするため。
【計画内容：利用形態の見直しの検討が必要な区域】
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室蘭港港湾計画(案)について
７．今回計画する港湾施設等の内容【地区別】
入江地区
既定計画

今回計画

凡例

➐賑わい交流空間の創出

新規・変更

計画削除

①スポーツができる空間とし、将来を見通して相応しい交流厚生用地に土地利用を変更する。
【計画内容：埠頭用地2.8ｈａ ⇒ 交流厚生用地1.5ｈａ】
②既定計画でフェリー５航路以上を前提とした駐車場としていたため、今回計画（フェリー１航
路２便）に合わせ規模を縮小する。
【計画内容：埠頭用地1.4ｈａ ⇒ 削除】
③港の賑わいイベント等に活用することが相応しいため。
【計画内容：緑地2.0ｈａ ⇒ 交流厚生用地2.0ｈａ】
④時代背景の変化により既に港湾荷役は行われていないこと、無分区であり駅にも近く利便性
が高く、都市的な位置付けとして利用していくため。
【計画内容：港湾関連用地0.8ｈａ、9.8ｈａ ⇒ 都市機能用地0.8ｈａ、9.8ｈａ】
港湾関連用地1.5ｈａ
⇒ 削除
⑤祝津を世界最大級クルーズ船に対応するため、中央地区は適正な規模に埠頭を縮小。これ
に伴い緑地も縮小する。
【計画内容：シンボル緑地5.9ｈａ ⇒ 削除】
⑥上記と同様、これに伴い臨港道路も削除する。
【計画内容：臨港道路中央ふ頭幹線1.0ｈａ ⇒ 削除】
⑦上記に伴い、埠頭用地へ土地利用を変更する。
【計画内容：緑地1.8ha ⇒ 交通機能用地1.8ｈａ
】
交通機能用地0.8ha ⇒ 埠頭用地0.8ha
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室蘭港港湾計画(案)について
8．土地利用区分について（参考）
前項までで出てきた各用地について以下のような利用区分があります。
また、港湾計画で定める土地の利用については、これからその土地を「このように
使うことが適当である」といった、港湾管理者としての意思を示したものになります。
土地利用区分

土地利用の概要

埠頭用地

係留施設と一体となって港湾貨物の荷さばき、船舶乗降旅客の
取扱等を行うための用地

港湾関連用地

港湾における物流・人流などの輸送活動の増進を図り、また、こ
れらの活動を支援する施設用地

交流厚生用地

港湾を通じた人的・経済的な国内外の様々な交流活動を推進する
とともに、港湾におけるレクリエーション活用の用に供する施設及
びこれに付随する施設のための用地

工業用地

工業の用に供する用地及びこれに付随する施設のための用地

都市機能用地

都市機能の用に供する用地

交通機能用地

陸上交通の用に供する用地

緑地

緑地（緩衝緑地も含む）、広場、植栽等の用地
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