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常滑市議会 経済建設委員会 視察報告

１ 日 程

令和 4年 10 月 31 日（月）～11 月 1 日（火）

２ 視察先及び調査項目

（１）北海道登別市

空き家対策について

（２）北海道登別市

外国人観光客誘致について

（３）北海道室蘭市

コンパクトシティについて

３ 参加者

委 員 長 中村 崇春 副委員長 坂本 直幸

委 員 伊藤 直、伊藤 史郎、加藤 久豊、加藤 代史子（副議長）

（随 行） 瀬木 健太

４ 視察内容

（１）北海道 登別市 「空き家対策について」

平成 21 年度から老朽化した危険家屋（老朽危険家屋等）の対策を開始した。具体的

な施策は、町内会等の協力により老朽危険家屋等の把握、所有者への改善を促す通知、

登別市老朽危険家屋等対策会議の設置である。その後、平成 28 年度に登別市空家等対

策計画を策定、登別市空家等対策審議会条例を制定し、空家等の発生抑制、適切な管理、

利活用に関し、総合的かつ計画的な推進に取り組んだ。しかしながら、人口減少や建物

の老朽化の進行などにより不適切管理の空家等が増加されることが予想された。そこで

令和４年３月に登別市空家等対策計画を改定し、空家等対策の更なる推進を図ることと
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した。

空家等に関する３つの課題（空家等の増加、空家等の発生要因、空家等の利活用）に

対し、①「発生抑制」対策、②「適切な管理」対策、③「利活用」対策を基本方針とし

施策を行った。

①「発生抑制」対策では、所有者や市民等への意識醸成や相続手続きなどの周知・啓

発、相談窓口等の明確化を行い、放置された空き家の問題や相続登記の重要性などを周

知し、改善に務めた。

②「適切な管理」に向けた対策では、登別市空家等対策事業補助金（最大 100 万円）

による支援や「空家状況確認サービス」による支援などを行い、空家等がもたらす問題

の解決に務めた。

③「利活用・跡地利用」対策では、子育て世代への空い家リフォーム補助金による支

援や「登別市空き家ナビ」などへの登録を促進し、空家等の利活用、かつ若年世代の増

加に務めた。

また、特定空家等への対応では、法に基づく必要な措置の実施や所有者支援として除

却費用の一部の補助（上限 50 万円）、関係団体と連携し財産管理人制度の活用などを

行った。

また、市民や地域等との協同・連携を図り総合的な対策への取組を推進している。

各主体の役割は次の通り。所有者等の役割は、適切な管理、将来的な管理や利活用等

の検討。市の役割は、相談窓口の明確化、情報の一元管理、空家等に関する情報提供な

ど。市民・地域の役割は、空家等の情報提供など。各団体等の役割は、各団体等の専門

性を活かした相談対応や情報提供などである。

一つの施策で空家等の対策が成果を出すのではなく、複数の施策を積極的に実施して

成果を出している。
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（ア）個人の所感

（中村崇春委員）

昭和 58 年の人口ピーク時から約１万 2,000 人減少し４万 6,919 人となったが、単身

世帯の増加で世帯数が約 5,000 世帯増加している。その中でも高齢単身世帯は微増傾向

にある。しかし、子供世帯との同居や施設での生活により空き家が増えており、本市よ

りも深刻な状態である。気になった対策として、空き家対策では、登別市空家等対策事

業補助金、子育て世代への空き家リフォーム補助金があった。特定空家等への対策では、

財産管理人制度の活用があった。どの対策も一定の効果はあった。起死回生とはなって

いないが様々な対策を講じることで効果を積み重ねることは可能であることを学んだ。

（坂本直幸委員）

登別市の空き家対策の動き。

平成 21 年度 老朽化した危険空き家（老朽危険空き家）への対策を開始。町内会等

協力のもと老朽危険空家等の把握・所有者への改善を促す通知等・登別市老朽危険空家

等対策会議の設置。

平成 28 年度 登別市空家等対策計画策定（期間 平成 29 年度～令和３年度）。登別

市空家等対策審議会条例制定（平成 29 年４月１日施行）。空家等の発生抑制、適切な

管理、利活用に関し総合的かつ計画的な推進に取り組む。

令和４年３月 登別市空家等対策計画を改定。空家等対策の更なる推進を図る。

空家等対策具体的対策①（発生抑制対策）

所有者等及び市民への意識醸成、相続手続き等の周知・啓発、相談窓口の明確化。

空家等対策具体的対策②（適切な管理に向けた対策）

所有者等の管理者意識の醸成、情報提供や補助制度による支援（登別市空家等対策事

業補助金（最大 100 万円）による支援、遠方に居住する所有者等への支援（空家状況確

認サービス）による支援、相談窓口の明確化。
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空家等対策具体的対策③（利活用・跡地利用対策）

空家等の需要と供給のマッチング（子育て世代への空き家リホーム補助金による支

援）、登別空き家ナビ等の活用（登別市空家への登録を促進）、各種制度の周知等。

特定空家等の対応

特定空家等の認定（判断基準により市職員が調査を行い、審議会から意見を聴取し認

定。）

法に基づく必要な措置の実施（法に基づき助言・指導、勧告、命令と段階的な実施。

命令に応じない場合は行政代執行等による解消を検討。勧告、命令、行政代執行は所有

者に与える影響が大きいことから、緊急性や公益性等について審議会から意見聴取のう

え実施の可否を慎重に判断）

所有者等への支援（市民の安全・安心な生活環境を確保し、所有者の自発的な除却を

促進するため、除却費用の一部を補助。上限 50 万円）

財産管理人制度の活用（相続放棄などにより所有者が存在しない特定空家等は必要に

応じ、関係団体と連携し財産管理人制度を活用）

（加藤代史子委員）

空き家対策として、居住中の段階から空家等の維持管理の負担や放置された空き家が

もたらす問題について認識してもらえるようパンフレットやホームページによる周知・

啓発を実施。また相続手続きに関する案内文書を死亡届に合わせて配布。相続登記の重

要性について周知・啓発。相談窓口を担当課に設置。相談内容に応じ、そこから関係部

署や団体に案内する。子育て世帯への空き家リフォーム補助金として、18 歳以下の子

どもがいる家庭には、子ども１人 10 万円の上乗せをし、移住を推進している。

特定空き家は令和４年 10 月 21 日までに 17 件の空家等を特定空家等と認定し、これ

までに８件が除却により解消されている。
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（伊藤直委員）

・空家等対策事業補助金（空き家ナビ補助制度）

・空き家ナビ除却補助 （最大補助額：80 万円）

・空き家ナビリフォーム補助 （最大補助額 100 万円）

これらの補助金により、空き家の利活用、人口増加につながる。

（伊藤史郎委員）

登別市は、市の人口は昭和 58 年の約５万 9,000 人をピークに令和２年の時点では人

口は約４万 7,000 人とピーク時から 1万２千人もの減少を迎えている。

それに伴う、単身世帯と 65 歳以上の高齢単身世帯数は着実に増加してきており、将

来さらに空き家が増加する要因を持ち合わせていた。

また、地区ごとによる空き家の深刻度も違い「幌別」、「鷲別区」など特定の地区に

集中していることも、興味深かった。人口減少に伴い、空き家は平成 28 年から令和２

年までの５年間 60％も増加していた。

このような現状であるが、登別市は、空き家に対して、積極的に取り組んでおり、

「発生の抑制」「適切な管理」「利活用」の大きな３つの取組を基軸に、発生の抑制で

は、市のホームページやパンフレットを通じて相談窓口の案内を行い、放置された空き

家がもたらす問題について周知を行ったり、適切な管理として登別市空家等対策事業補

助金として最大 100 万円の支援を行うなど積極的な取組を行っている。また、子育て世

代への空き家リフォームに対する補助金を行うことにより、空き家やその跡地の利用を

利用し移住を推進するなど、住民増加の対応も併せて行うなど、多数の政策で空き家問

題に積極的に取り組んでいることがうかがえた。

（加藤久豊委員）

登別市では空き家対策に関し、職員が目視で確認する業務など新たな視点を学ぶこと

ができた。特に子育て世帯への空き家を利活用した施策は、費用面でも優遇されている
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ことが理解できた。全国的にこの空き家対策は行政の課題であるが、所有者が不明の物

件など同じ悩みを抱えていると感じた。

（イ）常滑市への反映

（中村崇春委員）

全国の自治体では、所有権譲渡ができていない所有者不在の不動産が多く存在し、本

市も例外ではないと考える。市の支援により買い手が容易に申請して財産管理人制度を

活用できれば、空き家の減少や利活用に大いに役立つと考える。また、空き家リフォー

ム補助金については空き家減少だけでなく、人口増加にも寄与し、減少傾向の地区には

効果的な対策と思われる。他の自治体が多く実施している事業だけでなく、先進的な事

例を参考にし、住むだけでなく働くことにも魅力的な地域、自治体となれば、空き家対

策も人口増加にも繋がるであろうと思う。様々な事業を積極的に企画し実施してもらい

たい。

（坂本直幸委員）

本市も高齢化が進み、特に北部・南部地区では空き家が年々増加傾向にあることから、

行政は更なる空き家対策が求められる。市民の安全・安心な生活環境を確保するために、

法に基づいた積極的な空き家対策に取り組む必要性がある。

（加藤代史子委員）

子育て世帯への上乗せ補助金はとても有効ではないかと思う。特に空き家をリフォー

ムして住んで定住していただくのはとてもいい施策だと思った。

相談窓口も明確にし、そこから関係部署に繋げるサービスもいいと思った。

（伊藤直委員）

除却補助金は常滑市でもあると思うが金額面が低いし、条件も厳しい。

（伊藤史郎委員）

子育て世代への空き家リフォーム補助金、空き家やその跡地の利用を利用し移住推進



7

などは本市でも大変参考になり、導入の検討をすべきではないかと感じた。

（加藤久豊委員）

空き家ナビへの登録制や除却に伴う補助金額など常滑市でもより一層取り組める施策

を学ぶことができた。引き続き、空き家の利活用を含んだ施策を推進していきたい。

（２）北海道 登別市 「外国人観光客誘致について」

安政５年（1858 年）に始まったと言われている登別温泉は、登別市最大の観光資源

で、年間約 400 万人の観光客が訪れる北海道を代表する観光地で、近年では国内だけで

なく、海外からの観光客も多く訪れている。

登別市は、市単独だけではなく、近隣市町村等と連携を図り、広域での誘客活動に取

り組んでいる。内容は以下の通り。

①登別市・白老町観光連絡協議会は平成 14 年に登別市と白老町が多様な観光地づく

りを推進することを目的に設立。

②北海道登別洞爺広域観光圏協議会は平成 21 年に西胆振の３市４町が集まり、国内

外からの観光旅行客の来訪及び滞在を促進することを目的に設立。

③北海道新幹線×nittan 地域戦略会議は平成 25 年 10 月に４市 14 町の団体が集まり、

北海道新幹線の開業効果を最大限に享受することを目的に設立。

④北海道ドラマティックロード推進協議会は平成 30 年４月に函館市・登別市・札幌

市の３市が基軸となった周遊ルートの構築を図るため設立。

国内観光客誘致の取組は、①登別市・白老町観光連絡協議会で「泊食分離」を基本と

した民族共生象徴空間ＰＲ事業で域内イベント出店及びアンケート調査や、道内プロ

モーションで道内特別誘致活動など。②北海道登別洞爺広域観光圏協議会では国内旅行

プロモーションで北海道観光プロモーションや関西・首都圏・九州教育旅行誘致事業、

教育旅行キャラバンなど。③北海道新幹線×ｎｉｔｔａｎ地域戦略会議では道内プロ



8

モーションでご当地キャラふれんどフェスティバルｉｎとまこまいや函館グルメサーカ

スなどや、道外プロモーションでみなみ北海道・北東北食旅フェスタｉｎ仙台や国立ア

イヌ民族博物館ポップアップイベントを実施。④北海道ドラマティックロード推進協議

会では道外プロモーションで道外版じゃらんやレンタカーキャンペーンを実施。

外国人観光客誘致の取組は、①登別市は多言語パンフレットの作成や台湾プロモー

ションを実施。②北海道登別洞爺広域観光圏協議会では多言語パンフレットの作成やマ

レーシア・タイ・フィリピンのプロモーション、ツーリズムＥⅩＰＯジャパンなどを実

施。③登別市・白老町観光連絡協議会で北海道登別洞爺広域観光圏協議会と連携してタ

イポプロモーションを実施。ターゲットを絞り、客単価の高い観光客にどのように来て

もらうかを課題に事業を実施した。

成果については、平成 29 年度に外国人宿泊延客延数で過去最高の 51 万人になるなど、

効果があったと考えている。

観光資源、拠点等の整備については、観光資源の整備として遊歩道の整備等や新たな

観光スポットの整備を実施。外国人観光客受入環境整備については、観光庁の事業に選

定されたことによる事業は訪日外国人観光客受入戦略拠点整備事業などを、市事業とし

て手ぶら観光実証事業などを実施した。

その他の観光客誘致の取組については、登別フィルムコミッション連絡協議会やま

ち・ひと・しごと創成総合戦略、アイヌ政策推進交付金を活用した取組などを実施した。

新型コロナウイルス感染症の拡大により観光客減少の影響を受け、温泉施設利用クー

ポン券発行事業や受入環境の整備を行っている。

新型コロナウイルス感染症収束後に向けて、外国人旅行者の回復やニーズの変化への

対応が必要で、温泉を活かした観光施策を計画、実施している。内容は、①湯之国登別

クーポン発行事業補助金②登別温泉グリーントランスフォーメーション推進事業③企業

研修型ワーケーション構築事業である。
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（ア）個人の所感

（中村崇春委員）

担当職員の現状把握が大変優秀で、市の強みをしっかりと理解しており、さらなる成

長が見込めると感じた。また、広域連携で役割分担をして観光客誘致を進めており、本

市においても参考になると感じた。今後の課題として北海道新幹線の整備による観光客

の減少がある。予定経路を外れており、かなりの危機感を持っていた。また、観光事業

者の力が強いことで長所も短所もあるようだが、巡り回って温泉が最も強い観光コンテ

ンツと判断し、その強みを最大限生かすように行政が進めており、今後も観光地として

のブランドは維持できると感じた。

（坂本直幸委員）

登別市は支笏洞爺国立公園の中核に位置し、登別温泉や登別カルルス温泉を抱える北

海道有数の温泉観光地である。観光資源は「温泉」であり国内外から年間約 400 万人の

観光客が訪れる、近年では国内だけではなく、海外からの観光客も多く訪れている。観

光客誘致策として広域組織を設立し市単独ではなく、近隣市町村と連携を図り、広域で

の誘致活動に取り組んでいる。その他に①登別市・白老町観光連絡協議会②北海道登別

洞爺広域観光圏協議会③北海道新幹線×ｎｉｔｔａｎ地域戦略会議④北海道ドラマ

ティックロード協議会を設置し観光客誘致の成果を上げている。

登別市、登別国際観光コンベンション協会、広域組織で外国人観光客誘致の取組みと

して、多言語パンフレットの作成（英語・中国語・韓国語・タイ語）や海外プロモー

ション（マレーシア・タイ・フィリピン）で観光ＰＲを実施。

観光資源、拠点等の整備として、遊歩道の整備・新たな観光スポットの整備・外国人

観光客受入環境整備に取り組んでいる。
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（加藤代史子委員）

平成 21 年に西胆振の３市４町が集まり、北海道登別洞爺広域圏協議会を立ち上げ、

広域での観光圏として、観光の魅力増進を図り、国内外からの観光客誘致を行っている。

またアドベンチャーツーリズムやウオーキングコース見直しなどを行いアウトドアの魅

力を武器に新たな観光の開拓により、幅広いニーズの掘り起こしをおこなっている。イ

ンバウンドも国内旅行も旅行の小型化が顕著であり、それにあわせていく必要がある。

平成 30 年には北海道新幹線が開通し、観光の流動の拡大も見られている。観光の足

まわりも重要だが、タクシーが弱いのが現状である。単価の高い客層はタ クシー貸し

切りでの観光を望む声も多く課題である。

（伊藤直委員）

市単独ではなく、近隣市町村との連携を図り、広域での誘客活動に取り組んでいる。

・登別市・白老町観光連絡協議会

・北海道登別洞爺広域観光圏協議会

・北海道新幹線×ｎｉｔｔａｎ地域戦略会議

・北海道ドラマティックロード推進協議会

海外観光客向けには多言語パンフレットの作成及び、様々なＰＲ活動を行っている。

今後は新型コロナウイルス感染症により減少した海外からの観光客の回復が重要。

（伊藤史郎委員）

登別市は市単独で観光に取り組むのではなく、近隣市町との連携をとって観光対策に

あたっており平成 21 年には北海道登別洞爺広域観光圏協議会を設立し、３市４町に合

同による国内外から観光客の誘致を進めている。

平成 30 年には北海道新幹線が開通したことにより函館市、登別市、札幌市の３市を

基軸とした周遊ルートの構築を図るために、北海道ドラマティックロード推進協議会を

設立され、その他にも、海外プロモーションや多言語パンフレットの作成など、国内国
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外ともにアクティブに啓発を行っている。

（加藤久豊委員）

登別市では、様々な観光施策が行われていたが、入込数に関しては民間の観光ホテル

などの知名度が高く、個店の魅力により観光客の増加につながっていると感じた。そう

した背景もあり、温泉地だけでなく、観光名所も多くあり、ますますの観光客増加を感

じた。

（イ）常滑市への反映

（中村崇春委員）

新しい観光戦略プランが策定されたばかりの本市にとって、登別市の取組は大いに参

考になった。①広域連携で協議会を立ち上げ、役割分担を明確にして観光客誘致を進め

る。②市内事業者の越境ＥＣサイトを立ち上げに支援する。なぜなら、コロナ収束後に

外国人観光客が戻ってくることを想定し、ＥＣサイトを立ち上げておく必要はあるかと

思う。③本市の利点を生かし、ターゲットを明確にする。国際空港が目の前に存在する

こともあり、どのような客層も獲得できる。観光事業者と協議し、進めると良いのでは

ないか。本市の置かれた立場を鑑みると、可能性は大きいと確信している。

（坂本直幸委員）

本市は中部国際空港があることから、訪日外国人旅行者の観光資源に関する調査の実

施、外国人観光客誘致受入環境整備に取り組むことにより外国人観光客を誘致する。

近隣市町村と連携を図り積極的な観光客誘致に努める。

（加藤代史子委員）

観光の規模は異なるが、やはり観光には広域での協力が欠かせない。本市でも広域圏

での観光協定があるが、上手く観光増につながっているのか。今後は広域圏での観光も

大切にし、観光客の小型化に本市も対応していく必要がある。観光の足にコミュニティ

バスをおおいに利用していただきたいが、観光とバスをしっかり繋げていく必要もある
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と思う。またタクシーにも協力していただき、タクシーで回る観光もいいのではないか。

（本市も実施しているのは理解しているが、今後インバウンドに向けた拡大も必要では）

（伊藤直委員）

登別には温泉という、観光の目玉があるが、それでも市単独ではなく広域での誘客に

取り組んでいる。常滑市でもそういった近隣市町村との連携が必要であると思う。

（伊藤史郎委員）

登別市では、今ある観光資源などあるものを最大限利用し、観光客への誘致につなげ

ており、常滑市も登別市を見習い、中部国際空港がある強みを生かした、観光戦略を行

う必要があると感じた。

（加藤久豊委員）

観光客の宿泊を伴う消費額は市域に大きな経済効果を生み出していることから、常滑

市においても宿泊を伴うプランの醸成と個店の魅力づくりが肝要に思う。特に観光に関

しては個店が人呼び込むことから、個店の魅力アップを今回の視察で学んだことを参考

に取り組んでいきたい。
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（３）北海道 室蘭市 「コンパクトシティについて」

昭和 45 年（1970 年）に 16 万人を超える人口ピークを迎えた室蘭市は、令和２年

（2020 年）の国勢調査では８万 2,000 人余りの人口となり、令和４年（2022 年）は約

７万 8,000 人となった。産業の空洞化や空家等の増加が問題となってきたが、産業振興

では環境・エネルギー産業の推進や新産業の創出を目指して、ゼロカーボンシティ宣言

などに取り組んでいる。都市計画では平成 31 年３月策定の「室蘭市立地適正化計画」、

令和２年３月策定の「室蘭市都市計画マスタープラン」、平成 31 年３月策定の「室蘭

市地域公共交通網形成計画」に基づき、コンパクト・プラス・ネットワークによる持続

可能なまちを目指している。具体的な取組は、都市計画変更などによる拠点への機能誘

導でコンパクト化を目指していて、デマンド交通の実証実験や室蘭駅周辺地区都市再生

整備計画事業を実施している。

室蘭駅周辺地区都市再生整備計画事業は、ＪＲ室蘭駅とＪＲ東室蘭駅が都市機能誘導

区域の２拠点であるところ、ＪＲ室蘭駅では道外・市外・市内の広域交流の促進、商店

街の魅力向上等による地域活性化、回遊性や総合プロデュース力向上の取組により相乗

効果を創出する、という取組により賑わいの再生を目指していて、総額で 85 億円弱の

プロフェクトとなっている。これらは国の社会資本整備総合交付金 都市再生整備計画

事業の対象となっている。

地方再生コンパクトシティのモデル都市として、平成 30 年３月に国土交通省から選

定された。選定の利点は国費の重点配分で、特徴的な取組の一つは、立地適正化計画に

より全市的に居住地のコンパクト化を推進し従来の３割程度に設定したことである。ま

た、他の取組として、公共施設の集約で図書館と環境科学館を合築して公共施設床面積

の総量を抑制した。それ以外にも、エリア内の回遊性向上に向けた取組として、旧室蘭

駅舎と隣接する公園の一体整備や案内板の整備がある。商店街の活性化に向けた取組と

して、「まちプロ室蘭」というまちづくりの担い手発掘・遊休不動産活用・創業支援を
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実施した。その一つに、まちなかのオープンスペースを活用した賑わいづくりの実証実

験がある。これはトークイベントで出されたアイディアをもとにポテンシャルの確認と

市民活動のきっかけを目的に実施し、行政は場所と設備の提供と人つなぎを担った。企

画段階から市民有志主体で進めており、令和３年７月にお披露目会を行った。以降、９

か月で 80 を超えるイベントを実施し、賑わいの創出に寄与した。

事業の効果として、エリア内の空き店舗活用件数が増加し、平成 26 年から 28 年まで

の１件から平成 30 年から令和２年までの８件となった。また、公共施設利用者の増加

や賃貸アパートの建設があった。市民活動ではオープンスペース活用の市民有志が継続

的な活動を開始した。

今後の課題は、賑わいを持続的なものとするために官民連携体制の確立が必要なこと

である。民間主導のまちづくり・にぎわいづくりの動きに対し、できる限り行政がサ

ポートする体制の確立が必要である。

（ア）個人の所感

（中村崇春委員）

昭和 45 年の約 16 万人から、令和４年度は半分以下の８万人を下回ったが、コンパク

ト・プラス・ネットワークによる持続可能なまちを目指して室蘭駅周辺地区都市再生整

備計画事業が社会資本整備総合交付金を受け、実施された。また、地方再生コンパクト

シティのモデル都市と選定されたことにより交付金受領額は限度額の 99.9％となった。

具体的には、デマンド交通の実証実験や公共施設の更新、空き店舗活用促進など、ハー

ド事業とソフト事業の両面で事業を実施している。人口減少を止めることは難しいが、

減少スピードを抑制することはできているのではないかと思われる。また、特徴的な取

組の一つとして、まちづくりの「担い手」発掘などを目的とした「まちプロ室蘭」があ

る。様々な職種と年代の市民有志が集まり、市民主体でにぎわいづくりのイベントを企

画、実行した。この取組は本市でも実施されている地区もあるが、室蘭市では行政も協
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力・支援しており、官民一体となってまちづくりを行っている。今後の課題として、持

続的なにぎわいとするための官民連携体制の確立を上げているが、官民双方が当事者感

覚を持っての行動であるため、成功の確率は高いと感じた。

（坂本直幸委員）

室蘭市まちづくりの取組

室蘭市都市計画マスタープラン（令和２年３月改定）に基づき、コンパクト・プラ

ス・ネットワークによる持続可能なまちを目指す。具体的な取組として、都市計画変更

などによる拠点への機能誘導でコンパクト化を目指す。拠点間を結ぶ交通を維持するた

めの、幹線・支線交通の再構築向けた取組として、デマンド交通の実証実験を実施。ま

た、室蘭駅周辺地区都市再生整備計画事業に取り組む。

地方再生コンパクトシティのモデル都市。モデル都市とは都市のコンパクト化と地域

の稼ぐ力の向上に、ソフト・ハードと両面から取り組む都市。特徴的な取組として①公

共施設の集約②エリア内の回遊性の向上に向けた取組③商店街の活性に向けた取組。

事業実施の効果①エリア内の空き店舗活用の件数が増加②公共施設の利用者数が増加

③エリア内に土地活用の動き、空き地に賃貸アパートが建設された④自発的ににぎわい

に動き出せる人材を発見。オープンスペース活用の市民有志が継続的な活動を開始。

室蘭市では、公共施設が集合する室蘭駅周辺と、多数の人口が居住する東室蘭駅周辺

を都市機能誘導区域としている。

（加藤代史子委員）

室蘭市は 2022 年、開港 150 年、市政施行 100 年の大きな節目を迎えた。

コンパクト・プラス・ネットワークによる持続可能なまちを目指している。

具体的には都市計画変更などによる拠点への機能誘導でコンパクト化を目指す。

拠点間を結ぶ交通を維持するためデマンド交通の実証実験を実施。

地方再生コンパクトシティのモデル都市となる。
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室蘭駅周辺地区都市再生整備計画事業を実施、えみらん建設（図書館と環境科学館の

合築）アリーナ建設で 99．9％の限度額の交付金を受領。

エリア内の回遊性の向上に向け取組を行う。

商店街の活性化にむけ、まちづくりの「担い手」発掘、遊休不動産活用、創業支援

（まちプロ室蘭）などトークイベントも開催した。職員自ら街歩きをして、使えそうな

空き店舗をリストアップ、ＳＮＳなどを通じて、活動を広報した。空き店舗に雑貨店が

開業した。

（伊藤直委員）

人口は、1975 年に 15.9 万人であったが現在、８万人を割り深刻な問題である。

室蘭市の抱える課題を踏まえ、コンパクトで持続可能なまちの実現に向けて立て直す

こととし、先行して平成 31 年３月に 「室蘭市立地適正化計画」を策定した。計画期間

を約 20 年とし、５年毎に検証し見直しを行う。

地方再生コンパクトシティのモデル都市（平成 30 年３月）

・図書館と環境科学館を合築して公共施設床面積の総量を抑制

・旧室蘭駅舎（道内最古の木造駅舎）と隣接する公園を一体的に整備

・エリア内の回遊性の向上に向けた取組⇒散策路として歩いてもらう仕掛けとして、案

内板を整備

・商店街の活性化に向けた取組

・室蘭のまちなかを総合的にプロデュース（トークイベントの開催）

・まちなかの空き店舗活用支援

・まちなかのオープンスペースを活用した、にぎわいづくりの実証実験

（伊藤史郎委員）

室蘭市の、人口は 1970 年の 16 万 2,059 人がピークであり、その後は減少傾向にあり、

高齢化率も年々上がり続けている。
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しかし、室蘭市はコンパクト・プラス・ネットワークによる持続可能なまちを目指し、

都市計画変更などによる拠点への機能誘導を行い、コンパクト化を進めていた。具体的

な取組としては、無料のタクシーなどデマンド交通の実証実験など実施していた。

また、室蘭駅周辺地区都市再生整備計画事業では、地区のポテンシャルを最大限利用

し、商店街の魅力向上等による地域の活性化や回遊性・総合プロデュース力の向上の取

組により相乗効果を創出するなど、交流人口の拡大や地域の稼ぐ力の向上につなげるな

どの政策を行っていた。

事業内容としてフェリーの就航促進事業や総合アリーナ整備事業などを行い、科学館

と図書館が合わさった「えみらん」やアリーナの建設費を国費の限度額の 99.9％であ

る 26 億 7,590 万円を受領したことも興味深かった。

それだけでなく、地域再生のコンパクトシティのモデル都市としてエリア内の回遊性

の向上に向けた取組を行っており、旧室蘭駅舎と隣接している公園を一体的に整備した

り、商店街の活性化に向け、参加者が自由に語り合えるトークイベントを開催したり、

まちなかのオープンスペースを活用し、企画段階から市民の有志により活動をおこない、

キッチンカーでの販売や書道教室の開催など９か月間に 80 ものイベントを開催し成功

させたのは、非常にユニークな活動であると感じた。

（加藤久豊委員）

全盛期に比べ人口減少により半減した室蘭市において、市の中心地を概ね２つに絞り、

コンパクトシティの取組施策は、一定の理解ができた。国の補助金を最大限活用した方

針を打ち出し、公共施設の複合化など進めていた。同じ市域内でも過疎化する地域と人

口が集中する地域があり、こうした思い切った方針を打ち出し推進していることは人口

減少時代に中、取り組むべき施策だと思う。とても参考になる内容であった。

（イ）常滑市への反映

（中村崇春委員）
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本市において、市全体では人口減少はあまり目立っていないが、地区によっては人口

減少と空き家増加が大きな課題となっている。室蘭市の取組で、官民連携によるまちづ

くり、にぎわいづくりが大いに参考になると感じた。この取組は、にぎわいづくりだけ

でなく、新興住宅地と旧市街地のそれぞれの住民が一体感を持つためにも大いに役立つ

と思われる。まずは市民主導で協議、企画、実行を目指し、行政が協力や支援をする室

蘭市と同様の体制で導入を検討してはどうだろうか。本市では祭礼や盆踊りなどが地域

の連帯感醸成に寄与しているが、新参者が地域に溶け込むためにも、彼らも主体となる

事業を調査研究し、事業実施を目指してほしい。

また、本市ではコミュニティバス・グルーンが開始されたばかりだが、バス路線を補

完する意味においてもデマンド交通は検討し、将来事業化をしてもらいたい。需要は今

後、増加していくと考える。

（坂本直幸委員）

コンパクトシティの取組にあたっては、市民の誰一人取り残さない対策の必要性と公

共施設の集約化。モデル都市である室蘭市等の取り組みについて情報収集する必要性が

ある。

（加藤代史子委員）

職員も頑張っているが、市民を巻き込み、担い手を発掘しサポートし、見事先駆的お

店までオープンしたのはとても良かった。やはり、市民を巻き込み、トークイベント等

を通して、市民の意識を醸成するのがとても大切だと思った。それには職員も一緒に働

く何時用があるし、意識を変えていくのは、時間もかかると思うが、常滑市の魅力を市

民自身が知らないのが現状であり、まず、市民の中（市民でなくても、常滑愛の人）に

担い手を発掘し育てることは重要だと思った。急激な人口減少時代を迎える今、コンパ

クトシティはこれからとても必要であると思う。

そのための意識づくりがカギをにぎるのではないか。
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（伊藤直委員）

室蘭市で行っている「町中のオープンスペースを活用した、にぎわいづくり」は、ま

ちの活性化には有効な手段だと思う。常滑市でもやってみると面白いと思う。

（伊藤史郎委員）

室蘭駅周辺地区都市再生整備計画事業の交流人口の拡大や地域の稼ぐ力の向上につな

げる政策や地域再生のコンパクトシティのモデル都市としてエリア内の回遊性の向上に

向けた取組は市民協同で進めており、本市にも導入すべきではないかと感じた。

（加藤久豊委員）

常滑市においても、南北の地域の過疎化や中央での人口集中など顕著に表れている。

国の施策など参考になる事例も参考にしながら、都市計画マスタープランに沿い、特色

のある地域づくりを推進していきたい。


