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　苫小牧市は豊かな自然に囲まれたまちです。ラムサール条約登
録湿地「ウトナイ湖」のほか、市内には300カ所以上の公園があり、
四季を通して家族で楽しめるイベントも数多くあります。さらに、
文化施設や医療機関が充実しており、涼しい気温や少ない降雪で
過ごしやすい生活環境も魅力のひとつです。
　また、国際拠点港湾「苫小牧港」と国際空港「新千歳空港」の優れ
た交通アクセスを有し、北海道経済を牽引してきました。市内には
紙・パルプや自動車関連などのものづくり産業をはじめ、数多くの
企業が立地し、産業拠点都市として発展を続けております。
　この冊子は暮らしに役立つ情報や行政サービスの内容、市の施
設の紹介などを掲載しています。皆さまに広く活用していただけ
れば幸いです。

この冊子は、誰もが見やすいように
「ユニバーサルデザイン書体」を使用しています。

EVENT

苫小牧市長　岩倉　博文

※イベントの中止や開催時期・会場は変更になる場合があります。

情
報

目　次

市長へのＥメール
mayor@city.tomakomai.hokkaido.jp

◀とまこまい
　港まつり

とまこまい▶
スケートまつり　

1

2

4

6

8

15

16

18

19

20

21

23

25

26

29
UD書体

※内容は平成31年4月現在です。
　作成後に制度変更などにより内容が変わることがあります。

5月中旬 緑ケ丘公園まつり
（緑ケ丘公園金太郎の池）

7月下旬 苫小牧アートフェスティバル
（出光カルチャーパーク）

8月上旬 とまこまい港まつり
（中央公園・若草町）

9月中旬 紙フェスティバル
（グランドホテルニュー王子）

9月中旬 たるまえサンフェスティバル
（オートリゾート苫小牧アルテン）

10月中旬 苫小牧漁港ホッキまつり
（苫小牧西港漁港区）

10月下旬 東胆振物産まつり
（MEGAドン・キホーテ苫小牧店）

11月上旬 とまこまいコスプレフェスタ
（市内各所）

2月上旬 とまこまいスケートまつり
（中央公園・若草町）

イ ベ ント

氷 都 ～スケートのまち～

大 自 然

樽前山

緑ケ丘公園まつり

たるまえサンフェスティバル苫小牧漁港ホッキまつり

ウトナイ湖 樽前ガロー

公 　 園

緑ケ丘公園展望台

地元苫小牧を拠点に活動する「王子イーグルス」

キラキラ公園

出光カルチャーパーク

金太郎の池

とまこまい　   フォトギャラリー

アイスホッケーなどの氷上スポーツがさかんで、幅広い年齢層に
親しまれており、市内各所で楽しまれています。

紙フェスティバル

P24へ）（市内スポーツ施設…
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1毎日の暮らしに役立つ『広報とまこまい』は、毎月1日発行です ！
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 位　　 置

東経141度36分34秒
北緯42度37分53秒

北海道の中央部に広がる石狩低地帯の南に
あり、北緯42度37分53秒、東経141度36
分34秒に位置しています。

面積・地勢
東西39.9km、南北23.6km、561.57k㎡
の広さをもち、市街地の北西方向には、世
界でも珍しい熔岩円頂丘がある活火山の樽
前山やカルデラ湖の支笏湖があります。南
に太平洋、東には我が国初の野鳥の聖域
（サンクチュアリ）やラムサール条約登録湿
地に指定されたウトナイ湖を有する勇払原
野が広がる風光明媚なまちです。

気　　　候
積雪寒冷の北海道にあって、全般に温暖
で、冬期は降雪が少なく比較的晴れの日が
多い太平洋気候となっています。気温は真
夏でも25度を超すことが珍しく、真冬の
最低気温も氷点下15度以下になることは
まれです。また、年間を通じて風は平均
3m、平均雨量は1,200mm前後で、晩春
から初夏にかけて海霧がかかります。

八王子市（東京都）
昭和48年8月10日盟約

八王子千人同心が、江戸時代後期に勇払の
地に開拓の歩みをしるしたのをゆかりに、
「苫小牧100年」を記念し、姉妹都市の盟約
をしました。勇払には千人同心の墓が残さ
れている史跡公園があります。
東京都心から西へ40kmに位置し、甲州街
道（国道20号）の要衝にあり、古くから「織
物のまち」として発展してきました。
地形はおおむね盆地状で、北・西・南は海
抜200mから800mほどの丘陵地帯に囲ま
れ、東は関東平野に続いています。
現在は伝統工芸のほかに精密工業などが進
出し、多摩地区の中核都市として、また、
21の大学などを抱えた学園都市として発
展を続けています。

日光市（栃木県）
昭和57年4月16日盟約
平成18年10月1日再盟約

日光市は、本市開拓の祖である八王子千人
同心が東照宮の「火の番」を務めたという歴

「とまこまい」の語源
矢代町付近にはかつて帯状の沼（アイヌ語
で「ト」）があり、ここから細流が苫小牧川
（アイヌ語でマコマイ「山奥に入って行く
川」）に注いでいました。この沼一帯を「ト
マコマイ（沼のあるマコマイ）」と呼び、こ
れが現在の苫小牧になりました。

徽章・市旗

本市の徽章は昭和24年8月22日に制定さ
れ、市旗は昭和43年7月26日に定められ
ました。
徽章は、苫小牧を片仮名のトマコマイとし
て「ト」と「マ」を周囲にとり、「コマ」は全体
を通じて独楽（こま）を図案化し、「ト」の字
を「イ」とも読ませ、市名に通じさせていま
す。
市旗は紺色の地に徽章を赤で組み込み、徽
章の周囲は白色で縁取りされています。紺
色は大洋を赤色は躍進への不屈のエネル
ギー、白色は平和と清純を表しています。

史的背景と、アイスホッケーを中心とした
スポーツ交流も盛んであったことが縁で、
姉妹都市の盟約をしました。平成18年3月
20日に2市2町1村の合併が行われたため、
再盟約をしました。八王子市とも姉妹都市
提携をしており、本市を含めた三姉妹都市
の形成は全国でも珍しいものです。
栃木県の北西部に位置し、北は福島県、西
は群馬県に接し、地形は標高200m程度の
平坦地域（市街地）から2,000mを超す山岳
地域まで大きな起伏があります。東照宮な
どの二社一寺が世界遺産に登録されている
ほか、豊かな自然環境と豊富な温泉に恵ま
れているため、国際観光都市として多くの
観光客が訪れています。

ネーピア市
（ニュージーランド）
昭和55年4月22日盟約

昭和46年（1971年）にネーピア市のウィリ
ナキに王子製紙、山陽国策（現日本製紙）と
現地木材会社との合併会社が設立され、紙
パルプを苫小牧に輸入するために苫小牧→←
ネーピアの両港間にパルプ運搬船が就航。

八王子千人同心
八王子千人同心は、寛政
12年（1800年）に武州八
王子から北辺の警備と北
海道開拓のために未開の
勇払原野に移住し鍬を振
るいました。このことが
本市開拓の第一歩となり
ましたが、厳しい気候条
件などで不毛の原野の開
拓は思うようにまかせず、
多くの犠牲者を出し、入
植4年目に開墾地を放棄しています。しか
し、先人たちのこのような筆舌に尽くし難
い苦労が、200年以上を経た今日の苫小牧
の礎となっています。千人同心を勇払原野
開拓の先駆者として永久に顕彰するため
に、昭和48年八王子千人同心像を市民会
館前庭に建立しました。

これが縁で昭和53年（1978年）に姉妹港締
結をし、昭和55年（1980年）には姉妹都市
の盟約をしました。
ニュージーランド北島の東海岸に位置し、
年中温暖な気候は良質なブドウを育み、ワ
イン産地として有名。また毎年2月に開催
されるアールデコ祭には内外から多くの観
光客が訪れています。

秦皇島市（中国）
平成10年9月1日盟約

昭和60年（1985年）5月、苫小牧港と秦皇
島港が友好港締結。両港間の交流を通して
人的交流が盛んとなり、苫小牧市制施行
50周年を記念し、国際友好都市の盟約を
しました。
中国の北東部沿岸に位置する都市で、南は
渤海、北は燕山山脈、西は北京や天津と接
しています。
経済面でめざましい発展を見せているほか、
万里の長城の最東端である老龍頭や北京か
ら最も近い海浜リゾートの北戴河を有する
など、中国有数の観光地としても有名です。

姉妹都市と友好都市

苫小牧市のあらまし

苫小牧という名称は
1874年（明治7年）に決
まりました。
その前は1年間だけ苫
細という名前が付けら
れていました。
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