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まちづくりの基本的な考え方 

まちづくりに関する情報の共有 

 

市民、市議会、市が相互の役割と責務を理解し合い、ともに手をたずさえて豊かな地域

社会を築いていくためには、それぞれが持つ情報を互いに共有し、共通した認識でまち

づくりを進めていくことが必要です。 

市はまちづくりに関して保有する情報について、適切な時期に市民にわかりやすく提

供するとともに、市民の知る権利を保障するため、市の保有する情報は原則公開してい

きます。 

また、市の保有する情報は、市全体の財産と位置づけ大切に保管し、個人のプライバシ

ーに関する個人情報については、厳重に管理していきます。 

 

現状と課題 

行政が行っている取組等を市民に知っていただくため、広報紙やホームページ、ＦＭ

ラジオなどを活用して、市民にとって必要で分かりやすい情報発信に努めていますが、

市民アンケート調査の結果を見ると、市からの情報発信が足りないという意見が多く、

市民に十分に伝わっているとは言えない状況にあります。 

そのため、今後は新たな広報媒体の活用を検討するとともに、より市民にとって分か

りやすく関心の持っていただける情報発信に努める必要があります。 

公文書の情報公開は、文書の不存在等を除いて、直近 3 年間では 100％の公開となっ

ています。今後も市民の知る権利の保障や個人情報の保護に関して、適正に事務処理を

遂行していく必要があります。 

 

 

 

施策１－広報活動の充実 

広報紙、ホームページのほか、FM ラジオやテレビを活用して、行政情報や市民が必要

とする情報を分かりやすく発信するとともに、SNS＊等を利用するなど広報媒体の拡充を

図りながら、市民への情報発信の充実に取り組みます。 

 

施策２－情報公開及び個人情報保護の推進 

情報公開の請求に関して、適正な処理を進めるとともに、個人情報の保護を行うため、

個人情報保護制度の厳正な運用と充実に努めます。 

 

関 連 施 策 

１ 
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関連する条例・計画等 

条例の名称 稚内市自治基本条例、稚内市情報公開条例、稚内市個人情報保護条例 

計画の名称  
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まちづくりの基本的な考え方 

市民が主役の協働＊のまちづくり 

 

地方分権＊が進展し、市民ニーズが多様化する中、これからのまちづくりを進めていく

には、市民、市議会、市が、互いの責務のもと、共通の課題や目標に向かって、一丸とな

ってともに行動していくことが必要です。 

地域づくりの担い手である市民一人ひとりが、様々な手法で、主体的・積極的にまちづ

くりに参画できる機会の拡大を図っていくとともに、市民、市議会、市が、まちづくりの

パートナーとして連携・協力しながら、協働＊のまちづくりを進めていきます。 

また、町内会やボランティア団体など、地域活動を担う多様な団体が、まちづくりには

欠かせない大切なものとして継続的に活動できるよう、守り・育てていきます。 

 

現状と課題 

人口減少、少子高齢化の進展、ライフスタイル＊や個人の自由を重視する価値観の変化

に伴い、地域住民のつながりの希薄化が進んでおり、さらには、核家族＊や単身高齢者世

帯が増加する中で、地域が抱える課題も多様化、複雑化している状況にあります。 

これらの要因により、本市のコミュニティー＊を支えてきた町内会やまちづくり委員会

をはじめ、地域活動を行う担い手が不足している状況もみられ、地域コミュニティーの

維持や組織としての運営にも影響が出ています。 

また、本市では、男女共同参画社会を実現するため、稚内市男女共同参画行動計画を策

定し、これまでに様々な取組を行ってきました。その結果、意思決定の場への女性の参画

は徐々に進みつつあるものの、分野によっては格差があり、未だに十分とは言えない状

況にあります。 

男女が家庭と仕事、地域生活などにおいて、多様な生き方を選択・実現できるよう、こ

れまで以上に男女共同参画社会の実現に向けた取組を推進していくことが必要です。 

  

２ 
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施策１－協働＊のまちづくりの実現 

市民、町内会、NPO＊、各種団体や企業などの自らの主体的な活動や地域課題の解決に

向けた活動を支援するとともに、地域活動拠点センターをはじめとする活動拠点の整備・

充実を進めます。また、市民ニーズや地域課題を把握する機会を確保し、市民参画による

協働＊のまちづくりを進めます。 

 

施策２－持続可能な地域コミュニティー活動の推進 

新たな地域の担い手として、若者などに町内会など地域コミュニティーへの参画を促

すため、地域コミュニティーの必要性、役割などの情報共有を行い、市民や地域の主体的

な活動を活性化させ、活気あふれる持続可能な地域コミュニティーづくりを目指します。 

 

施策３－男女共同参画社会の推進 

あらゆる分野で活躍できる女性の人材育成と活用を進めるとともに、市民の男女共同

参画＊に対する認知度や理解度を向上させるための取組を行い、一層の男女共同参画社会

を推進します。 

 

 

 

関 連 施 策 

関連する条例・計画等 

条例の名称 稚内市自治基本条例、稚内市男女共同参画推進条例 

計画の名称 稚内市男女共同参画行動計画 
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まちづくりの基本的な考え方 

将来を見据えた自治体経営 

 

今後も人口減少が続くことが予想される中、市民が安心してこのまちに住み続け、こ

のまちを次の世代に継承するためには、健全で持続可能な自治体経営を進めることが必

要です。 

限られた財源の中で本計画の目標を達成するためにも、適切な予算編成、効率的で効

果的な予算執行に努めるとともに、行政評価を実施し、必要に応じて施策等の見直しを

行うなど、健全な財政運営を進めます。 

また、多様化する市民ニーズに的確に対応し、市民の視点に立って職務を行うことが

できる職員を育てるとともに、市民にとって利便性の高い行政サービスの提供に努める

など、市民に信頼される市役所づくりを進めます。 

さらに、宗谷地域の中心市として、広域的な視点から行政の効率的な運営を図るとと

もに、宗谷地域全体の発展に向けて、周辺自治体と連携しながら、広域的な課題や共通の

課題の解決に向けた取組を進めます。 

 

現状と課題 

人口減少や少子高齢化が進行する中、効率的で効果的な行財政運営を継続するために

は、内部管理経費や既存事業の見直し、公共施設の適正な管理、歳入確保に向けた取組強

化等が必要であり、その中でも歳出の抑制に向けては、経営マネジメントを有効に機能

させることが重要です。 

また、社会経済情勢の変化による様々な課題に適切に対応するためには、情報通信技

術やデータの利活用による対策を講じる必要があります。官民データ活用推進基本法に

おいても、情報通信技術を活用した地方公共団体の計画的な取組が期待されており、本

市においても、情報通信技術を活用した行政事務の効率化とセキュリティ強化を一層推

進していく必要があります。 

地方分権＊の進展により、地方自治体が果たすべき役割と責任は高まっており、地域課

題の解決に向けては、本市の特性を活かした取組を展開していく必要があります。職員

数が減少する中、高度化・複雑化する行政課題や市民ニーズに対応するためには、様々な

施策の立案やその確実な遂行が求められており、職員一人ひとりが行政のプロとして、

自分は何ができるかを常に考え、それを実現できる能力の習得が必要となります。 

全国的な人口減少は、宗谷地域においても共通の課題であり、今後も減少し続けるこ

とを想定すると、単独市町村による住民サービスの向上及びまちの活性化は厳しさを増

していくことから、宗谷地域の中心市である本市が先頭に立ち、各町村と連携を深めな

がら、宗谷地域全体で広域的課題や共通課題の解決に取り組んでいくことが必要です。 

３ 
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施策１－効率的で効果的な行財政運営 

健全な財政運営を維持するため、選択と集中を基本に、スクラップ・アンド・ビルド＊

を徹底するとともに、基金＊残高の確保や地方債＊の抑制、使用料・手数料、減免基準の

適正化に努めます。また、稚内市公共施設等総合管理計画に基づき、公共施設の計画的な

維持・更新、長寿命化＊等に向けた取組を進めます。 

さらに、行政運営において、PDCA サイクル＊を確立することにより、中長期の展望に

立った事業の見直しを進め、行政評価と予算編成を連動させるなど、健全で持続可能な

行財政運営を実現します。 

 

施策２－情報システムによる行政事務の効率化とセキュリティ対策 

情報システムの見直しにより、業務効率やセキュリティ水準の向上を図るとともに、

災害時における業務継続性の確保に努めます。行政サービスの電子化やワンストップサ

ービス＊の導入、行政情報の提供等、情報通信技術を利用した市民の利便性の向上に努め

ます。 

 

施策３－職員の人材育成・意識改革の推進 

各職階に求められる能力や役割を認識し、職員の資質向上と職務遂行能力の向上を目

指す階層別研修や、社会情勢の変化、住民ニーズの高度化・多様化への対応など、直面す

る課題に対して的確に対応できる能力、将来を見据えた課題の発見・解決能力の向上を

目指す専門研修を実施します。 

さらに、各種研修機関や他行政機関への派遣研修を実施し、職員の成長を促し組織力

全体の強化を図ります。 

 

施策４－広域的な視点に立った行政運営の推進 

宗谷地域の発展や課題解決に向けて、宗谷定住自立圏＊共生ビジョンに基づく取組を着

実に推進していくとともに、刻一刻と変化する社会経済情勢に、宗谷地域が一丸となっ

て対応できる連携体制の強化を図ります。 

 

 

 

 

関 連 施 策 
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関連する条例・計画等 

条例の名称 
稚内市自治基本条例、稚内市外部評価委員会設置条例、稚内市個人情報保護条

例、稚内市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例 

計画の名称 稚内市公共施設等総合管理計画、宗谷定住自立圏共生ビジョン 
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基本目標１ 

 

 

 

 

 

 

政策１ 次代を担う人材の育成と地域とともにある学校づくりの推進 

政策２ 市民の学びを支える地域づくり 

政策３ 安心して子どもを産み育てられる環境づくり 

子ども・若者の夢を育み、次代を担う 

”ひとづくり“ 
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子ども・若者の夢を育み、次代を担う“ひとづくり” 

次代を担う人材の育成と地域とともにある学校づくりの推進 

 

子どもたちが、主体的で対話的な深い学びにより「生きる力＊」を身に付け、このまち

の発展を担い、国内外で活躍する人となるため、質の高い教育の提供に努めます。 

家庭・学校・地域の連携・協働＊により安全・安心な子育て環境を確立し、学校相互間

の積極的な交流など、広い視野に立った教育活動に努め、子どもたちの豊かな人間性を

育みます。 

また、教育環境のより一層の充実を図るため、地域に根ざした高校・大学教育を推進す

るとともに、次代を担う人材が将来について考え、夢や希望を実現できるよう、キャリア

教育＊の推進や企業等と連携した産業教育＊による資格・技能の習得・向上などへの支援

等を行い、このまちを拠点に活躍する人づくりを進めます。 

 

現状と課題 

本市では、これまで確かな学力の定着を目指し、少人数学級編制によるきめ細かな学

習指導や基礎学力の定着・習熟のための補習、指導方法の工夫や授業改善による学習の

めあてや狙いを明確にした「わかる授業」づくりを推進してきました。その結果、全国学

力・学習状況調査では、全国との差が縮まってきましたが、全ての教科で全国平均正答率

を下回っている状況は続いています。 

また近年では、物や情報が日常にあふれて生活が便利になる一方で、インターネット

やスマートフォン等の普及により、子どもたちが有害な情報の影響を受けやすくなって

いるほか、室内での遊びが増えたことによる体力の低下も顕著に表れています。 

このように子どもたちを取り巻く環境が急激に変化する中、子どもたちが将来に夢や

希望を持ち、新しい社会を生き抜くためには、主体的で対話的な深い学びにより「生きる

力＊」を育む教育が求められています。 

また、子どもたちが基本的な生活習慣や生活能力、対人関係能力などを身につけるた

めには、家庭での教育が重要ですが、家庭環境の複雑化や地域社会の変化により、親子の

育ちを支える人間関係が弱まり、教育や子育てについて悩みや不安を抱える家庭も少な

くありません。そのため、高齢者をはじめとする豊富な知識や経験を持つ方々の活躍の

場をさらに増やし、地域還元できる教育環境を進め、学校だけではなく、家庭や地域な

ど、社会全体で子どもたちの教育に取り組むことが必要です。 

高校・大学においては、これまでも地域に根ざした高校・大学教育の推進、振興に努め

てきました。稚内北星学園大学では、本市における生涯学習拠点の一つとして、市民が身

近に感じられる大学となるよう取り組むとともに、大学の知的・人的・物的な資源と地域

産業との結びつきを強めることで、地域の活性化につなげることが望まれます。 

政策 

１ 
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成果指標 
 

指 標 説 明 現状値 目標値 

全国学力・学習状況調

査の平均正答率 

全国を 100 とした時の

平均正答率 

小学校 94.6％ 

中学校 91.4％ 

（2017 年度） 

100%以上 

（2028 年度） 

自分には、良いところ

があると考えている子

どもの割合 

全国学力・学習状況調

査の質問紙調査の結果 

小学校 65.5％ 

中学校 72.1％ 

（2017 年度） 

100％ 

（2028 年度） 

全国体力・運動能力、運

動習慣等調査の 8 種目

の体力合計得点 

全国平均値を 50 点と

した時の点数 

小学校男子 47.1 点 

小学校女子 48.6 点 

中学校男子 49.4 点 

中学校女子 46.4 点 

（2017 年度） 

50 点以上 

（2028 年度） 

稚内北星学園大学を卒

業して、本市に就職し

た学生の割合 

大学卒業後４月から本

市で就職した学生の割

合（留学生を除く） 

35.0％ 

（2018 年度） 

65.0％ 

（2028 年度） 

 

 

 

 

施策１－生きる力＊を育む学校教育の充実 

基礎的な知識・技能の習得に向けた指導内容の重点化や、個に応じたきめ細やかな指

導の充実、さらには教職員の実践的な研修の推進などにより、子どもたちの学ぶ意欲や

姿勢を向上させて、確かな学力を育みます。 

また、豊かな人間性を育成するため、道徳教育や人権教育、体験学習の充実を図るとと

もに、南中ソーラン等の郷土芸能の取組を推進し、仲間と協力して学び合う教育環境の

整備を進めます。さらに、健康・体力の増進に向け、学校保健や体力づくり、家庭と連携

した望ましい生活習慣づくりに努めるとともに、学校給食を通じた食育＊を推進します。 

 

施策２－地域との連携による家庭・地域教育の向上 

中学校区単位で活動している子育てネットワークをさらに充実させ、学校の情報を地

域と共有し、地域・家庭・学校などが一体となり、顔の見える関係づくりや地域の教育課

題の解決に取り組みます。 

また、高齢者をはじめとする豊富な知識や経験を持つ方々の活躍の場を増やし、様々

な世代がそれぞれの社会的役割を実感しながら、育て合う地域づくりを進めます。 

 

関 連 施 策 
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施策３－将来の夢や希望の実現に向けた高校・大学教育との連携強化 

高等教育の充実と環境整備を進めるため、生徒数の推移や地域ニーズを踏まえながら、

本市にふさわしい高等学校の在り方を検討します。 

稚内北星学園大学の魅力を活かし、時代に適応した ICT＊人材の育成・確保を進めると

ともに、地域産業・企業との結びつきを強め、地域振興・地域活性化に繋げます。 

また、市民に身近な教育機関として、生涯学習＊の機会を提供するとともに、大学が持

つ教育設備等の地域への開放・還元を推進します。 

 

 

  
関連する条例・計画等 

条例の名称 
稚内市奨学金貸付条例、稚内市大学育英資金支給条例、稚内市修学資金貸付条

例、稚内市学校法人の助成に関する条例 

計画の名称 
稚内市学校教育推進計画、稚内市社会教育中期計画、稚内市生涯学習推進計

画、稚内市次世代育成支援行動計画 
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子ども・若者の夢を育み、次代を担う“ひとづくり” 

市民の学びを支える地域づくり 

 

市民一人ひとりが生涯を通じて心豊かに暮らしていくため、自ら学習する活動を支援

し、習得した知識や技能を社会に還元できる仕組みづくりを進めます。 

様々なスポーツを通じて、健康増進や体力づくりに取り組むとともに、競技人口の拡

大及び競技力の向上を図り、スポーツ環境の整備に努めます。 

また、体験学習や郷土学習、出前講座などを通して、稚内の歴史や伝統、文化に触れる

ことで、ふるさとに愛着をもち、まちの担い手としての資質や能力を育成します。 

 

現状と課題 

情報技術の発展とライフスタイル＊や価値観の多様化に伴い、生涯学習＊に対する市民

ニーズは多様化しており、それらに対応した各種事業や施設の機能充実など、環境づく

りが必要とされています。また、市民が自ら学んだり教えたりする意欲や好奇心を活用

し、地域や人のつながりが生み出す生涯学習社会の構築が求められています。 

心身ともに健康で充実した生活を営むためには、様々な世代のライフステージに応じ

て、スポーツに親しむことができる環境の充実が必要です。近年、人口減少や少子高齢化

により、競技人口は減少している状況にありますが、スポーツのもたらす楽しさや喜び、

青少年の健全育成、心身の健康保持・増進など、スポーツの重要性はさらに増すことが想

定されることから、全ての市民がスポーツに親しむことができる事業展開や施設の在り

方を検討する必要があります。 

芸術・文化は、人々の創造性を育み、心のつながりや相互に理解し、尊重し合う心豊か

な社会を形成するものですが、これを支えている文化関係団体では、近年、構成する人た

ちの高齢化が進み、後継する人材が不足している状況にあります。過去から受け継がれ

てきた伝統や芸術・文化を学び、心豊かな人づくりを進めていくため、活動支援や人材育

成、施設の充実を図る必要があります。合わせて、本市が保有する歴史的な資料や文化財

を後世に引き継ぐため、関連情報の整理や集積、データ化を進める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

政策 

２ 
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成果指標 
 

指 標 説 明 現状値 目標値 

風～る わっかないの利

用者数 

施設の年間利用者数 

（2018 年度開館） 

- 

（2018 年度） 

20,000 人 

（2028 年度） 

スポーツ・健康体力づく

り事業の参加者数 
事業参加者の延べ数 

1,500 人 

（2017 年度） 

3,000 人 

（2028 年度） 

北方記念館、樺太記念館、

旧瀬戸邸の入館者数 

３施設の入館者数の合計

（樺太記念館は 2018 年度

開館） 

30,900 人 

（2017 年度） 

60,000 人 

（2028 年度） 

 

 

 

 

施策１－誰もが気軽に学べる生涯学習＊の推進 

市民ニーズに対応した生涯学習施設の機能や事業の充実を図り、自ら学習する活動を

支援するとともに、習得した知識や技能を地域に還元できる環境づくりを進めます。 

また、個人やサークル活動に取り組む市民が、互いに交流できる機会を創出し、事業や

施設の運営に主体的に携われる仕組みづくりを進めます。 

 

施策２－生涯スポーツの推進 

様々な主体が連携し、全ての市民がスポーツに親しむことができる環境を整備すると

ともに、稚内出身アスリートが国内外で活躍できるよう、ジュニア期からの育成・強化や

指導者の充実を図ります。さらに、スポーツ合宿の積極的な誘致を進め、競技力の向上と

合わせて、交流人口＊の増加による地域の活性化を図ります。 

将来的に必要なスポーツ施設の在り方について、統廃合も含めた検討を行うとともに、

効果的・効率的な施設運営に努めます。 

 

施策３－芸術・文化活動の環境づくり 

市民が、これまで受け継がれてきた伝統や優れた芸術・文化に触れる機会を拡充する

とともに、地域文化のさらなる振興に向けて、文化関係団体等の活動支援や指導者の養

成・確保を図ります。 

また、文化活動の拠点となる施設の計画的な整備や既存施設の有効活用を図りながら、

利用しやすい環境づくりを進めます。 

 

関 連 施 策 
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施策４－自然・歴史・産業などを学ぶことによる郷土観の確立 

稚内の自然・歴史・産業を学ぶ環境を充実させ、自らが郷土＊を学び、まちを愛する心

を育むとともに、その精神を継承し、まちの担い手としての資質や能力を育成します。 

また、貴重な歴史的資料や文化財を後世に引き継ぐため、関連情報の整理や集積、デー

タ化を進め、大切に保存・保管を行います。 

 

  

関連する条例・計画等 

条例の名称 

稚内市生涯学習審議会条例、稚内市生涯学習総合支援センター条例、稚内市ス

ポーツ推進審議会条例、稚内市体育施設条例、稚内市こまどり野外活動休憩施

設条例、稚内市文化財保護条例、稚内市図書館条例、稚内市青少年科学館条

例、稚内市水族館条例、稚内市総合文化センター条例、稚内市北方記念館条

例、稚内市旧瀬戸邸条例、稚内市樺太記念館条例 

計画の名称 
稚内市生涯学習推進計画、稚内市社会教育中期計画、稚内市スポーツ推進中期

計画、稚内市スポーツ施設整備計画、稚内市子どもの読書推進計画 
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子ども・若者の夢を育み、次代を担う“ひとづくり” 

安心して子どもを産み育てられる環境づくり 

 

次代の親に、子育てについて学習する場や幼児とふれあえる機会を提供し、子どもを

産み育てることの意義や喜びを伝えます。また、結婚・妊娠・出産・子育てなど、各段階

に応じたきめ細かい支援を行います。 

それぞれの家庭の状況やニーズに応じた、安心して子育てできる保育サービスの充実

を図り、社会全体で子どもの健やかな成長を見守る環境づくりを進めます。 

 

現状と課題 

本市では、1986（昭和 61）年に全国に先駆けて「子育て平和都市宣言」を行い、以降

子育てを市政やまちづくりの基本として、市民ぐるみの子育て運動を推進するとともに、

充実した支援制度や環境整備を進めてきました。 

子どもを産み育てる環境は、少子高齢化や核家族化、働き方の多様化、地域とのつなが

りの希薄化などによって、近年、大きく変化しており、子育ての支援や助言、協力を得る

ことが困難な家庭も少なからず存在しています。 

そのため、より身近で妊産婦や子育て家庭等を支える仕組みづくりや、子どもたちの

育ちの観点を重視した教育・保育の一体的提供などが求められています。また、就学後に

就労する母親の割合やひとり親家庭なども増加傾向にあることから、保育所などにおけ

る定期的な保育だけではなく、一時預かりや身近な地域での子育て支援サービス、学童

保育＊など多様なニーズに応じた子育て支援も求められています。 

さらに、子どもの貧困や児童虐待など子育てと子どもを取り巻く問題は複雑化してい

ることから、今後も地域のニーズをしっかりと把握しながら、安心して生み育てること

のできる環境づくりを進めていく必要があります。 

 

成果指標 
 

指 標 説 明 現状値 目標値 

この地域で子育てをし

たいと思う割合 

乳児健診において、この地域で

子育てをしたいと思う人の割合 

89.9％ 

（2017 年度） 

94.8％ 

（2028 年度） 

産後うつ病のリスクが

高い妊婦の割合 

産後うつ質問票の得点が９点以

上の者の割合 

9.6％ 

（2017 年度） 

6.3％ 

（2028 年度） 

保育所入所待機児童数 
保育所への入所を待機している

児童数 

13 人 

（2018 年度） 

０人 

（2028 年度） 

 

 

 

政策 

３ 
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施策１－妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援の充実 

子どもが健やかに生まれ成長するため、妊娠・出産・子育てに関する各種相談や健診、

訪問などを通じて、妊産婦や保護者などが抱える課題の解消や子どもの成長段階に応じ

た支援を行います。さらに、子どもたちが家庭の中で愛情を受けながら、健やかに育つこ

とができるよう、関係機関と連携し、包括的な支援体制の充実を図ります。 

また、次代の親となる中高生を対象に、子育てについて学習する場や乳幼児とふれあ

える機会を提供し、子育てに関する知識の普及や子どもに対する愛着の醸成に努めます。 

施策２－子育て環境の充実 

あらゆる家庭の状況や子どもの個性・能力に応じた子育て支援を行うため、子どもの

育ちの観点を重視した教育・保育の一体的提供を進めます。 

また、子育て家庭を支えるため、地域のニーズに応じた、保育所や幼稚園、放課後にお

ける子どもの居場所づくりなど多様な子育て支援サービスを充実させます。 

施策３－地域の中で子どもを見守り育てる社会の形成 

子どもが健やかに育つ家庭づくりや、教育における機会均等が図られるよう、長年培

われた子育て運動を活かし、学校、家庭、地域における連携強化に努め、子育ての喜びが

実感できる地域づくりを進めます。 

また、家庭環境に応じた相談支援体制の充実を図るとともに、教育支援、生活支援、親

の就労支援、経済的支援などに取り組みます。 

 

関 連 施 策 

関連する条例・計画等 

条例の名称 
稚内市保健福祉センター条例、稚内市立保育所条例、稚内市立へき地保育所条

例、稚内市立児童館条例、稚内市立学童保育所条例 

計画の名称 稚内市子ども・子育て支援事業計画、稚内社会教育中期計画 
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基本目標２ 

 

 

 

 

 

 

政策１ 時代に適応した公共交通・都市間交通の整備 

政策２ 安全・安心な都市基盤の整備と安らぎと笑顔が見える空間の創出 

政策３ 緊急時に備えた地域防災力の強化 

 

安らぎの空間に笑顔あふれる 

“基盤づくり” 
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安らぎの空間に笑顔あふれる“基盤づくり” 

時代に適応した公共交通・都市間交通の整備 

 

高齢化の進行や環境意識の向上などにより、必要性・重要性が増している公共交通の

在り方について、利用者ニーズを踏まえながら地域全体で検討を行い、市民はもとより

このまちを訪れた人も利用しやすい公共交通体系の形成に努めます。 

また、市民生活や経済活動に不可欠な空路や鉄路などの都市間交通を永続的に存続さ

せるため、関係機関等と連携しながら、利用促進や利便性向上に向けた取組を進めます。 

 

現状と課題 

本市では、これまでに交通空白地域における乗合タクシーやスクールバス住民利用を

導入するなど、地域の実情に応じた交通システムの導入を行ってきました。しかし、人口

の減少や偏在、高齢化などにより、ニーズが多様化しており、まちづくりと一体となった

持続可能な交通網の形成が求められています。 

また、本市は鉄道、バス、フェリー、航空などの交通結節点として、宗谷圏域における

重要な役割を担っています。JR 北海道が、2016（平成 28）年 11 月に「単独では維持す

ることが困難な線区」として宗谷線を発表し、以来、沿線市町村等で組織する宗谷本線活

性化推進協議会を中心に維持存続に向けた協議が進められています。 

稚内空港は、現在、北海道内７空港の一体的な運営権の民間委託が 2020 年１月の運営

開始を目標に進められています。同空港については、厳しい気象条件により冬期就航率

が低下し、航空輸送の信頼性が損なわれ、搭乗率も低く推移していることから、就航率向

上に向けた改善が必要となっています。 

 

成果指標 
 

指 標 説 明 現状値 目標値 

路線バス等を利用する

人の割合 

人口に対して、路線バス、乗

合タクシー、スクールバス

混乗を利用する人の割合 

7.5％ 

（2017 年度） 

7.6％ 

（2028 年度） 

観光入込客数 本市を訪れた観光客の人数 
520,800 人 

（2017 年度） 

718,100 人 

（2028 年度） 

  

政策 

１ 
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施策１－持続可能な地域公共交通の確保 

地域によって交通ニーズが異なるとともに、変動していることから、人口が低密度な

地域を支える交通ネットワークを再構築するとともに、市街地においては商業地域や医

療機関の変化など、地理的な特性に応じた効率的な交通サービスを検討します。 

また、市民・交通事業者・行政の役割を明確にし、より一層の連携を進め、地域の実情

に配慮した持続可能な交通体系の見直しを進めます。 

 

施策２－交通基盤整備の推進 

地域住民の生活のみならず観光振興において、国道をはじめとする交通インフラ＊の整

備・充実は重要な要素であり、都市間移動における利便性を高め、地域経済の活性化を図

るため、高規格道路＊の整備促進に向けた要望活動を継続・強化します。 

JR 宗谷線については、圏域における交通ネットワークの基軸として極めて重要な交通

機関であることから、維持存続に向け関係機関等と慎重に協議を進めるとともに、利用

促進につながる取組を進めます。 

 

施策３－空港の活性化と就航率の向上 

北海道内７空港の一括民間委託による稚内空港の活性化に向けて、国、北海道及び空

港所在自治体と連携を図りながら取組を進めていきます。 

また、冬期就航率の向上に向けては、関係機関と協議を行いながら取組を進めるとと

もに、特に横風対策滑走路新設の早期事業化に向けて取り組みます。 

 

  

関連する条例・計画等 

条例の名称 
 

 

計画の名称 稚内市観光振興ビジョン 

 

関 連 施 策 
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安らぎの空間に笑顔あふれる“基盤づくり” 

安全・安心な都市基盤の整備と安らぎと笑顔が見える空間の創出 

 

市民の暮らしを支える道路や上下水道、さらには港湾、漁港など、生活や産業の基盤と

なる社会資本＊について、人口構造や商業集積＊の変化を見据え、必要な機能を維持しつ

つ、災害の発生に備えた強靭化対策や、災害発生時の都市機能の早期復旧に対応できる

効率的・効果的な整備を進めます。 

また、豊かな自然と都市機能が調和し、各地区の特性などを活かしたコンパクトで利

便性の高い市街地形成を促進するとともに、市民やこのまちを訪れる人たちが、集い、安

らげる空間を創出し、普段の暮らしの中に魅力と笑顔があふれる活気に満ちたまちづく

りを進めます。 

 

現状と課題 

本市の都市基盤は、1965（昭和 40）年からの第１次及び第２次都市改造計画や 1972

（昭和 47）年の第１次稚内市総合計画の策定を契機として、市役所庁舎をはじめとした

様々な公共施設や社会資本＊が整備されたところであり、以降、市民の快適な暮らしや産

業経済の発展、教育振興など、様々な分野において、社会情勢や市民ニーズに対応した効

果的な基盤整備を進めてきたところです。 

しかしながら、長い年月を経過したことによる社会資本＊の老朽化をはじめ、近年の大

雨や地震等の災害に対する脆弱さが危惧されるところであり、今後、適切な社会資本＊の

維持管理や更新、強靭化が求められています。 

一方で、社会資本＊を集中的に整備したことにより、これらの対策に要する費用負担が

増大していることから、既存施設の徹底した利活用を図るとともに、予算の平準化や全

体費用の縮減を進めていく必要があります。 

また、近年の少子高齢化や人口減少をはじめ、生活圏域における環境の変化、市民ニー

ズの多様化に対応するため、市街地形成においては、計画的により効果的な土地利用を

推進し、様々な都市機能がコンパクトに集約されたまちづくりを進める必要があります。 

さらに、中心市街地においては、かつての“マチ”の賑わいを取り戻すため、官民、関係

団体等が連携のもと、ハード・ソフト＊両面から“マチ”の魅力を創出し、さらなる発展を

目指していくことが重要となっています。 

 

 

 

 

 

 

政策 

２ 
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成果指標 
 

指 標 説 明 現状値 目標値 

総人口に占めるDID人

口＊の割合 

地区別集中人口が 4,000 人

/km2 以上で、その全体が

5,000 人以上となっている地

域に住む人口の割合 

81.2% 

（2016 年度） 

82.1% 

（2028 年度） 

水道施設の耐震化率 

水道基幹施設の耐震化率 
16.7% 

（2018 年度） 

100% 

（2028 年度） 

重要送配水管路の耐震化率 
69.8% 

（2018 年度） 

76.7% 

（2028 年度） 

下水道施設の耐震化率 下水終末処理場の耐震化率 
13.8% 

（2017 年度） 

79.3% 

（2028 年度） 

 

 

 

 

施策１－維持管理と改築更新の計画的な実施 

道路、橋梁、港湾などの社会資本＊や公共施設の利用状況及び需要を適切に把握し、将

来における必要な施設規模を維持します。また、老朽化や災害などにより発生する被害

を未然に防止するため、維持管理や改築更新を計画的に行います。 

 

施策２－コンパクトで利便性の高いまちづくり 

様々な都市機能が集約し、市街地が無秩序に拡大しないよう開発の規制・誘導を進め

るとともに、市街地、商業業務地、工業地、港湾地域等の機能的な配置や有効利用による

地域の個性を活かした街並みの形成を図ります。 

 

施策３－安全・安心な住環境の確保 

生活に欠かすことのできない上下水道など、ライフラインの耐震化や長寿命化＊を図る

とともに、子どもの遊び場や地域住民の憩いの場である公園の整備や維持管理を適切に

進めます。さらに、市民への冬期間における除雪マナーの普及・啓発を促進し、幹線・生

活道路の円滑な除排雪の実施に努めます。 

また、管理不全状態にある空き家等の解体撤去を促進するとともに、住宅への利活用

など新たな空き家の発生予防に努めます。 

 

関 連 施 策 
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施策４－中心市街地の再生 

中心市街地が本市の顔であり続けるため、魅力ある商業活動の実施・継続に向けた支

援を行います。 

また、供用開始から約 50 年が経過した市役所庁舎の今後の方向性について、整備に伴

うまちへの賑わい創出や本市経済への寄与度、中心市街地及びその周辺地域への影響、

災害時における防災拠点としての機能・役割など、様々な分析等を踏まえて検討を進め

ます。 

 

 

 

  関連する条例・計画等 

条例の名称 

稚内市道路の構造の技術的基準等を定める条例、稚内市高齢者・障害者等の移

動等の円滑化の促進に係る道路の構造に関する基準を定める条例、稚内市普通

河川及び準用河川管理条例、稚内市港湾施設管理条例、稚内市空家等の適正管

理に関する条例、稚内市営住宅条例、稚内市都市公園及び都市公園以外の公園

の設置及び管理に関する条例、稚内市中小企業振興基本条例、稚内市公共下水

道条例、稚内市水洗便所等改造資金貸付条例、稚内市合併処理浄化槽設置助成

条例 

計画の名称 

稚内市幹線道路舗装補修計画、橋梁長寿命化修繕計画、稚内市雪対策基本計

画、稚内港港湾計画、稚内港維持管理計画、稚内市都市計画マスタープラン、

稚内市公営住宅等長寿命化計画、稚内市都市公園施設長寿命化計画、稚内市緑

の基本計画、稚内市中心市街地活性化基本計画、稚内市水道事業ビジョン、稚

内市公共下水道事業計画、稚内市下水道事業ストックマネジメント計画、稚内

市一般廃棄物処理基本計画、稚内地域循環型社会形成推進地域計画、稚内市合

併処理浄化槽設置事業計画 
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安らぎの空間に笑顔あふれる“基盤づくり” 

緊急時に備えた地域防災力の強化 

 

津波災害や土砂災害などの自然災害が予想される危険個所を把握し、市民への周知を

図るとともに、災害発生時に迅速な避難行動がとれるよう、各地域における避難計画の

作成や防災訓練の推進、緊急告知防災ラジオなどを活用した情報伝達体制の充実を図り

ます。 

また、避難所等における備蓄品の整備や運営訓練などを行うとともに、被災後の早期

復興のため業務継続計画＊（BCP）を作成するなど、災害に強いまちを目指します。 

 

現状と課題 

近年、全国各地で異常気象や地震など、私たちの想像をはるかに超える甚大な被害が

頻繁に発生し、社会全体として様々な対応策が求められています。本市においても、周辺

に断層帯が存在し、三方を海に囲まれていることから、異常気象や地震・津波などによる

災害がいつ起きてもおかしくない状況にあります。 

本市は、比較的災害の発生が少ない地域ではありますが、2011（平成 23）年に発生し

た東日本大震災の教訓を生かし、防災対策の強化を図るため、これまでに市内全戸への

津波ハザードマップ＊の配布や緊急告知防災ラジオの貸与、防災情報メールの配信開始、

津波避難ビルとして民間企業等との協定の締結など、様々な対策を進めてきました。 

今後も、災害発生時の減災と災害後の都市機能早期回復を目指し、市民に対する防災

意識の向上を図るとともに、市民の安全・安心に向けた体制づくりを強化していく必要

があります。 

 

成果指標 
 

指 標 説 明 現状値 目標値 

地域ごとの津波避難計

画策定数 

津波浸水対象町内会（40 町

内会）における地域ごとの津

波避難計画策定数 

０町内会 

（2017 年度） 

40 町内会 

（2028 年度） 

自主防災組織結成数 
町内会（68 町内会）における

自主防災組織＊の結成数 

7 町内会 

（2017 年度） 

68 町内会 

（2028 年度） 

  

政策 

３ 
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施策１－地域防災力の強化 

新たな津波浸水想定区域の周知を図るとともに、地域ごとの津波避難計画の策定に取

り組み、被害発生時における早期初動体制の確保や、被害が予想される区域の把握と予

防対策を推進します。 

また、市民の防災意識の醸成・高揚による市民生活の安全確保を図るため、自主防災組

織＊の新規結成の推進や活動支援を行います。 

 

施策２－災害時の迅速な情報収集と伝達手段の強化 

災害に関する迅速・確実な情報の収集と市民への情報伝達手段の多様化を推進します。 

また、現在の伝達手段のさらなる普及促進として、防災情報メール配信への登録の呼

びかけを行うとともに、住戸へ配布している緊急告知防災ラジオの更新や多機能化につ

いて検討を進めます。 

 

施策３－災害の発生を想定した対応 

避難所等における備蓄品の整備や運営訓練などを行うとともに、被災後の早期復興に

向けた業務継続計画＊の作成や、市内事業所における事業継続計画＊の策定を進めるなど、

関連する行政機関及び民間企業が相互に連携できる体制強化を進めます。 

 

 

関連する条例・計画等 

条例の名称 稚内市防災会議条例、稚内市災害対策本部条例 

計画の名称 稚内市地域防災計画、稚内港港湾事業計画計画 

 

関 連 施 策 
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基本目標３ 

 

 

 

 

 

 

政策１ 次代へつなぐ魅力ある第１次産業の持続的発展 

政策２ 活力に満ちた産業の育成と働きがいのある労働環境の充実 

政策３ 資源から魅力への変換と世界からの交流人口＊の拡大 

政策４ 地域特性を最大限に活かした産業の育成と企業誘致 

地域の資源を活かした魅力ある 

“仕事づくり” 
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地域の資源を活かした魅力ある“仕事づくり” 

次代へつなぐ魅力ある第１次産業の持続的発展 

 

豊かな海に育まれた水産資源の管理と拡大、安定した操業体制の確立など、漁業生産

力の向上を図るとともに、良質な農畜産物の生産性を高めるため、生産基盤強化や農業

経営の安定化を図り、国内外に認められる高品質で安全・安心な農水産物の供給を推進

します。 

また、森林資源の持つ経済的価値を高め、公益的機能＊が効率的・効果的に発揮できる

よう、森林環境の適切な整備・保全を図ります。 

第１次産業が基幹産業として将来にわたり発展していくため、魅力ある仕事づくりや、

後継者・担い手の育成・確保に努めます。 

 

現状と課題 

北方圏域の豊かな漁場を活かした漁業、広大な牧草地を利用した農業（酪農業・畜産

業）は、ともに本市の経済発展の一翼を担ってきた重要な産業であり、加工業や運輸業は

じめ、様々な産業への波及効果が大きいことから、今後も本市の主要産業として持続的

な発展を目指していく必要があります。 

漁業においては、日本一の水揚げ高を誇るホッケやミズダコなどがある一方、気候変

動による水産資源の流動やアザラシ等の海獣類による漁業被害により、漁業生産力が低

迷している状況にあります。また、2013（平成 25）年に「和食」がユネスコ無形文化遺

産＊に登録されるなど、世界の“日本食”への関心が高まる中、国際的な需要を獲得するた

め、品質管理や高付加価値化などへの取組が重要であり、生産・加工・流通に至るまで、

官民が連携した一貫した施策が求められています。 

国内食料自給率の向上や安全・安心な農畜産物の供給基地という一翼を担っている本

市の農業にとって、EPA＊（経済連携協定）や FTA＊（自由貿易協定）等の貿易の自由化

が与える影響は未知数であり、今後も継続して強い農業を育てていくためには、国際社

会における競争力を高めていく必要があります。また、安定した農業生産基盤の確保を

前提とした生産性の向上を図るため、飼料基盤である草地の整備改良をはじめ、大型機

械による作業効率の改善や生産コストの低減のほか、公共牧場における機能の強化・充

実が求められています。 

さらには、漁業及び農業における後継者・担い手不足が大きな課題となっており、本市

の第１次産業の衰退に直結することから、経営の安定化を推進するとともに、就業支援

や育成事業の充実、新規就業者の確保など、関係団体と連携した多角的な支援策を講じ

る必要があります。 

 

政策 

１ 
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森林は、資源としての経済的価値のほか、地球温暖化＊や災害の防止、水源涵養＊など

の公益的機能＊を有しており、本市においても森林整備計画に基づき市有林の適切な保全

や、私有林の整備を促進するため造林、間伐等の支援を進めているところですが、森林面

積における人工林の面積割合は低い現状にあるなど、今後も継続した施業を進めていく

ことはもとより、森林従事者の確保・育成、森林環境の保全に対する意識の向上を図る必

要があります。 

 

 

成果指標 
 

指 標 説 明 現状値 目標値 

漁獲量（３年間の平均） 
沿岸・沖合漁業の漁獲

量の３年間の平均 

47,921ｔ 

（2015-2017 年） 

66,500ｔ 

（2026-2028 年） 

生乳生産量 生乳の生産量 
66,755ｔ 

（2016 年度） 

67,000ｔ 

（2028 年度） 

人工林の面積割合 
森林面積における人工

造林の面積率 

27％ 

（2018 年度） 

30％ 

（2028 年度） 

 

 

 

 

施策１－日本一の漁場が育む漁業の維持・発展 

日本一の水揚げを誇るナマコ、ミズタコ、ホッケはもとより、他の魚種でも全国屈指の

水揚げを誇る本市の漁業を維持・発展させるため、浜の活力再生プランの推進や漁業後

継者・担い手不足の解消、トド・アザラシなどの海獣類による漁業被害の軽減を図るとと

もに、安定的な生産力を保つため、価値が高い魚種の増養殖事業を発展させます。 

 

施策２－広大な農地から供給される農畜産物の生産力向上 

冷涼な気候と広大な大地を活かした農業の持続的発展のため、新規就農者や後継者等

に対する継続的な支援のほか、生産力の向上や経営安定化に向けた、基盤整備の推進及

び作業の分業化・機械化による労働負担の軽減を促進します。 

また、重要度が増している大規模草地において、利用者ニーズへの対応や機能性等の

向上を図るため、施設の更新や規模拡大を推進します。 

 

 

 

関 連 施 策 
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施策３－森林の多面的機能の発揮と林業の振興 

森林が持つ災害防止や水源涵養＊などの公益的機能＊が十分に発揮できるよう、本市特

有の強風や厳しい環境に耐え抜き育つ森林を適切に管理・保全し、計画的な森林整備を

進めるとともに、主伐はもとより間伐による地域材の利用促進を図ることにより、林業

経営の安定化を図ります。 

また、植樹活動への積極的な取組、支援を継続的に進め、幼少期から木に「ふれあい・

学び・生きる」ことを身近に感じられる木育を推進します。 

 

 

  関連する条例・計画等 

条例の名称 
稚内市大規模草地条例、稚内市農業活性化公園条例、稚内市新規就農者支援条

例、稚内市農業研修センター条例、稚内市緑のまちづくり条例 

計画の名称 

浜の活力再生プラン、浜の活力再生広域プラン、稚内市農業振興地域整備計

画、稚内市酪農・肉用牛近代化計画、稚内市森林整備計画、稚内市森林経営計

画、森林整備合理化計画、林業経営改善計画 

 



 

69 

地域の資源を活かした魅力ある“仕事づくり” 

活力に満ちた産業の育成と働きがいのある労働環境の充実 

 

情報化の進展や技術革新＊の発展に対応した経営体質の強化、生産性の向上に対する取

組を支援するとともに、国内外の消費者の需要を捉えた地域資源の高付加価値化、起業＊

や新たな分野への進出など、力強く稼げる産業を育成します。 

また、地元企業の後継者育成をはじめとした事業承継や、魅力ある雇用・労働環境の充

実を図り、活力に満ちた産業の姿を目指します。 

 

現状と課題 

本市には基幹産業である漁業、農業を中心に、これらの原料を加工・販売する事業者が

多数存在しており、経済発展への一翼を担っていますが、この他にも本市ならではの産

業として、“幻のいも”と言われた「勇知いも」の生産・販売をはじめ、稚内層珪質頁岩（稚

内珪藻土＊）を利用した製品開発や、再生可能エネルギー＊を活用した電気事業者の参入

など、魅力ある地域資源を活かした産業が数多くあります。 

しかしながら、本市の地域資源が原料のまま他の地域へ流通していることも少なくな

い状況であり、今後、国内外での市場において競争力を発揮していくためには、地域資源

の魅力向上や、希少性の高い商品開発、高付加価値化を進めていくことが必要です。 

このような取組を進めていくためには、現在、社会問題の一つになっている人口減少

や高齢化の進展に伴う人材不足の解消及び雇用・労働環境の改善をはじめ、IoT＊や AI＊

等の先端技術の導入による流通・生産コスト等の低減化や、異業種・新分野への進出の促

進、起業家やイノベーション＊人材を生み出す環境づくりが求められています。 

近年では、本市においても、産・学・官・金＊に加え、様々な関係者が連携する仕組み

や話し合う場が増え、課題解決に向けた体制が整いつつあることから、これらの取組が

減速することなく活力ある産業の育成に繋げていくとともに、事業者等の自主性を活か

した支援を行っていくことが重要です。 

 

成果指標 
 

指 標 説 明 現状値 目標値 

設備投資に係る融資件

数 

設備資金に係る稚内市中小

企業特別融資の実行件数 

31 件 

（2017 年度） 

40 件 

（2028 年度） 

稚内市中小企業振興助

成金の活用件数 

稚内市中小企業振興助成金

の活用件数 

21 件 

（2017 年度） 

27 件 

（2028 年度） 

  

政策 

２ 
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施策１－地域資源を活かした高付加価値化の推進 

高品質な地域資源を活かし、地域経済を活性化させるため、生産から加工・商品づくり

までを地元で一貫して行えるよう支援するとともに、製品の高付加価値化や販路拡大を

推進します。 

また、地域資源や製品等を広く PR するとともに、地元企業の設備投資を支援し、品質

や生産性の向上を推進します。 

 

施策２－先端技術の導入とワークライフバランスの充実によるイノベーション＊の創出 

起業家やイノベーション＊の原動力と成り得る人材が多く生まれる環境づくりや意識

改革を進め、新たな産業の創出や将来的な U ターン＊を促進します。 

さらに、IoT＊や AI＊等の先端技術の導入による流通・生産コスト等の低減化などを促

進し、ワークライフバランスの充実によって労働生産性を向上させることにより、地元

の企業の魅力向上に努めます。 

 

施策３－地元企業と創る活力ある産業の育成 

中小企業者や地域経済団体と連携を強化し、情報共有や課題解決に向けた検討を進め

る場の開催や参加を推進します。合わせて、各種支援制度の PR や見直しを進めること

で、中小企業自らの創意工夫や自主的な努力を支援します。 

また、担い手不足解消のため教育関係者とも連携した地元企業への理解を深める機会

の充実を図り、人材確保に向けた取組を実施します。 

 

 

  

関 連 施 策 

関連する条例・計画等 

条例の名称 稚内市中小企業振興基本条例 

計画の名称 稚内市まち・ひと・しごと創生総合戦略 
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地域の資源を活かした魅力ある“仕事づくり” 

資源から魅力への変換と世界からの交流人口＊の拡大 

 

本市の地理的優位性や様々な資源を魅力ある観光資源に変換し、広く発信することに

より地域の認知度を高め、国内外の観光客に選ばれる観光地づくりを進めます。 

また、クルーズ船やイベントコンベンション＊など、集客力の高い事業の誘致を促進し、

交流人口＊を増加させ、観光を核にした経済の活性化を図ります。 

さらに、広域連携により周遊観光＊の魅力を高め、さらなる誘客を進めることにより、

稼げる観光産業の持続的発展を目指します。 

 

現状と課題 

2017（平成 29）年度に本市を訪れた観光客数は 520,800 人となっており、道内客が

127,900 人、道外客が 392,900 人となっています。そのうち本市に宿泊した観光客数は

303,200 人で観光客全体の６割ほどとなっています。また、近年、我が国において著しい

増加がみられる外国人観光客については、宿泊延べ人数において 19,000 人泊を超える状

況であり、その多くはアジア圏からの来訪となっています。 

東日本大震災以降の観光客数の大きな落ち込みからは回復基調にあるものの、本市の

観光業界を取り巻く状況は依然として厳しく、観光客の誘致促進はもとより、観光消費

額の増加も視野に入れた取組が求められています。 

観光客に観光目的の地として選択してもらうためには、本市や本地域の認知度を高め

るための効果的な情報発信が必要ですが、観光の動機付けとなる魅力を創出することが

最も重要であり、このことは観光客のリピートや新たな観光客の掘り起こしにも繋がる

ものです。 

本市を含む宗谷地域には多くの地域資源がありますが、これら資源を魅力ある観光資

源に変換し、ここでしか味わうことのできない様々な体験を創り出すために、観光地を

経営するという視点を有した組織基盤を構築するとともに、市民も巻き込んだ地域一体

となった観光地づくりが求められています。 

成果指標 
 

指 標 説 明 現状値 目標値 

観光入込客数 
本市を訪れた観光客の

人数 

520,800 人 

（2017 年度） 

718,100 人 

（2028 年度） 

宿泊客延べ数 
市内宿泊施設に宿泊し

た延べ人数 

377,100 人泊 

（2017 年度） 

468,800 人泊 

（2028 年度） 

クルーズ船寄港数 
稚内港に寄港するクル

ーズ船の総隻数 

3 隻 

（2018 年度） 

10 隻 

（2028 年度） 

政策 

３ 
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施策１－広域による新たな体制づくりと観光客の誘致促進 

地域間連携による広域観光を推進することで地域の魅力を高め、インバウンド＊を含め

た国内外からの観光客誘致を促進するとともに、受入体制の充実・強化に努めます。 

また、観光地経営の視点に立った観光地域づくりの舵取り役として「DMO＊」を設立

し、地域経済に好循環をもたらす仕組みづくりを進めていきます。 

さらには、集客力があり、経済波及効果が期待されるイベントコンベンション＊等の受

入強化を図るため、官民・地域連携による体制整備を推進します。 

 

施策２－魅力ある観光資源への変換と魅力の発信 

観光施設に新たな付加価値＊を創出し、施設機能を高めることで、施設周辺地域で長時

間滞在できるような仕組みづくりを進め、観光客のみならず、市民にとっても利便性が

高く、賑わいのある環境整備を進めます。 

また、地域資源の再発見や磨き上げを推進し、魅力ある観光資源に変換するとともに、

様々な手法での情報発信を行うことにより、本市や本地域の認知度向上を図り、観光客

の集客を図ります。 

 

施策３－クルーズ船誘致と受入体制の構築 

クルーズ船の誘致促進を図るため、関係者・関係機関と連携し、本市が持つ港湾機能の

強みや観光資源等を活かした船社・旅行会社への継続したポートセールス＊を実施すると

ともに、外航クルーズ船の誘致も視野に入れた関係者の招請や寄港時における受入体制

の強化に努めます。 

 

 

  

関 連 施 策 

関連する条例・計画等 

条例の名称 

稚内市浜勇知展望休憩施設条例、稚内市大沼野鳥観察館条例、稚内市宗谷丘陵

展望休憩施設条例、稚内市港ギャラリー条例、稚内市映画北の桜守資料展示施

設条例 

計画の名称 稚内市観光振興ビジョン 
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地域の資源を活かした魅力ある“仕事づくり” 

地域特性を最大限に活かした産業の育成と企業誘致 

 

日本有数の風況を誇る地域特性や、地理的特性から行われてきたロシア・サハリン州

との交流など、本市ならではの魅力を最大限に活かした産業を育成するとともに、再生

可能エネルギー関連企業の誘致や、港湾機能を活かした貿易拠点として、様々なビジネ

ス機会の拡大を通じて、新たな雇用を創出し、地域経済の発展を目指します。 

 

現状と課題 

我が国の重要港湾の一つである稚内港は、人口減少による石油製品やフェリー貨物の

減少をはじめ、サハリンプロジェクト＊の低迷やロシア船の入港数の減少が影響し、港湾

貨物量が最盛期に比べ著しく減少している状況であり、港湾貨物量の一層の拡大を図る

ため、稚内港の機能を最大限に活用した取組が求められています。 

一方、本市には国内有数の風況を活かした風力発電施設が 84 基稼働しており、今後も

民間事業者による大規模な風力発電施設の建設計画が進められる中、将来的に風力発電

関連産業の企業進出、大型の風力発電資機材の輸送による港湾貨物量の増加が期待され

ているものの、稚内港における水深不足により非効率な輸送とならざるを得ない状況と

なっています。 

また、世界的に再生可能エネルギー＊への注目度が高まり、民間による風力発電事業へ

の投資が拡大傾向にある中、再生可能エネルギー＊を市民にとってより身近なものとする

ために、本市経済への波及効果や新たな雇用の創出、さらにはエネルギーの地産地消＊へ

結びつけるための取組が重要です。 

さらには、これまで本市はその地理的特性から隣国ロシア連邦サハリン州との人的交

流や経済交流を進めてきたところですが、交流の礎ともいえる稚内・コルサコフ間の定

期航路において貨客船運航会社の撤退を受け、以後、小型の旅客専用船及び貨物船チャ

ーターの運航により、その流れを維持してきたところであり、将来を見据えた安定的な

運航体制の構築は喫緊の課題となっています。 

2016（平成 28）年に行われた日露首脳会議での８項目にわたる「協力プラン」が示さ

れて以降、経済分野における協力はこれまでにないスピードで進展しており、これをサ

ハリン州はもとより本国ロシアを見据えた様々な分野におけるビジネス拡大への好機と

捉え、地域振興へと繋げていくための取組が望まれています。 

風力発電に適した風況をはじめ、冷涼な気候や恵まれた自然のほか、ロシア極東や北

米地域に近いなどの地理的な優位性、本市の有する社会資本機能を国内外に発信するこ

とで新たな産業の誘致や雇用創出の拡大に繋げるとともに、国や北海道、関係機関と連

携した情報共有及び情報収集、プロモーション活動の強化が求められています。 

政策 

４ 
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成果指標 
 

指 標 説 明 現状値 目標値 

稚内港の港湾貨物量 
稚内港における暦年の

取扱貨物量 

162 万トン 

（2017 年） 

223 万トン 

（2027 年） 

稚内港貿易額 輸出入額合計 
3,593 百万円 

（2017 年） 

5,993 百万円 

（2028 年） 

企業立地促進条例によ

る助成を行った企業数 

企業立地促進条例によ

る助成を行った企業数 

1 件 

（2017 年度） 

3 件 

（2019～2028 年度） 

 

 

 

 

施策１－エネルギー産業の創出 

再生可能エネルギー由来の水素を製造・利用するなど、再生可能エネルギー＊の電力を

有効に活用するエネルギーの地産地消モデルの構築に取り組むとともに、家畜排せつ物

を利用したバイオマスエネルギーの有効利用を図るため、関係機関と連携し、バイオマ

スプラント建設への仕組みづくりや支援体制の構築を進めます。 

また、再生可能エネルギー＊を活用した地域エネルギー会社＊の創設に向けて関係機関

との調整を進め、産業振興及び雇用拡大を目指します。 

 

施策２－新産業の創出・企業誘致 

豊富な再生可能エネルギー＊や冷涼な気候といった地域特性、ロシア極東地域や北米地

域等に近いという地理的優位性を積極的に発信し、本市に新たな産業を誘致し、雇用の

拡大、地域経済の活性化につなげていきます。 

また、関係機関との情報共有を密にし、本市への進出に興味を持つ企業情報の収集に

努めるとともに、誘致の実現性が高い企業には、積極的な誘致活動を行います。 

 

施策３－港湾物流の活性化と整備促進 

稚内港の地の利を活かし、宗谷海峡を航行する北極海航路＊の船舶の寄港や、今後増加

が見込まれる風力発電資機材などを輸送する大型貨物船等の入港に対応できる港湾整備

を進め、物流の活性化を推進します。 

 

 

 

関 連 施 策 
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施策４－サハリンを始めとする海外との経済交流の促進 

サハリンと最も近い港である稚内港の有利性を活かした輸出入の促進を図るため、道

北地域が連携し、サハリンを経由したロシア大陸部へのモノの流れを確立するとともに、

様々な分野でのビジネス機会の拡大や交流機会の創出に努め、交流の基盤となるサハリ

ン航路の持続的発展に繋げていきます。 

また、地元企業等による海外進出や海外へチャレンジしようとする人材を増やすため

の意識づくりや支援体制の検討・構築に取り組みます。 

 

 

関連する条例・計画等 

条例の名称 稚内市中小企業振興基本条例、稚内市企業立地促進条例 

計画の名称 稚内港港湾計画 
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基本目標４ 

 

 

 

 

 

 

政策１ 地域医療の充実と健康づくりの推進 

政策２ 地域共生社会＊の実現に向けた地域福祉＊の推進 

政策３ 人と地球にやさしいまちづくり 

政策４ 安全・安心なくらしづくり 

 

互いに支え、いきいきと生活できる 

“暮らしづくり” 
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互いに支え、いきいきと生活できる“暮らしづくり” 

地域医療の充実と健康づくりの推進 

 

市民がいつでも安心して、必要な医療を安定的に受けられる環境を整えるために、医

療圏域において役割分担や連携強化を図りながら、医師や看護師など医療従事者の確保

に努めます。 

特定健康診査＊など各種検診の受診率の向上や、疾病予防・生活改善による生活習慣病

予防、食育＊などの取組を強化し、自分の健康に関心を持ち、市民一人ひとりが「健康寿

命＊」の延伸を目指すことができるように、健康づくりを支援します。 

 

現状と課題 

2004（平成 16）年度から始まった新卒後臨床研修制度＊に伴い、医育大学が地方病院

へ派遣する人材が不足し、市立稚内病院においても、麻酔科、循環器内科、耳鼻咽喉科、

泌尿器科で常勤医が不在の状況が続いています。この状況を解消するため、医育大学へ

医師派遣の依頼を要望し続けているところですが、常勤医の確保には至っていません。 

市内の診療所については、医師の高齢化等に伴い、閉院せざるを得ない施設が増えて

きていますが、2006（平成 18）年度から開始した開業医誘致制度により、新たな診療所

が開院し、かかりつけ医の数はほぼ横ばいとなっています。 

近年では、インターネット等の普及により、疾病予防や生活改善に関する情報を容易

に手に入れることができるようになりましたが、生活習慣病＊は減少しない状況が続いて

います。 

今後、ますます高齢化が進んでいく中において、誰もが健康寿命＊を延ばし、生涯にわ

たって健康で安心した生活を送ることができるよう、市民一人ひとりが健康に関心を持

ち、若い世代のうちから生活習慣予防や食育＊などに取り組むことが必要です。 

 

成果指標 
 

指 標 説 明 現状値 目標値 

誘致した診療所の数 
開業医誘致制度を活用して

開業した診療所の総数 

5 件 

（2018 年度） 

9 件 

（2028 年度） 

市立稚内病院の医療従

事者数（うち医師数） 

市立稚内病院の医療従事者

数 

363 人（35 人） 

（2018 年度） 

389 人（49 人） 

（2028 年度） 

特定健康診査受診率 特定健康診査受診者の割合 
21.8% 

（2016 年度） 

60.0% 

（2028 年度） 

 

 

 

政策 

１ 
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施策１－市立病院の医療従事者の確保と関係機関との連携 

常勤医の確保に向けて、医育大学などへの要望活動を強化するとともに、医師の負担

軽減・患者サービスの向上を図るため、医師以外の医療従事者の確保に努め、関係機関と

連携し安定した医療を提供します。 

また、研修医の確保を強化し、研修を通じて地域の実情を理解してもらい、将来、常勤

医としてこのまちに戻ってきてもらえる取組を進めていきます。 

施策２－診療所誘致の推進と地域で医療を守る取組 

開業医誘致制度を活用した診療所の誘致を推進するため、制度の積極的な PR を行い

ます。 

また、地域医療を考える稚内市民会議による地域ぐるみで医療を守る取組や、医療と

健康のまちづくり応援団による市民運動のほか、市民一人ひとりがかかりつけ医を持つ

よう推進し、市民が主役となり地域医療を守り育てていくという機運の醸成を図ります。 

施策３－心とからだの健康づくり 

市民が主体的に健康づくりに取り組むことができるよう、各種検診や相談体制の充実

を図り、健康に対する意識の向上に努めます。 

また、子どもたちが健やかに成長できるよう、順調な発育・発達の確認や児童虐待予防

の推進など支援の充実を図ります。 

施策４－食育＊の推進 

誰もが「食」に興味・関心を持ち、生涯にわたり、健康な身体と豊かな人間性を育むこ

とができるよう、学校・家庭・地域などあらゆる場面で食育＊に関する活動を推進し、心

身ともに健康な食生活と食の安全・安心に取り組みます。 

 

  

関 連 施 策 

関連する条例・計画等 

条例の名称 
稚内市開業医誘致条例、稚内市保健福祉センター条例、稚内市国民健康保険条

例 

計画の名称 

稚内市病院事業改革プラン、稚内市高齢者保健福祉計画、稚内市（国民健康保

険）特定健康診査等実施計画、稚内市地域福祉計画、稚内市子ども・子育て支

援事業計画、稚内市食育推進計画 
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互いに支え、いきいきと生活できる“暮らしづくり” 

地域共生社会＊の実現に向けた地域福祉＊の推進 

 

支援を必要とする人への相談体制の充実など適切なサービス提供により、地域から孤

立することなく、誰もが安心感を持って暮らせるまちづくりを進めます。また、「支え手」

「受け手」という関係を超えて、人にやさしく、相互扶助＊の精神で支援の輪を広げ、地

域の課題を協力して解決できる仕組みづくりを進めます。 

市民一人ひとりの個性を尊重し合うことにより、それぞれの能力が発揮しやすく、誰

もが平等に参画できる地域社会の形成に向けたまちづくりを推進します。 

 

現状と課題 

急速な少子高齢化による人口減少や価値観の多様化、地域における人のつながりの希

薄化などを背景とし、病気や介護、子育て、貧困、虐待、DV＊など様々な分野の問題が

複雑化・複合化する傾向にあります。住み慣れた地域で安心して暮らしていくためには、

制度による縦割りではなく、分野を横断した支援体制が必要です。 

2025 年には、団塊の世代が後期高齢者＊（75 歳以上）を迎え、全人口の概ね２割が後

期高齢者＊という時代を迎えます。これまで、高齢者については、元気な時から介護予防

の取組や、住民同士で見守りを行う地域の支え合いを推進してきました。今後は、高齢者

のみならず、障がいのある人、子ども等を含む全ての人々が、互いに支え合いながら、一

人ひとりが役割と生きがいをもって活躍できる「地域共生社会＊」の実現が求められてい

ます。 

また、地域の複合的な課題に対して、地域住民を巻き込んで解決へのアプローチを探

る視点とスキルを持った人材育成に取り組み、市民による地域福祉活動を促進していく

必要があります。 

 

成果指標 
 

指 標 説 明 現状値 目標値 

障害者グループホーム

の定員 

市内にある障害者グループ

ホームの定員数 

126 人 

（2018 年度） 

146 人 

（2028 年度） 

介護予防に資する通い

の場等の箇所数 

介護予防につながる住民主

体の通いの場の箇所数 

12 箇所 

（2018 年度） 

20 箇所 

（2028 年度） 

要支援・要介護認定率 

要支援・要介護認定を受けて

いる人の高齢者人口に占め

る割合 

15.8％ 

（2018 年度） 

19.7％以下 

（2028 年度） 

共生型地域福祉拠点の

数 

年齢や障がいの有無に関わ

らず、地域住民の参画の下で

支え合いを行う拠点の数 

0 か所 

（2018 年度） 

3 か所 

（2028 年度） 

政策 

２ 
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施策１－障がい者福祉の推進 

障がいがあっても、各々が持っている能力等に応じて社会参加ができ、生きがいを持

って生活できるよう、支援体制の充実を図ります。 

また、障がいの特性や障がいのある人への配慮など、障がいに対する理解を深め、介

護・援護拒否や孤立化を防ぐとともに、暮らしを支える相談支援体制の整備や、障がいの

ある人への虐待防止に向けた取組を推進します。 

 

施策２－高齢者福祉の推進 

高齢者が住み慣れた地域で元気に暮らすために、介護予防・生活支援や認知症施策に

取り組むとともに、介護や医療などの必要なサービスを総合的に提供し、自立した生活

を支える地域包括ケアシステム＊を推進します。 

 

施策３－生活困窮者への支援強化 

生活困窮者に対し、生活困窮者自立支援制度に基づき、各種制度に関する情報提供や

就労支援などを行い、経済的な自立を促すとともに、被保護世帯の実情を把握して、生活

保障を適切に行います。必要な人に制度の情報が届くよう努め、セーフティネット＊とし

ての機能強化を図ります。 

 

施策４－誰もが参加・参画できる社会の推進 

子どもから高齢者、障がいの有無に関わらず、全ての市民が、自分らしく、誇りを持っ

て暮らすために、ともに支え合う仕組みづくりや意識の醸成を図るとともに、地域福祉＊

を支える多様な人材を育成します。 

 

 

  

関 連 施 策 

関連する条例・計画等 

条例の名称 

稚内市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条

例、稚内市介護保険条例、稚内市高齢者サービス事業条例、社会福祉法人の助

成に関する条例 

計画の名称 

稚内市地域福祉計画、稚内市障がい者計画・稚内市障がい福祉計画、稚内市高

齢者保健福祉計画・稚内市介護保険事業計画、稚内市子ども・子育て支援事業

計画 
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互いに支え、いきいきと生活できる“暮らしづくり” 

人と地球にやさしいまちづくり 

 

低炭素社会＊の実現に向けて、省エネルギーの推進や再生可能エネルギー＊の導入拡大、

さらには発生させたエネルギーの地産地消＊に取り組むとともに市民一人ひとりの環境

に対する意識の向上を図り、環境にやさしいライフスタイル＊の実践を進めます。 

特色ある豊かな自然や生態系を将来にわたって維持するため、環境問題について学ぶ

機会や自然とふれあう場を創出するなど、環境教育の充実を図り、環境保全活動の担い

手を育成します。 

行政、市民、事業者の協働＊により、ごみの発生抑制や再使用を積極的に取り組むなど、

循環型社会＊の形成に努めていきます。 

 

現状と課題 

本市では、低炭素社会＊の実現に向けて、地球温暖化＊の原因となる温室効果ガス＊（二

酸化炭素等）の削減や、全国有数の風況を誇る地域特性を生かした風力発電をはじめと

した豊富な再生可能エネルギー＊の導入拡大によって、地球温暖化防止の役割を果たすと

ともに、「環境都市わっかない」の実現を目指して取組を続けてきました。 

本市は利尻礼文サロベツ国立公園をはじめ、豊かな自然を有しており、これらを良好

な状態で次世代へ引き継ぐため、環境問題について考え身近なことから取り組むきっか

けづくりを進めるなど、より市民の意識を高めていく必要があります。 

また、ごみを減らし資源を有効に使う循環型社会形成に向け、一般廃棄物の発生抑制、

リサイクルの推進及び生ごみ中間処理施設での減容化等を行ってきましたが、本市の一

人一日あたりのごみ排出量は、全国・全道平均より多く、排出抑制は大きな課題となって

います。 

 

成果指標 
 

指 標 説 明 現状値 目標値 

市民一人あたりの二酸

化炭素排出量 

二酸化炭素総排出量を

人口で割った数値 

12.29t-CO2/人・年 

（2013 年度） 

11.43t-CO2/人・年 

（2027 年度） 

一人一日あたりのごみ

排出量 

市民一人一日あたりの

ごみ排出量※その他事

業系廃棄物を除く 

1,247g/人・日 

（2017 年度） 

940g/人・日 

（2028 年度） 

ごみの資源化（リサイ

クル）率 

ごみ排出量のうち、資

源化された率 

22.8% 

（2017 年度） 

30.0% 

（2028 年度） 

 

 

政策 

３ 
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施策１－低炭素社会＊の実現 

市民・事業者への公共交通機関の積極的な利用の呼びかけや省エネルギー型製品の普

及、節電・節水など日常生活における省エネルギー行動の実践を推進します。また、再生

可能エネルギー＊の導入にあたっては市民の安全と安心、生活環境を保ちながら適正な導

入を図るとともに、産業振興、雇用創出など経済波及を目指します。 

 

施策２－豊かな自然環境の保全 

自然環境や景観に配慮しながらまちづくりを進めるとともに、市民一人ひとりが地域

の豊かな自然環境について学び、環境保全のための活動やその活動の場の提供、支援を

行います。 

 

施策３－循環型社会＊の実現 

３Ｒ＊（リデュース：発生抑制・リユース：再使用・リサイクル：再生利用）を推進し、

さらなる循環型社会＊の形成を進めていきます。特に、本市では、市民一人あたりの一般

廃棄物の排出量が多いことから、発生抑制を重点的に取り組みます。 

 

施策４－住みよい生活環境の確保 

地域清掃活動など、地域・団体などが行う美化活動に対する支援を行うとともに、ごみ

出しマナーの徹底、ペットのふんの不始末などの啓発活動に取り組むことにより、環境

美化への意識を高めます。 

また、悪臭・騒音など、公害の防止に努め迅速な改善処理に努めるほか、計画的な廃棄

物処理施設の整備を行い、衛生的な生活環境を保全します。 

 

 

  

関 連 施 策 

関連する条例・計画等 

条例の名称 
稚内市環境基本条例、稚内市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例、稚内市

公害防止条例 

計画の名称 
稚内市環境基本計画、稚内市地球温暖化対策実行計画、稚内市一般廃棄物処理

基本計画 
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互いに支え、いきいきと生活できる“暮らしづくり” 

安全・安心な暮らしづくり 

 

誰もが安全で安心して暮らせるよう、消費生活に必要な知識や情報を得られる環境を

整え、消費者被害を未然に防止する活動を強化するとともに、防犯活動や交通安全対策

を一層進めるなど、市民・行政・企業・団体が連携した体制を持続していきます。 

消防・救急体制の強化に向け、消防団の組織強化や幅広い年齢層への防火・応急手当知

識の普及啓発などに取り組み、市民と手を取り助け合う体制を構築します。また、予防指

導の推進や事業所の防火・防災体制の強化を図り、災害の少ない安全なまちづくりを進

めます。 

 

現状と課題 

高齢化社会に加え、今後は成人年齢の引き下げによりトラブルに巻き込まれる世代も

増えてくることが懸念されます。利便性の向上が進む中で、消費者として正しい判断が

できるよう情報の提供と学習機会の充実に努め、相談体制を維持・強化していくことが

必要です。 

本市の交通事故発生件数や刑法認知件数については全国と同様に減少しているものの、

安全運転義務違反や窃盗犯などの発生件数が半数以上を占めている状況です。交通安全

対策や防犯活動については、関係機関や団体、地域が一体となり交通マナーの向上や防

犯意識の高揚に繋がる取組が必要です。 

消防・救急においては、建物構造・事業形態の変化により災害は多種・多様に変化して

おり、多様化する災害に対応するための消防体制の強化が必要です。また、稚内特有の地

形により遠隔地への移動時間を要することから、消防団との連携強化や救命率向上のた

めの市民とともに助け合う体制づくりが必要です。 

また、鳥獣による被害については、農村部のみならず市街地に出没する個体の捕獲方

法や防除体制の強化が課題となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政策 

４ 
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成果指標 
 

指 標 説 明 現状値 目標値 

各種消費者啓発回数 

消費者が適切に判断す

るための動機付け啓発

回数（課内統計） 

6 件 

（2017 年度） 

10 件 

（2028 年度） 

交通事故死亡者数 交通事故死亡者数 
0 人 

（2017 年度） 

0 人 

（2028 年度） 

防火講習会・避難訓練

の実施数 

市民への防火講習と事

業所の訓練実施状況 

174 件 

（2017 年度） 

250 件 

（2028 年度） 

救命講習参加人数 救命講習への参加人数 
1,301 人 

（2017 年度） 

1,690 人 

（2028 年度） 

市街地におけるエゾシ

カ捕獲数 

市街地において実施し

たエゾシカ捕獲事業の

捕獲数 

374 頭 

（2013～2017 年度） 

1,500 頭 

（2019～2028 年度） 

 

 

 

 

施策１－消費者教育及び消費者被害防止活動の推進 

自ら進んで、消費生活に関して必要な知識や情報を修得・収集するなど、自主的かつ合

理的に行動するように努める自立した消費者を目指して消費者教育を推進します。 

また、高齢化社会や情報技術が発展していく中で多種多様なトラブルが増えることが

予想されることから、今後も市民が安全に安心して暮らせることができるよう消費者セ

ンターの機能強化を図ります。 

 

施策２－交通安全対策及び防犯対策の推進 

高齢化が進む中で市民一人ひとりが、交通安全意識を高く持ち続けて行動できる市民

を目指して、交通安全対策を推進するとともに、防犯意識の高揚や防犯体制の強化を図

ります。 

今後も関係機関や団体と連携・協力し、交通安全啓発・防犯啓発活動を通して事故抑止

並びに犯罪抑止に努め、交通事故・犯罪のないまちづくりを進めます。 

 

 

 

  

関 連 施 策 
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施策３－消防・救急体制の充実 

一般家庭への住宅用火災警報器の普及促進や、関係団体と連携した防火意識の啓発活

動を通して防火対策を推進するとともに、事業所への立入検査・避難訓練など積極的な

予防指導を行い、防火・防災体制の確立を促すことによる火災予防対策を推進します。 

また、災害・事故に対応するための消防体制の充実・基盤強化に努めるとともに、救命

率の向上を目指し、若年層を含めた救命講習の受講促進や、遠隔地に居住する市民・消防

団との救命体制の連携強化を推進します。 

 

施策４－鳥獣被害防止対策の強化 

北海道や関係機関・団体などと連携し、エゾシカの個体数減少を図るため、年間捕獲事

業計画に基づく捕獲を実施するとともに、有効な捕獲方法や、市街地への出没防止対策

など、様々な手法の研究調査を進め、効果的な対策を講じます。 

特定外来生物＊のアライグマの生息域の状況を把握し、徹底した防除を行い、生態系に

係る被害並びに農業被害、生息域の拡大防止を図ります。 

 

 

関連する条例・計画等 

条例の名称 
稚内地区消防事務組合火災予防条例、稚内市防犯及び交通安全の推進に関する

条例、稚内市消費者センター設置条例、稚内市消費生活安定条例 

計画の名称  
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基本目標５ 

 

 

 

 

 

 

政策１ 郷土愛の醸成・まちの魅力の発信 

政策２ 国内外との交流促進とホスピタリティ＊の向上 

政策３ 移住＊・定住＊の促進と関係人口＊の拡大 

 

まちを愛し、世界に誇れる 

“ふるさとづくり” 

 



 

88 

まちを愛し、世界に誇れる“ふるさとづくり” 

郷土愛の醸成・まちの魅力の発信 

 

市民一人ひとりが、このまちの歴史や風土＊など郷土＊について学び、まちの魅力を再

認識できる環境を整備するとともに、新たな魅力の発掘、磨き上げを市民協働で推進す

ることにより、「ふるさと稚内」への愛着と誇りを醸成します。 

また、様々な広報媒体を活用し、まちの魅力を広く国内外に向けて、戦略的に発信して

いく体制を整備するとともに、市民個々による自発的なまちのプロモーション活動を推

進します。 

 

現状と課題 

日本海とオホーツク海に囲まれ国境に位置する本市は、豊かな自然・景観といった地

理的特性や、それらからもたらされる良質で豊富な食、さらには先人が残した史跡＊・有

形文化財＊など、多くの魅力にあふれています。 

本市の人口減少の最大の要因である市外への人口流出を食い止めるためには、市民一

人ひとりがこのまちの魅力を再認識し、いつまでもこのまちで住み続けたい、一度市外

へ出てもこのまちを応援し続けたい、いつかは戻ってきたいという、まちへの愛着と誇

りを育むことが重要です。 

本市では、これまでも稚内学などを通じて、歴史や文化、自然など本市の魅力を学ぶ機

会を定期的に提供してきたところですが、今後はそれらを発展させて、市民の好奇心や

学習意欲をさらに向上させていくことが必要です。 

また、観光客を始めとした交流人口＊の増加や、移住希望者の受入などを拡大させるた

めには、このまちに関する様々な情報を効果的に発信していくことが重要となります。 

今後は、それぞれの対象に応じた戦略的なプロモーション活動を行うとともに、イン

ターネットや SNS＊などが普及する中において、行政や関係機関のみならず、市民一人ひ

とりがこのまちの魅力を発信するという機運を高めていく必要があります。 

 

成果指標 
 

指 標 説 明 現状値 目標値 

郷土＊を学ぶ事業への

参加者数 

稚内学など市が関係し

て開催される地域学講

座への参加者数 

110 人 

（2017 年度） 

250 人 

（2028 年度） 

北方記念館、樺太記念

館、旧瀬戸邸の入館者

数 

３施設の入館者数の合

計（樺太記念館は 2018

年度開館） 

30,900 人 

（2017 年度） 

60,000 人 

（2028 年度） 

  

政策 

１ 
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施策１－「ふるさと稚内」を学ぶことによる郷土観の確立 

市民自らが「ふるさと稚内」の歴史や自然、人物、文化などを学ぶことにより、新たな

魅力を発見し、ふるさとに対する誇りやまちづくりにつながる郷土愛を育みます。 

市民が地域について学ぶ機会を創出するため、新たな学習スタイルの開拓やアナログ

とデジタルそれぞれの利便性を見定め、情報メディアを上手く取り入れながら、学習機

会の拡大を図ります。 

 

施策２－資源の磨き上げと資源の発掘の推進 

既存の観光資源のみにとらわれることなく、普段この地域に暮らす自分たちにとって

何気ないものが観光資源に成り得るという視点を持ちながら、既存の資源の見せ方や伝

え方、付加価値＊の創出を行うとともに、新たな観光資源の発掘を進め、魅力あるまちづ

くりを進めていきます。 

 

施策３－「ふるさと稚内」の PR 活動の推進 

市民がふるさとへの愛着をもって、本市を訪れる人に対し稚内を PR することで良い

印象を持ってもらい、地域経済の活性化や移住＊の可能性を高めます。 

各種イベント等の実施により、まちのイメージを創出しながら、誘客を進めたい対象

者を分析し、宣伝手法に変化をつけるなど、適した情報発信を推進し、戦略的なプロモー

ション＊を行います。 

 

 

  

関 連 施 策 

関連する条例・計画等 

条例の名称 

稚内市文化財保護条例、稚内市立図書館条例、稚内市まちづくり寄附条例、稚

内市総合文化センター条例、稚内市北方記念館条例、稚内市旧瀬戸邸条例、稚

内市樺太記念館条例 

計画の名称 
稚内市生涯学習推進計画、稚内市社会教育中期計画、稚内市子どもの読書推進

計画、稚内市観光振興ビジョン、稚内市まち・ひと・しごと創生総合戦略 
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まちを愛し、世界に誇れる“ふるさとづくり” 

国内外との交流促進とホスピタリティ＊の向上 

 

仕事や観光などで稚内を訪れる人を、おもてなしの心を持って温かく迎え入れ、この

まちの人や魅力を深く知ってもらうことができるよう、市民一人ひとりのホスピタリテ

ィ向上に努めるとともに、人と人が交流する機会の拡大を図ります。 

また、これまで培ってきた国内外の友好都市や姉妹都市との様々な分野での交流を、

まちを挙げて今まで以上に発展させ、このまちの重要な財産の一つとして、将来に繋い

でいきます。 

 

現状と課題 

我が国が少子高齢化を背景とした人口減少や都市部への人口集中が進む中にあって、

地方における交流人口＊の拡大促進は、地域振興や経済活性化に寄与する重要な取組であ

り、近年においては、友好都市との交流をきっかけとして民間レベルでの経済交流に発

展する事例もあることから、地域間の市民交流はもちろん、各分野における企業や関係

団体の積極的な交流機会への参画が望まれます。 

国内外及び観光やビジネスなどの理由を問わず、本市に訪れる人との出会いや交流は、

私たちの人間性を豊かにし、自身や我が街の持つ新たな魅力・課題等への気づき、新しい

知識や様々な情報の入手に結び付くなど、個人及び企業、そして地域発展への可能性を

有する貴重な機会の一つと捉え、様々な視点・角度からの交流機会の拡大も必要です。 

交流人口＊に含まれる観光客については、そのほとんどにおいて来訪回数が一回目とい

う結果であり、リピーターが非常に少ない状況です。観光に限らず、何度も足を運んでも

らえる地域となるには、訪れた人への印象や満足度が非常に重要であることから、本市

の地域資源の魅力向上を図ることはもとより、人と人とが交流する機会において温かく

迎え入れる体制の構築が必要です。 

また、本市では国境のまちという地理的特性を活かし、早くから隣国サハリン州の各

都市と様々な分野において交流を深めてきました。今後も交流の機会を通じて、地域間

における信頼・協力関係を深め、日露間の友好関係構築を地方の立場からけん引してい

くことが求められています。 

さらに、外国人観光客に加えて、市内には多くの外国人が居住するようになりました。

本市は、国際都市として、サハリン州各都市との交流で培ってきた諸外国の文化を身近

に感じられるという強みを活かし、異文化への理解はもちろん、本市へ訪れる外国人に

対して、おもてなしの心を持って積極的に行動できるといった、市民の国際意識の醸成

が求められます。 

 

政策 

２ 
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成果指標 
 

指 標 説 明 現状値 目標値 

宿泊客延べ数 
市内宿泊施設に宿泊した

延べ人数 

377,100 人泊 

（2017 年度） 

468,800 人泊 

（2028 年度） 

訪日外国人宿泊客延べ

数 

市内宿泊施設に宿泊した

訪日外国人客の延べ人数 

19,729 人 

（2017 年度） 

79,900 人泊 

（2028 年度） 

 

 

 

施策１－まちを訪れる人の満足度向上 

観光地経営の視点に基づいた地域づくりを推進するため、「DMO＊」を設立し、官民連

携した既存の観光資源や体験メニューの磨き上げを行うとともに、人との出会いや交流

の促進、壮大な自然・風景の融合がもたらす新たな感動により、このまちを訪れる人たち

の満足度を向上させ、何度でも訪れたくなるまちづくりを進めます。 

施策２－友好交流の促進による地域活性化 

友好都市をはじめとした多くの地域やまちとの間で行われてきた民間レベルによる物

産品の交流を継続・強化するため、支援及び協働＊した取組を進めるとともに、文化、ス

ポーツ、青少年等の交流の拡大、活性化に努め、互いの地域の発展につなげます。 

また、友好都市等との交流促進に向けて、互いの市民が相互に訪問し合い、互いのまち

への理解を深めるなど、将来にわたり友好と親善の絆が強まる取組を継続します。 

施策３－国際交流の推進 

国外の友好都市等との間でお互いの信頼関係をさらに深め、地域間の結びつきを一層

強化していくため、文化、スポーツをはじめ、あらゆる分野における相互の交流を活性化

します。 

また、市民の国際意識の醸成を図るため、関係機関などと連携し、取組を継続します。 

 

  

関 連 施 策 

関連する条例・計画等 

条例の名称  

計画の名称 稚内市観光振興ビジョン 
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まちを愛し、世界に誇れる“ふるさとづくり” 

移住＊・定住＊の促進と関係人口＊の拡大 

 

人口減少の抑制に向けて、市民の定住＊を促進するとともに、一度稚内を離れた若者が

再び戻って来られる環境を整備します。また、移住希望者が求める多様なライフスタイ

ル＊に対応した支援策の充実と受入体制を整備し、「住んでみたい」、「住み続けたい」と

思ってもらえるまちづくりを進めます。 

現在、稚内に住んでいる人だけではなく、稚内出身者や勤務経験者をはじめ、様々な形

でこのまちを応援してくれる人とのつながりを大切にし、それらの人たちの力をまちづ

くりに取り込んでいきます。 

 

現状と課題 

本市の人口は、1975（昭和 50）年の国勢調査をピークに減少を続けており、特に 2007

（平成 19）年から 2017（平成 29）年までの間に 6,000 人以上の人口が減少し、この 10

年間で急速に人口減少が進んでいます。人口減少の要因は、市外への転出者数が市内へ

の転入者数を上回る社会減が大きく、転出の主な理由として、進学や就職に伴う若者の

転出が挙げられます。 

人口の減少、特に若年層の減少は、労働力の低下を招き、本市全体の活力の低下につな

がることが懸念されることから、人口減少に歯止めをかけるためにも、移住＊・定住＊対

策や U ターン＊の促進に向けた取組を強化することが必要です。 

また本市には、稚内出身者や勤務経験者などで構成するふるさと会や、ふるさと納税＊

の寄附者など、このまちに住んでいなくても応援してくれている人が数多く存在します。 

人口減少が進む中において、これらの人たちの応援は、このまちの大きな原動力であ

り、今後もこのつながりを大切にしながら深めていくとともに、稚内に関わりを持って

くれる人（関係人口＊）をさらに拡大していくことが必要です。 

 

成果指標 
 

指 標 説 明 現状値 目標値 

移住体験者数 

ちょっと暮らし移住体験

推進事業における体験者

延べ日数 

277 人日/年 

（2017 年度） 

450 人日/年 

（2028 年度） 

移住体験者の本市へ

の移住者数（二地域居

住＊を含む） 

移住体験を行った人のう

ち本市へ移住＊、二地域居

住＊をした人の数 

2 人 

（2015～2017 年度） 

5 人以上 

（2019～2028 年度） 

 

 

政策 

３ 
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施策１－移住＊・定住＊の促進 

市外からの移住者を増やし定住＊につなげるため、住宅、仕事、子育て、教育等の様々

な相談窓口を整備し、受入体制の拡充を図るとともに、本市の特徴である自然の豊かさ

や災害の少なさ、子育て支援体制の充実を積極的に都市部へのプロモーション＊を展開し、

移住＊定住＊の促進を図ります。 

 

施策２－若者の定着・U ターン＊の促進 

若者の定着、U ターン＊の促進を図るため、子どもの頃から地域の魅力を発見する力の

育成や、地元企業を知る機会の創出、起業教育の実施など、稚内で働くことを具体的に意

識できる取組を進めるとともに、稚内で取得が困難な資格や技術を習得するために市外

へ進学した若者のＵターン促進策の検討など、若者が地元に残る、戻って来られる環境

づくりを進めます。 

 

施策３－稚内に関わりを持つ人々との関係強化 

各地のふるさと会メンバーなどの稚内出身者や勤務経験者、ふるさと納税者など、稚

内に関わりのある人たちに、このまちの応援者になってもらい、それらの人々と「ふるさ

と稚内」との、より深い継続的なつながりを持つ機会を創出するとともに、稚内に対する

想いを地域づくりに生かす取組を進めます。 

 

 

 

関 連 施 策 

関連する条例・計画等 

条例の名称 稚内市まちづくり寄附条例 

計画の名称 稚内市まち・ひと・しごと創生総合戦略 
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Ⅵ 総合計画の進捗管理 
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◆ 総合計画の進捗管理 

 

第５次稚内市総合計画では、各政策・施策に設定している成果指標の達成に向けて、関

連する取組を実施し、定期的に達成状況等を把握するとともに、必要に応じて見直しを

行う PDCA サイクル＊の手法で進捗管理を行います。 

PDCA サイクル＊とは、計画（Plan：プラン）、実施（Do：ドゥ）、評価（Check：チェ

ック）、改善（Action：アクション）を繰り返し行うことにより、業務を継続的に改善す

ることです。本計画では、目標達成の手段である事業レベルの改善（Action：アクション）

には調整・修正（Adjust：アジャスト）の意味も含め、二重構造とした PDCA サイクル

＊を用いて、行政サービスを充実させ、効率の良い行政運営を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action 改善 
必要に応じて 

手法等の見直しを検討 

Plan 計画 
第５次稚内市 

総合計画基本計画 

Do 実施 
計画の推進（施策の実施） 

 計画の策定・見直しを伴う中長期サイクル 

計画の見直しではなく、事業手法等の見直しを行う短期（年度）サイクル 

Check 評価 
施策評価・事業評価 

PDCA サイクル＊ 
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Ⅶ 資料編 
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１. 第５次稚内市総合計画 成果指標一覧 

 

 

  

政策 指標 説明 現状値 目標値 積算根拠 担当課

全国学力・学習
状況調査の平均
正答率

全国を100とした
時の平均正答率

小学校　94.6％
中学校　91.4％
（2017年度）

100%以上
（2028年度）

全国学力・学習状況調査の平均正
答率を全国平均まで引き上げる

学校教育課

自分には、良い
ところがあると
考えている子ど
もの割合

全国学力・学習
状況調査の質問
紙調査の結果

小学校　65.5％
中学校　72.1％
（2017年度）

100%
（2028年度）

自分自身が親や家族にとってかけ
がえのない存在であることに気づ
く子どもの割合100％とする

学校教育課

全国体力・運動
能力、運動習慣
等調査の8種目
の体力合計得点

全国平均値を50
点とした時の点
数

小学校男子　47.1点
小学校女子　48.6点
中学校男子　49.4点
中学校女子　46.4点

（2017年度）

50点以上
（2028年度）

体力合計得点を全国平均値以上ま
で引き上げる

学校教育課

稚内北星学園大
学を卒業して、
本市に就職した
学生の割合

大学卒業後４月
から本市で就職
した学生の割合
（留学生を除
く）

35.0%
（2018年度）

65.0%
（2028年度）

2018年度の35％を基本に毎年度
3％ずつ増やし、2028年度までに
65％とする

教育総務課

風～る わっか
ないの利用者数

施設の年間利用
者（2018年度開
館）

―
（2018年度）

20,000人
（2028年度）

開館3ヶ月の約1,300人/月を基本
に、10年後は約3割増とする（総
合戦略では2019年度の目標値を
20,000人に設定。人口が減少する
中、その後も利用者数を維持）

社会教育課

スポーツ・健康
体力づくり事業
の参加者数

市主催事業の参
加者の延べ数

1,500人
（2017年度）

3,000人
（2028年度）

2018年度から実施するフルマラソ
ン大会により1,000人増加、その
後2028年度までに3,000人まで増
やす

社会教育課

北方記念館、樺
太記念館、旧瀬
戸邸の入館者数

３施設の入館者
数の合計（樺太
記念館は2018年
度開館）

30,900人
（2017年度）

60,000人
（2028年度）

2018年度の3館の入館者数を
50,000人（北方記念館18,000人、
旧瀬戸邸10,000人、樺太記念館
22,000人）と見込み、以降、年
1,000人ずつ増加させて60,000人
まで引き上げる

教育総務課

この地域で子育
てをしたいと思
う割合

乳児健診におい
て、この地域で
子育てをしたい
と思う人の割合

89.9%
（2017年度）

94.8%
（2028年度）

2017年度の89.9％より毎年0.7％
増加させ、2024年度に94.8％まで
引き上げ、それ以降94.8％を維持
する

健康づくり
課

産後うつ病のリ
スクが高い妊婦
の割合

産後うつ質問票
の得点が9点以上
の者の割合

9.6%
（2017年度）

6.3%
（2028年度）

2017年度の9.6％より毎年0.3％ず
つ減少させ、2028年度には6.3％
まで減少させる

健康づくり
課

保育所入所待機
児童数

保育所への入所
を待機している
児童数

13人
（2018年度）

0人
（2028年度）

2021年度までに待機児童数を0人
とし、それ以降、待機児童数0人
を継続させる

こども課

1-1

1-2

1-3
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政策 指標 説明 現状値 目標値 積算根拠 担当課

路線バス等を利
用する人の割合

人口に対して、
路線バス、乗合
タクシー、ス
クールバス混乗
を利用する人の
割合

7.5%
（2017年度）

7.6%
（2028年度）

2017年度の数値を基本に、路線バ
ス等を利用する人の割合を2028年
度までに0.1％増加させる。

地方創生課

観光入込客数
本市を訪れた観
光客の人数

520,800人
（2017年度）

718,100人
（2028年度）

2017年度の数値を基本に、2016年
度から2017年度の増加率3％を毎
年度増加させ、2028年度までに
718,100人まで引き上げる。

観光交流課

総人口に占める
DID人口の割合

地区別集中人口
が4,000人/km2以
上で、その全体
が5,000人以上と
なっている地域
に住む人口の割
合

81.2%
（2016年度）

82.1%
（2028年度）

人口減少が続く中、コンパクトな
街創りを進め、2028年度までに近
年で最高値である2010年度の
82.1％とする

都市整備課

水道基幹施設の
耐震化率

16.7%
（2018年度）

100%
（2028年度）

水道基幹施設6施設のうち、耐震
化が必要な5施設を2028年度まで
に耐震化し100%とする

水道施設課

重要送配水管路
の耐震化率

69.8%
（2018年度）

76.7%
（2028年度）

災害時の活動拠点として指定され
ている病院、避難所等の重要施設
に送配水する重要送配水管路の耐
震化率を2028年度までに76.7%と
する

水道施設課

下水道施設の耐
震化率

下水終末処理場
の耐震化率

13.8%
（2017年度）

79.3%
（2028年度）

2012年度以降更新が必要な24設備
のうち、2028年度までに21設備を
更新し、耐震化率を79.3%とする

水道施設課

地域ごとの津波
避難計画策定数

津波浸水対象町
内会（40町内
会）における地
域ごとの津波避
難計画策定数

0町内会
（2017年度）

40町内会
（2028年度）

2021年度までに津波浸水対象とな
る全40町内会において津波避難計
画を完成させる（2018年度：目標
12町内会）

総務防災課

自主防災組織結
成数

町内会（68町内
会）における自
主防災組織の結
成数

7町内会
（2017年度）

68町内会
（2028年度）

2017年度の7町内会を基本に、毎
年度、新規結成を市街地区におい
て3町内会とし、郊外地区ではブ
ロック単位での取組を行い、2028
年度までに全68町内会での組織化
を図る。

総務防災課

水道施設の耐震
化率

2-1

2-2

2-3
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政策 指標 説明 現状値 目標値 積算根拠 担当課

漁獲量（３年間
の平均）

沿岸・沖合漁業
の漁獲量の３年
間の平均

47,921ｔ
（2015-2017年）

66,500ｔ
（2026-2028年）

魚種ごとに取組成果等を考慮した
目標値を設定し、3か年の平均漁
獲量を増大させる

水産商工課

生乳生産量 生乳の生産量
66,755ｔ

（2016年度）
67,000ｔ

（2028年度）

新規就農や規模拡大による増頭に
より飼養頭数の減少を小さくする
とともに、飼育技術の向上や良質
な飼料生産をTMRセンターなどが
担うことで個体乳量の増加を目指
す

農政課

人工林の面積割
合

森林面積におけ
る人工造林の面
積率

27%
（2018年度）

30%
（2028年度）

2018年度の数値を基本に、毎年
0.3％増加させ、2028年度までに
3％増加させる

農政課

設備投資に係る
融資件数

設備資金に係る
稚内市中小企業
特別融資の実行
件数

31件
（2017年度）

40件
（2028年度）

2017年度の数値を基本に、2028年
度までに30％増加させ、実行件数
を40件とする

水産商工課

稚内市中小企業
振興助成金の活
用件数

稚内市中小企業
振興助成金の活
用件数

21件
（2017年度）

27件
（2028年度）

2017年度の数値を基本に、2028年
度までに30％増加させ、活用件数
を27件とする

水産商工課

観光入込客数
本市を訪れた観
光客の人数

520,800人
（2017年度）

718,100人
（2028年度）

2017年度の数値を基本に、2016年
度から2017年度の増加率3％を毎
年度増加させ、2028年度までに
718,100人まで引き上げる。

観光交流課

宿泊客延べ数
市内宿泊施設に
宿泊した延べ人
数

377,100人泊
（2017年度）

468,800人泊
（2028年度）

2017年度の数値を基本に、2016年
度から2017年度の増加率2％を毎
年度増加させ、2028年度までに
468,800人泊まで引き上げる

観光交流課

クルーズ船寄港
数

稚内港に寄港す
るクルーズ船の
総隻数

3隻
（2018年度）

10隻
（2028年度）

2018年度の3隻（国内）を基本
に、2028年度にはクルーズ船10隻
（国内3、国外7）を寄港させる
（離島の悪天候による抜港は除
く）

物流港湾課

企業立地促進条
例による助成を
行った企業数

企業立地促進条
例による助成を
行った企業数

1件
（2017年度）

3件
（2019～2028年度）

助成制度を活用して新工場等を設
置した企業数を2028年度までの10
年間で3件とする

水産商工課

稚内港の港湾貨
物量

稚内港における
暦年の取扱貨物
量

162万トン
（2017年）

223万トン
（2027年）

稚内港港湾計画における平成30年
代後半の取扱貨物量の設定値を目
標値とする

物流港湾課
サハリン課

稚内港貿易額 輸出入額合計
3,593百万円
（2017年）

5,993百万円
（2028年）

稚内港の貿易額を過去10年間の平
均値まで回復させる（函館税関稚
内税関支署発表）

物流港湾課
サハリン課

3-1

3-3

3-4

3-2
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政策 指標 説明 現状値 目標値 積算根拠 担当課

市立稚内病院の
医療従事者数
（うち医師数）

市立稚内病院の
医療従事者数

363人（35人）
（2018年度）

389人（49人）
（2028年度）

常勤医不在の診療科及び看護師数
を増加させる

病院庶務課

誘致した診療所
の数

開業医誘致制度
を活用して開業
した診療所の総
数

5件
（2018年度）

9件
（2028年度）

条例施行から12年間で5軒の診療
所が開業、平均2年4か月に1軒の
開業となっていることから、向こ
う10年間で4軒を誘致する

地方創生課

特定健康診査受
診率

特定健康診査受
診者の割合

21.8%
（2016年度）

60.0%
（2028年度）

2016年度の21.8％を基本に、2019
年度4%、2020年度6%、2021年度
7%、2022年度8%、2023年度10%増
加させ、2023年度までに60%と
し、その後60.0%を維持する

総合窓口課
健康づくり
課

障害者グループ
ホームの定員

市内にある障害
者グループホー
ムの定員数

126人
（2018年度）

146人
（2028年度）

高齢化の進行に伴い在宅での生活
ができなくなる方が増えてくるこ
とから、今後、年に2人程度ずつ
定員を増加させる

社会福祉課

介護予防に資す
る通いの場等の
箇所数

介護予防につな
がる住民主体の
通いの場の箇所
数

12箇所
（2018年度）

20箇所
（2028年度）

2018年度の12箇所を基本に、2028
年度の総人口及び高齢者人口の見
込みを考慮して、必要とされる箇
所数を設定する

長寿あんし
ん課

要支援・要介護
認定率

要支援・要介護
認定を受けてい
る人の高齢者人
口に占める割合

15.8%
（2018年度）

19.7％以下
（2028年度）

第７期稚内市高齢者保健福祉計
画・稚内市介護保険事業計画で見
込んでいる2028年度の介護認定率
を19.7％を下回る

長寿あんし
ん課

共生型地域福祉
拠点の数

年齢や障がいの
有無に関わら
ず、地域住民の
参画の下で支え
合いを行う拠点
の数

0か所
（2018年度）

3か所
（2028年度）

現在皆無である拠点の数を3年に1
拠点程度整備し、2028年度までに
3か所設置する

社会福祉課

市民一人当たり
の二酸化炭素排
出量

二酸化炭素総排
出量を人口で
割った数値

12.29t-CO2/人・年
（2013年度）

11.43t-CO2/人・年
（2027年度）

第2次稚内市環境基本計画で掲げ
ている2030年度の二酸化炭素の総
排出量を2013年度の26％削減する
という目標値を踏まえて、将来の
推計人口から2027年度の市民1人
当たりの排出量を算定する

環境エネル
ギー課

一人一日あたり
のごみ排出量

市民一人一日あ
たりのごみ排出
量※その他事業
系廃棄物を除く

1,247g/人・日
（2017年度）

940g/人・日
（2028年度）

北海道廃棄物処理計画【第4次】
で掲げている目標値を設定する

くらし環境
課

ごみの資源化
（リサイクル）
率

ごみ排出量のう
ち、資源化され
た率

22.8%
（2017年度）

30.0%
（2028年度）

北海道廃棄物処理計画【第4次】
で掲げている目標値を設定する

くらし環境
課

各種消費者啓発
回数

消費者が適切に
判断するための
動機付け啓発回
数（課内統計）

6件
（2017年度）

10件
（2028年度）

毎年行っている市民向け啓発6件
の他、消費者の世代を、学生世
代、成人世代、働き盛り世代、高
齢世代と4等分し、それぞれの世
代へも個別啓発を実施する

くらし環境
課

交通事故死亡者
数

交通事故死亡者
数

0人
（2017年度）

0人
（2028年度）

各種団体との啓発・連携を強化
し、死亡事故を0件とする

くらし環境
課

防火講習会・避
難訓練の実施数

市民への防火講
習と事業所の訓
練実施状況

174件
（2017年度）

250件
（2028年度）

避難訓練の実施義務がある事業所
の実施率を現状の44％から80％に
引き上げるとともに、訓練実施義
務の無い事業所や、一般市民への
防火講習会を実施する

消防本部

救命講習参加人
数

救命講習への参
加人数

1,301人
（2017年度）

1,690人
（2028年度）

2018年度の1,301人を基本に、人
口減少や高齢化を考慮し、毎年度
3％増加させ、2028年度までに
1,690人を目指す。

消防本部

市街地における
エゾシカ捕獲数

市街地において
実施したエゾシ
カ捕獲事業の捕
獲数

374頭
（2013～2017年度）

1,500頭
（2019～2028年度）

2013～2017年度（5年間）のエゾ
シカ捕獲数を基本に、2019～2028
年度（10年間）のエゾシカ捕獲数
を倍増させる

農政課

4-1

4-2

4-3

4-4
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政策 指標 説明 現状値 目標値 積算根拠 担当課

郷土を学ぶ事業
への参加者数

稚内学など市が
関係して開催さ
れる地域学講座
への参加者数

110人
（2017年度）

250人
（2028年度）

市主催の稚内学などの地域学講座
を10回程度開催し、1回平均20～
30人程度の参加者数とする。
（2017年度：全6回 平均18.3人）

社会教育課

北方記念館、樺
太記念館、旧瀬
戸邸の入館者数

３施設の入館者
数の合計（樺太
記念館は2018年
度開館）

30,900人
（2017年度）

60,000人
（2028年度）

2018年度の3館の入館者数を
50,000人（北方記念館18,000人、
旧瀬戸邸10,000人、樺太記念館
22,000人）と見込み、以降、年
1,000人ずつ増加させて60,000人
まで引き上げる

教育総務課

宿泊客延べ数
市内宿泊施設に
宿泊した延べ人
数

377,100人泊
（2017年度）

468,800人泊
（2028年度）

2017年度の数値を基本に、2016年
度から2017年度の増加率2％を毎
年度増加させ、2028年度までに
468,800人泊まで引き上げる

観光交流課

訪日外国人宿泊
客延べ数

市内宿泊施設に
宿泊した訪日外
国人客の延べ人
数

19,729人泊
（2017年度）

79,900人泊
（2028年度）

2017年度の数値を基本に、2016年
度から2017年度の増加数約5,470
人を毎年度増加させ、2028年度ま
でに79,900人泊に引き上げる

観光交流課

移住体験者数

ちょっと暮らし
移住体験推進事
業における体験
者延べ日数

277人日/年
（2017年度）

450人日/年
（2028年度）

2017年度の277人日/年を基本に、
毎年度5％程度増加させ、2028年
度には450人日/年とする

地方創生課

移住体験者の本
市への移住者数
（二地域居住を
含む）

移住体験を行っ
た人のうち本市
へ移住、二地域
居住をした人の
数

2人
（2015～2017年度）

5人以上
（2019～2028年度）

2015～2017年度の実績（4年で2
人）を踏まえ、2019～2028年度の
10年間で5人以上の移住者・二地
域居住者を誘致する

地方創生課

5-3

5-1

5-2
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２. 策定の経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

７月 

2017 年 

市民意識調査 

ワークショップ 

８月 総合計画審議会委員の公募 

９月 

10月 

11月 第１回 総合計画審議会 

【委嘱・諮問】 

基本構想作成・修正 

2018年 

３月 
第２回 総合計画審議会 

４月 

第３回 総合計画審議会 

施策調査（各部・課） 

８月 
第４回 総合計画審議会 

５月 総合計画策定方針の決定 

12月 

１月 

２月 

６月 

５月 

６月 

７月 

９月 

10月 

11月 

12月 

第５回 総合計画審議会 

総合計画審議会【答申】 パブリックコメント 

総合計画策定委員会の設置 

第４次総合計画の検証 

基本計画の作成・修正 

答申・パブコメ意見の反映 

第●回稚内市議会定例会【議決】 
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【策定経過】 

≪平成 29 年≫ 

実施日 内容 

5 月 1 日 第５次稚内市総合計画策定方針の決定 

5 月 30 日 第５次稚内市総合計画策定委員の任命 

6 月 7 日 第１回総合計画策定委員会 

7 月 21 日～8 月 7 日 市民意識調査（まちづくりに関するアンケート調査）の実施 

8 月 9 日～8 月 31 日 稚内市総合計画審議会公募委員の募集 

8 月 31 日～10 月 14 日 各種ワークショップの開催（全４回） 

10 月 31 日 稚内市総合計画審議会委員の委嘱 

10 月 31 日 第１回総合計画審議会（諮問） 

11 月 8 日 第２回総合計画策定委員会 

12 月 8 日 第３回総合計画策定委員会 

 

≪平成 30 年≫ 

実施日 内容 

3 月 16 日 第２回総合計画審議会 

6 月 12 日 第３回総合計画審議会 

8 月 28 日 第４回総合計画審議会 

10 月 22 日 第５回総合計画審議会 

10 月 29 日 審議会から市長への答申 

11 月 1 日～11 月 14 日 総合計画（素案）に対するパブリックコメント 

●月●日 第●回稚内市議会定例会（第５次稚内市総合計画の議決） 
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３. 策定の体制 

（１）策定体制図 

 

  

市役所 

総合計画 

策定委員会 

総合計画審議会 

市議会 

市民参画 

市長 

諮
問 

答
申 

報
告 

意
見 

アンケート 

ワークショップ 

パブリックコメント 

意
見
調
査 

議
決 

提
案 

意
見 

報
告 
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（２）市民参画 

■市民意識調査（まちづくりに関するアンケート調査） 

・調査期間 ：2017（平成 29）年７月 21 日～８月７日まで 

・調査対象 ：市内居住の 18 歳以上の方 2,000 人（無作為抽出） 

・有効回収数：495（回収率：24.8％） 

※ 調査結果の概要は 117 頁に記載しています。 

 

■ワークショップ 

・実施期間  ：2017（平成 29）年８月～10 月 

・実施回数  ：４回 

・延べ参加人数：124 人 

実施日 テーマ 参加対象 参加者 

 8 月 31 日 
人が住みたくなるような街並みって

何だろう 
関係企業団体・一般公募 42 人 

 9 月 6 日 
住み慣れた地域で”いつまでも””幸

せ”に暮らし続けられる街 
関係企業団体・一般公募 35 人 

 9 月 7 日 
未来を担う子ども達へ ～10 年後の

ためにできること～ 
関係企業団体・一般公募 32 人 

10 月 14 日 
若い世代が考える稚内がより良くな

るためのアイディアを出し合おう 
市内大学生・高校生 15 人 

 

■総合計画審議会委員の公募 

・募集期間 ：2017（平成 29）年８月 9 日～８月 31 日まで 

・応募人数 ：８人（選考の結果、全員を公募委員に決定） 

 

■パブリックコメント 

・募集期間   ：2018（平成 30）年 11 月 1 日～11 月 14 日 

・提出された意見：●件 
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（３）稚内市総合計画審議会 

・学識経験者、民間団体等の代表者、関係行政機関の職員、公募市民など、計 25 人で構成 

・市長の諮問に応じて、総合計画について調査・審議を行う（全５回開催） 

 

１）開催状況 

 日時・場所 主な議題 

第１回 

2017（平成 29）年 10 月 31 日 

10 時 30 分～11 時 30 分 

稚内市役所５階 正庁 

・会長・副会長の選出 

・諮問 

・第５次総合計画策定方針について ほか 

第２回 

2018（平成 30）年３月 16 日 

10 時 00 分～11 時 05 分 

稚内市役所５階 正庁 

・第５次総合計画基本構想について 

第３回 

2018（平成 30）年６月 12 日 

15 時 00 分～15 時 50 分 

稚内市役所４階 第一委員会室 

・第５次総合計画基本構想について 

・今後のスケジュールについて 

第４回 

2018（平成 30）年８月 28 日 

15 時 00 分～16 時 00 分 

稚内市役所４階 第一委員会室 

・第５次総合計画将来像について 

・第５次総合計画基本計画について 

第５回 

2018（平成 30）年 10 月 22 日 

15 時 00 分～16 時 00 分 

稚内総合文化センター２階 会議室 A 

・第５次総合計画（素案）について 

・答申書（案）について 
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２）諮問及び答申 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

稚 秘 政 第 1 1 7 4 号 

平成 29 年 10 月 31 日 

稚内市総合計画審議会 

会長 達  英二  様 

 

稚内市長 工藤  広   

 

次の事項について、諮問します。 

 

（諮問） 

第５次稚内市総合計画の基本構想及び基本計画について、稚内市総合計画審議会条例（昭和 46 年

６月 23 日条例第 19 号）第１条の規定に基づき、貴審議会の意見を求めます。 

 

（理由） 

第４次稚内市総合計画が平成 30年度を持って計画期間が終了することから、稚内市自治基本条例

（平成 19年１月 30日条例第１号）第 22条の規定に基づき、新たに策定する第５次稚内市総合計画

に関して、専門的な知識、経験等に則した意見をいただくため。 

答  申  書 

 

平成 30年 10月 29日 

 

稚内市長 工藤  広  様 

 

稚内市総合計画審議会   

会長 達  英二   

 

平成 29年 10月 31日付け稚秘政第 1174号で諮問のありました「第５次稚内市総合計画の基本構想

及び基本計画」について、当審議会で慎重に審議を重ねた結果、下記のとおり答申します。 

なお、総合計画の将来像である「海と大地と風の恵み 人が輝き挑戦し続けるまち稚内」の実現の

ため、審議会での各委員からの意見を十分に踏まえ、当計画に掲げる諸施策が的確に推進されること

を強く期待します。 

記 

○ 本市の将来を考えた時に、一定程度の人口減少は避けられないことだが、前向きに考えると、お

互い顔が見えるまちになるということで、人と人の繋がりをこれまで以上に大切にしたまちづくり

を進めていただきたい。 

○ 最終的に市民が望んでいるのは、誰もが安心して暮らすことができ、いきいきと活躍できるまち

であり、そういうまちを目指して、今後のまちづくりを進めていただきたい。 

○ 若い世代の定住やＵターンを促進するためには、働く場の確保が重要である。そのため、若い世

代が働きたいと思える魅力的な仕事づくりに向けて、地域一丸となった取組を推進していただきた

い。 

○ 今後さらなる高齢化が見込まれる中、健康寿命の延伸に向けて、地域で支え合う環境づくりや心

とからだの健康づくりなど、様々な取組を有機的に進めていただきたい。 

○ 多岐にわたる政策・施策を着実に推進する一方で、本市の地域特性や豊富な資源など、このまち

の強みを最大限に活かしながら、他の自治体とは異なる「稚内ならでは」の取組を積極的に進めて

いただきたい。 

○ 各政策の成果指標について、それぞれの進捗状況等を適切に把握できる指標の設定に努めるとと

もに、どのように目標値を算出したのかが分かるよう、積算根拠も別途示していただきたい。 
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３）稚内市総合計画審議会条例 

昭和 46 年６月 23 日条例第 19 号改正 

昭和 46 年９月 30 日条例第 20 号 

昭和 54 年６月 28 日条例第８号 

平成 16 年３月 24 日条例第１号 

 

（設置） 

第１条 本市の総合計画に関して市長の諮問に応じ、必要な調査及び審議を行うため、稚内市総合計画

審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（組織） 

第２条 審議会は、委員 32 人以内をもって組織する 。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する 。 

(１) 学識経験のある者 ８人以内 

(２) 民間団体等の代表者 ８人以内 

(３) 関係行政機関の職員 ８人以内 

(４) 一般公募による市民 ８人以内 

（会長及び副会長） 

第３条 審議会に会長及び副会長１人を置き、委員の互選により選出する。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、審議会の答申が終了するまでの期間とする。 

（会議） 

第５条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

（部会の設置） 

第６条 審議会に専門の事項を調査及び審議させるため必要があるときは、部会を置くことができる。 

２ 部会は、委員のうちから会長が指名する者をもって組織する。 

３ 部会に部会長及び副部会長１人を置き、当該所属部会の委員の互選により選出する。 

４ 部会の会議は、前条の規定を準用する。 

５ 部会長は、必要があると認めるときは、部会の会議に当該所属部会の委員以外の者を出席させ、

意見を求め、又は説明を求めることができる。 

６ 部会長は、部会の会議において審議し、又は調査した事項を審議会に報告しなければならない。 

（会長への委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和 46 年９月 30 日条例第 20 号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和 46 年８月 11 日から適用する。 

附 則（昭和 54 年６月 28 日条例第８号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 16 年３月 24 日条例第１号） 

この条例は、平成 16 年４月１日から施行する。（後略）  
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４）稚内市総合計画審議会委員名簿 

（任期：2017（平成 29）年 10 月 31 日～2018（平成 30）年 10 月 29 日） 

 

会 長  達  英二 

副会長  斉藤 吉広 

区 分 氏 名 所 属 備 考 

学識経験者 

藤 田 幸 洋 稚内日ロ経済交流協会 国際交流 

斉 藤 吉 広 稚内北星学園大学 地元大学 

大 山   隆 稚内市教育委員会 教育関係（途中退任） 

森   容 子 稚内市教育委員会 教育関係（H30.4.26 就任） 

越後屋   亨 稚内大谷高等学校 教育関係 

櫻 井 晴 邦 （一社）宗谷医師会 医療関係 

永 井   允 稚内市町内会連絡協議会 住民自治（途中退任） 

瀧   勝 彦 稚内市町内会連絡協議会 住民自治（H30.3.16 就任） 

糀 屋 義 明 （福）稚内市社会福祉協議会 福祉関係 

石 田 一 由 稚内市民生児童委員連絡協議会 福祉関係（途中退任） 

池 田 昭 良 稚内市民生児童委員連絡協議会 福祉関係（H30.3.16 就任） 

民間団体等 

代表者 

達   英 二 稚内商工会議所  

葛 西 英 裕 稚内機船漁業協同組合  

木 播 武 志 宗谷漁業協同組合  

勝 部 倫 行 稚内農業協同組合  

富 田 伸 司 稚内市建友会  

瀬 川 耕 市 （一社）稚内観光協会 （途中退任） 

波 間 常次郎 （一社）稚内観光協会 （H30.6.12 就任） 

田 辺   浩 稚内信用金庫  

関係行政機関 

職員 

阿 部 直 哉 北海道開発局稚内開発建設部  

黒 田 研 一 北海道宗谷総合振興局 （途中退任） 

齋 藤 冬 樹 北海道宗谷総合振興局 （H30.10.22 就任） 

一般公募市民 

白 川 哲 也   

中 里 真由美   

岩 崎 良 平   

大 谷 由美子   

飯 田   光   

木 村 泰 優   

中 島 拓 人   

後 藤 陽 子   

（敬称略） 
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（４）第５次稚内市総合計画策定委員会 

・第５次稚内市総合計画の策定作業を行うための庁内組織として設置 

・委員については市長が指名する市職員 26 人で構成（当初は 27 人） 

・任期は 2017（平成 29）年 5 月 30 日から 2018（平成 30）年●月●日まで 

・計●回の全体会議のほか、３つの部会ごとの部会会議や正副委員長・部会長会議を随時開催 
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４. 稚内市民憲章・都市宣言 
 

○稚内市民憲章 

昭和 43 年４月１日告示第 24 号 

わたくしたちは、氷雪の門のあるところ秀峰利尻富

士と樺太を望む、日本北端の都市稚内の市民です。 

わたくしたちは、きびしい風土のなかから、たくま

しく前進する稚内をつくることを誇りとし、この憲章

を定めます。 

自然を愛し、うつくしい緑のまちをつくりましよう。 

生産を高め、ゆたかな暮しのまちをつくりましよう。 

文化を育て、あたたかい心のまちをつくりましよう。 

きまりを守り、あかるい住みよいまちをつくりまし

よう。 

子どもたちに、しあわせな希望のまちをつくりまし

よう。 

 

 
○子育て平和都市宣言 

昭和 61 年６月７日議会議決 

日本最北端の国際都市・稚内は、戦争のない世界平

和と美しい自然、かおり高い文化を永遠に願うふるさ

とでありたい。 

ふるさとの次代を担う子どもたちのすこやかな成

長と平和なまちづくりをすすめることは、すべての大

人の責任である。 

この願いをこめたふるさとづくりは、わたくしたち

市民の責任である。 

わたくしたち稚内市民は、市民ぐるみの子育てと平

和をもとめる運動の責任と義務を自覚し、市民一人ひ

とりのたゆまぬ努力を誓って、ここに「子育て平和都

市」を宣言する。 

 

 
○スポーツ都市宣言 

昭和 56 年 12 月５日議会議決 

私たち稚内市民は、スポーツを通じて心と体を鍛え、

豊かで明るい郷土を築くため、次の目標を掲げここに

「スポーツ都市」の宣言をします。 

１ すべての市民がスポーツに親しみ、たくましい 

心と体力をつくりましょう 。 

２ すべての市民がスポーツの仲間をつくり、友情 

と連帯の輪をひろげましょう。 

３ すべての市民がスポーツを生活にとり入れ、創 

造性と人間性あふれるまちづくりをすすめまし 

ょう。 

 

 
○平和都市宣言 

昭和 44 年 12 月 24 日議会議決 

昭和 44 年 12 月 27 日宣言 

われわれは、全世界の永遠の平和と、全人類の繁栄

を念願とする世界連邦建設を強く希求し、平和を愛す

る市民の強い意志に基づいて、稚内市を永遠に平和都

市として全世界に明らかにするとともに、市民あげて

世界平和確立のため不断の努力をすることを誓い、こ

こに平和都市の宣言をする。 

 

 

 

 

 

 

 
○安全都市宣言 

昭和 37 年９月 18 日議会議決 

わが国における産業経済の成長と生活文化の向上

は近年著しいものがあり、わが稚内市も中央埠頭を頂

点とする港湾の整備を中心に市勢も各方面にわたり

拡大されてきたが、その反面産業災害、学校及び家庭

における災害、交通事故、水火災等の続発による悲惨

な災害は、まことに憂慮にたえないところである。 

もとよりかかる災害を防止するための措置は、それ

ぞれの分野において積極的に実施されているが、われ

われは、むしろ進んで市民の生命尊重と、産業文化伸

展の理念のもとに、各種災害をより効果的に防止する

ため、稚内市各階層を打って一丸とする全市民運動を

強力に推進し、市内の隅々に至るまで、市民のすべて

が安全を願い、安全を習慣化するよう啓発することの

必要性を痛感するものである。 

よってわれわれは、国民安全の日制定の意義を理解

し、本市における各安全組織の総合的連けいのもとに、

市民生活のあらゆる面において安全を確保し、明るく、

住みよい、心豊かな都市建設を目指し、ここに、稚内

市を「安全都市」とすることを宣言する。 
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○環境都市宣言 

平成 23 年３月１日議会議決 

私たちの住む稚内市は、日本の最北に位置し、日本

海とオホーツク海に囲まれ、対岸にサハリンを望み、

利尻礼文サロベツ国立公園をはじめとする雄大で豊

かな自然に恵まれた美しい風のまちです。 

地域資源である豊かな自然の恵みは、水産・酪農・

観光など私たちの暮らしに大きな潤いと安らぎをも

たらしてくれました。 

一方で私たちの暮らしの営みは、経済の成長と生活

の利便性を追求するあまり、限りある資源を大量に消

費し、私たちの共有財産である地球環境を大きく傷つ

けています。 

私たちは、その現実を深く受け止め、これまで自然

エネルギーの導入やライフスタイルの見直しに努め

てきました。 

私たち稚内市民は、「人と地球にやさしいまち」を目

指し、稚内の豊かな自然や、かけがえのない地球環境

をより良好なものとして次の世代に引き継ぐため、自

ら環境保全活動に参加し、環境に負荷をかけない行動

をすることをここに宣言します。 

 

ふるさとの豊かな恵みがこれからも続くように、人

と自然が共生する環境にやさしい暮らしをします。 

先人が残した美しい景観や歴史・文化を守り伝え、

ふるさとを愛する心を育みます。 

きれいな水と空気を守り、健康で安心して暮らせる

まちをつくります。 

限りある資源を大切にし、風や太陽などの地球にや

さしいエネルギーを活用した地域社会の姿を、全世界

に発信します。市民、事業者、市が協働し、積極的に

環境保全活動に取り組みます。 
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５. 稚内市自治基本条例 

 

平成 19 年１月 30 日条例第１号 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条－第３条） 

第２章 まちづくりの基本原則（第４条） 

第３章 情報の共有（第５条－第７条） 

第４章 参画と協働（第８条－第 13 条） 

第５章 市民（第 14 条・第 15 条） 

第６章 市長等（第 16 条・第 17 条） 

第７章 市議会（第 18 条－第 20 条） 

第８章 市政の運営（第 21 条－第 29 条） 

第９章 子育て平和運動の推進（第 30 条） 

第 10 章 国際交流の推進（第 31 条） 

第11章 安全安心なまちづくり（第32条－第34条） 

第 12 章 自然環境との共生（第 35 条） 

第 13 章 補則（第 36 条） 

附則 

わたしたちは、東にオホーツク海、西に日本海の潮

風を感じ、水平線に美しく浮かぶ利尻富士を眺（なが）

めることのできる自然豊かな最北のまち稚内市に暮

らしています。 

わたしたちのまちは、厳しい風雪をエネルギーに変

え、まちぐるみで子どもたちの成長を見守り、北にサ

ハリンの島影を望んで国際交流を担（にな）い、生活

を支える水産、酪農、 観光の発展のためにも努力を続

けています。 

わたしたちは、アイヌ語で「ヤム・ワッカ・ナイ」

（冷たい水の出る沢）と名づけられたこの地に勇気と

情熱を注いできた多くの人々に感謝し、このまちの一

員であることを誇りに思い、これからもこのまちを愛

していきます。 

だからこそ、わたしたちは今、市民一人一人がまち

づくりの主役であることを自覚し自らこのまちの将

来を考えて行動し、互いに信頼し合って、よく伝え合

い、話し合い、力を合わせていくことを誓います。 

そして、このまちを担（にな）う子どもからお年寄

りまでのすべての市民が安心して集い、心豊かに暮ら

せるまちを目指し、この条例を制定します。 

わたしたちは、この条例をまちづくりの原点とし、

その心を大切に育みます。 

 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、本市のまちづくりに関する基本

的な事項を定めることにより、市民、市議会、市が

相互の役割と責務を理解し合い、共に手をたずさえ

て豊かな地域社会を築くことを目的とします。 

（条例の位置付け） 

第２条 この条例は、本市のまちづくりに関する基本

的な事項を定める最高規範であり、市議会と市は、

他の条例、規則などの制定や改正、廃止又はまちづ

くりに関する計画の策定や変更を行うときは、この

条例の趣旨を踏まえて、整合性を図ります。 

（ことばの意味） 

第３条 この条例で使う「まちづくり」とは、自らが主

体となって、豊かな暮らしを営むために、地域社会

を築いていく活動をいいます。 

２ この条例で使う「市民」とは、次のいずれかに当

てはまるものをいいます。 

(１) 市内に住む人 

(２) 市内の事務所や事業所で働いている人 

(３) 市内の学校などに通う人 

(４) 市内で事業を営むものや市内で活動する団体 

３ この条例で使う「市」とは、市長、教育委員会、

選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員

会、固定資産評価審査委員会をいいます。 

４ この条例で使う「参画」とは、市民がまちづくり

に主体的に参加し、行動することをいいます。 

５ この条例で使う「協働」とは、市民、市議会、市

が、それぞれの役割と責務のもとで、まちづくりの

ために対等な立場で共に考え、協力し、又は行動す

ることをいいます。 

６ この条例で使う「コミュニティー」とは、住んで

いる地域を単位とした町内会、テーマ別に活動して

いるボランティア団体などの心豊かな生活を目指

して結ばれた多様な組織をいいます。 

７ この条例で使う「審議会等」とは、市の事務事業

の実施に必要な審議、調査などを行い、市に対して

参考意見を提供するため、市民、学識経験者、関係

団体の代表者などで構成された機関をいいます。 

 

 

第２章 まちづくりの基本原則 

（基本原則） 
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第４条 まちづくりの基本原則は、次のとおりとしま

す。 

(１) 市民、市議会、市が、まちづくりに関する情報

を共有すること。 

(２) 市民一人一人が自ら考え行動し、まちづくりに

参画する機会が保障されること。 

(３) 市民、市議会、市が、それぞれの役割と責務を

認識し、協働してまちづくりを行うこと。 

 

第３章 情報の共有 

（情報の提供） 

第５条 市は、まちづくりに関して、市民に情報を適切

な時期にわかりやすく提供し、情報の共有に努めま

す。 

（情報の公開） 

第６条 市は、市民の知る権利を保障し、市の保有する

情報について原則として公開します。 

２ 市は、市の保有する情報を市民の共有する財産と

して、大切に管理します。 

（個人情報の保護） 

第７条 市は、保有する個人情報に関して厳重な管理

を行い、他の法令などに定めがある場合を除き原則

として、本人以外には開示してはならないものとし

ます。 

２ 市は、市の保有する個人情報について、開示、訂

正、利用停止などを請求する権利を保障します。 

 

第４章 参画と協働 

（市民の参画） 

第８条 市民は、まちづくりに関する重要な計画の策

定、実施と評価の各段階に参画することができます。 

（参画の推進） 

第９条 市は、市民のまちづくりへの参画を推進しま

す。 

２ 市は、まちづくりへの市民の参画を推進するため、

積極的に参画できる機会の拡大に努めます。 

３ 市民の参画について、必要な事項は別の条例で定

めます。 

（協働の推進） 

第 10 条 市民、市議会、市は、相互理解と信頼関係の

もとに協働によるまちづくりを推進します。 

２ 市は、協働によるまちづくりを推進するため、そ

れぞれの地域のまちづくりを主体的に担う地域自

治組織の充実に努めます。 

３ 市は、協働によるまちづくりを推進するため、市

民同士互いに協力できる場の提供、機会づくり、情

報提供などの必要な支援を行うように努めます。こ

の場合においての市の支援は、市民の自主性を尊重

します。 

（住民投票） 

第 11 条 市長は、市政に関する特別重要な事項につい

て、市民の意思を確認するため、市議会の議決を経

て、その議決による条例に基づいて、住民投票を行

うことができます。 

２ 住民投票をすることができる人は、本市に引き続

き３か月以上住んでいる市民と本市に引き続き３

か月以上住んでいる特別な許可を受けた外国人（次

の条において「住民」といいます。）とします。 

３ 市長と市議会は、住民投票の結果を尊重します。 

４ 第１項の条例で、住民投票できる人の年齢その他

住民投票の実施に必要な事項を定めます。 

（住民投票の請求・発議） 

第 12 条 住民のうち満 20 歳以上の人は、市政に関す

る特別重要な事項について、その総数の 50 分の１

以上の人数の署名を提出して、市長に対して住民投

票の実施の請求をすることができます。 

２ 市長は、市政に関する特別重要な事項について、

住民投票を規定した条例を議案として市議会に提

出することができます 。 

３ 市議会の議員は、市政に関する特別重要な事項に

ついて、議員の定数の 12 分の１以上の者の賛成を

得て、住民投票を規定した条例を議案として市議会

に提出することができます。 

４ 市長は、第１項の請求があった場合は、これに意

見を付け、市議会に諮るものとし、この請求に対す

る取扱いについて必要な事項は別の条例で定めま

す。 

（コミュニティー） 

第 13 条 市民と市は、町内会、ボランティア団体、老

人クラブ、文化団体、スポーツ団体などの多様なコ

ミュニティー活動を担う団体を守り育てるように

努めます。 

２ 市は、市民相互の親睦、高齢者の介護、子育て、

防犯、防災、生涯学習などのまちづくりの担い手で

あるコミュニティーの重要性を認識し、その自主性

と自立性を尊重しながら、必要な支援を行うように

努めます。 

 

第５章 市民 

（市民の権利） 
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第 14 条 市民は、一人一人の自由な意思により、まち

づくりに参画する権利があります。 

２ 市民は、個人として尊重され、安全で安心な生活

を営む権利があります。 

（市民の責務） 

第 15 条 市民は、一人一人の実情に応じて、できる範

囲でまちづくりに参画するように努めます。 

２ 市民は、参画する場合は、自らの発言と行動に責

任を持ち、互いにまちづくりの活動を尊重し合い、

対等の立場で協力するように努めます。 

 

第６章 市長等 

（市長の責務） 

第 16 条 市長は、市政の最高責任者として、市民の信

託に応え、この条例を守り、公正で誠実な市政の運

営を行うとともに、その基本方針を明らかにします。 

２ 市長は、市政の運営について、その状況と結果や

将来の構想について市民に説明するとともに、市民

の意向を的確に把握し、市政の課題に対処したまち

づくりを推進するように努めます。 

３ 市長は、本市の魅力や情報を積極的に国内外へ発

信するように努めます。 

４ 市長は、市職員を適切に指導監督するとともに、

効率的、効果的な市政運営のため、市職員の人材育

成を図り、適切な能力の評価とその配置に努めます。 

（市職員の責務） 

第 17 条 市職員は、誠実で公正、公平な立場で法令な

どを守り、市民の視点に立って職務を効果的に行う

ように努めます。 

２ 市職員は、必要な知識、技術などの能力向上のた

め自己研さんに努めます 。 

３ 市職員は、自らも市民としての自覚を持ち、積極

的に地域活動に参加するように努めます。 

４ 市職員は、地域の課題解決に向けて、必要に応じ

て市民と市との意思疎通を図るための役割を担う

ように努めます。 

 

第７章 市議会 

（市議会の役割） 

第 18 条 市議会は、市の意思を決定する機関として、

市民の意思が、市政の運営に適切に反映されるよう

活動するとともに、適正に市政運営が行なわれてい

るかを監視し、けん制する役割を果たします。 

（市議会の責務） 

第 19 条 市議会は、会議の公開を原則とし、市議会の

保有する情報を市民と共有し、政策決定の経過と内

容を適切にわかりやすく市民に説明することによ

り、開かれた市議会の運営に努めます。 

（市議会議員の責務） 

第 20 条 市議会議員は、市民の信託に応えるため、自

らの役割を認識し、公正で誠実にその職務を遂行し

ます。 

２ 市議会議員は、法令に基づいて市政に関する調査、

議案の提出などの議員の役割を積極的に果たすよ

うに努めます。 

 

第８章 市政の運営 

（運営の原則） 

第 21 条 市は、市の条例、議会の議決、法令等に基づ

く事務を自らの判断と責任において誠実に管理し、

執行します。 

２ 市は、行政サービス向上のため、総合的、計画的、

公正で透明性の高い市政運営を行います。 

（総合計画） 

第 22 条 市は、この条例の理念に基づいた基本構想と

これを実現するための計画（以下「総合計画」とい

います。）を策定します。 

２ 市は、総合計画について、社会状況の変化に合わ

せ、必要に応じて見直しを行います 。 

（行政評価） 

第 23 条 市は、総合計画に基づき行われる政策と事業

について評価を行い、その結果を公表します。 

２ 市は、前項の評価と公表の方法について基準を示

した指針を定めます。 

３ 市は、第１項の評価の結果を、その政策と事業に

反映させるように努めます。 

（財政運営） 

第 24 条 市は、総合計画に基づく政策の目標を達成す

るため、期間を定めた財政計画を策定し、最小の経

費で最大の効果が得られるような健全で継続可能

な財政運営を行います。 

２ 市は、総合計画に基づく政策の目標を達成するた

め、適切な予算の編成を行い、効率的で効果的な予

算の執行に努めます。 

３ 市は、予算の内容や財政状況を市民にわかりやす

く公表します。 

（説明責任） 

第 25 条 市は、市政について、市民に説明する責任を

負うとともに、市民が説明を求めた場合に、誠実に

受け答えするように努めます。 
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（組織） 

第 26 条 市は、市民にわかりやすく、社会の変化に柔

軟に対応できる簡素で機能的な組織の編成に努め

ます。 

（審議会等） 

第 27 条 市は、審議会等の委員を選任する場合は、そ

の一部に公募による委員を加えるように努めます。

ただし、公募による委員の選出が適当でないと認め

られる場合については、これを加えないことができ

ます。 

２ 審議会等の会議は、原則として公開します。 

（市の関与団体等） 

第 28 条 市は、市の関与する団体などに対して、その

目的が適切に達成されるよう、必要な意見や助言を

述べることができます。 

（国、北海道や他自治体との連携） 

第 29 条 市は、国、北海道と対等の関係にあることを

踏まえて、それぞれの役割のもとで連携に努めます。 

２ 市は、道内や道外の自治体と交流を行い、まちづ

くりに必要な情報を交換し、連携して、まちづくり

の推進に役立てます。 

３ 市は、広域的な課題や共通する課題の解決を図る

ため、近隣市町村と連携して、市民サービスの向上

を図るとともに、地域全体の発展に努めます。 

 

第９章 子育て平和運動の推進 

（子育て平和運動の推進） 

第 30 条 市、学校、地域、家庭とその関係する機関は、

連携して子どもの安全の確保と教育の充実に努め、

本市の次代を担う子どもたちの健やかな成長を支

えるため、市民ぐるみの子育てを推進します。 

２ 市、学校、地域、家庭とその関係する機関は、平

和を願う心を守り育てるため、連携して平和に関す

る学習と活動の機会の提供に努めます。 

 

第 10 章 国際交流の推進 

（国際交流の推進） 

第31条 市は、世界平和と地域の発展に貢献するため、

サハリン州をはじめとする海外の自治体や団体な

どとの経済、教育、文化などの多様な分野での交流

の推進に努めます。 

 

 

第 11 章 安全安心なまちづくり 

（防犯と交通安全の推進） 

第 32 条 市は、学校、地域、家庭とその関係する機関

が連携し、市民が安全で、安心して暮らせるまちづ

くりのため、環境を整備するとともに、防犯活動と

交通安全運動の推進に努めます。 

（危機管理） 

第 33 条 市は、災害などに際して、市民の生命と財産

を守るため、市民、関係する機関などとの連携と相

互支援のもと、迅速で的確な危機管理に努めます。 

（医療と福祉の充実） 

第34条市は、市民の健康と安心な生活を守るために、

医療と福祉の充実に努めます。 

 

第 12 章 自然環境との共生 

（自然環境を活かしたまちづくり） 

第 35 条 市民と市は、大切な環境を将来に向かって保

全し、次の世代に引き継ぐため、人と自然との共生

を基本として本市の豊かな自然環境を活かしたま

ちづくりを進めます。 

２ 市民と市は、環境にやさしいエネルギーの活用に

努めます。 

 

第 13 章 補則 

（条例の見直し） 

第 36 条 市は、５年を超えない期間ごとに、この条例

が社会清勢などの変化に適合したものかどうかを

検討し、市民の意見を踏まえて、この条例を見直し

ます。 

 

附則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成19年４月１日から施行します。 

（稚内市自治基本条例審議会設置条例の廃止） 

２ 稚内市自治基本条例審議会設置条例（平成 17 年

稚内市条例第 30 号）は、廃止します。 
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６. まちづくりに関するアンケート調査の結果 

（１）調査の目的・方法 

・これまでの取組を検証するとともに、防災や医療、環境など様々な分野について市民の意識や取組

を把握し、新たな総合計画の基礎資料とするために実施したものです。 

・郵送による配布、回収により実施しました。対象者と配布数及び回収結果は下のとおりです。 

 

 

 

（２）結果概要 

(１) 稚内市での生活 

・近年数年間の変化について点数

化したところ、「商店街などの

賑わい」「農林水産業の活性

化」「医療・福祉などの充実」

が悪化したと感じており、「衛

生面や公害」「道路や交通の

便」「災害への備え」について

は、良くなったと感じていま

す。 

・定住志向は、「ずっと住み続け

たい」「できれば住み続けた

い」を合わせた『住み続けた

い』との回答が 46.3％で、５

年前の前回調査と比べると、

13.2 ポイント減少していま

す。 

・転出希望理由、転出理由は、「仕事の関係」「充実した医療環境を求めて」「生活の利便性を求め

て」の順となっています。 

 

 

  

対象者 配布数 回収数 回収率 

市内居住の 18 歳以上の方 2,000 495 24.8％ 

 

36.3%

25.2%

17.0%

0.0% 20.0% 40.0%

仕事の関係

充実した医療環境を求めて

生活の利便性を求めて
n=135

転出希望理由・転出理由（抜粋）

-0.31

0.13

0.09

0.00

0.29

-0.05

-0.08

-1.02

-0.520.10

0.01

-0.35

0.12

-0.07

-1.50

-1.00

-0.50

0.00

0.50

市全体の状況

道路や交通の便

買物の便利さ

街並みや景観

衛生面や公害

山・海などの自然

レジャー施設や公園

商店街などの賑わい

農林水産業の活性化

観光客の誘致

地域での交流

医療・福祉などの充実

災害への備え、対応力

交通マナーや治安

稚内市のここ数年間での変化

17.4 

22.9 

28.9 

36.6 

25.9 

15.4 

15.4 

14.9 

11.9 

8.5 

0.6 

1.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回

前回

ずっと住み続けたい できれば住み続けたい どちらともいえない

できれば転出したい 転出する予定がある 無回答

n=495

n=656

定住志向
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(２) 市政・市民参画 

・「関心がある」と「少し関心があ

る」を合わせた『関心あり』は

55.4％で、過半数以上が関心を持

っています。 

・一方で、地域活動へ現在参加して

いる方は、29.7％にとど

まっていますが、地域活

動への参加意向は

51.3％と、半数程度の方

は参加意向ありとなって

います。 

・行政が主体的に取り組む

べきものは、「生活道路

の除雪・排雪」や「防災

活動」の他に、福祉関係

の支援が多く挙げられて

います。地域・市民・事業所ができること、やるべきこととしては、「ごみの減量・リサイクル」

「まちの美化・緑化」などの環境に関することや、レクリエーション・健康づくり・スポーツなど

の活動などが多く挙げられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 施策満足度・重要度 

・点数化した満足度を見ると、最も満足度の高い施策は「安全で安心な子育て環境をつくる」であ

り、最も低い施策は「医療体制の充実」となっています。 

・「医療体制の充実」の不満な理由は、『病院が少ない』『医師不足』『専門医が少ない』などの理

由が挙げられています。 

  

18.0 37.4 27.5 10.5 5.9 0.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

関心がある 少し関心がある

どちらともいえない あまり関心がない

関心がない 無回答

まちづくり
への関心

n=495

29.7 70.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

参加している 参加していない

いずれかの地域活動に
現在参加しているか

n=495

51.3 48.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

意向あり 意向なし

いずれかの地域活動
への参加意向

n=495

71.7%

68.3%

65.9%

64.8%

64.0%

60.0% 70.0% 80.0%

生活道路の除雪・排雪

障がいのある人の支援

高齢者の支援

防災活動

子育て支援 n=495

行政が主体的に取り組むべきもの（抜粋）

0.549

0.512

0.507

0.49

0.488

0.45 0.5 0.55 0.6

安全で安心な子育て環境をつくる

消防・救急体制の充実

安全・安心な農畜産物の供給

再生可能エネルギーの供給基地の実現

安全で良質な水産物の供給 n=495

満足度の高い上位５施策

-0.76

-0.268

-0.136

-0.052

-0.046

-1 -0.5 0

医療体制の充実

中心市街地の再生

まちのにぎわいを取り戻す

雇用・労働の安定と中小企業の経営支援

総合的な交通体系の構築n=495

満足度の低い上位５施策

55.4%

54.1%

53.1%

50.7%

46.7%

40.0% 50.0% 60.0%

ごみの減量・リサイクル

まちの美化・緑化

レクリエーション活動

健康づくり活動

スポーツ活動 n=495

地域・市民・事業者ができること、やるべきこと（抜粋）
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(４) 10 年後の稚内はどんな街になっていてほしいか 

・出現頻度が高い単語を抽出した結果、「住む」「充実」「安心」「若者」などの単語が多く、「医

療」「賑わう」「充実」「高齢者」が特徴的なキーワードとなっています。 

・具体的には、『子ども子育て、若者』に関しての意見が最も多く、「子育てしやすい街」「若い

人が活躍できる街」などが挙げられています。次いで『住みやすさ・暮らしやすさ』に関しても多

くなっています。 

 

(５) 全体概要 

・病院や医師の不足等を理由に「医療体制の充実」に関する満足度が低くなっています。また、近年

の変化として「医療・福祉などの充実」は悪化していると感じている方が多くなっています。一

方、転出希望理由、転出理由では仕事関係を除くと「充実した医療環境を求めて」が最も多く挙げ

られていることから、医療体制が定住志向を下げる一因になっているものと考えられます。 

・また転出希望理由、転出理由のうち「生活の利便性を求めて」も次いで挙げられています。近年の

変化としても「商店街などの賑わい」は悪化していると感じている方が多く、さらに「総合的な交

通体系の構築」「まちのにぎわいを取り戻す」などの施策は、重要と感じているが、満足度の低い

施策となっています。これらを踏まえると、利便性や賑わいなどについても、定住志向を下げる一

因と考えられます。 

・まちづくりに関しては過半数以上が関心を示し、地域活動への参加意向も過半数の方は、参加意向

がある一方で、現在地域活動へ参加している方は、約３割にとどまっています。地域・市民・事業

所ができること、やるべきこととしては、レクリエーション・健康づくり・スポーツなどの地域活

動なども多く挙げられていることから、市民の主体的な活動を促し、新たな賑わいを創出していく

必要があると考えられます。 

・10 年後の稚内の希望する姿では、子ども子育て・若者に関するキーワードが多いことや、医療体制

への不満な状況がある中で、行政が主体的に取り組むべきものとしては、福祉・医療関係の支援が

多く挙げられており、行政を中心とした医療・福祉のさらなる充実が求められています。 
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７. 用語集 

 

あ行 
 

生きる力 

変化の激しいこれからの社会を生きるために、確かな学力、豊かな心、健やかな体の知・徳・体のバ

ランスのとれた力。 

 

移住 

よその土地にうつり住むこと。 

 

イノベーション 

生産技術が画期的に革新されること。技術革新。 

 

イベントコンベンション 

企業が新製品の情報などを発信する展示会や見本市、学者らが研究成果を発表したり、意見交換した

りする学術会議、国内外の研究者が集う国際会議などのこと。 

 

インバウンド 

外国人が訪れてくる旅行のこと。 

 

温室効果ガス 

赤外線を吸収して再び放出する性質があり、地球表面の大気を暖め、気温を上昇させる気体。二酸化

炭素のほか、メタン、一酸化二窒素、フロンなど。 

 

か行 
 

核家族 

夫婦や親子だけで構成される家族のこと。 

 

学童保育 

昼間、保護者のいない家庭の小学校児童等の育成指導のため、遊びを主体とする健全育成活動を行う

地域組織。 

 

関係人口 

移住した「定住人口」や観光に来た「交流人口」ではなく、地域や地域の人々と多様に関わる者。 

 

起業 

新しく事業を起こすこと。 
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基金 

特定の目的のために、財産を維持し、資金を積み立て、または定額の資金を運用するためのもの。 

 

技術革新 

生産技術が画期的に革新されること。イノベーション。 

 

キャリア教育 

一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てることを通して、キャリ

ア発達を促す教育。 

 

郷土 

自分が生まれ育った土地。故郷。 

 

協働 

複数の主体が何らかの目標を共有し、ともに力を合わせて活動することをいう。協働は、責任と行動

において、相互に対等であることが不可欠であり、行政も地域の一員として、住民の目線で携わること

が望ましく、企業や各種団体等も含む、あらゆる住民が相互に連携し、主体的にまちづくりに寄与して

いくことが本義とされている。 

語源は、｢地域住民と自治体職員が協力して自治体政府の役割を果たしていく｣という概念を表す言葉

として米国政治学者が用いだ“Coproduction”（co「共に」、production「つくる」）という造語を「協働」

と訳したもの。 

 

業務継続計画（BCP） 

災害発生時など、人材や資材に制約がある状況下でも、適切に業務を進めるために備えておく計画。 

 

珪藻土 

藻類の一種である珪藻の殻の化石よりなる堆積物（堆積岩）のこと。 

 

健康寿命 

健康上の問題がない状態で日常生活を送れる期間のこと。 

 

（森林の）公益的機能 

水源涵養、土砂流出の防止、二酸化炭素吸収など機能のこと。 

 

交通インフラ 

道路、鉄道などの公共施設。 

 

交流人口 

観光や交流、商用などで本市を訪れる市外の人をさす。 
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高規格道路 

一般国道や主要地方道を自動車専用道路として選定した質の高い道路をさす。 

 

後期高齢者 

75 歳以上の高齢者。 

 

国庫・道支出金 

市が行う事業に対する国や北海道からの補助金等。 

 

コミュニティー 

共同体または地域社会。 

 

さ行 
 

再生可能エネルギー 

一度利用しても比較的短期間に再生が可能であり、資源が枯渇しない、永続的に利用できると認めら

れるエネルギー。例として太陽光・風力・地熱等。 

 

サハリンプロジェクト 

サハリン島を取り巻く 9 つのエリア(鉱区)で石油・天然ガスを開発するプロジェクト。 

 

産・学・官・金 

従来の産（産業）学（大学等研究機関）官（国・県・市などの公共）の連携に加えて、地域企業と密

接な関係にある地域金融機関とも連携してより実効性の高い産業の活性化を図る取組のこと。 

 

産業教育 

中学校、高等学校、大学又は高等専門学校が、生徒又は学生等に対して、農業、工業、商業、水産業

その他の産業に従事するために必要な知識、技能及び態度を習得させる目的をもって行う教育。 

 

事業継続計画（BCP） 

企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小

限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動

や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のこと。 

 

自主防災組織 

自治会や校区などの単位で住民が作る防災組織。 

 

史跡 

歴史上の重要事件や施設があった場所。 
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社会資本 

道路、鉄道、学校など社会に不可欠の公共施設のことで「インフラ」とも呼ばれる。 

 

周遊観光 

複数の観光地を移動し宿泊地を変えて行く旅行形態。 

 

生涯学習 

人々が生涯に行うあらゆる学習（学校教育，社会教育，文化活動，スポーツ活動，レクリエーション

活動，ボランティア活動，企業内教育，趣味など）を様々な場や機会において行う学習。 

 

商業集積 

商店街やショッピングセンターのように、多数の商店が集まったところ。 

 

食育 

様々な経験を通じて食に関する知識や食を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができ

るようにすること。 

 

循環型社会 

有限である資源を効率的に利用するとともに再生産を行って、持続可能な形で循環させながら利用し

ていく社会のこと。 

 

水源涵養 

森林の土壌が降水を貯留し、河川へ流れ込む水の量を平準化して洪水を緩和するとともに、川の流量

を安定させること。さらに、雨水が森林土壌を通過することにより、水質が浄化される機能のこと。 

 

スクラップ・アンド・ビルド 

予算や組織を新しく作る場合に組織が肥大化しないよう同等の組織を廃止すること。また、古くなっ

た設備や工場を廃棄し、新しい設備や工場に置き換えるという意味もある。 

 

生活習慣病 

食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣が、その発症・進行に関与する疾患群。 

 

セーフティネット 

個人や企業に経済的なリスクが発生したとき、最悪の事態から保護するしくみ。 

 

た行 
 

男女共同参画 

男女がそれぞれの個性と能力を発揮して、あらゆる分野でともに参画し、協力していくこと。 
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地域エネルギー会社 

市内でつくられた電気を市内で使う「地産地消」のエネルギー会社。 

 

地域共生社会 

制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主

体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きが

い、地域をともに創っていく社会。 

 

地域福祉 

それぞれの地域において人びとが安心して暮らせるよう、地域住民や公私の社会福祉関係者がお互い

に協力して地域社会の福祉課題の解決に取り組む考え方。 

 

地域包括ケアシステム 

高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮

らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制を構築するこ

と。 

 

地球温暖化 

地球表面の大気や海洋の平均温度が長期的に見て上昇する現象。 

 

地産地消 

｢地元生産・地元消費｣を略した言葉で、地元で生産されたものを地元で消費するという意味。 

 

地方交付税 

国税のうち所得税、法人税、酒税、消費税及びたばこ税のそれぞれ一定割合の額で、地方公共団体が

等しくその行うべき事務を遂行することができるよう一定の基準により国が交付するもの。 

 

地方債 

地方公共団体が財政収入の不足を補うため、あるいは地方公営企業の建設、改良などの資金調達のた

めに行う借入金のうち、1 会計年度を超えて返済される長期借入金をいう。 

 

地方分権 

政治・行政において統治権を中央政府から地方政府に部分的、あるいは全面的に移管すること。 

 

長寿命化 

消耗品やインフラ等の耐久性を向上させ、改修や補修等により施設が長持ちするようになること。 

 

定住 

一定の場所に住居を決めて生活を営むこと。 
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定住自立圏 

中心市と近隣市町村が相互に役割分担し、連携・協力することにより、必要な生活機能等を確保する

圏域のこと。 

 

低炭素社会 

地球温暖化の原因である二酸化炭素（ＣＯ2）などの温室効果ガスの排出を、自然が吸収できる量以内

に削減するため、低炭素エネルギーの導入などの環境配慮を徹底する社会システム。 

 

特定外来生物 

外来生物（海外起源の外来種）であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、

又は及ぼすおそれがあるもの。 

 

特定健康診査 

生活習慣病の予防のために、40 歳から 74 歳までの方を対象としたメタボリックシンドロームに着目

した健診。 

 

な行 
 

二地域居住 

都市住民が農山漁村などの地域にも同時に生活拠点を持つ多様なライフスタイル。 

 

は行 
 

バイオマス 

動物・植物等を由来とする生物資源の総称。 

 

ハザードマップ 

自然災害による被害の軽減や防災対策に使用する目的で、被災想定区域や避難場所や避難経路などの

防災関係施設の位置などを表示した地図のこと。 

 

ハード・ソフト 

構造物や機材をハードと称し、仕組みやプログラム等をつくりあげることによりものごとを進めてい

く考えのことをソフトと呼ぶ。 

 

風土 

その土地の気候・地質・景観などに見られる環境。 

 

付加価値 

他とは違う何らかの独自の価値を、商品やサービスなどにつけ加えること。 
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扶助 

力添えをして助けること。 

 

ふるさと納税 

自分が応援したい自治体へ寄附をすることで、寄附金に応じた税の控除を受けられる仕組みのこと。 

 

プロモーション 

消費者に製品やサービスを認識させ、購買へと誘導するための活動のこと。 

 

ホスピタリティ 

顧客に提供する個々のサービスに対し、それらの質を高めるための考え方のことをさす。従業員の接

遇能力を向上させることで、顧客に「また来たい」と思わせるような高次のサービスを提供できるよう

にする。「おもてなしの心」ともいわれる。 

 

北極海航路 

北極海を経由して太平洋と大西洋を結ぶ航路。 

 

ポートセールス 

港の管理者が関連企業等に自らの所有する港のメリットを説明し、船舶や貨物を誘致すること。 

 

ま行 
 

 

や行 
 

有形文化財 

建造物，工芸品，彫刻，書跡，典籍，古文書，考古資料，歴史資料などの有形の文化的所産で，我が

国にとって歴史上，芸術上，学術上価値の高いものの総称。 

 

ユネスコ無形文化遺産 

国連教育科学文化機関(ユネスコ)の無形文化遺産保護条約に基づき、人から人へと継承される芸能や

祭礼、伝統工芸などを対象に登録される遺産。 

 

要支援・要介護認定者 

介護保険法に基づき、何らかの支援・介護が必要と認定された者。 

 

ら行 
 

ライフスタイル 

生活の様式や価値観。 
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臨床研修制度 

診療に従事しようとする医師が、二年以上、大学に付属する病院または厚生労働大臣の指定する病院

において研修を受ける制度。 

 

わ行 
 

ワンストップサービス 

１カ所で必要な行政手続きをすべて済ませること。 

 

アルファベット・数字 
 

AI（Artificial Intelligence） 

人工知能。自然な会話や学習による知識の獲得、状況に応じた判断など高度な知能を必要とする作業

を、コンピューター上に構築した人工的な知能を用いて再現する仕組み。 

 

DID（Densely Inhabited District）人口 

人口密度約 4,000 人/kｍ2 以上の基本単位区がいくつか隣接し、合わせて人口 5,000 人以上を有する

地域の人口。 

 

DMO（Destination Management Organization） 

自然、歴史、食、芸術、芸能、風習、風俗、観光施設など当該地域にある観光資源に精通し、地域と

協同して観光地域づくりを行う法人のこと。 

 

DV（Domestic Violence） 

同居関係にある配偶者や恋人など親しい関係の人から加えられる暴力。家庭内暴力。 

 

EPA（Economic Partnership Agreement） 

経済連携協定。貿易の自由化に加え，投資，人の移動，知的財産の保護や競争政策におけるルール作

り，様々な分野での協力の要素等を含む，幅広い経済関係の強化を目的とする協定。 

 

FTA（Free Trade Agreement） 

自由貿易協定。特定の国や地域の間で，物品の関税やサービス貿易の障壁等を削減・撤廃することを

目的とする協定。 

 

ICT(Information and Communication Technology) 

日本語では「情報通信技術」と訳され、従来のＩＴと同義ではあるが、ICT では人と人、人と物の情

報伝達といったコミュニケーションがより強調されており、IT に代わる言葉として一般的に使われて

いる。 

 

IoT(Internet of Things) 

身の回りのあらゆるモノがインターネットにつながる仕組みのこと。 
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NPO（Nonprofit Organization） 

非営利での社会貢献活動や慈善活動を行う市民団体のこと。 

 

PDCA サイクル 

Plan（計画）→ Do（実行）→ Check（評価）→ Act（改善）の 4 段階を繰り返すことによって、業

務を継続的に改善する手法。 

 

SNS（Social Network Service） 

共通の趣味を持つ人達との交流を目的としたサービスの総称のこと。 

 

Ｕターン 

大都市圏の居住者が地方に移住する動きのことで、Ｕターンは出身地に戻る形態を指す。 

 

３R（スリーアール） 

リデュース（Reduce）、リユース（Reuse）、リサイクル（Recycle）の３つのＲ（アール）の総称。 

 


