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    出 張 報 告 書 

下 関 市 議 会 議 長 殿             平成 30年 8月 31日 

職氏名 

  

【創世下関（４名）】 

 会長  福 田  幸 博 

     亀 田   博 

吉 田  真 次 

井 川  典 子 

市議会事務局 

 庶務課課長補佐 牧 野 千登勢 

用 務 

 

行政視察 

(1)函館市（人口減少対策について） 

(2)室蘭市（港湾事業について） 

 

 

※質問事項については別添のとおり 

期 間 

平成３０年８月６日(月)から 

平成３０年８月８日(水)まで 

 

出張先 

  （１）北海道函館市  

   （２）北海道室蘭市  

 

(1)函館市 人口減少対策について 

［市の概要］北海道函館市（人口 260,110人、面積 677.87k㎡） 

 北海道の南西部渡島半島の南端に位置し、日本最初の国際貿易港として

海外との交流を行うとともに、北洋漁業の基地及び交通の要衝としても栄

えた。平成 16 年 12 月に戸井町、恵山町、椴法華村、南茅部町と合併、平

成 17年 10月に「中核市」に移行した。 

 

※説明に先立ち、函館市議会事務局議事調査課 宮田 至課長がご挨拶 

 

[函館市出席者] 

 函館市：企画部計画推進室計画調整課 主査 小園 敏弘 

     議会事務局議事調査課 佐々木 巧 

 [調査概要〕 

（１） 総人口の推移 

   ・1980年に 345,165人をピークに人口が減少、2015年には 265,979

人まで減少している。 

・男女比を見ると、戦後から女性の方が人口の割合が高い。 

（男性に比べ、女性の平均寿命が長い。就職により、男性が転出す

る等が主な理由） 

（２） 年齢別人口の推移 
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・1995 年を境に年少人口（15 歳未満）と老齢人口（65 歳以上）が

逆転し、年少人口は減少し、老齢年齢は増加傾向にある。 

（３） 総人口の将来展望 

・函館市（1980 年）は全国（2008 年）や北海道（1997 年）のピー

クよりも約 30年早くピークがきており、人口減少が進んでいる。 

（理由：昔は港町として栄えており、北海道の玄関口として流通拠

点であった。北洋漁業（サケマス）が盛んで出漁漁港であったが

200カイリ問題等によりその役割を失った。） 

・1988年に新千歳空港の開港により人の流れが変わった。1998年苫

小牧市に掘り込み式の大きな港ができたことで、物流が苫小牧港に

移るようになり、拠点としての機能が弱くなった。 

（４） 函館市活性化総合戦略 

平成 27年度に「まち・ひと・しごと創生法」が制定されたことに伴

い、函館市でも「人口ビジョン」「函館市活性化総合戦略」を制定

した。 

（５） 人口の推移 

平成７年までは自然増（出生・死亡）であったが、それ以降減少

に転じた。現在年間 3,000 人減少しているが、そのうち 2,000 人は

自然減。社会減（転入・転出）は少しずつ解消しているが、それで

も年間 1,000人減少している。 

（６） 自然増減（出生数と死亡数の推移） 

・1980年では出生数は、約 4,500人、死亡数は約 2,300人であった

が、その後出生数が減少、平成 29 年では出生数 1,415 人、死亡が

3,661人になっている。 

合計特殊出生率 

・函館市は、出生率が全国に比べても低い。（経済的な問題、男女

比の比率等が原因と思われる。）また、平均寿命も函館市は全国に

比べて短い。 

   （地方創生に関するアンケートについて） 

   ・函館市民が理想とする出生率：1.99(平成 28年度統計は実質 1.22) 

       ⇒全国の出生率以下 

   ・理想の子供の数が実現しない要因 

    ⇒母子家庭が多い→育児・教育資金に関する問題、育児等に関す

る心理的問題、手助けしてくれる人がいない 等  

                  ↓ 
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  【子育て支援対策】 

  ・子育て支援：相談窓口「マザーズ・サポート・ステーション」設置 

  （助産師等による訪問相談） 

  ・特定不妊治療女性、サンゴ打当の予防健康診査 

  ・子育て無料アプリ「Gruccoグルッコ」による情報発信 

  （予防接種情報・当番医等） 

  ・子育て世代の市営住宅の優先入居 

  ・西部地区（観光地域・古くから存在している地区）の民間賃貸住宅

の家賃負担（15,000円を上限に助成 昨年度実績 78件助成） 

【教育・保育の質の向上】 

 ・ひとり親家庭等の学習支援事業の実施 

 ・奨学金の支給 

 ・入学準備給付金の創設 

 ・小学校低学年を対象とした「アフタースクール」の拡充 

（H30:20ヶ所） 

 ・地域放課後児童健全育成事業 

【女性の就労支援等】 

 ・女性の再就職支援のための各種研修 

 ・宿泊施設の増加に伴う客室清掃・レストラン補助等就労体験事業 

 ・長期間離職している保育士有資格者のための研修実施 

 ・「はこだてキッズプラザ」設置 

【若者向けの取り組み】 

 ・出会いの場「はこだてシェアタイム」の提供（H30～実施） 

 ・多目的ホール「函館コミュニティプラザ（Gスクエア）」開館(H29) 

 （旧ダイエーの店舗再利用） 

  ・ヤングファミリー住まいリング支援補助（子育て世代への家賃補助） 

【高齢者・障碍者等帆福祉サービスの向上】 

 ・福祉コミュニティエリア整備推進（日吉地区に福祉・介護施設や郵

便局等・保育園・スーパーを集めた区画をつくり、その周辺に宅地

造成し、入居募集。年をとっても徒歩圏内で生活できるエリアを試

験的に作る。） 
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 ・高齢者の交流施設「ふらっとDaimon」（駅前百貨店を利用）設置 

 （冬季の高齢者の引きこもりの防止策） 

 ・高齢者交通料金助成（路面電車・はこだてバス） 

 ・障害者等外出支援事業 

（７） 社会増減（転入・転出の推移） 

・常に転出＞転入しているが、1987年転出者数がピーク 

現在だいぶ落ち着いているが年間 800人～1,000人減少している。 

・転出転入先について 

転入・転出ともに札幌市への移動が最多。 

その他は北斗市や東京が多い 

・年齢別人口 

15 歳～20 歳代が大きく減少（進学・就職）、60 歳台でＵターンす

る傾向有り 

・地元就職率 

   函館市内は大学はあるが、卒業後、地元就職は 2 割程度。主な就職

先は札幌、関東方面が多い。高校卒業後の道南就職は約半数。（3/4

が道内就職） 

・移住・定住の取り組み 

   ・移住サポートセンター（移住支援窓口）を開設 

   ・ふるさと回帰支援センター（東京有楽町）に相談窓口を設置 

   ・ＩＪＵターン事業（就職ポータルサイト内就職相談を実施） 

・雇用の場の確保 

   宿泊施設や水産加工業は多いが、大卒者向けの就職先が少ない。 

   ⇒公立函館未来大学（ＩＴ系）の設置によりＩＴ企業誘致が増加

（H29：9社のうちＩＴ企業が 5社） 

   ・ＩＴ企業:人手不足・工場等の設備不要等・大学在学中に研究棟で

企業とのつながりができる 

   ・採用状況：H25～H29年度 19社（計 160名） 

 

・はこだて未来ＡＩビジョン（H30.3策定） 

  ・ＡＩを専門とする研究者の集積や人材育成等を行う 

  ・ＡＩを利用して地元企業の労働生産性を上げる事業等を展開 
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・国際水産・海洋都市構想 

  ・H26.6 に国際水産・海洋総合研究センター開所し、民間企業・水産

試験場・大学などが入居 

（８）交流人口の拡大 

 ・交流人口の拡大により人口減少による地域経済の縮小を一定程度軽減

可能 

・地域のイメージ 

  魅力度ランキングが高いわりに、幸福度ランキングが低い 

  魅力度ランキング：地域のイメージを全国的にアンケート 

  幸福度ランキング：各項目統計をもとにランキング 

  （生活保護受給率:高・若者完全失業率:高・市民所得:低→経済指標が

低い） 

・観光入込客数 

  ・Ｈ２３東日本大震災時に減少したがＨ２８北海道新幹線の開業に増

加している 

・外国人宿泊数の推移 

  ・年々増加しており、東アジア・東南アジアからの観光客が多い 

  （函館空港→台湾の直行便あり。今後函館空港→仁川空港も予定） 

・空路・航路・鉄路利用実績 

  ・新幹線開業による鉄路のほか、在来特急廃止によりフェリーの利用

客も増加 

  ・2020年に函館空港が北海道内一括に民営化予定 

・クルーズ客船 

  ・大型客船埠頭（若松ふ頭）の整備等により増加傾向 

・観光アンケート 

  ・グルメ・夜景・歴史的建造物を目的とした観光が多い 

               ↓ 

（９）市の施策 

・食の産業化の推進（はこだてＦＯＯＤフェスタ・ｗｅｂサイト・料

理人のための勉強会・食べ歩きイベント 等） 

・観光コンベンションの推進（冬の観光客増加のための施策・コンベ

ンション誘致・WiFi環境整備 等） 
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・フェスティバルタウン（市内のイベントをウェブサイトで紹介） 

・まちの集約化 

・少ない人口でのまちづくり 

（西部地区・中央地区での人口を集約する。） 

・「ガーデンシティ函館」の実現 

[質疑応答] 

① 様々な補助等をしているにもかかわらず子育て教育にお金がかかる」と

いう市民の声が多いことに対してどのように分析するか？ 

→北斗市等近隣の地域が 18歳まで医療費を助成しているため、函館市が中

学校までの補助のため、引き合いに出されてしまう。 

② 中学生等への学習支援による効果は出ているか？ 

→学習の底上げの施策であり、一定の効果は上がっているが、函館市は学

力的にはまだ低い。 

③ 公立函館未来大学の設置の経緯について 

→広域連合（市と近隣の自治体により運営）として運営。2000年開校。従

来、北大の水産学部や教育大学の函館校等があったが分校的なもので本体

的なものが欲しかった。医学部等の要望もあったが、認可が難しく、認可

が下りやすく将来性のあるもの等としてIT系の大学の設置となった。 

④ 交流人口の消費額が下関市よりも高いが、観光客に特にどこでお金を使

われているか？ 

→夜景がある西部地区が多い。近くに大きな町がなく函館市での宿泊が多

い。飲食店比率が高く、グルメ目的での観光もあるため、食事による支出

が多い。 

⑤ クルーズの大型化や観光客の動向について 

→札幌まで距離があり、2～3泊が多いため、それほど遠くまでは行かない。 

⑥ ふるさと納税の寄付額 

→ふるさと納税について今までは力を入れていなかった。（証明書を出す

程度）今年から土産店・企業とタイアップしたので、今年は増加すると思

われる。 

⑦ まちの集約化について、交通インフラについて 

→市内は路面電車・路線バス・タクシー等がある。若い人はマイカー率が

高い。路面電車が湯の川から函館山まであるが、その駅まで行くには路線

バスに頼らざるを得ない。市バスもあったが、現在は民間に集約。オンデ

マンドバスなども検討されたが、問題解決に至っていない。 
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⑧ 函館アリーナ（複合施設）の活用状況について 

→アリーナは土日ほぼイベントがある。 

⑨ 新函館北斗駅の名前の由来は？ 

→両市で話し合われた結果命名された。スイッチバック方式も考えられた

が、実現できなかった。 

⑩ マザーズサポートステーションの運営について 

→保健所設置市であり、保健センターにおいて運営している。保健師は常

駐し、助産師は時間を調整して訪問して支援できる。 

⑪ 子育てサプリの更新・利用者数について 

→H29.10設置のため、実績はまだ出ていない。 

⑫ 保育所について（企業保育） 

→企業が小規模であり、企業保育は盛んではない。保育が必要な場合は、

保育園や学童保育所に預ける形が多いと考えられる。 

⑬ 障害者向けの観光面での配慮について 

→バスのノンステップ化、手すりの設置等は行っている。 

⑭ 私立高校・大学の数 

→（高校）女子高：３校、男子校：２校、（大学）国立:２校、公立：１校、

私立:１校、高専:１校 

⑮ 自然減対策は基本目標のどれにあたるか？ 

→基本目標２（子どもたちと若者の未来を拓く）・３（市民の安全・安心

を守る）と考えられるが、自然増のためには出生率を上げるしかない。そ

のためには最終的には経済対策が必要となる。 

⑯ クルーズ船について、具体的な内容（セレモニー・イベント） 

→セレモニーは必ず開催している。イベントも実施（市内パンフレット配

布等） 

 【函館市行政視察の様子】 
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(２)室蘭港湾事業について 

［市の概要］北海道室蘭市（人口 88,564人、面積 80.88k㎡） 

 北海道の南西部に位置し、1872 年の開港以来海陸流通の要衝地として、

また製鉄・造船等を中心に北海道屈指の工業都市として発展した。観光面

では地球岬などの景勝地や鳴り砂、ハヤブサの生息地、クジラ・イルカウ

ォッチング等の地域資源の活用や、白鳥大橋や工業郡夜景見学バスツアー

などにも力を入れている。 

 

※説明に先立ち、室蘭市議会事務局長 がご挨拶 

 

[室蘭市出席者] 

 室蘭市：室蘭市港湾部港湾政策課 田村 仁課長 

 [調査概要〕 

（１） 室蘭港の概要 

  ・明治 5年に定期航路開設。平成 24年に開港 140年を迎えた。 

  ・室蘭は湾内に平坦地が少ないことから、埋立事業を展開。 

（840万㎡（行政面積の 1割）） 

  ・港湾区域面積:1,610ha 

  ・立地企業：エネルギー・製造（工業品）・リサイクル・造船等 14

企業が立地。 

  ・取扱貨物：取扱量は 2，000万トンで道内第 3位、石油製品、鉄鉱石

等の資材を輸入、加工品を輸出しており、工業港として機能を果た

している。主に新日鉄住金（844万トン:全体の 40％）・JXTGエネル

ギー（774万トン：全体の 39％）での輸出入が大半を占める。 

  ・崎守多目的国際ターミナル 

   韓国とのコンテナ航路定期便（週 1 便）あり。ガントリークレーン

を導入、昨年更新した。 

  ・浮体式防災施設（防災フロート） 

   災害時や緊急物資の輸送等に活用。平常時は係留施設として海上工

事の際の台船として活用。東京湾・大阪湾・伊勢湾に次ぐ 4 基目の

施設。東日本大震災の際にも大船渡市・相馬市へ出動し 3月～10月

に係留施設として活用された。 

  ・宮古―室蘭フェリー航路開設 
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   フェリー航路は平成 20年青森航路を最後に廃止されていたが、平成

30年 6月に宮古行きが川崎汽船により開設。貨物運送以外に旅客も

目的としており、当初の予定よりも伸びてきており、観光面でも期

待される。 

   ・大型客船の寄港 

    ・室蘭港においても、大型客船の寄港が増加。もともと中央ふ頭

で対応していたが、10 万トンを超える客船については、崎守埠頭に

着岸。 

    ・行政や民間企業・ボランティア団体と協力し、お金をかけずに

地元のおもてなしを行う。 

    ・H30 年度 7 隻入港予定。（冬季は入港できないため）今後は機

能を分けるとともに中国以外に北米等もターゲットにする。大型船

入港のための整備が課題。 

  ・みなとオアシス 

    ・平成 24年度、北海道で 6番目に登録。入江地区と祝津絵鞆地区

の 2地区を登録。 

    ・事務局:港湾局、構成は青年会議所ら地元NPO等 10 団体が参画。 

    ・既存の施設を活用し、現存するイベントを集客し拡張する。 

    [施設例：旧室蘭駅舎利用、白鳥大橋記念館を道の駅として利用] 

    [イベント例：ヨットレース・むろらん港まつり・スワンフェス等

従来のイベントを活かす。]→お金をかけずに既存のものを活用 

    [みなとオアシスＳｅａ級グルメによる推進] 

    ・ＰＲ活動：予算無し。客船期工事にのぼりやパネルを掲示。み

なとオアシスイベントマップを作成し、配布している。 

[質疑応答] 

① H30の港湾の事業予算が下がったわけは？ 

→H28・29 年度はガントリークレーンの建設予算があったため。港湾費は

歳出予算が一般会計：約 6 億円、企業会計：約 2 億円であるが、企業会計

は起債や土地造成の収支不足により 40億円足りない。一般会計も施設の維

持管理による費用が増えてきている。新しいものを作るのではなく、既存

のものを維持管理していく(長寿命化計画)ための費用が圧迫してきている。 

② 浮体式防災施設の費用は国庫負担か？ 

→国の負担を要望していたが、国直轄が認められず、市の補助事業で支出

した。本体で 10億円でうち 6割が国費であった。その後、国の方で広域的

（全国的）に使用できるとしてH22 に国に売却したため、現在は国有とな
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っている。 

③ 崎守埠頭着岸のクルーズ船の乗客は中心市街地から離れているが、着岸

後、どこに行くか？ 

→オプションのツアーに行く。高速道ICが近いため登別・洞爺湖・札幌方

面に行く。ただし、何度も来る場合は、個人でタクシーを利用して室蘭市

内を観光するため、地元のバス会社と連携して、シャトルバスを出して

1000円チケット(乗り放題)を発行するなどして対応しており、地元の商業

施設や観光施設を利用していただいている。 

④ シャトルバスやタクシー利用による交通渋滞等の現象はあるか？ 

→交通渋滞の問題はある。H28 に 16 万トンクラスの船が着岸して 4000 人

の乗客(100 台のバス)が来た時にどのようにさばくかが問題になった。10

万トン～13万トンの船はさばけるが、それ以上の規模になるとバスや受入

先などを検討すべき課題になっている。陸上のみならず洋上での乗り降り

も考えられるが、乗降の安全上の問題などもある。 

⑤ タクシー会社との連携について 

→毎年 2月に年間の計画がわかるので、事前に関係機関(土産物店・ボラン

ティア・付近のコンビニエンスストア等)向けに説明会や連携会議を開催し、

早めに情報提供して協力を仰いでいる。また旅行会社やバス会社が連携し、

半日で回れる市内観光ツアーを組んでいる。 

⑥ 歓迎イベントの際は市民なども楽しめるイベント等はあるか？ 

→出港の見送りの際のダンス・太鼓などのイベントなどを通じて、市民の

人も参加していただき、乗客だけでなく市民も入れるブースもある。 

⑦ ウォーターフロントによる集客施設について 

→現在、宿津絵鞆地区に、石炭の山があり、その近くに道の駅や水族館や

マリーナがある。今までは共存ができていなかったため、現在、港湾計画

の抜本的な見直しを行っている。現在港全体で貨物（物流）が減少してい

るため、フェリーの入港もできたので、今後は旅客(観光)に力を入れてク

ルーズの入港も対応できる岸壁を展開していく必要がある。 

⑧ ウォーターフロント事業について 

→現在はあまりしていない。企業誘致が進んでいない。港湾都市再生計画

についても、港湾利用者は岸壁や倉庫などは既存のものを使用したいとの

ことで、再開発は難しい。 

⑨ みなとオアシスについて(中心的なもの) 

→白鳥大橋記念館（H10 設置）：道の駅になっており、集客があり、観光

の目玉となっている。 

⑩ 港湾施設内にホテルはあるか？ 
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→港湾施設内にホテルは進出していない。条例等による制限があり建設可

能な場所が少ない。（室蘭はホテルが足らないと言われており、他の地域(室

蘭駅や東室蘭駅付近)でホテルが建設されている。）通常のところに比べて

用途制限がある。 

⑪ 港湾関係団体の有無について 

→北海道港湾協会、港湾振興会(事務局：商工会議所)等あり 

⑫ H29の実績について 

→5隻 ※キャンセルが多かった。また、H29、H30国内線は入港なし(以前

は国内船入港実績あり) 

⑬ 港湾会計が一般会計と企業会計に分かれている理由は 

→企業会計：主に収益を得られる施設の使用料(ガントリークレーン・倉庫

等)全て（修繕も含めて最初から企業会計でやりくりをする。） 

  

 【室蘭市行政視察の様子】 

 

※説明後、関連施設(旧室蘭駅舎、浮体式防災施設、祝津公園展望台、道の

駅「みたら室蘭」を現地視察 

 

 

 【室蘭市浮体防災施設】 
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 【室蘭市みなとオアシス】 


