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経営計画 

地域経営（自治） 

環境と調和する自立した社会 

を目指して 

分野１ 教育・文化 

心豊かな人と文化をはぐくむま 

ちを目指して 

施策１-１-１ 命を大切にする心を育みます 

施策１-１-２ 安全で安心な子育て環境をつ 

くります 

施策１-１-３ 就学前児童の教育の充実を 

図ります 

施策１-２-１ 生きる力を育む教育を充実します 

施策１-２-２ 確かな学力の定着を図ります 

施策１-２-３ 社会の変化に対応した教育環 

境を整備します 

施策１-２-４ 高校大学教育の振興を図ります 

施策１-３-１ 学ぶ心の育成を推進します 

施策１-３-２ 芸術・文化活動を普及・推進し 

ます 

施策１-３-３ 生涯スポーツを推進します 

施策１-３-４ 歴史の継承と文化財の保護・ 

保存を推進します 

分野２ 保健・医療・福祉 

みんなで育てる 笑顔あふれる 

まちを目指して 

施策２-１-１ 医療体制の充実を図ります 

施策２-１-２ 心とからだの健康づくりをサポ 

ートします 

政策２-１ 健康づくりの推進と医療 

の充実 

施策２-２-１ 妊娠・出産期の支援の充実を 

図ります 

施策２-２-２ 子どもたちの健全な成長を支 

援します 

施策２-２-３ 総合的な子育て支援体制の 

整備を促進します 

政策２－２ 子どもたちが健やかに 

生まれ育つ環境づくり 

施策２-３-１ 地域の助け合いによる福祉を 

推進します 

施策２-３-２ 高齢者福祉を推進します 

施策２-３-３ 障がいがあっても地域の中で 

自立できるよう支援します 

施策２-３-４ 暮らしを支える諸制度の運用 

を図ります 

政策２-３ 支え合い誰もが安心して 

暮らせるまちづくり 

分野３ 環境・生活 

環境と共存し、安全・安心に暮ら 

せるまちを目指して 

施策３-１-１ 消費生活の向上を図ります 

施策３-１-２ 交通安全対策を推進します 

施策３-１-３ 防犯対策を推進します 

施策３-１-４ 消防・救急体制の充実を図り 

ます 

政策３-１ 安心して暮らせるまちづ 

くり 

施策３-２-１ 快適な冬の暮らしを創造しま 

す 

施策３-２-２ 良好な生活環境の確保を図り 

ます 

政策３-２ 暮らしを支える生活環境 

づくり 

施策３-３-１ 新エネルギーの利活用を図り 

ます 

施策３-３-２ 循環型社会の形成を図ります 

施策３-３-３ 自然環境を守り共存を図りま 

す 

政策３-３ 環境問題への積極的な 

取り組み 

部門別計画 

施策０-１-１ まちに賑わいを取り戻します 

施策０-１-２ 人と自然が共生した環境社会の実現を目指します 

施策０-１-３ 「食」のあり方を見つめ直します 

政策 0-１ 持続可能な地域社会づくり 

稚内市の将来都市像 

政策１-１ 地域・家庭における教育 

力の向上 

政策１-２ 時代に即した学校教育 

の推進 

政策１-３ 活気あふれる学びの場 

づくり



施策０-３-１ 広域行政の適切な活用を図ります 

施策０-３-２ 経営的視点に立った行財政運営を行います 

政策 0-３ 健全で適正な自治体経営 

施策０-２-１ 市民の声を活かし開かれた市政を推進します 

施策０-２-２ コミュニティ活動を促進します 

施策０-２-３ 生涯にわたる学びを支援します 

施策０-２-４ 人権を尊重し、みんなで参画できる平和な社会を 

構築します 

政策 0-２ パートナーシップによるまちづくり 

分野４ 都市基盤 

次世代に向けた住みよいまちを 

目指して 

分野５ 産業振興 

自然と共生した活力ある産業が躍動するまちを目指して 

施策５-１-１ 安全で良質な水産物の供給に 

努めます 

施策５-１-２ 安全・安心な農畜産物の供給 

に努めます 

施策５-１-３ 林業の振興を図ります 

政策５-１ 自然を活用した産業の 

体質強化 

施策５-２-１ 食のブランド化を推進します 

政策５-２ 誇れる稚内ブランドの確 

立 

施策５-３-１ 商業を振興します 

施策５-３-２ 地域特性を生かした新産業を 

創出します 

施策５-３-３ 雇用・労働の安定と中小企業 

の経営を支援します 

政策５-３ 地域経済を支える未来 

の芽を育成 

施策５-４-１ 観光を核とした産業振興を図り 

ます 

施策５-４-２ 企業立地を促進します 

施策５-４-３ サハリンとの経済交流を促進し 

ます 

政策５-４ 地域資源の再発見・世 

界への発信 

人が行き交う環境都市わっかない 

施策４-１-１ 総合的な交通体系を構築しま 

す 

施策４-１-２ 都市間交通の基盤整備を進 

めます 

政策４ -１ 公共交通を充実させた 

まちづくり 

施策４-２-１ 防災対策を強化します 

政策４-２ 災害に強いまちづくり 

施策４-３-１ 中心市街地の再生を図ります 

施策４-３-２ 計画的な土地利用を推進しま 

す 

施策４-３-３ 生活を支える社会基盤整備を 

進めます 

政策４-３ 調和のとれた持続可能 

なまちづくり
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基本目標 環境と調和する自立した社会を目指して 

政策 0-1 持続可能な地域社会づくり 

施策 0-1-1 まちに賑わいを取り戻します 

■ 現状と課題 

本市の人口は、昭和 50 年の国勢調査をピークに減少を続けており、特に、生産人口と年少人 

口の減少が顕著で、高齢化率は年々上昇しています。また、長引く景気低迷や社会情勢の変化に 

より地域の活力が失われつつあります。 

本市が活力を取り戻し、「賑わいのある元気なまち」として再生するためには、豊かな自然、 

産業、 文化、 魅力ある食材など多くの地域資源を有効に活用して、 交流機会の拡充を図りながら、 

さらに住む魅力、訪れる魅力を高めていかなければなりません。 

■ 施策の目的 

地域資源を最大限に活用した地域づくりを進めるとともに、 多様な地域と活発な交流を図るこ 

とにより、人の流れを呼び込み、まちに活力を取り戻します。 

■ 施策の主な内容 

１）定住・移住の促進と誘客 

雇用や医療などの様々な分野における課題に市全体として取り組むとともに、 地域の資源を生 

かしながら本市の住む魅力、訪れる魅力の向上を図り、定住・他地域からの移住の促進と観光客 

の誘致を促進します。 

２）交流ネットワークの形成 

友好都市をはじめ、国内外の多くの地域やまちとの人的・経済的な交流を積極的に進め、他の 

地域から学ぶことにより地域の資源を再認識し、その魅力を積極的に発信して、交流人口の増加 

を図ります。 

３）利便性の高い交通アクセスの確保 

地域相互の交流促進のために必要な利便性の高い交通ネットワークを、 将来にわたって安定的 

に確保するため、関係機関に働きかけながら、国道の高規格化、鉄道の高速化による移動時間の 

短縮や、空路や航路の維持発展に努めます。 

４）都市機能が集積したまちづくり 

人・もの・情報が交流できるよう、都市機能の充実と集積を図り、みなとマチ稚内のにぎわい 

のある顔づくりを進めます。 

経営計画
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■ 施策の成果指標（アウトカム） 

指 標 の 名 称 単位 平成 19 年度 
（現状値） 

平成 25 年度 
（目標値） 

人口減少数 
（5 年前の年度末時点人口との比較） 

人 2,424 ↓ 

定住率（他の地域から転入して５年以 
上住み続けている割合） 

％ 34.06 ↑ 

■ 協働の指針 

市民・地域・事業者 
等が行うこと 

行政と協働で魅力ある地域づくりを行う。 
〔地域〕他の地域と積極的に交流する。 

市が行うこと 魅力あるまちづくりに取り組む。本市の魅力を発信する。市民の 
先頭に立って交流事業を拡大・推進する。
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施策 0-1-2 人と自然が共生した環境社会の実現を目指します 

■ 現状と課題 

社会の発展は、大量生産、大量消費、大量廃棄という新たな社会システムを生み出し、私たち 

に快適で便利なライフスタイルをもたらした一方で、 これにより地球温暖化をはじめとする地球 

規模での環境問題などを引き起こしています。 

本市は、これまで「人と地球にやさしいまちづくり」を市政の柱として、大規模な風力発電施 

設、太陽光発電実証研究施設を誘致するなど、地球環境にやさしい「自然エネルギー」の導入に 

先駆的に取り組んできました。それとともに、環境基本条例を制定し、環境基本計画に基づいた 

緑化対策やゴミのリサイクルなど環境の保全にも取り組んできました。 

地球環境を保全し、持続可能な社会を実現していくためには、これまでの取り組みをさらに強 

化するとともに、資源とエネルギーを循環させる新たな取り組みを、市民、事業者、行政が一体 

となって展開していく必要があります。 

かけがえのない地球環境と郷土の豊かな自然環境を守り育て、 より良い環境を次の世代に引き 

継ぐために、私たち一人ひとりの意識の変革と生活様式の見直しが求められています。 

■ 施策の目的 

環境に対する意識の向上を図り、市民一人ひとりが身近にできることから行動し、人と自然が 

共生する調和のとれた地域社会を創造します。 

■ 施策の主な内容 

１）環境に対する意識の醸成 

環境学習や啓発活動を通じて環境問題に対する意識を醸成し、市民、事業者、学校、行政など 

地域社会全体としての取り組みを喚起します。 

２）環境保全に関する調査研究 

環境保全に関する調査研究に、国などの関係機関や関係団体と協力して取り組みます。 

３）自然エネルギーの利用推進 

公共施設、民間住宅などでの自然エネルギー利活用の普及促進など、様々な分野で環境負荷の 

少ない自然エネルギーの利活用を推進します。 

４）エネルギーと資源の循環の推進と節約 

市民生活や事業活動において実践できる、エネルギーや資源の節約運動を推進します。また、 

環境への負荷を可能な限り減らし、水や廃棄物などの良好な循環を保つ取り組みを、地域社会全 

体で推進します。
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５）自然環境の保全と活用の推進 

利尻礼文サロベツ国立公園をはじめ、多様な野生生物が共存する森林、緑地、湖沼や湿地、沿 

岸域、さらには温泉など、自然環境や自然景観の保護と保全を図るとともに、豊かな自然環境を 

活用して、自然とのふれあいを推進します。 

６）低炭素社会への転換 

地球温暖化を防止するために、 自然エネルギーの推進や省エネルギー、 廃棄物の減量・再利用、 

そして低炭素社会に不可欠な二酸化炭素を吸収する森林などの自然環境保全を総合的に進め、 市 

民とともに二酸化炭素の排出を最小化するための取り組みを進めます。 

【図表 持続可能な社会に向けた統合的取組の展開】 

（出典）環境省 

■ 施策の成果指標（アウトカム） 

指 標 の 名 称 単位 
平成 19 年度 
（現状値） 

平成 25 年度 
（目標値） 

市民一人あたりの二酸化炭素排出量 ｔ 
平成 21 年度 

測定予定 
↓ 

■ 協働の指針 

市民・地域・事業者 
等が行うこと 

環境問題に関心を持つ。環境負荷の低減に向けて自主的・積極的 
に行動する。 

市が行うこと 環境保全に対する全市的な意識の向上を図る。 

■ 関連する主な法令・条例・計画等 
法令の名称： 環境基本法、地球温暖化対策の推進に関する法律、循環型社会形成推進基 

本法 

条例の名称： 稚内市環境基本条例 

計画の名称： 稚内市環境基本計画
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施策 0-1-3 「食」のあり方を見つめ直します 

■ 現状と課題 

近年、海外からの食料輸入の増大に加え、ＢＳＥの発生や偽装表示、遺伝子組み換え作物の問 

題などにより、食品に対する不信感が強まっています。さらに、食料問題が人口・環境・エネル 

ギー問題と並んで世界的な課題となっており、 輸入に多くを依存している日本の将来の食料事情 

に不安を抱いている人も少なくありません。そのような状況の中、本市は食料供給基地として、 

安全で安心して食べることのできる食料の提供を行うことで、 この問題解決に貢献していくこと 

が可能です。 

また一方では、私たちの生活において食べ残しや食品の廃棄といった資源の浪費・無駄、さら 

には栄養の偏りや不規則な食事、肥満や生活習慣病の増加など食生活の乱れが深刻化し、心身の 

発達にも悪影響を及ぼしており、「食」の重要性が改めて認識されています。 

市民一人ひとりが、生涯を通じて健全な食生活を送り、食文化の継承や健康の確保が図られる 

よう、自らが食について考える習慣や「食」に関する様々な知識と「食」を選択する判断力を身 

につけることが必要です。 

市民全体で「食」のあり方を改めて考え、健全な食生活と安全・安心な食料の提供を進めてい 

く必要があります。 

■ 施策の目的 

「食」 のあり方を再認識することにより、 豊かで健全な食生活を実現できる環境を創造します。 

■ 施策の主な内容 

１）食育の推進 

栄養バランスの改善と正しい食習慣を実践できるよう、 一人ひとりが自ら 「食」 について考え、 

判断することができる力を養う「食育推進運動」に積極的に取り組むため、本市の特色を活かし 

た食育推進計画を策定し、市民全体で食育を推進します。 

２）安全・安心な食料品の提供 

本市で生産される農水産物やその加工品が、安全・安心な食料として提供できるよう、また、 

市民の消費者としての安全が確保されるよう、関係機関と連携強化を図り、取り組みます。消費 

者である市民とともに地産地消の取り組みを進めます。 

３）地域の食文化の継承と活用 

伝統的な食材や料理を見つめなおし、継承していくとともに、新たな食文化を創造し、その魅 

力を活かして取り組みます。
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【図表 食育推進の仕組み】 

■ 施策の成果指標（アウトカム） 

指 標 の 名 称 単位 平成 19 年度 
（現状値） 

平成 25 年度 
（目標値） 

食育に関心を持っている市民の割合 ％ 
平成 21 年度 

調査予定 
↑ 

■ 協働の指針 

市民・地域・事業者 
等が行うこと 

食育に関する学習機会に積極的に参加し、家庭において実践する。 
〔関係団体・事業者〕安全で高質な食料生産に努める。 

市が行うこと 市民や生産・加工・流通関係者への啓発を行なう。 
関係機関と連携して安全・安心な食料生産を支援する。。 

■ 関連する主な法令・条例・計画等 

法令の名称： 食育基本法、食品安全基本法 

社会的課題 

・栄養バランスの 
崩れ 

・食習慣の乱れ 

・中高年男性の肥 
満、若い女性の 
「やせ」、生活 
習慣病の増加 

・食べ残しや食品 
の廃棄の増加 

・生産と消費の距 
離の拡大 

・食に関する関心 
の高まりと知 
識の不足 

・自然・伝統的食 
文化の衰退 

食育の推進 

健康づくり運動 
の推進等 

食に関する情報提 

供の強化・研修会等 

の開催 

生産・製造・流通分 

野における体験活動 

の実施 

学校における食に 
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政策 0-2 パートナーシップによるまちづくり 

施策 0-2-1 市民の声を活かし開かれた市政を推進します 

■ 現状と課題 

本市は、平成 19 年４月に「稚内市自治基本条例」を施行しました。この条例の目的である、 

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い 

ていくためには、市民と行政とが情報の共有化を一層進め、それに基づく理解と判断のもとで、 

協働してまちづくりに取り組んでいくことが必要です。 

そのため、政策やその決定過程について説明責任を果たすことが、これまで以上に求められて 

おり、個人情報保護に留意しながら市政情報の提供をさらに推進する必要があります。また、市 

民と行政との固い信頼関係を築くためには、情報を提供するだけではなく、市民の声を的確に市 

政に反映させていくことが重要です。 

地域が抱える課題が多様化するとともに、社会情勢が絶えず変化を続ける中で、将来目標を共 

有しながら、より多くの市民が納得できるまちづくりを進めていかなければなりません。 

■ 施策の目的 

市が保有している情報を市民と共有することで、 市民の意見やまちづくりに対する提案を市政 

に反映させ、参加と協働による市民主体のまちづくりを進めます。 

■ 施策の主な内容 

１）情報提供と情報公開の推進 

市民にとって必要度や関心度の高い市政情報などの提供と情報公開を積極的に進めます。 また、 

個人情報の適正な保護を行うため、個人情報保護制度の厳正な運用と充実に努めます。 

２）市政への市民参画の拡大と促進 

各種の計画などについて決定する際に、審議会や委員会などの委員の市民公募、パブリックコ 

メントなどを実施して、その声をまちづくりに生かします。また、各種委員会などの委員の起用 

にあたっては、女性や青年層の拡大にも配慮するほか、市政や地方自治の振興に貢献した人を顕 

彰し、市民の市政への参加意欲を高めます。 

３）広報・広聴活動の充実 

広報紙の発行をはじめ、ホームページの充実、市民との懇談会の開催など、様々な情報媒体や 

機会を活用して、市政情報を適切な時期に、正確に、分かりやすく伝えていきます。また、市民 

ニーズを的確に把握するため、公聴活動の充実を図ります。 

４）自治基本条例の啓発と関連条例の整備 

稚内市自治基本条例の普及・啓発に取り組むとともに関連条例の整備など、市民の意見を市政 

により反映させていくための仕組みを市民とともに考え、実行します。 

※ パブリックコメント･･･市民から意見を公募すること
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■ 施策の成果指標（アウトカム） 

指 標 の 名 称 単位 平成 19 年度 
（現状値） 

平成 25 年度 
（目標値） 

市政に対する市民満足度 ％ 40.1 ↑ 

■ 協働の指針 

市民・地域・事業者 
等が行うこと 主体的かつ積極的に市政へ参画する。 

市が行うこと 正確で分かりやすい情報提供を行う。市民参画の場を積極的に提 
供し、そこでの市民の意見を行政運営に的確に反映する。 

■ 関連する主な法令・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、稚 

内市住民投票に関する条例
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施策 0-2-2 コミュニティ活動を促進します 

■ 現状と課題 

少子高齢化やライフスタイル・価値観の変化により、地域の連帯感が薄れつつあります。さら 

には、共働きや高齢者の一人暮らし世帯の増加などにより、それぞれの地域で新たな課題も増え 

ています。 

高齢者や子どもたちの生活を支える働き世代の人口が最も大きく減少していくことは、 地域の 

経済ばかりでなく、 地域を住みよいまちにするために協力しあってきた町内会などの活動や維持 

にも大きな影響を与え、 役員の後継者や自主財源の不足など悩みを持つ町内会も少なくありませ 

ん。

しかし、私たちの生活に最も身近な地域にある町内会は、地域におけるコミュニティ活動の基 

本であり、地域に住む人が日頃から親睦と交流を通じて連帯感を深め、日常生活に必要な情報交 

換や地域に共通する様々な課題をみんなで協力して解決していくためにも、 町内会や様々な分野 

で市民活動を行う団体の活動を活性化させる必要があります。 

また、本市においては、地域住民自らが地域の課題に取り組み、問題解決に向けて主体的に行 

動する場として、町内会より広い区域を単位とする「まちづくり委員会」が、市内 15 箇所に設 

置され、 地域の町内会などとの連携のもと行政への提案や生活環境の改善などに取り組んできま 

した。 

今後は、 社会環境の変化で多様化する市民ニーズに対応した地域コミュニティを形成していく 

ことが必要となってくることから、まちづくり委員会を基礎として、市内を一定の区域に分け、 

その区域の自治をそこに住む住民が主体となって担っていく地域自治の仕組みづくりに取り組 

んでいく必要があります。 

■ 施策の目的 

地域におけるコミュニティ活動の活性化と本市にふさわしい地域自治の仕組みづくりに向け 

た取り組みを通じて、住みよい地域社会を創造します。 

■ 施策の主な内容 

１）「新たな公共」のあり方の構築 

より地域住民のニーズに合った地域づくりを進めるため、自治基本条例に基づき、公共サービ 

スの中で、 市民と行政がそれぞれ担うべき役割について、 市民とともに協議して定めていきます。 

２）町内会活動等への支援 

町内会活動を活発化させるため、必要な啓発と支援を行うとともに、地域集会所などの維持保 

全を図ります。また、ＮＰＯやその他の市民活動に対して情報提供等必要な支援を行います。
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３）まちづくり委員会の強化・支援 

一定の区域における住民の共有する課題に対して、 町内会など多様なコミュニティの活動と連 

携して解決を図るために必要な支援を行います。また、その区域にふさわしい地域自治のしくみ 

の基礎となるように体制の強化を進めます。 

４）地域活動拠点センターの整備・充実 

まちづくり委員会の区域の住民が主体的に管理し運営し、多様なコミュニティ活動の推進、そ 

の区域にふさわしい住民自治を進める拠点として、 地域活動センターの整備・充実を進めます。 

５）コミュニティを担う人材と組織の育成 

コミュニティ活動に関連した学習会などを開催し、 コミュニティ組織の育成を図ります。 また、 

コミュニティ組織の人材育成や活動のリーダーを育成する研修会の充実に努めます。特に、これ 

からコミュニティ活動の担い手として期待される団塊の世代の参加促進を図ります。 

※ＮＰＯ…Non Profit Organization の略で「民間非営利組織」と訳され、ボランティア活動などの社会貢献活動を行う、営 

利を目的としない団体の総称。 

【図表 住民の認識しているコミュニティ活動における問題・課題】 

（出典）「これからのコミュニティのあり方に関する調査研究」報告書 
（平成 18 年 3 月）／財団法人北海道市町村振興協会 

■ 施策の成果指標（アウトカム） 

指 標 の 名 称 単位 平成 19 年度 
（現状値） 

平成 25 年度 
（目標値） 

市内で活動する NPO 法人の数 法人 14 ↑ 

町内会の加入率 ％ 93.2 ↑ 
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28.1% 
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43.5% 
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無回答 

その他 

行政の過剰な介入に対する憂慮がある 

事務局機能が不足している 

組織の性格が閉鎖的である 

問題発生時に相談できる相手がいない 

事務所・活動スペースが不足している 

活動に役立つ情報収集が不足している 

行政への依存度が高い 

特に問題はない 

活動ＰＲ等の情報発信が不足している 

活動内容が形骸化している 

新たな住民の参加が困難となりがちである 

活動資金が不足している 

事業運営に参加する人が不足している 

組織への加入者が減っている 

事業内容が慣例化している 

事業の企画・運営に地域住民の参加がない 

組織の役員へのなり手がいない 

若者や仕事を持つ人が参加しにくい 

若年層のリーダーが育たない 

地域住民の関心が低下している
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■ 協働の指針 

市民・地域・事業者 
等が行うこと 

地域社会を支える主体として自覚を持つ。 
能力や経験に応じて積極的にコミュニティ活動に参加する。 

市が行うこと 町内会やＮＰＯ法人などの市民活動を支援する。 

■ 関連する主な法令・条例・計画等 

条例の名称： 稚内市自治基本条例
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施策 0-2-3 生涯にわたる学びを支援します 

■ 現状と課題 

生涯学習は、一人ひとりが自分の人生を楽しく豊かにするために、自由な意思に基づき、自分 

に適した手段・方法で、生涯にわたり行う学習活動です。その活動は、家庭や学校での基礎的教 

育から趣味、教養、資格取得、さらにはボランティア活動など、幅広い分野で行われますが、社 

会の成熟化に伴い、心の豊かさや生きがいのための学習需要が増大しています。 

本市においては、こうした需要を踏まえて生涯学習を市全体で総合的に取り組むため、平成 

15 年にその担当を教育委員会から市長部局へ移して、推進に努めてきました。 

しかし、急速に変化する社会・経済情勢の中で、市民の学習ニーズはますます多様化・高度化 

してきており、こうした状況への対応が求められています。また、環境、男女共同参画、消費生 

活、安全、人権・福祉に関する市民の関心の高まりなど、これからの時代の変化に対応して自ら 

解決していくための学習の場や機会が必要です。 

■ 施策の目的 

一人ひとりの充実した心豊かな生活を実現するとともに、学習成果を活用して、地域の課題解 

決のために主体的に参加する市民を育てます。 

■ 施策の主な内容 

１）生涯学習の基礎づくりと学習機会の充実 

全ての教育の出発点となる家庭での教育、 基本的な役割を果たす学校教育の充実を図るととも 

に、学校・家庭・地域社会との連携により教育力を向上します。また、文化やスポーツ活動をは 

じめ、あらゆる分野において、各世代の多様な学習ニーズを的確に把握し、関係機関、団体、企 

業などとの連携により、効果的な学習機会の充実を図ります。 

２）学習成果の還元 

学習の成果を評価し、その成果を地域に還元していくことが、学習者の意欲を引き出し、能力 

を高めていくことにつながります。 そのため、 学んだ成果を発表できる機会を充実するとともに、 

その成果を生涯学習事業やボランティア、 地域活動などの地域社会づくりに生かすことができる 

仕組みを作ります。 

３）生涯学習のための施設の充実 

学習や交流の場となる関連施設に、専門的知識を持つ職員や指導者を配置して、必要な情報提 

供と学習プログラムの企画・立案などを支援します。また、市民とともに施設の運営方法などに 

ついて検討し、 より身近な利用しやすい施設運営を行います。 既存施設の有効活用を図りながら、 

生涯学習の場の提供に努めます。
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４）指導者・ボランティアの育成 

学習活動を支援する指導者やボランティアの育成を図るとともに、 人材を必要とする地域や学 

校への情報発信に積極的に取り組みます。また、社会教育関係団体や自主的な学習サークルの育 

成と活動を支援します。 

■ 施策の成果指標（アウトカム） 

指 標 の 名 称 単位 平成 19 年度 
（現状値） 

平成 25 年度 
（目標値） 

学びと遊びの玉手箱（社会教育人材バ 
ンク）登録者数 

人 113 ↑ 

学びと遊びの玉手箱（社会教育人材バ 
ンク）登録団体数 

団体 165 ↑ 

■ 協働の指針 

市民・地域・事業者 
等が行うこと 

学びを通じて自己実現を目指す。 
学んだ成果を地域社会の発展に活かす。 

市が行うこと 指導者・ボランティアを育成する。生涯学習のための施設を整備 
する。学習成果を地域社会へ生かすための仕組みを作る。 

■ 関連する主な法令・条例・計画等 

法令の名称： 生涯学習の振興のための施策の推進体制の整備に関する法律 

計画の名称： 稚内市生涯学習推進構想、稚内市生涯学習推進計画
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施策 0-2-4 人権を尊重し、みんなで参画できる平和な社会を構築します 

■ 現状と課題 

人権は、人としての尊厳に基づき、生まれながらに持っている権利であり、すべての人が自由 

を確保し、誰もが幸福に生きるために、欠かすことのできないものです。一人ひとりが自らの人 

権だけでなく、他者の人権についても正しく理解し、互いに人権を尊重し合うことが大切です。 

しかし、近年、学校でのいじめ問題、子どもや障がいがある人、高齢者に対する虐待など、痛 

ましいできごとが多発しています。また、家庭や地域、職場、学校など市民生活のさまざまな場 

で、未だ固定的な性別役割分担の意識が色濃く残り、女性の社会参画は十分に進んでいないとい 

う状況に加え、家庭内暴力やセクシャル・ハラスメントなど、人権に関する問題も存在していま 

す。

本市は日本最北端の国際都市として、 すべての子どもたちの健やかな成長と戦争のない世界平 

和を願い、昭和 61 年に子育て平和都市宣言を行い、平和なまちづくりを進めてきました。 

今後、一人ひとりの個性や人格を認め、市民生活のあらゆる分野で偏見や差別をなくし、すべ 

ての市民が互いの人権を尊重しつつ、 暮らしやすい平和な社会づくりを進めていく必要がありま 

す。 

■ 施策の目的 

一人ひとりの個性や人格を認め、市民生活のあらゆる分野で偏見や差別をなくして、すべての 

人が平等で暮らしやすい、人権尊重の社会を実現します。 

■ 施策の主な内容 

１）男女共同参画の理念の浸透と環境づくり 

性別による固定的な役割分担意識の是正に向けた広報・啓発活動を積極的に展開します。 また、 

男女がともに家庭生活、家庭教育、地域活動を担うことができる環境づくりを、企業などととも 

に連携して推進します。また、市の審議会・委員会への女性の登用を積極的に進めます。 

２）男女共同参画を促す学習機会の充実 

男女がそれぞれの個性と能力を発揮して、さまざまな場に共に参画していく社会を目指し、男 

女共同参画に関する学習機会を充実させます。 

３）人権意識の啓発と相談体制の充実 

学校・家庭・地域・企業などあらゆる場を通じて人権教育・啓発活動を積極的に推進します。 

また、市民が抱えるさまざまな問題に対応するため、国・道をはじめとする関係機関と連携を図 

り、相談窓口体制の充実を図ります。 

４）虐待の防止と対策 

虐待とは何であるのか、どこへ相談したら良いのかなどを、家族や身近な地域で活動する民生 

委員などに啓発するとともに、 必要な対応を迅速に行うための関係機関のネットワークを強化し 

ます。
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５）平和な社会づくり 

全ての人が、人として尊重される平和な社会を実現するため、平和の大切さや命の尊さを伝え 

るための取組を行います。 

■ 施策の成果指標（アウトカム） 

指 標 の 名 称 単位 平成 19 年度 
（現状値） 

平成 25 年度 
（目標値） 

審議会などへの女性の登用率 ％ 17.2 30.0 

■ 協働の指針 

市民・地域・事業者 
等が行うこと 人権問題や男女共同参画に関する関心を持つ。 

市が行うこと 
意識啓発のための情報提供と学習会などを開催する。 
関係機関と連携を図り、人権擁護や虐待に関する相談・対応のた 
めの体制を整備する。 

■ 関連する主な法令・条例・計画等 

法令の名称： 男女共同参画社会基本法 

条例の名称： 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推進行動計画
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政策 0-3 健全で適正な自治体経営 

施策 0-3-1 広域行政の適切な活用を図ります 

■ 現状と課題 

交通、通信網の整備を背景に、市民の日常生活圏が拡大し、行政ニーズも多様化・広域化して 

います。本市は、これまで消防事務組合や介護保険認定調査会を設置し、関係町村と連携して広 

域行政を推進してきました。 限られた経営資源を効率的に活用して住民ニーズに応えていくため 

には、周辺町村と連携・調整を図った施策展開を進めるほか、市町村合併を含めた広域行政のあ 

り方について、積極的に協議を進める環境を整えるとともに、市民の意向を踏まえながら検討し 

ていくことが必要です。 

また、今後さらに地方分権が進む中で、基礎自治体の機能を堅持しながら宗谷地域全体の発展 

を支えるための中心都市として、周辺町村との連携を図り、国や道からの必要な権限と財源の移 

譲を受け、総合行政を担うことができる基盤を作っていくことが求められています。 

■ 施策の目的 

関係自治体と連携して、広域的な視点から行政の効率的な運営を図るとともに、地方分権に対 

応した総合行政基盤を形成し、市民の暮らしの質を高めます。 

■ 施策の主な内容 

１）基礎自治体としての機能充実・強化 

市民に身近な基礎自治体として、また宗谷圏域の中心都市として、国・道から必要な権限・財 

源の移譲を受けて行政サービスの向上を図ります。 

２）周辺町村との連携に関する調査・研究 

国・道からの情報を迅速・的確に把握するとともに、市町村合併や広域連携など、広域行政の 

あり方について、引き続き周辺町村とともに調査・研究し、共通の課題について効率化と住民サ 

ービスの向上という視点から課題解決に努めます。 

※ 経営資源･･･企業が事業活動をする上で必要となる資源のこと。一般的に「人（人材）」「物（設備や商品）」「金（資金）」、 

「情報（ノウハウ）」、「時間」などを指す。 

※ 基礎自治体…地方公共団体のうち市町村を指して基礎自治体という。 都道府県は市町村を包括する広域の地方公共団体 

として「広域自治体」と位置付けられる。
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【北海道宗谷総合振興局の所管区域】 

（注） 

『北海道総合振興局設置条例』に 

基づく新しい支庁の所管区域
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施策 0-3-2 経営的視点に立った行財政運営を行います 

■ 現状と課題 

国が進める三位一体改革にともなう地方交付税総額の抑制や、 依然として続く厳しい経済情勢 

や就労人口の減少による税収の伸び悩みなどから、本市においては今後、財源の大きな伸びは見 

込めない状況にあります。 

一方、社会経済情勢の変化に適切に対応した分権型社会への転換も強く求められています。こ 

れまでの全国画一の行財政運営から脱却し、自主的・主体的な政策判断を行い、選択と集中によ 

り、市民の納得度の高いまちづくりを進めていく必要があります。 

これまで本市では、平成８年度に「行政改革大綱」を、平成 15 年度には「財政健全化プラン」 

を策定するなど、 時代に即応した施策の展開や行政運営を目標として改革に取り組んできました。 

限られた財源のもとで、多様化する市民の要望や増大・高度化する地方自治体の業務に対応し 

て、よりよい行政サービスを提供していくためには、さらなる行政改革に取り組み、簡素で効率 

的な行政体制を整備して、市民への情報提供や職員間での情報の共有化を図りながら、自治体と 

しての経営改革を進めることが求められています。 

また、ここ数年、民間企業においては個人情報の漏洩や会計不祥事などが相次いだことを契機 

として内部統制強化の体制づくりが進められていますが、 今後は自治体経営にも内部統制を取り 

入れていくことが求められています。 

■ 施策の目的 

収支均衡を図り安定した財政状況を堅持するとともに、 限られた経営資源を効率的に投入して、 

市民の満足度の高い行財政運営を実現します。 

■ 施策の主な内容 

１）自治体経営のための組織の強化 

資産の適正な管理・活用と、適法で正確な事務を行うため、内部統制のために必要な環境を整 

えます。また、権限移譲、地方分権、さらには突発的に生じる問題などにも対応できる人材育成 

と、組織体制の強化を図り、経営力の向上を支える職員の能力と意欲の向上を図ります。 

２）自治体経営サイクルの確立 

行政運営において、計画策定（Plan）→実行（Do）→行政評価（Check）→見直し・改善（Action） 

を繰り返す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務事業の集中と選 

択を行い、より一層の行政改革を進めます。 

３）行政サービス提供方法の見直し 

行政と民間の適正な役割分担を検討するとともに、行政が行うサービスについて、民間の技術 

や知識、柔軟性を利用した方が、より市民サービスの向上につながるものについては、民間活力 

を積極的に導入し、行政サービスの効率化を図ります。
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４）透明性の高い行政運営 

行政運営や財政状況について市民に分かりやすく公表するとともに、 パブリックコメントなど 

を行うことにより、行政運営の透明性を高めます。 

５）身近で利用しやすい市役所づくり 

市民が複数の用件を効率よく済ませられるよう窓口機能の充実を図るとともに、 接遇向上に努 

めます。また、支所をはじめとする窓口サービスの拠点の充実を図るとともに、必要に応じた訪 

問、情報通信技術の活用などにより、より身近なところで必要な行政サービスや相談が受けられ 

るようにします。 

６）自主財源の確保 

市税の公平で適正な課税に努めます。また、市税をはじめ税以外の各種徴収金についても、口 

座振替制度の利用促進や個別徴収の強化など、徴収率の向上に向けた取り組みを進めます。受益 

者負担の原則に照らし、使用料・手数料などの適正化に努めるとともに、新たな収入源の確保に 

ついて検討します。 

７）計画性のある財政運営の推進 

職員全員が徹底したコスト意識を持つことで、事業を合理化し、経費削減を図るとともに、事 

業目的別予算の徹底を図り、 適切な事業の選択や財源の重点的・効率的な配分に努めます。 また、 

適正な財政分析に基づき収支の均衡や債務残高の圧縮などに努め、健全財政の維持を図ります。 

※ 内部統制･･･企業などが自ら業務の適正を確保するための体制を構築していくシステムを指す。具体的には、組織形態 

や社内規定の整備、業務のマニュアル化や社員教育システムの運用、また規律を守りつつ目標を達成させる 

ための環境整備、そして財務報告や経理の不正防止策などがあげられる。地方公共団体の内部統制について 

は、「業務の有効性と効率性」「財務報告の信頼性」「法令等の遵守」「資産の保全」が目的とされている。 

※ パブリックコメント･･･７ページ参照 

■ 施策の成果指標（アウトカム） 

指 標 の 名 称 単位 平成 19 年度 
（現状値） 

平成 25 年度 
（目標値） 

行財政改革の推進に対する市民満足度 ％ 28.1 ↑ 

■ 協働の指針 

市民・地域・事業者 
等が行うこと 市政に対して主体的に参画する。 

市が行うこと 市民のニーズに的確に応える行政運営を行う。 
市政運営に関して必要な情報提供を行う。 

■ 関連する主な法令・条例・計画等 

法令の名称： 地方税法 

条例の名称： 稚内市税条例 

計画の名称： 稚内市財政健全化プラン
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基本目標１ 心豊かな人と文化をはぐくむまちを目指して 

政策 1-1 地域・家庭における教育力の向上 

施策 1-1-1 命を大切にする心を育みます 

■ 現状と課題 

近年、物や情報が日常に溢れ、テレビやゲーム、パソコンの影響などにより、暴力シーンや生 

命を軽く扱った言葉を、子どもたちが日常的に見聞きしてしまう状況にあります。さらに、少子 

化などによる人とのかかわり合いの減少と相まって、他人への優しさや思いやりの心が薄れ、い 

じめや自殺などの増加は社会現象化しています。 

市民一人ひとりが命を大切にする社会を築いていくためには、 有害情報の影響を多分に受けや 

すい幼少期の段階から、人権を尊重する心を育むことが大切です。 

また、いじめや不登校、さらには親による虐待などの、子どもをめぐる問題に対応するために 

は、子どもが発する信号をいち早くキャッチし、その解決に導くための体制を整えることが急務 

となっており、学校と家庭、地域、関係機関などが一層緊密に連携し、豊かな心と思いやりのあ 

る人間性を育てていかなければなりません。 

■ 施策の目的 

自分や家族はかけがえのない存在であるという認識を深め、 自他の命を何事にも代えがたい大 

切なものとして守り、心身の健やかな成長を促します。 

■ 施策の主な内容 

１）教育相談の充実 

いじめや非行などの問題行動や不適応傾向の未然防止、早期発見・早期対応のため、実態把握 

と教育相談活動の充実を図り、家庭・地域や教育関係機関とのネットワーク強化に努めます。 

２）稚内市子ども支援指針による問題事例の早期解決 

児童・生徒に関わる問題に対して「稚内市子ども支援指針」を踏まえ、問題事例が発覚した初 

期の段階から「稚内市児童問題連絡会」を中心に関係諸機関と連携して、早期解決を図ります。 

３）命の大切さを伝える教育の実施 

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とともに、 あらゆる命も 

また、かけがえのない存在であると認識し、命の尊さを重く受け止めることが出来るよう、幼児 

期からの教育を充実させます。 

部門別計画
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【図表 教育相談件数】 

（出典）稚内市教育相談所 

■ 施策の成果指標（アウトカム） 

指 標 の 名 称 単位 平成 19 年度 
（現状値） 

平成 25 年度 
（目標値） 

いじめは、どんな理由があってもいけ 
ないと考えているこどもの割合 

％ 
小学生 92.9 
中学生 83.9 

↑ 

体の不自由な人やお年寄りや、困って 
いる人の手助けをしたことがあるこど 
もの割合 

％ 
小学生 33.2 
中学生 40.3 

↑ 

■ 協働の指針 

市民・地域・事業者 
等が行うこと 児童の問題行動や児童虐待などに関する地域の見守りを行う。 

市が行うこと 地域住民や諸機関と連携した児童問題の早期発見と早期解決に取 
組む。 

■ 関連する主な法令・条例・計画等 

法令の名称： 教育基本法、学校教育法、学校保健法、児童福祉法、生涯学習振興法、食 

育基本法、食品安全基本法、次世代育成支援対策推進法 

計画の名称： 稚内市社会教育推進計画、学校教育推進計画、生涯学習推進計画、次世代 

育成支援行動計画 

年度 
子育て相談電話 

（件） 

面接・訪問など 

（件） 

平成 15 年度 18 858 

平成 16 年度 30 1,081 

平成 17 年度 15 562 

平成 18 年度 26 1,193 

平成 19 年度 29 1,114
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施策 1-1-2 安全で安心な子育て環境をつくります 

■ 現状と課題 

本市では、昭和 61 年に全国に先駆けて「子育て平和都市宣言」を採択し、自治基本条例にお 

いても「子育て」を大切な理念として掲げ、市政やまちづくりの基本としてきました。 

市民ぐるみの「子育て運動」の歴史は 30 年にも及び、地域ぐるみの子育ての重要性を、これ 

まで多くの市民に広め、根付かせてきました。最近では、市内各所で子どもを見守るスクールガ 

ードの活動も目立ち、地域の中で新たなふれあいも生み出されています。 

しかし近年では、核家族化、少子化や地域における地縁的つながりの希薄化など、家庭を取り 

巻く環境が大きく変化し、家庭教育に対する考え方や取り組みにも変化が生じています。 

また、全国各地で発生する凶悪犯罪は、子どもや親に不安感を与えるとともに、本市における 

子育て環境に少なからず影響を与えているものと考えられます。 

こうした背景を踏まえ、市・教育委員会をはじめＰＴＡ、町内会など様々な団体で組織する稚 

内市子育て推進協議会では、市民みんなが子どもにしっかりとした範を示し、協力しあって教育 

に取り組んでいく姿を、目に見える形で示すために「子育て提言」を採択し、市民ぐるみで子ど 

もを育てる運動を展開してきました。 

今後は、この「子育て提言」に込められた思いを再認識し、子どもたちにとって、より安全・ 

安心な環境を作り上げるため、家庭や地域、学校がそれぞれの役割を担い連携していくことが重 

要です。 

■ 施策の目的 

家庭、学校、地域が相互に学び、連携しあって、子どもたちの健やかな成長を地域で見守り育 

てます。 

■ 施策の主な内容 

１）「子育て提言」の励行 

子育てに関する理念を再認識し、子どもたちの基本的生活習慣の定着を図るため、「子育て提 

言」の励行について意識啓発を図ります。 

２）「子育て平和運動」の啓発・推進 

家庭、学校、地域が、子育てについて学び合うことにより、子育て運動が、より一層深く根付 

くよう努めます。また、子どもたちの平和を願う心を育てるために、各学校で児童・生徒が主体 

的に取り組む平和学習の実践を進めます。 

３）子育て学習機会の提供・充実 

関係機関とのネットワークを利用して、 家庭教育に関する多様な学習機会や情報提供などを行 

い、心身豊かな子どもの育成と親の教育力の向上に努めます。
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４）子どもの安全･安心を守る事業の推進 

子どもが安全・安心に学び・遊ぶことのできる環境づくりを進めるため、子ども安全育成セン 

ターの充実を図るとともに、地域で行われている自主活動の支援を通して、地域ぐるみで子ども 

を見守る体制の強化を図ります。 

■ 施策の成果指標（アウトカム） 

指 標 の 名 称 単位 平成 19 年度 
（現状値） 

平成 25 年度 
（目標値） 

スクールガード登録者数 人 747 1,000 

■ 協働の指針 

市民・地域・事業者 
等が行うこと 「子育て提言」の実践と子どもの見守り活動への参加に努める。 

市が行うこと 「子育て提言」の啓発と子どもを安全に見守るための仕組みの充 
実を図る。 

■ 関連する主な法令・条例・計画等 

法令の名称： 教育基本法、学校教育法、児童福祉法、生涯学習振興法、 

次世代育成支援対策推進法 

条例の名称： 自治基本条例、次世代育成対策地域協議会条例 

計画の名称： 社会教育推進計画、学校教育推進計画、生涯学習推進計画、次世代育成支 

援行動計画
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施策 1-1-3 就学前児童の教育の充実を図ります 

■ 現状と課題 

近年、核家族化が進む中、家庭においても「ふれあい」や「いたわり」の機会が減少し、しつ 

けやコミュニケーション不足などによる家庭の教育機能の低下が各方面で指摘されています。 

特に幼児期は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う意味で非常に重要な時期であり、子どもた 

ちの健やかな成長のためにも、良好な教育環境を整えることが必要です。 

家庭では、基本的な生活習慣をしっかりと身に付けさせるとともに、健康な心身と自立心を育 

てる子育てが求められていることから、保護者に対し、家庭の自主性を尊重しつつ、子育て学習 

の機会や情報提供を行うことが大切です。 

また、幼稚園や保育施設においては、集団生活の中で社会性を養うとともに、小学校と緊密な 

連携を図ることで、より円滑な学童期への移行が期待され、多様なニーズに即した教育環境の充 

実が求められています。 

■ 施策の目的 

集団生活における基本的な生活習慣を身に付け、自立心を養うことにより、心身の調和の取れ 

た健やかな成長を促します。 

■ 施策の主な内容 

１）満３歳児からの就園の促進 

満３歳以上の全ての幼児が、幼稚園や保育所などの就学前教育を受けることができるように、 

保護者の経済的支援の継続や支援策の調査研究に努めます。 

２）幼・保・小の連携強化 

就学前に必要な児童の情報や家庭環境について、幼・保・小の三者間で情報を共有することで 

円滑な就学を推進します。また、関係団体が連携し総合的な調査研究を行い、幼児教育の充実に 

努めます。 

３）子育て家庭の学習機会の充実 

幼稚園や保育施設において、家庭教育の重要性を啓発し、親としての成長の場を提供するとと 

もに、子育て中の家庭を支援できるよう努めます。また、未就園児童のいる家庭に対しても、幼 

稚園や保育施設などを活用して、様々な人との交流や豊かな体験の機会を提供するとともに、子 

育て支援団体・育児サークルの活動への支援や必要な情報提供を行うことで、幼児一人ひとりに 

合った望ましい養育環境の実現を目指します。
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【図表 就園児童数】 

■ 施策の成果指標（アウトカム） 

指 標 の 名 称 単位 平成 19 年度 
（現状値） 

平成 25 年度 
（目標値） 

幼稚園及び保育所における３歳以上の 
就園率 

％ 89.7 95 

０～２歳の未就園児で子育て支援施設 
等を利用した親子の数 

組 6,420 7,000 

■ 協働の指針 

市民・地域・事業者 
等が行うこと 

修学前教育の必要性について意識を高める。子育てに関しての団 
体などへの参加や活動に主体的に取組む。 

市が行うこと 関係機関や事業者などとの連携を強化し、就学前教育の環境の整 
備と就園などに対する必要な支援を行う。 

■ 関連する主な法令・条例・計画等 

法令の名称： 教育基本法、学校教育法、児童福祉法、世代育成支援対策推進法 

条例の名称： 次世代育成対策地域協議会条例、私立幼稚園助成規定、学校法人の助成に 

関する規則 

計画の名称：稚内市次世代育成支援行動計画
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政策 1-2 時代に即した学校教育の推進 

施策 1-2-1 生きる力を育む教育を充実します 

■ 現状と課題 

子どもの体力の低下は、 生活習慣病の増加やストレスに対する抵抗力の低下などを引き起こし、 

健康の維持はもちろんのこと、 物事に取り組む意欲や気力といった精神面にも大きな影響を及ぼ 

しています。 

さらに、 近年、 いじめや不登校の増加をはじめとした様々な教育問題が浮き彫りになっており、 

また教育的ニーズも多様化する中、 学校では一人ひとりに合わせたきめ細やかな対応が求められ 

ています。 

本市においても、これまで「確かな学力」に基づき主体的に判断し問題解決を図る力や、他人 

を思いやる豊かな人間性、たくましく生きるための健康や体力の増進といった「生きる力」の育 

成を基本観点に、学校教育を進めてきました。 

今後は、心身ともに健康で、豊かな道徳性を育む指導や、生命を敬う心の教育を充実させると 

ともに、一人ひとりの可能性を伸ばし社会的な自立を促す教育の推進が必要です。 

■ 施策の目的 

子どもたちの心身の健やかな成長を促し、生命を尊び、感謝と思いやりの心を育て、社会的に 

自立できる教育環境を創造します。 

■ 施策の主な内容 

１）豊かな心を育む指導の充実 

児童生徒が自分や他人の命を重んじ、自律心が養われるように、道徳教育、生徒指導の充実を 

図るとともに、教員の指導力を高める研修の充実を図ります。 

２）体験的な活動の充実 

児童生徒が、豊かな人間性や社会性などを培っていくために、多くの人や社会、自然などと直 

接ふれあう機会となる、 ボランティア活動や自然体験活動などの体験的な学習活動の充実を図り 

ます。 

３）健康・体力づくりの充実 

児童生徒が、生涯を通じ心身ともに健康で安全に生活するための基礎を培い、たくましく生き 

るための健康づくりや体力づくりに努めます。 

４）「食に関する指導」の充実 

健全な食生活を通じ、健康で豊かな人間性を育むため、「食に関する指導」を推進し、「食」に 

対する関心を高め、知識と実践力を培います。
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５）特別な支援を必要とする児童生徒への支援・指導の充実 

一人ひとりの教育的ニーズに応じたきめ細かな指導を行うための指導方法の調査・研究を行う 

とともに、保護者が安心して相談できるように、幼児期から自立までを見据えた指導や相談がで 

きる体制を構築します。 

※ 生きる力…変化の激しいこれからの社会を生きる子どもたちに身に付けさせたい〔確かな学力〕〔豊かな人間性〕〔健康 

と体力〕の３つの要素からなる力のこと。（文部科学省ホームページより） 

※ 確かな学力…（施策 2-2-2 を参照） 

【図表 「生きる力」と「確かな学力」の概念】 

（出典）文部科学省ホームページ 

■ 施策の成果指標（アウトカム） 

指 標 の 名 称 単位 平成 19 年度 
（現状値） 

平成 25 年度 
（目標値） 

人の気持ちが分かる人間になりたいと 
思っているこどもの割合 

％ 
小学生 81.4 
中学生 87.2 

↑ 

■ 協働の指針 

市民・地域・事業者 
等が行うこと 学校の特別活動や生徒会活動へ協力する。 

市が行うこと 道徳教育や相談体制の充実を図る。 

■ 関連する主な法令・条例・計画等 

法令の名称： 学校保健法、学校給食法
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施策 1-2-2 確かな学力の定着を図ります 

■ 現状と課題 

本市では、平成 15 年度から標準学力テストを行っていますが、指導の改善や工夫の成果が見 

られるものの、全般的に全国水準を下回っており、基礎的な学習内容の見直しと、的確な評価の 

上に立ったよりきめ細やかな指導が必要と考えられます。 

児童・生徒の確かな学力を育成するため、平成 18 年度からは、市内の小学校に低学年の少人 

数学級、特定教科での少人数指導を取り入れ、基本的な生活習慣と人間関係や学校生活のルール 

を丁寧に指導しながら、一人ひとりに応じた指導の充実を図ってきました。 

今後は、教職員のさらなる資質向上のため、教職員の研修活動の充実を図るとともに、実践研 

修で得られた成果を活用し、課題を解決して行くことが重要です。 

また、指導方法の工夫や改善を行い、各学校でより「わかる授業」を行っていく必要がありま 

す。 

■ 施策の目的 

児童・生徒が、知識や技能はもとより、学ぶ意欲や自分で課題を見つけ、自ら学び、主体的に 

判断し、行動し、よりよく問題を解決する資質や能力を身につけられる教育環境を創造します。 

■ 施策の主な内容 

１）わかる授業の実現 

できたことを褒め、認める指導により学習意欲を高めるとともに、少人数教育などの指導方法 

の工夫・改善を行い、達成感を実感できる「わかる授業」を実現します。 

２）「確かな学力」を育成するための指導計画の充実 

学力検査の結果を検証し、各校の課題を把握するとともに、児童生徒一人ひとりの興味・関心 

を生かす指導計画の工夫に努め、実態に即した指導計画を作成し、実施します。 

３）外国語教育、国際理解教育の充実 

児童生徒の国際感覚の醸成や語学力向上を目指し、 外国語指導助手を配置して小中学校などに 

おける外国語授業の補助、外国語担当教員に対する研修の補助を行います。 

４）教職員の研修機会の充実 

指導に生かせる実践的な研修を計画的に行い、教職員の資質向上に努めます。 

※ 確かな学力…読み・書き・計算の能力に限定するものではなく、自ら学ぶ意欲や思考力、判断力、表現力などの資質や 

能力までも含めた学力をいう。（学習指導要領より）
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【図表 稚内市の小・中学校における学力の状況】 

（出典）全国学力・学習状況調査結果（平成 19 年度）/文部科学省 

■ 施策の成果指標（アウトカム） 

指 標 の 名 称 単位 平成 19 年度 
（現状値） 

平成 25 年度 
（目標値） 

全国学力テスト 正答率 60％以上の領 
域の割合 

％ 63.3 ↑ 

家庭学習を毎日一時間以上行なってい 
るこどもの割合 

％ 
小学校 33.2 
中学校 40.3 

↑ 

■ 協働の指針 

市民・地域・事業者 
等が行うこと 

学校での教育に関心を高め、学校と一体となって教育環境の改善 
に努める。 

市が行うこと 教育関係者及び機関と一体となった教育環境の改善に努める。 

■ 関連する主な法令・条例・計画等 
法令の名称： 教育基本法、学校教育法 

計画の名称： 学校教育推進計画 

話すこと聞くこと ★ 数と計算 ★ ★ ★ 
書くこと ★ ★ ★ 量と測定 ★ ★ ★ 
読むこと ★ ★ ★ 図形 ★ ★ ★ 
言語事項 ★ ★ ★ ★ 数量関係 ★ ★ ★ 

話すこと聞くこと ★ ★ ★ 数と計算 ★ 
書くこと ★ ★ 量と測定 ★ ★ 
読むこと ★ 図形 ★ ★ ★ 
言語事項 ★ ★ ★ 数量関係 ★ ★ 

話すこと聞くこと ★ ★ ★ ★ 数と式 ★ ★ ★ 
書くこと ★ ★ ★ 図形 ★ ★ ★ 
読むこと ★ ★ ★ 数量関係 ★ ★ ★ 
言語事項 ★ ★ ★ 

話すこと聞くこと ★ ★ ★ 数と式 ★ 
書くこと ★ ★ 図形 ★ 
読むこと ★ ★ ★ 数量関係 ★ ★ ★ 
言語事項 ★ ★ 

中学校国語Ｂ（主として活用） 

正答率 

正答率 

正答率 

正答率 

小学校算数Ａ（主として知識） 

小学校算数Ｂ（主として活用） 

中学校数学Ａ（主として知識） 

中学校数学Ｂ（主として活用）

　　　　　５０％未満 

小学校国語Ａ（主として知識） 

小学校国語Ｂ（主として活用） 

中学校国語Ａ（主として知識） 

平成19年度全国学力・学習状況調査結果 (稚内市） 

小学校６年生 

中学校１年生 

★★★★ 　
★★★ 
★★ 
★　　　　

　正答率　８０％以上
　　　　　６０％以上 ８０％未満　　 　　
　　　　　５０％以上 ６０％未満 

（達成） 

（課題を有する）
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施策 1-2-3 社会の変化に対応した教育環境を整備します 

■ 現状と課題 

少子化により児童・生徒が減少したことで、学校が小規模化し、結果として様々な問題を生み 

出しています。集団での授業・生活の実践に支障をきたすだけではなく、教員数も減少すること 

で学校経営自体にも大きな影響を及ぼすものと考えられます。 

一方、学校は地域コミュニティの拠点、地域の防災拠点としても重要な役割を担っており、さ 

らに、これまで各学校に付帯する教員住宅の整備が、教員の確保と地域に根差した教職員の活動 

を可能にしてきた経緯から、学校の存続・廃止が地域そのものに多大な影響を与えることも懸念 

されます。 

また、 子どもたちの能力を引き出し、 可能性を伸ばすためには、 学校のみならず保護者、 家庭、 

地域が緊密に連携して取り組むことが必要であり、「子育て運動」という本市の誇る財産とも言 

うべき地域のエネルギーを、子どもの教育と密接に結び付けながら、教育の質の向上や課題の解 

決に当たっていかなければなりません。 

子どもたちの学力向上など、成長・発達段階に応じた適切な教育支援を行うため、地域の実情 

に応じた学校のあり方を慎重に論議するとともに、これまで行ってきた小学校・中学校間の交流 

と連携をさらに強め、 義務教育９年間を見通した一貫した教育システムの構築を進める必要があ 

ります。 

■ 施策の目的 

地域特性を生かした「特色ある学校づくり」を進め、教育環境を改善して子どもたちの可能性 

を伸ばすため成長に応じた適切な教育の実現を図ります。 

■ 施策の主な内容 

１）地域に根ざした学校経営の推進 

地域と連携を図りながら、地域の資源を活かした教育活動を行うとともに、積極的な情報提供 

と外部評価の充実などにより、開かれた学校づくりに努めます。 

２）小中連携による一貫した教育体制の構築 

小学校から中学校への円滑な移行と、成長や発達段階に応じた適切な教育支援を行うため、教 

育課程の改善と効果的な指導の連続性を図るなど、 義務教育 9 年間を見通した小中一貫の教育シ 

ステムを構築します。 

３）学校規模の適正化 

学校の再編については、児童生徒の学習環境の改善を念頭に、学校の再編基準を明確化し、市 

街地校と郡部校の地理的・地域的な実情及び小学校・中学校それぞれの特性に十分配慮しながら、 

本市に適した学校再編についての検討を行います。
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４）学校施設の適正な維持管理と整備促進 

学校舎、体育館、給食センターなど学校施設などの適正な維持管理を行い、必要に応じて改築 

を行います。 

【図 地域と学校の連携による活動（例）】 

■ 施策の成果指標（アウトカム） 

指 標 の 名 称 単位 平成 19 年度 
（現状値） 

平成 25 年度 
（目標値） 

小中一貫の教育課程を編成する小中学 
校数 

校 0 ↑ 

学校教育において地域講師を活用した 
回数 

回 79 ↑ 

■ 協働の指針 

市民・地域・事業者 
等が行うこと 

学校で行われていることに関心を持つ。地域と学校との繋がりを 
重視し、学校行事への参加に努める。 

市が行うこと 地域への学校開放を進める。適切な学習環境の提供に努める。 

■ 関連する主な法令・条例・計画等 

法令の名称： 教育基本法、学校教育法 

計画の名称： 学校教育推進計画 

○学校農園 

地域の高齢者の指導を受けながら 

農作物の栽培や花壇の整備を行う。 

○小学校 多目的スペース 

学校を訪れた地域の高齢者の居場所となり、 

休み時間や放課後に児童と交流を図る。
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施策 1-2-4 高校大学教育の振興を図ります 

■ 現状と課題 

義務教育課程を終えた子どもたちは、 自らの意思により進路を決定し自分の将来を選択してい 

きます。未来を担う子どもたちの夢や希望、そして可能性を十分に引き出す高校・大学教育の振 

興は、地域の発展の為にも非常に重要です。 

現在、市内には、高等学校が 3 校、大学が 1 校在り、本市のみならず宗谷管内の教育の振興 

に大きく貢献してきました。 

しかし、ここ数年で加速する少子化の波は、公立高校におけるクラス数削減など、いわゆる間 

口調整に大きな影響を与え、大学においても安定した学生の確保を困難にしています。さらに、 

社会構造の急激な変化とともに、教育機関に求められる要望も多岐にわたり、本市において、今 

まさに高校・大学教育の大きな転換期を迎えていると言えます。 

今後は、この地域に育つ子どもたちにとって、どの様な教育環境の整備が必要であるかをしっ 

かりと考え、本市や宗谷管内、さらには道北圏域を含む広域的な視野に立ち、人口規模やその動 

向、 地域性に十分に配慮しながら、 社会の動向に対応した取り組みを進めていくことが重要です。 

■ 施策の目的 

地域性や時代のニーズに合った高校教育を目指すとともに、 大学については学生のみならず広 

く一般市民が気軽に足を運び、市民ぐるみで学びを共有できる教育機関として確立します。 

■ 施策の主な内容 

１）高等学校のあり方の検討と充実 

生徒数の推移や地域社会から求められる要望をもとに、 本市にふさわしい高等学校のあり方を 

検討して、公立校については、設置者である関係機関に要望や協議の場を設ける事ができるよう 

働きかけを行います。また、私立高校は、市民の要望に応え、私学という立場から展開できる独 

自の教育活動が図られるよう環境整備を進めます。 

２）奨学金制度及び修学資金貸付制度などの継続及び充実 

現行の奨学金制度及び修学資金貸付制度などについては、 経済的な理由により生徒や学生が学 

びの機会を失うことがないように、社会の情勢などを勘案しながら、制度の継続や内容の充実に 

ついて検討を行います。 

３）産学官による共同研究の推進や生涯学習機会の提供 

市民に身近な教育機関となるよう、市民に対して生涯学習の機会を提供するとともに、大学が 

持つ知的財産や教育設備を地域へ開放・還元し、大学と綿密な連携を保持しながら、地域産業と 

の結び付きを強めます。
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■ 施策の成果指標（アウトカム） 

指 標 の 名 称 単位 平成 19 年度 
（現状値） 

平成 25 年度 
（目標値） 

市内３高校の卒業者のうち、大学に進 
学した者の割合 

％ 43.9 ↑ 

■ 協働の指針 

市民・地域・事業者 
等が行うこと 

大学などが行う事業への参加に努める。 
〔大学など〕地域のニーズを的確に把握し特色ある教育活動への 
取組を行う。 

市が行うこと 
地域と教育機関の繋がりを保持する。修学に関しての各種支援に 
努める。私学が特色ある教育活動を推進できる環境整備に努める。 

■ 関連する主な法令・条例・計画等 

法令の名称： 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 

条例の名称： 稚内市奨学金等貸付条例、稚内市大学修学資金貸付条例、稚内市学校法人 

の助成に関する条例、稚内市大学育英資金支給条例
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政策 1-3 活気あふれる学びの場づくり 

施策 1-3-1 学ぶ心の育成を推進します 

■ 現状と課題 

少子高齢化の進行、家族形態の変化や教育改革の推進などを背景に、社会情勢や教育環境が大 

きく変化してきました。その中にあって、常に変容し多様化する社会ニーズに応えるためには、 

各分野の最新の情報提供や人材の育成、学びの場や活動の場の確保など、地域に根ざしたあらゆ 

る活動を推進する必要があります。 

また、年齢や性別などに関係なく、市民が社会の対等な構成員として、喜びも責任も分かち合 

い、それぞれの個性を発揮できる社会の構築のために、意識啓発や学習活動の支援も重要な課題 

です。 

加えて、青少年の健全育成の環境整備はもちろんのこと、豊かな自然環境を活かした活動や異 

年齢集団による様々な体験活動を通して、かけがえのない自然への関心を高め、子ども自身が自 

律性を身につけられる機会づくりも必要です。 

■ 施策の目的 

多くの市民の興味や関心を高めることによって、学ぶことの楽しさ素晴らしさを伝え、学習成 

果を生かせる機会を提供することにより、市民の学ぶ意欲の向上を促します。 

■ 施策の主な内容 

１）学習支援体制の充実 

学習活動を行う団体、サークルなどの育成に努めるほか、活動の場や指導者など人材の育成・ 

確保を図ります。また、ライフスタイルや学習ニーズに対応した内容の研修会・講座を開設しま 

す。 

２）社会教育施設の充実 

図書館などの社会教育施設は、市民の自発的な学習活動の活性化を図るため、市民にとって利 

用しやすく有効に活用されるよう運営の充実を図ります。また、環境を学ぶ機会として自然の生 

態系や南極など自然科学などに接する場として科学館・水族館の充実を図ります。 

３）国際化に対応した学習機会の充実 

国際化の進展への対応に加え、交流活動の推進や諸外国の言語・文化・伝統などに関する学習 

機会を充実し、市民の豊かな国際感覚と国際的視野を培います。 

４）青少年交流事業の推進 

他都市との交流を通して社会性を育み、また、他の地域の風土や慣習に触れることにより視野 

を広げるとともに、地域性の違いや本市の良さの再認識を促すことにより、青少年の豊かな心の 

育成を図ります。
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５）男女共同参画を促す学習機会の充実 

男女がそれぞれの個性と能力を発揮して、さまざまな場に共に参画していく社会を目指し、男 

女共同参画に関する学習機会を充実します。 

６）自然体験学習の充実 

地域の自然を活かした様々な体験学習活動の推進により、 異年齢間の交流や共同生活を行いな 

がら、自然と触れ合う中で人を思いやる心や感動、達成感、充実感を味わうとともに、豊かな心 

や生きる力を育みます。 

【図表 人材バンク登録数】 

■ 施策の成果指標（アウトカム） 

指 標 の 名 称 単位 平成 19 年度 
（現状値） 

平成 25 年度 
（目標値） 

市民講座受講者数 人 213 ↑ 

市立図書館の市民一人当りの年間貸し 
出し冊数 

冊 5.9 7 

■ 協働の指針 

市民・地域・事業者 
等が行うこと 講座、学習会などへ参加する。学習の成果を地域へ貢献する。 

市が行うこと 学習機会の提供と学びを通した交流の促進に努める。学習成果を 
生かせる機会の充実を図る。 

■ 関連する主な法令・条例・計画等 

法令の名称： 図書館法、水族館法 

条例の名称： 図書館条例 

計画の名称： 社会教育推進計画 
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施策 1-3-2 芸術・文化活動を普及・推進します 

■ 現状と課題 

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、尊重しあう心豊かな社会を 

形成するものです。近年では、市民の生活意識や価値観の多様化が進み、芸術文化への関心が高 

まるとともに、そのニーズも多岐にわたっています。そのため、優れた芸術文化に触れる機会の 

一層の充実はもちろん、自ら芸術文化の創造に参加することを通じて、誰もが生涯にわたって楽 

しく生きがいと充実感を持って生活できるような社会の形成が望まれています。 

本市では、昭和 59 年に稚内総合文化センターを開館して以来、宗谷圏域の芸術文化の殿堂と 

して、優れた舞台芸術やコンサート、さらには市民の芸術・文化の発表の場など、様々な活動に 

利用されてきました。また、近年は子どもたちの文化型サークルが設立され、市民参画型の舞台 

芸術活動が活発化するなど、市民の文化活動は新たな広がりを見せています。 

しかし一方では、新たなジャンルに対する興味や関心が高まる中、古典的な伝統文化活動や古 

くから続いてきた文化活動では、指導者・参加者ともに減少し、活動自体の存続が危ぶまれてい 

ます。 

個性豊かで多彩な地域文化を創造するため、自主性や個性を尊重しながら、過去から受け継が 

れてきた伝統や優れた芸術文化を学び、心豊かな人づくりを進めていくとともに、多様な市民ニ 

ーズに対応するため、文化・芸術活動の支援や人材の育成、文化施設の整備充実を進めていかな 

ければなりません。 

■ 施策の目的 

市民が生涯を通じて文化・芸術に身近に接し、 個性豊かな文化活動に触れる機会を増やすなど、 

芸術文化の振興により、 市民が生涯にわたって楽しく生きがいと充実を持って生活できるまちを 

実現します。 

■ 施策の主な内容 

１）文化振興のための団体及び指導者の養成・確保・活用 

個性豊かで多彩な地域文化の振興のため、 指導者の養成・確保を図るとともに、 文化関係団体、 

サークルなどの育成に努めます。 

２）文化活動人口の増加と底辺の拡大 

自分達の手で作りあげる市民参画型の舞台芸術活動の活性化を図ります。また、地域や学校教 

育の場などにおいて、子どもたちが優れた芸術文化や伝統文化に接する機会の充実に努めます。 

３）芸術文化鑑賞機会の充実 

地域における文化活動の活動主体であると同時に文化の受け手でもある地域住民が、 優れた芸 

術文化に触れる機会の一層の充実を図ります。
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４）文化活動の拠点施設の整備の充実と有効活用 

文化活動の拠点となる施設の計画的な整備と、利用しやすい環境づくりに努めます。 

【図表 稚内総合文化センター 大ホール利用件数の推移】 

■ 施策の成果指標（アウトカム） 

指 標 の 名 称 単位 平成 19 年度 
（現状値） 

平成 25 年度 
（目標値） 

稚内文化センター大ホールの利用件数 
（市民参画型舞台芸術のみ） 

回 44 50 

芸術文化鑑賞事業の開催数 回 1,150 ↑ 

■ 協働の指針 

市民・地域・事業者 
等が行うこと 文化や芸術に興味を持つ。文化活動への積極的な参加に努める。 

市が行うこと 芸術文化に触れる機会の提供や文化振興のための新たな人材の発 
掘及び指導者の養成と確保を行う。文化活動への支援に努める。 

■ 関連する主な法令・条例・計画等 

法令の名称： 文化芸術振興基本法 

条例の名称： 北海道文化振興条例、稚内市総合文化センター条例 

計画の名称： 稚内市社会教育推進計画 
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その 

施策 1-3-3 生涯スポーツを推進します 

■ 現状と課題 

心身ともに健康で充実した生活を営むためには、 生涯にわたり豊かなスポーツライフを送るこ 

とが大切であり、いつでも、どこでも、だれでもがスポーツに親しむことのできる生涯スポーツ 

社会の実現が求められています。 

本市においては、昭和 56 年に「スポーツ都市宣言」を行い、生涯スポーツ社会の実現に向け 

て市民ニーズを捉えながら様々な事業展開を行ってきました。 

しかしながら、少子高齢社会の進展や若者の都市流出により、大会や事業への参加者数は減少 

傾向にあり、さらにはスポーツ少年団員数も減少を続けています。さらに競技人口の減少による 

競技力の低下、そして指導者の確保も困難になるなど、多くの課題を抱えています。 

子どもから高齢者までスポーツを楽しみ、地域や仲間、あらゆる世代との交流を促進し、体力 

や年齢、目的に応じた自主的なスポーツ活動を通じて、健康でいきいきとした人づくりを進めて 

いくことが必要です。 

■ 施策の目的 

市民がスポーツに親しみ、参加できる環境づくりを進め、市民がスポーツ活動を通じて、健康 

でいきいきと生活するまちを創造します。 

■ 施策の主な内容 

１）生涯にわたる市民スポーツ活動事業の促進と充実 

市民がいつでも、どこでも、気軽に楽しく参加できる生涯スポーツ社会の実現に向けて、魅力 

あるスポーツ活動、健康づくり事業を展開するとともに、情報提供の充実に努めます。また、地 

域住民が主役となって、自ら運営・管理をする新しい形のスポーツクラブの育成と普及を、各関 

係団体などの協力の下で進めていきます。 

２）スポーツ振興のための指導者の養成・確保・活用 

各関係団体などと連携を図りながら、生涯スポーツ、地域スポーツ、競技スポーツのニーズの 

多様化・高度化に対応できる指導者の養成・確保に努めます。 

３）競技力の向上と豊かな人材の形成 

子どもたちのスポーツに対する興味や意欲を高め、豊かな人間性とたくましい体力を育み、活 

力ある社会の形成に役立つ選手の育成を進めます。 

４）学校における体育・スポーツ活動との連携と充実 

現在の学校部活動の実態を調査し、 生徒の個性・スポーツニーズを尊重した柔軟な部活動など、 

生徒の多様化する価値観に対応できる魅力的な部活動となるよう具体的な改善に取り組みます。
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５）スポーツ施設の整備と活用 

市民のスポーツ・レクリエーション活動のニーズに対応した、利用しやすい施設の整備充実と 

効果的・効率的な施設運営に努めます。また、スポーツ合宿の受け入れ体制を整えるとともに、 

道内外に情報提供を行いスポーツ合宿や各種スポーツの全道・全国大会などの積極的な誘致活動 

と運営支援を行います。 

【図表 スポーツ施設の利用状況】 

■ 施策の成果指標（アウトカム） 

指 標 の 名 称 単位 平成 19 年度 
（現状値） 

平成 25 年度 
（目標値） 

スポーツ活動事業、健康づくり事業へ 
の参加者数 

人 3,980 5,000 

体育施設利用人数 人 330,655 350,000 

■ 協働の指針 

市民・地域・事業者 
等が行うこと 

スポーツ事業への参加や合宿・大会の地域受入態勢についての協 
力に努める。 

市が行うこと 
スポーツに関する情報の収集・発信。スポーツ指導者の養成・確保を 
行う。効率的率的な施設運営及び整備を行う。市民、関係団体と連携 
して合宿・大会の受入態勢の整備を行う。 

■ 関連する主な法令・条例・計画等 
法令の名称： スポーツ振興法 

条例の名称： 稚内市体育施設条例 

計画の名称： スポーツ振興基本計画、稚内市スポーツ振興計画 
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施策 1-3-4 歴史の継承と文化財の保護・保存を推進します 

■ 現状と課題 

日本海とオホーツク海に面した国境に位置する本市は、 北国の冷涼な気候風土のもとに形成さ 

れた独特の地形や植生を有するとともに、先史・有史時代を通じて人々の営みが刻まれてきまし 

た。

本市には 2 件の北海道遺産と、道及び市指定の文化財が 18 件存在し、豊かな自然が生み出し 

た天然記念物や景観、先人が残した史跡や有形文化財などがあり、その種類も多岐にわたってい 

ます。 

しかし、市が持つ文化遺産の全容については未だ十分に整理されているとは言い難く、さらに 

郷土史についても、各時代の内容が網羅された教材なども整備されていない状況にあります。 

現在、歴史的な資料や文化財に関連する情報の集積やデータ化を進めており、今後はそうした 

情報を整理し、誰もが理解しやすい教材を作成するとともに、地域を学ぶ面白さを積極的に市民 

へ周知していくことで、本市についての見識を深め、地域に親しみ、地域を楽しむ環境を作り出 

すことが必要です。 

■ 施策の目的 

市民自らが稚内を良く学び、地域を愛する心を育むとともに、その精神を後世へ伝承します。 

■ 施策の主な内容 

１）郷土の歴史を学ぶ資料の収集と活用 

貴重な歴史的資料の収集を図るとともに、学習の基礎となるデータ提供や、教材となるテキス 

トの作成・提供を行うことにより、誰もが本市について学ぶことができる環境作りに努めます。 

また、収集・整理した資料については、市民や観光客などに本市の歴史や文化を知ってもらうた 

め、北方記念館などの施設に展示・公開するなど有効活用を図ります。 

２）市民への普及活動と学習団体への支援 

子どもからお年寄りまで誰もが故郷に親しむことができるように、 各種講演の開催や様々な媒 

体による情報の供給に努めるとともに、郷土学習サークルとの連携や支援を推進します。 

３）文化財の継続的な保護・保存 

有形文化財、無形文化財、民俗文化財、埋蔵文化財、記念物や伝統的建造物群など、文化財に 

関する情報を整理・評価し、新たな指定、保護の強化、新規登録を推進します。 

４）歴史及び文化遺産の積極的な活用 

市の歴史や文化遺産を、まちのＰＲや観光事業に役立てることが出来るように、各団体・各関 

係機関との連携を図ります。
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【図表 稚内市指定文化財一覧】 

【図表 稚内市内の北海道遺産】 

■ 施策の成果指標（アウトカム） 

指 標 の 名 称 単位 平成 19 年度 
（現状値） 

平成 25 年度 
（目標値） 

郷土学習をテーマとして開催した市民 
講座の参加者数 

人 ２３ ５０ 

■ 協働の指針 

市民・地域・事業者 
等が行うこと 

自発的な学習への取り組みと得られた知識の伝承に努める。文化 
財の保護保存への協力を行う。 

市が行うこと 郷土の歴史を学ぶ資料の作成と学ぶ機会及び活用の場所の提供を 
行う。文化財の調査及びその公開と保護保存を行う。 

■ 関連する主な法令・条例・計画等 

法令の名称： 文化財保護法 

条例の名称： 稚内市文化財保護条例 

区分 名 称 種 類 種 類 件数 

道指定 宗谷護国寺跡 史跡 社寺跡 城(チャシ)跡 13 

市指定 釣 鐘 （１基） 有形文化財 貝塚遺跡 4 

市指定 木製懸額（１基） 有形文化財 洞窟遺跡 1 

市指定 しょうご（１基） 有形文化財 社寺跡 1 

市指定 古文書（５冊） 有形文化財 集落遺跡 67 

市指定 オンコロマナイ２遺跡 史跡 貝塚遺跡 墓地遺跡 3 

市指定 富磯貝塚 史跡 貝塚遺跡 その他(不明箇所含む) 50 

市指定 シュプントゥ遺跡 史跡 集落遺跡 

市指定 恵北１遺跡 史跡 集落遺跡 

市指定 抜海岩陰遺跡 史跡 洞窟遺跡 

市指定 弁天１・２号チャシ 史跡 城(チャシ)跡 

市指定 ピリカタイチャシ 史跡 城(チャシ)跡 

市指定 大岬旧海軍望楼 史跡 建造物跡 

市指定 文化寛政の頃の宗谷絵図 有形文化財 

市指定 内藤源助愛刀の鍔 有形文化財 

市指定 目梨高山植物群落 天然記念物 植物 

市指定 メクマミズナラ群落 天然記念物 植物 

市指定 宗谷厳島神社（１社） 有形文化財 

稚内港北防波堤ドーム 

宗谷丘陵の周氷河地形
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基本目標２ みんなで育てる 笑顔 
ほほえみ 

あふれる まちを目指して 

政策 2-1 健康づくりの推進と医療の充実 

施策 2-1-1 医療体制の充実を図ります 

■ 現状と課題 

近年、医師の都市部への偏在が問題となっています。その結果、地方の医師不足を招き、高齢 

化の進展や生活習慣病の増加などによる疾病構造の変化への対応に加え、 地方都市や町村は医療 

体制に多くの課題を抱えています。 

本市においても、医師の高齢化・後継者不足などの理由から、かかりつけ医的な役割を担うべ 

き診療所の数が減少し、 さらに慢性的な看護師不足、 医師の研修制度が変更された影響などから、 

市立病院の診療体制も縮小を余儀なくされるなど、 その体制の維持が危ぶまれる状況にあります。 

このような中、安心して医療サービスを受けられるようにするには、プライマリ・ケアを重視 

した医療体制を確立することが必要です。さらに、在宅療養への移行が進められている中、一つ 

の医療機関だけで完結する「病院完結型の医療」から、地域の中の医療機関が各々機能を分担・ 

補完する「地域完結型医療」への転換が求められており、今後は、病診連携を一層進めていくこ 

とが重要です。 

また、市立病院については、医療従事者の確保や経営の効率化を進めるほか、周辺地域の医療 

体制の動向を見据えるとともに、医療制度改革など社会環境の変化に対応しながら、安定した経 

営基盤を確立した中で医療サービスの充実を図っていくことが求められています。 

■ 施策の目的 

各々の医療機関が機能分担と連携を図りながら、 市民が住み慣れた地域でいつでも安心して適 

切な医療サービスが受けられる医療体制をつくります。 

■ 施策の主な内容 

１）医師の確保 

医師会などの協力を得ながら開業医の誘致を進めるほか、 地域医療に従事する医師の確保に努 

めます。 

２）医療機能の役割分担と病診連携の推進 

市民がいつでも安心して適切な医療サービスが受けられるよう、プライマリ・ケアを担う診療 

所と急性期・慢性期医療などに対応する病院が、それぞれの特性を生かしながら、効率的・効果 

的に医療サービスを提供していくために病診連携を一層推進します。 

３）市立病院の機能強化と健全経営 

中・長期的な将来展望を踏まえ、医師・看護師・医療技術者などの安定的な確保に努めるとと 

もに、医療設備の充実を図り、周辺地域の医療動向を踏まえながら地域のセンター病院として医 

療機能を強化します。また、さらなる経営努力により、経営の健全化・基盤強化を進めます。
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４）救急医療体制の充実 

救急受診に対する市民への意識啓発を行うとともに、関係機関などとの連携を強化して、救急 

医療体制の充実を図ります。 

※ プライマリ・ケア･･･病気やケガをしたときに最初に受ける医療。患者が最初に受ける医療の段階で、身近に・簡単に 
受けることができて適切に処置され、その後の治療・療養について正確な指導が受けられることを重視する概念。その 
ために訓練された一般医や家庭医がその任にあたる。 

※ 医師の研修制度････研修医の時期に、プライマリ・ケアの基本的診察能力を身につけ、医師としての資質向上をはかる 
ことを目的に、最低２年間は臨床研修を義務付ける制度。医師卒後臨床研修制度という。 

※ 病診連携･･･患者の治療に関して、初診・通院治療・往診などを診療所（かかりつけ医）で担い、入院・特殊検査・高 
度医療などを病院で連携的に行い、地域全体で患者に対する効率的な治療体制を組むこと。 

■ 施策の成果指標（アウトカム） 

指 標 の 名 称 単位 平成 19 年度 
（現状値） 

平成 25 年度 
（目標値） 

地域医療に対する市民満足度 ％ 27.5 ↑ 

市内における診療所数 件 19 ↑ 

■ 協働の指針 

市民・地域・事業者 
等が行うこと 開業医助成制度をＰＲする。身近な「かかりつけ医」を持つ。 

市が行うこと 情報収集と開業医助成制度をＰＲして、誘致を進める。 
「かかりつけ医」を持つことへの意識啓発を行う。 

■ 関連する主な法令・条例・計画等 

法令の名称： 医療法、地方自治法、地方公営企業法 

条例の名称： 稚内市病院事業の設置に関する条例、稚内市開業医誘致条例 

計画の名称： 市立稚内病院経営改善プラン
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施策 2-1-2 心とからだの健康づくりをサポートします 

■ 現状と課題 

わが国の平均寿命は世界の最高水準に達しています。しかし、一方では日本古来の食文化が欧 

米化したことや長年にわたる喫煙・飲酒・運動不足・ストレスなどの積み重ねなどを要因とした 

生活習慣病やがんにかかる人が増加しており、特に、最近注目を集めているメタボリックシンド 

ロームを放置しておくと、心疾患、脳血管疾患など生命に関わる重篤な病気につながる恐れもあ 

ります。 

また、高齢化に伴ない認知症や寝たきりなど介護が必要な人や、社会情勢や生活様式の急激な 

変化などからストレスが蓄積し、心の病にかかる人が増加してます。 

これから、高齢化が一層進む中、多くの人が病気や介護などへの不安を抱えており、「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りたいと誰もが願っています。 

そのためには、疾病の早期発見や感染症などの予防ができるように、健康診査やがん検診、予 

防接種などの受診率・接種率を高めるとともに、健康に関する正しい知識を普及していくほか、 

生涯にわたって健康なからだづくりを促す取り組みを進める必要があります。 

■ 施策の目的 

生活環境などの変化により疾病も多様化している中、 生涯にわたり誰もが心身ともに健やかに 

暮らせるまちを実現します。 

■ 施策の主な内容 

１）健康づくりの意識高揚と環境づくり 

一人ひとりが自分の心身の状況を把握して、 健康を維持できるよう意識高揚と正しい知識の普 

及啓発を図るとともに、健康づくりを行う活動組織の育成を図ります。また、関係機関とのネッ 

トワークを強化しながら、相談機能の充実を図ります。特に、こころの健康づくりと相談・サポ 

ート体制づくりに努めます。 

２）生活環境の変化に対応した保健体制づくり 

時代とともに変化する生活環境に対応した様々な健康診査・検診体制の充実を図り、疾病の早 

期発見や感染症防止に努めます。また、解析結果を個人へのきめ細やかな保健指導や啓発活動に 

活用し、生涯にわたった健康づくりを支援します。 

３）生活に密着した健康づくりの推進 

健康増進センター「童夢」や温水プール「水夢館」など様々な施設を活用して、健康づくりの 

ための取組を行うほか、身近な地域で日常的に取り組める健康づくり活動を行います。 

４）食を通じたからだづくり 

食は、生涯にわたって健全な心身を培う大切なものであることから、栄養バランスのとれた正 

しい食生活の知識や実践方法について普及・啓発などを行います。
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※ メタボリックシンドローム…内臓脂肪症候群 

※ 健康寿命…日常的に介護を必要としないで、自立した生活ができる生存期間のこと。 

※ 検診…病気にかかっているかどうかを調べるために診察・検査など行うこと。 

※ 健康診査…健康の維持や疾患の予防・早期発見に役立てるため、診察および各種の検査で健康状態を診てもらうこと。 

【図表 平均寿命（平均余命）】 

単 位 ：歳 

平 成 １６年 平 成 １７年 平 成 １８年 

男

女

男 78.26 78.27 78.45 

女 85.56 85.73 85.63 

男 78.64 78.56 79.00 

女 85.59 85.52 85.81 

稚 内 市 

全 　道 

全 　国 

77.2　（平 成 １７年 ） 

85.3　（平 成 １７年 ） 

（出典）北海道保健統計年報 
※ 稚内市分は平成 17 年市町村別平均寿命表（厚生労働省） 

■ 施策の成果指標（アウトカム） 

指 標 の 名 称 単位 平成 19 年度 
（現状値） 

平成 25 年度 
（目標値） 

特定健康診査受診率 ％ 
平成 21 年度把握 
（20 年度開始事業） 

65 
（平成 24 年度目標値） 

特定保健指導実施率 ％ 
平成 21 年度把握 
（20 年度開始事業） 

45 
（平成 24 年度目標値） 

地域保健の推進施策に対する市民満足 
度 

％ 46.8 ↑ 

■ 協働の指針 

市民・地域・事業者 
等が行うこと 

健康に対する意識を向上する。地域における健康づくり活動など 
へ参加して、健康づくりを実践する。バランスのとれた規則正し 
い食生活を実践する。 

市が行うこと 啓発と相談、情報提供を行う。 
地域における健康づくり活動に対して支援する。 

■ 関連する主な法令・条例・計画等 

法令の名称： 健康増進法、地域保健法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、高 

齢者の医療確保に関する法律、予防接種法、食育基本法 

条例の名称： 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： 稚内市高齢者福祉計画、 稚内市 （国民健康保険） 特定健康診査等実施計画、 

稚内市スポーツ振興計画
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政策 2-2 子どもたちが健やかに生まれ育つ環境づくり 

施策 2-2-1 妊娠・出産期の支援の充実を図ります 

■ 現状と課題 

本市には、産婦人科は 1 つ、小児科は２つの医療機関があり、周辺町村も含めて周産期・小児 

医療を担っています。これらの医療機関では、病気の診断や治療、母体や胎児の健康状態の確認 

と安全な出産のみならず、感染症の予防など幅広い対応が求められており、今後も継続的に医師 

を確保し、 未熟児など高度な医療を必要とする場合にも適切な医療が提供される体制を確保する 

必要があります。 

また、 親になる心身の準備が十分に調わないまま親になっていることが伺える事例もあること 

から、将来、親になるであろう思春期を迎えた中学生・高校生などに、乳児とのふれあいの機会 

などを提供し、生命の大切さや家庭の役割などを学んでもらう取り組みの充実が必要です。 

また、10 組に 1 組の夫婦は不妊で悩んでいるといわれており、本市では平成 18 年度から経 

済的な支援を独自に実施していますが、今後は精神的支援の充実も図っていくことが必要です。 

■ 施策の目的 

妊産婦の健康支援やこれから親になる人への支援体制の充実を図り、安心して妊娠・出産がで 

きる環境をつくります。 

■ 施策の主な内容 

１）妊産婦の健康支援 

妊婦健康診査などの実施により、 母体と胎児に影響を及ぼす病気や異常の早期発見に努めると 

ともに、出産から育児に関する理解を深められるよう健康教育や健康相談などの充実を図り、妊 

産婦の健康の保持・増進に努めます。 

２）思春期における教育の推進 

医師や保健師などの専門職による親になるための準備としての教育を推進し、 学校など関係機 

関との連携を図り、思春期における正しい性の知識の普及に努めます。また、将来親になる中学 

生・高校生などを対象に、生命の大切さや男女が共同して家庭を築くことの大切さなど子育てに 

関する理解を深める学習の場を提供し、乳幼児とふれあう機会の充実を図ります。 

３）妊娠を望む人への支援 

不妊治療などに関する医学的な相談や、悩みを抱える夫婦へ精神的・経済的支援体制の充実を 

図ります。 

４）周産期医療体制の充実 

医師や助産師などの専門職を確保し、周産期医療体制の充実を図り、出産リスクの高い妊産婦 

や新生児などに高度な医療が適切に提供されるよう周産期母子医療センターなどとの連携を図 

ります。
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※周産期・・・妊娠満２８週または胎児の体重が１０００ｇに達した時から出生後１週間までの期間。 

※周産期母子医療センター・・・母体や分娩の異常、胎児、新生児の異常に対して、産科、小児科、小児外科、その他関連 

診療各科の医師、スタッフが緊密な連携をとることにより高度専門医療・救急医療を提供する施の総称。施設 

基準により、総合周産期母子医療センターと地域周産期母子医療センターに分けられる。 

■ 施策の成果指標（アウトカム） 

指 標 の 名 称 単位 平成 19 年度 
（現状値） 

平成 25 年度 
（目標値） 

合計特殊出生率 人 1. 44 ↑ 

母親学級受講率 % 68.6 ↑ 

※合計特殊出生率 15 歳から 49 歳までの女子の年齢別出生率を合計したもので、一人の女子が一生の間に平 

均何人の子どもを産むかを示す数値。（日本が人口を維持するためには 2.08 以上の数値が 

必要とされている） 

■ 協働の指針 

市民・地域・事業者 
等が行うこと 健康診査などを受ける。 

市が行うこと 妊婦健康診査などを実施する。 
関係機関と連携を図り適切な医療を提供できる体制をつくる。 

■ 関連する主な法令・条例・計画等 

法令の名称： 健康増進法、母子保健法、次世代育成対策推進法 

条例の名称： 稚内市保健福祉センター条例 

計画の名称： 稚内市次世代育成支援行動計画 

マタニティーマーク 
・妊産婦が交通機関などを利用する際に 
身につけ、周囲が妊産婦への配慮を示し 
やすくするもの。
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施策 2-2-2 子どもたちの健全な成長を支援します 

■ 現状と課題 

本市は、 母子の健康増進のため健康診査や予防接種などを通して子どもたちの成長を支えてき 

ましたが、今後も健康診査などの受診率や予防接種率を高め、疾病の予防と早期発見、健康の保 

持・増進に、より一層努めていくことが求められています。 

また、乳幼児期に基本的な生活リズムや食習慣が確立できていないと、将来の生活習慣病など 

につながる恐れがあり、 本市においても食習慣の乱れが原因とされる肥満やむし歯が多いことか 

ら、乳幼児期からの予防に向けた取り組みが必要です。 

さらに、全道的に発達を支援する療育支援スタッフが不足しているため、旭川や札幌などの遠 

方へ通わなければならない現状があることから、 専門スタッフの継続的な確保が必要とされてい 

ます。 

■ 施策の目的 

健康を保持・増進する機会やサポートが広く行き渡ることで、子どもたちが健やかに成長でき 

るまちを実現します。 

■ 施策の主な内容 

１）健やかな発育・発達の支援 

子どもたちの順調な発育・発達を確認するため、訪問指導や健康診査などを実施し疾病の予防 

と早期発見に努め、健やかに成長できるよう支援します。 

２）感染症予防の推進 

麻疹や風疹などの感染症に関する知識の普及、情報の周知により予防接種の接種率を高め、子 

どもの健康をサポートします。 

３）正しい生活習慣の確立 

「食」に関する健康教育や健康相談などを通じて、食の大切さや望ましい食習慣の確立を支援 

します。また、健康な歯を保つことで、単に食べることだけではなく、食事や会話を楽しみ、健 

やかな成長を促すことができるよう、 むし歯予防に対する健康診査や指導などの充実を図ります 

４）療育支援の充実 

発達の遅れや障がいがある子どもに対し、 早期の指導に努めるとともに関係機関との連携強化 

による支援の充実を図ります。また、療育支援に携わる言語聴覚士、作業療法士、理学療法士、 

心理療法士など専門職の確保に努めます。 

※療育支援・・・将来さまざまな形で社会的自立ができるようになることを目指して身の回りのことや運動・認知・こ 

とば・社会性などの指導や支援を行うこと。
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【図表 稚内市における乳幼児のむし歯 罹患率】 

１歳６ヵ月健康診査における　むし歯罹患率 
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■ 施策の成果指標（アウトカム） 

指 標 の 名 称 単位 平成 19 年度 
（現状値） 

平成 25 年度 
（目標値） 

乳児健康診査・健康相談受診率 ％ 98.0 99.0 

幼児健康診査受診率 ％ 95.1 97.0 

予防接種率 ％ 92.7 95.0 

３歳児健康診査における、むし歯罹患 
率 

％ 40.15 38.0 

■ 協働の指針 

市民・地域・事業者 
等が行うこと 各種健康診査や健康相談などの場を積極的に活用する 

市が行うこと 子どもたちの健康を支援する。 
支援体制の整備・充実を図る。 

■ 関連する主な法令・条例・計画等 

法令の名称： 健康増進法、母子保健法、予防接種法、食育基本法、障害者自立支援法、 

次世代育成対策推進法 

条例の名称： 稚内市保健福祉センター条例 

計画の名称： 稚内市次世代育成支援行動計画
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施策 2-2-3 総合的な子育て支援体制の整備を促進します 

■ 現状と課題 

共働き世帯やひとり親世帯の増加により、 乳児期から子どもを預けたいという親が増加してお 

り、保育所への入所待機児童も増加しています。本市ではその解消を目的に、平成 16 年に幼稚 

園児と保育所児の合同保育を可能とした「ワイワイ子育て・楽しさ支援特区」の認定を受け、市 

内の保育施設の量と質について充実・強化を図ってきました。 

しかし現実には、子育てと仕事の両立を希望していても、労働環境や保育時間の問題などから 

仕事を辞めたり、出産を諦めなければならなかったり、再就職が難しいなどの課題もあります。 

また、都市化が進み、子どもが交通事故や犯罪などの危険にさらされていること、身近な自然 

の遊び場も少なくなっていることなどから、子どもたちの居場所づくりや、子ども同士あるいは 

世代を超えての交流の機会が必要です。 

近年、精神的な問題や生活・育児上のストレスにより、我が子を虐待してしまう親が増加して 

いることから、子育ての楽しさや悩みを共有し合い、気軽に交流できる場づくりの充実など、家 

族だけではなく地域全体で子どもの成長を喜びあい、 子育ての楽しさや難しさを分かち合うこと 

ができるまちづくりが求められています。 

さらに本市は、全国の中でも離婚率が高い状況にあることから、ひとり親家庭への支援の充実 

が求められています。 

■ 施策の目的 

自覚と責任を持った家庭での子育てと、地域全体で子どもを健やかに育む仕組みにより、子育 

てに喜びと自信を感じる親が増え、未来を拓く子どもたちが健やかに育つまちを実現します。 

■ 施策の主な内容 

１）保育所の整備の促進と保育サービスの充実 

仕事と家庭の両立支援や各地域における様々な保育ニーズに対応した保育所の整備を促進す 

るとともに、保護者の働き方に合わせた多様な保育サービスの充実を図ります。 

２）子育て交流の推進と支援ネットワークづくり 

子育てボランティアの育成に努め「子育て支援のネットワーク」を強化します。また、地域子 

育て支援センターなどを機能強化し、 子どもと親が気軽に集い地域に根ざした子育て支援の拠点 

づくりを推進します。 

３）仕事と子育ての調和がとれる仕組みづくり 

産前産後休暇や育児休暇制度の利用の促進に向けた取り組みや育児期の父親の帰宅時間を早 

める運動など、企業と一体となった取り組みを推進します。
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４）ひとり親への支援の充実 

ひとり親家庭の総合的な相談窓口として母子自立支援員や家庭児童相談員を配置するなど、 自 

立に向けたきめ細かな子育て支援を推進します。 

５）放課後の子どもたちの居場所づくり 

地域における子どもたちの活動の場である児童館と第２の家庭として位置づけられている学 

童保育所の充実に努めます。 

６）虐待防止体制の充実 

子育ての不安やストレスを抱える親などを早期に把握し、 きめ細やかな育児支援を行うことに 

より児童の虐待防止に努めるとともに防止に向けての啓発活動を推進します。また、養護を必要 

とする多くの児童の受け皿となる児童養護施設を市内に設置できるよう取り組みます。 

７）制度と情報提供の充実 

子育て支援に関する諸制度の適切な運用を図り、 子育て相談窓口や子育て情報などの周知に努 

めます。 

【図表 離婚率（人口千人あたり）】 
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■ 施策の成果指標（アウトカム） 

指 標 の 名 称 単位 平成 19 年度 
（現状値） 

平成 25 年度 
（目標値） 

保育所入所待機児童の人数 
（保育を希望する児童が、保育所へ入 
所できずに待機する人数） 

人 7 0 

児童・母子福祉の充実についての市民 
満足度 

％ 39.3 ↑ 

稚内市子育て支援ネットワーク会員数 人 3,704 4,000
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■ 協働の指針 

市民・地域・事業者 
等が行うこと 

子どもとのつながりを重視し、家庭の温かさを感じながら子ども 
を育む。子育て中の親に地域の中で協力・支援する。 
〔事業者〕従業員の子育てを支援すること。 

市が行うこと 
子育てに関する意識の醸成を図り、市民ニーズにあった総合的な 
子育て支援策を行う。 

■ 関連する主な法令・条例・計画等 

法令の名称： 児童福祉法、 児童手当法、 児童扶養手当法、 母子自立支援法、 教育基本法、 

男女雇用機会均等法、児童虐待防止法、次世代育成支援対策推進法 

条例の名称： 稚内市保育の実施に関する条例 

計画の名称： 稚内市次世代育成支援行動計画
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政策 2-3 支え合い誰もが安心して暮らせるまちづくり 

施策 2-3-1 地域の助け合いによる福祉を推進します 

■ 現状と課題 

経済状況の悪化など複雑化した社会状況の中、高齢化、核家族化、共働き家庭の増加、離婚な 

どの要因により、家庭内で支えあう力が低下してきています。また、地縁による助け合い意識も 

薄れ、社会活動への参加も減少する傾向にあります。 

子どもから高齢者まで、また障がいがある人もない人も、誰もが住み慣れた地域の中で、心豊 

かに安心して暮らしていくためには、誰もが暮らしやすい生活環境をつくるとともに、市民が主 

体となった身近な地域での支えあいが必要不可欠です。 

そのため、市民一人ひとりの力（自助）、住民同士の地域力（共助）、公的なサービス（公助） 

が連携と役割分担を行い、様々な生活上の課題を解決していこうとする「地域ぐるみの福祉」を 

進めていく必要があります。 

また近年、福祉に関する相談内容は多様化・複雑化しており、福祉サービス窓口や関係機関が 

数多く存在しているものの、どこに相談すればよいのかがわかりにくいという課題があります。 

地域で安心して住み続けるためには、高齢者、障がいがある人、子どもに関する問題などを分野 

に限定しないで総合的に対応できる相談体制を強化していくことが必要です。 

■ 施策の目的 

高齢者や障がいがある人をはじめ、すべての市民が様々な社会的活動を通じ、誰もが自分らし 

く、 誇りをもって、 地域でともに支え合いながら安心して暮らすことができるまちを実現します。 

■ 施策の主な内容 

１）地域福祉や障がいなどに対する正しい理解・意識の向上 

介護・援護拒否や孤立化などを防ぐため、地域や学校、職場などにおいて、地域福祉の必要性 

と障がいや認知症について正しく理解してもらうための取り組みを推進します。 

２）身近な地域における支え合い活動の活性化 

社会福祉協議会などの関係団体や民間企業、ＮＰＯなどが行う福祉活動への支援と、地域に住 

む人たちが自分たちの地域を支え合う仕組みづくりやネットワークを築くための支援を進める 

とともに、市民が地域福祉活動へ積極的に参加する機会づくりや意識の高揚に努めます。 

３）誰もが暮らしやすい環境の創出 

障がいがある人などを対象に、ボランティアやホームヘルパーなどが、自分の車で送迎するこ 

とができる福祉有償運送の導入について検討を進め、公共交通機関での移動が難しい人の、通院 

や買い物などの日常生活の移動手段の確保に努めます。また、施設や日常的な生活空間のユニバ 

ーサルデザインを進め、誰もが移動や活動に制約のない生活が送れる環境づくりを進めます。
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４）利用者の立場に立った総合相談体制と情報提供の充実 

相談者本人と家族を支援するため、何が必要か、どこに相談すると良いかを的確に対応できる 

相談体制を充実させるとともに、閉じこもりや支援を拒否している人など、自ら相談に来ること 

ができない人へも働きかけを行い、 必要とする人に必要な支援が行われるよう総合相談体制を充 

実します。 

５）権利擁護の推進 

成年後見人制度、地域福祉権利擁護事業などについて積極的な情報提供を行うとともに、わか 

りやすく、利用しやすい制度の普及に努めます。 

※ＮＰＯ…Ｐ10 を参照 

※権利擁護…高齢者や障がいがある人の人権や財産を守ること。 

※成年後見人制度…認知症、精神障害、知的障害などの理由で判断能力が不十分な人が、財産管理や日常生活での契約な 

どを行うときに、判断がむずかしく不利益をこうむったり悪質商法の被害者となることを防ぎ、権利と財産を 

守り、支援する制度で家庭裁判所の審判のもとに利用される。 

※地域福祉権利擁護事業…本人が社会福祉協議会と契約を結び、福祉サービスの利用手続援助や日常的な金銭管理などを 

行なってもらうサービス。 

※ユニバーサルデザイン･･･ユニバーサルの意味「普遍的な」「全体の」が示しているように、「すべての人のためのデザイ 

ン」を意味し、年齢や障がいの有無などにかかわらず、最初からできるだけ多くの人が利用可能であるように 

デザインすること。 

■ 施策の成果指標（アウトカム） 

指 標 の 名 称 単位 平成 19 年度 
（現状値） 

平成 25 年度 
（目標値） 

ボランティアセンターへの登録者数 人 1,125 ↑ 

地域福祉社会の基盤づくり（市民満足 
度） 

％ 35.5 ↑
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■ 協働の指針 

市民・地域・事業者 
等が行うこと 

障がいや地域福祉などについて知るよう努める。 
身近な地域での活動へ積極的に参加する。 

市が行うこと 地域やＮＰＯなどが行う活動への支援を行なう。正しい知識の普 
及啓発を行なう。公共施設のユニバーサル化を図る。 

■ 関連する主な法令・条例・計画等 

法令の名称： 社会福祉法、民生委員法、老人福祉法、障害者福祉法 

条例の名称： 社会福祉法人の助成に関する条例、稚内市保健医療福祉審議会条例
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施策 2-3-2 高齢者福祉を推進します 

■ 現状と課題 

本市の高齢者人口の割合は、年々増加傾向にあり、超高齢社会が現実的なものとなってきまし 

たが、核家族化の一層の進行とともに、高齢者のみの世帯が増加していることなどから、家庭に 

おける介護力は低下しつつあります。 

特に近年、閉じこもり、うつ、認知症患者の増加に加え、虐待など様々な問題を抱えた高齢者 

も急激に増加しており、介護する家族を含めた適切な支援の必要性が高まっていることから、在 

宅福祉の充実を図る必要があります。 

また、平成 18 年度に改正された介護保険制度においては、高齢者が出来る限り要支援・要介 

護状態にならないよう、また重度化しないよう、介護予防システムの確立が柱の一つになってい 

ますが、健康な高齢者から支援を必要とする高齢者まで、身近な地域で日常的に介護予防に取り 

組むことが出来る環境づくりが必要です。 

一方、高齢者にとっての生きがいは多様化しており、それぞれのライフスタイルに合った生き 

がいを持てるよう支援していく必要があります。 

■ 施策の目的 

高齢者が生きがいを持って充実した生活が送つことができ、また、介護が必要になっても、高 

齢者とその家族が住み慣れた地域や家庭で安心して暮らせるまちを実現します。 

■ 施策の主な内容 

１）介護予防と生きがいづくりの推進 

地域包括支援センターを核とした地域支援事業などを通じて、介護予防を推進します。また、 

自主活動の支援や就労機会の確保などにより、社会参加機会の充実を図るとともに、交流や学習 

の場を拡充します。 

２）高齢者の在宅生活を支えるサービスの充実 

介護などが必要になっても安心して自宅での生活を継続できるよう、日常生活の支援のほか、 

介護する家族の負担軽減を図るなど、在宅生活を支援します。 

３）施設など生活の場の確保 

自宅での生活が困難な高齢者も住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、 施設やグループホー 

ムをはじめとする高齢者の生活の場の確保に努めます。 

４）認知症高齢者に対する支援の充実 

認知症に対する市民の理解の普及と相談体制の充実を図り、早期発見に努めます。また、住み 

慣れた地域で介護サービスを受けられるようサービス基盤の充実を図るとともに、 研修などを通 

して介護従事者や医療関係者の認知症への対応力の向上を図ります。
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５）地域包括ケアの充実 

高齢者の在宅生活を支援するため、介護サービスを含む福祉サービスのみならず、保健サービ 

ス、 医療サービスなどを、 市民のニーズに応じて一体的、 体系的に提供できるよう関係者の連絡・ 

協力体制の強化を図ります。また、増加する虐待にも対応していくために、相談体制の充実を図 

るとともに、高齢者の尊厳を重視した支援を行います。 

※ 超高齢社会･･･高齢者人口の割合が 21％以上、すなわち５人に 1 人の割合を超えた社会のこと。 

※ 「地域包括ケア」…“地域”の中で、保健・医療・福祉・インフォーマルサービス（地域の支え合い）を結びつけ、高齢 

者の地域生活全般を支援していこうという考え方のこと。 

【図表 高齢者世帯等の推移】 

■ 施策の成果指標（アウトカム） 

指 標 の 名 称 単位 平成 19 年度 
（現状値） 

平成 25 年度 
（目標値） 
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等が行うこと 市などが行う事業等に自主的・積極的に参加する。 

市が行うこと 
民間法人などの協力を得ながら基盤整備を進める。市民や関係団 
体の協力を得ながら介護予防などに対する意識啓発などを実施す 
る。 
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■ 関連する主な法令・条例・計画等 

法令の名称： 老人福祉法、高齢者虐待防止法 

条例の名称： 稚内市高齢者サービス事業条例 

計画の名称： 介護保険事業計画、高齢者福祉計画
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施策 2-3-3 障がいがあっても地域の中で自立できるよう支援します 

■ 現状と課題 

平成１８年に身体、知的、精神の３障害を一元化し共通の基盤の元にサービスを提供すること 

を目指す障害者自立支援法が施行されました。障がいのある人を取り巻く環境は、ここ数年、急 

激に変化しており、老後、経済面、健康面など将来に対して多くの不安を抱えています。 

障がいがあっても一人ひとりが住み慣れた地域の中で、個性と人格が尊重され、自立した生活 

を営むことができるよう、保健・医療・福祉・教育・交通・住宅・雇用などの関係機関が連携し 

て必要な相談支援を行い、 安心し生きがいを持って暮らすことができる社会の実現が求められて 

います。 

■ 施策の目的 

障がいがあっても、住みなれた地域の中で、自ら持っている能力や経験を発揮し、生きがいを 

持って自立して暮らせるまちをつくります。 

■ 施策の主な内容 

１）日常生活への支援の充実 

どこに相談しても、関係機関が連携し適切な対応ができる相談支援体制を確立するほか、障が 

いや病気の状況に応じた在宅生活の支援を行います。 

２）社会参加の促進と生きがいづくり 

障がいがある人が生きがいを持って生活できるよう、 スポーツやレクリエーション活動などへ 

の参加機会を増やすとともに、コミュニケーション支援や外出などの支援の充実を図ります。 

３）就労への支援 

福祉的就労の場の充実に努めるとともに、関係機関との連携を図りながら、障がいがある人の 

一般就労の場の確保と継続的な就労支援に努めます。 

４）居住の場の確保と社会福祉施設の整備 

社会福祉施設などの整備を行うとともに、 施設に入所している人が地域の生活の場へ移行でき 

るよう、社会福祉法人、ＮＰＯなどと連携し、グループホームをはじめとする居住の場の確保に 

努めます。
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老後のこと： 46% 経済的なこと： 43% 健康のこと： 40% 

老後のこと： 42% 日常会話など意思疎通： 
38% 

健康のこと： 27% 

老後のこと： 34% 経済的なこと： 56% 健康のこと： 37% 

生活面で不安に思っていること（重複回答あり） 

身体障がいがある人 

知的障がいがある人 

精神障がいがある人 

【図表 障がいがある人が不安に感じていること】 

（出典）稚内市障害者福祉計画 

■ 施策の成果指標（アウトカム） 

指 標 の 名 称 単位 平成 19 年度 
（現状値） 

平成 25 年度 
（目標値） 

障害者（児）福祉施設の整備（満足度） ％ 35.8 ↑ 

障害者グループホームなどの定員 人 72 ↑ 

■ 協働の指針 

市民・地域・事業者 
等が行うこと 

市などが主催する事業に積極的に参加する 
〔事業者〕サービスの質の向上と提供量の確保に努める 

市が行うこと 社会福祉法人などと連携し、基盤整備を進める。また、雇用促進 
について企業などへ働きかける。 

■ 関連する主な法令・条例・計画等 

法令の名称： 障害者基本法、 障害者自立支援法、 身体障害者福祉法、 知的障害者福祉法、 

児童福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 

条例の名称： 稚内市自立支援条例 

計画の名称： 稚内市障害者計画、稚内市障害者福祉計画
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施策 2-3-4 暮らしを支える諸制度の運用を図ります 

■ 現状と課題 

少子化、高齢化、人口減少などが進むとともに、医療費増大や年金保険料の未納率の増加など 

社会保障における問題が深刻化しており、 国民健康保険、 国民年金、 介護保険、 長寿医療制度 （後 

期高齢者医療制度）、各種援護などの社会保障制度を健全に維持していくことがこれまで以上に 

求められています。 

また、 本市においては景気低迷を背景とする就労困難等から生活保護の受給率が増加傾向にあ 

り、援助を必要とする市民に対しては、多種多様な制度を利用して、自立に向けた支援を進めて 

いく必要があります。 

さらに、近年、市民の抱える悩みは複雑・専門化しており、これらの問題・課題の解決への相 

談・支援が求められています。 

■ 施策の目的 

疾病や加齢、失業などから、個人の力では対応しがたい生活上の危機が生じても、相互扶助や 

公的扶助により、医療や介護、経済的な援助を受けることで、市民が安心して暮らせることを目 

的とします。 

■ 施策の主な内容 

１）保険制度の安定的な運用 

国民健康保険、介護保険、長寿医療制度（後期高齢者医療制度）などの理解普及を図るととも 

に、健康づくりや健康管理意識を啓発し、健全で安定的な運営に努めます。 

２）生活困窮者の自立への支援 

生活に困窮している市民に対して、適正な支援を行うとともに、社会的・経済的な自立を支援 

します。 

３）生活への援護 

戦後、サハリンや中国に取り残された人たちの帰国や定住のための自立支援をはじめ、生活へ 

の援護などが必要な人に適切な支援を行います。
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■ 施策の成果指標（アウトカム） 

指 標 の 名 称 単位 平成 19 年度 
（現状値） 

平成 25 年度 
（目標値） 

国民健康保険税（現年度分）の収納率 ％ 90.3 ↑ 

■ 協働の指針 

市民・地域・事業者 
等が行うこと 

制度の趣旨を理解し、自立に向けて努力する。 
制度運営に必要な負担について理解し、保険料などを納める。 

市が行うこと 
自立に向けて支援する。 
市民に対して諸制度に対する理解を促す。 
必要な相談・援助を行う。 

■ 関連する主な法令・条例・計画等 

法令の名称： 国民健康保険法、介護保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、生活保 

護法 

条例の名称： 稚内市国民健康保険条例、稚内市介護保険条例 

計画の名称： 稚内市介護保険事業計画、稚内市特定健康診査等実施計画
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基本目標３ 環境と共存し、安全・安心に暮らせるまちを目指して 

政策 3-1 安心して暮らせるまちづくり 

施策 3-1-1 消費生活の向上を図ります 

■ 現状と課題 

近年、消費者を取り巻く状況は、商品や商品取引の多様化・利便性の向上が図られた反面、商 

品事故や悪質商法の増加などの危険性もはらむ状況となっており、さらに度重なる食品偽装・産 

地偽装などにより、食品の安全に関する信頼も大きく揺らいでいます。このような状況から、平 

成 16 年に消費者基本法が制定されました。 

本市においては、消費者センターを設置するとともに消費生活展の開催などを行っており、平 

成 20 年には消費者被害防止連絡会を設立し、消費生活被害の未然防止に努めています。 

今後、市民が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るとともに、消費に 

関する相談などを通して消費者保護対策を、さらに進めていくことが必要です。 

■ 施策の目的 

消費生活における被害の未然防止や消費者の自立を促進し、安全な消費環境を整えます。 

■ 施策の主な内容 

１）消費者意識の高揚と消費者保護の推進 

被害者となりやすい若年層や高齢者をはじめ消費者への教育を充実するとともに、 被害の未然 

防止のための適切な情報提供を行います。また、相談体制の強化をはじめとする消費者センター 

の機能充実に努めます。 

２）環境に配慮した消費活動の促進 

ごみの減量化の促進や再利用・リサイクル可能な商品選択など、環境に配慮した消費者活動を 

促進します。 

３）消費者物価の安定のための取り組み 

価格動向調査などを通して物価情報の提供に努めるとともに、 価格抑制対策についても取り組 

みます。 

４）安心して商品購入ができる環境整備 

消費者に食品に関する情報や危険な製品の情報提供を行うとともに、事業者への啓発活動などを通じて 

消費者の安全・安心の確保を図ります。
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【図表 消費者センターにおける相談内容の状況】 

1 

2 

3 4 

5 

6 

7 

8 9 

10 

計量・量目 

0.2％ 

延相談 

件数 

４２５件 

その他 

1.9％ 

契約・解約 

41.2％ 

販売方法 

30.6％ 

価格・料金 

10.8％ 

表示・ 

広告 

5.2％ 

接客・対応 

3.3％ 

品質・性能 

3.1％ 

安全・衛生 

2.8％ 

法律・基準 

0.9％ 

■ 施策の成果指標（アウトカム） 

指 標 の 名 称 単位 平成 19 年度 
（現状値） 

平成 25 年度 
（目標値） 

消費生活セミナーの参加者延べ人数 人 178 250 

消費者相談の（実）件数 件 252 ↓ 

■ 協働の指針 

市民・地域・事業者 
等が行うこと 

被害に合わないよう正しい消費知識を習得する。 
市など関係機関へ積極的に実態情報を情報する。 
〔事業者〕消費生活情報を提供する。商品やサービスを責任をも 
って提供する。適正な表示と取引を行う。 

市が行うこと 情報提供や相談対応などの市民に対する支援と学習機会を提供す 
る。道や警察など関係機関との情報共有と連携を図る。 

■ 関連する主な法令・条例・計画等 

法令の名称： 消費者基本法、計量法 

条例の名称： 稚内市消費生活安定条例 

（注）平成 19 年度
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施策 3-1-2 交通安全対策を推進します 

■ 現状と課題 

全国の道路交通事故による死者数は、平成 19 年には 5,744 人まで減少し、発生件数、負傷者 

数ともに３年連続減少したものの、負傷者数は９年連続で 100 万人を超えるなど、依然として 

厳しい状況が続いています。 

本市の交通事故の発生件数は、近年ほぼ横ばいで推移しており、原因別では安全運転義務違反 

が大半を占めていることから、運転者のモラル向上が求められています。 

一方、死傷者数については、自動車などの運転中・同乗中の割合が高く、歩行者や自転車など 

の交通弱者が犠牲となった例では、中学生以下の子どもと高齢者の割合が高くなっています。 

これらの状況から、各年代に応じた交通安全教育を体系的に実施するとともに、職場・地域に 

おける交通安全運動の推進、さらには安全・安心に通行できる交通環境の整備などが必要となっ 

ています。 

■ 施策の目的 

すべての市民の交通安全意識を高め、悲惨な交通事故の根絶を図り、交通事故のない安全な市 

民生活を実現します。 

■ 施策の主な内容 

１）交通安全意識の向上と交通安全運動の推進 

対象者に応じた交通安全教育を推進し、交通安全意識の向上を図るとともに、関係機関・団体 

との連携を強化し、市民ぐるみの交通安全運動を推進します。 

２）安全で安心・快適な交通環境の確保 

歩行者や自動車が安全に通行できるよう道路環境の向上を図るとともに、 実態に応じた交通規 

制や違法駐車の防止対策、気象・道路情報などの迅速な提供に取り組みます。 

３）交通事故被害者の救済 

交通事故当事者などに対する相談体制の充実に努めるとともに、 被害者を救済するための取組 

を行います。
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【稚内市における交通事故発生件数・死傷者数の推移】 

（出典）稚内市統計書 

（出典）稚内市統計書 

【稚内市における交通事故による年齢層別死傷者数の状況】 

（単位：人、％） 

歩行中 
自転車 

小計 運転中 同乗中 その他 合計 
乗車中 構成比 構成比 

中学生以下 2 4 6 42.9 0 2 0 8 7.4 

20 歳未満 0 0 0 0.0 1 2 0 3 2.8 

20 歳～30 歳代 1 0 1 7.1 30 8 1 40 37.0 

40 歳～50 歳代 2 1 3 21.4 23 14 0 40 37.0 

60 歳以上 2 2 4 28.6 8 5 0 17 15.7 

合 計 7 7 14 100.0 62 31 1 108 100.0 

構成比 6.5 6.5 13.0 － 57.4 28.7 0.9 100.0 － 

（資料）北海道警察署旭川方面本部 

■ 施策の成果指標（アウトカム） 

指 標 の 名 称 単位 平成 19 年度 
（現状値） 

平成 25 年度 
（目標値） 

市内で起きた交通事故件数 （人身事故） 件 78 ↓ 

市内で起きた交通事故死亡者数 人 １ ０ 

■ 協働の指針 

市民・地域・事業者 
等が行うこと 

交通安全に対して高い意識を持ち、歩行者・運転者として交通ル 
ールやマナーを遵守する。 

市が行うこと 交通安全に関する啓発を行う。関係機関と連携して道路環境の保 
全に努める。 

■ 関連する主な法令・条例・計画等 

法令の名称：交通安全対策基本法 

条例の名称：稚内市自治基本条例、稚内市防犯及び交通安全の推進に関する条例
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施策 3-1-3 防犯対策を推進します 

■ 現状と課題 

平成 19 年の全国の刑法犯認知件数は、 ５年連続で減少している反面、 昭和期に比べると約 1.4 

倍と増加しており、 子どもを対象とした卑劣な事件をはじめ社会を震撼させるような凶悪事件な 

どの相次ぐ発生や、犯罪の複雑化・巧妙化に加え、身近なところでの犯罪も多発しています。 

このような状況から全国的に、学校などを中心にして、関係機関・団体による防犯活動のため 

の組織づくりが進められています。 

本市においては、平成 19 年度の刑法犯の認知件数 255 件のうち、その大半を窃盗犯が占めて 

おり、犯罪防止のためには、市民一人ひとりの防犯意識の高揚と、自主防犯活動など地域が一体 

となった取り組みを進める必要があります。 

■ 施策の目的 

犯罪の未然防止につとめ、安全・安心に暮らせるまちをつくります。 

■ 施策の主な内容 

１）防犯意識の向上と対策の推進 

地域住民の防犯意識の高揚を図り、自主防犯活動の展開や、犯罪防止対策の推進、防犯体制整 

備などを通して、「地域の安全は地域で守る」ことを基本として防犯活動を推進します。 

２）防犯のための環境の整備 

故や犯罪の起こりにくい環境づくりのため、危険箇所の把握・検証・改善に努めるとともに、 

防犯灯などの防犯施設整備の促進や、家庭における防犯対策の推進、子どもを犯罪から守るため 

の対策などを講じます。 

３）犯罪被害者に対する支援 

心のケアや生活の支援などが必要な犯罪被害者に対しては、関係機関・団体などと連携し、必 

要な相談・支援などを行います。
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【図表１ 犯罪認知件数の推移】 

（出典）稚内市統計書 

■ 施策の成果指標（アウトカム） 

指 標 の 名 称 単位 平成 19 年度 
（現状値） 

平成 25 年度 
（目標値） 

犯罪発生件数 件 255 ↓ 

■ 協働の指針 

市民・地域・事業者 
等が行うこと 

地域の安全は地域で守るという意識を持つ。 
自主防犯活動に参加し協力する。 

市が行うこと 防犯に関する意識啓発や情報の収集・提供を行う。 
市民の自主防犯活動への支援と防犯に配慮した環境を整備する。 

■ 関連する主な法令・条例・計画等 

法令の名称：稚内市自治基本条例、稚内市防犯及び交通安全の推進に関する条例 

（単位：件） 

区 分 凶悪犯 粗暴犯 窃盗犯 知能犯 風俗犯 その他 合 計 

平成 15年 2 20 375 12 0 44 453 

平成 16年 4 14 432 18 2 45 515 

平成 17年 3 5 326 12 1 66 413 

平成 18年 3 17 216 23 4 30 293 

平成 19年 2 17 165 16 1 54 255
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施策 3-1-4 消防・救急体制の充実を図ります 

■ 現状と課題 

本市においては、昭和 48 年に豊富町、猿払村とともに稚内地区消防事務組合を組織して、こ 

れまで消防対策を推進してきました。しかし、災害の大規模化や住民ニーズの多様化など、消防 

を取り巻く環境は大きく変化しています。このような状況から、全国的にさらに広域化を推進す 

るための取り組みが行われており、今後、検討を行っていく必要があります。 

本市の火災発生状況は、建物火災のうち住宅が大半を占めていることから、地域の自主防災組 

織の育成や防火意識の啓発に努めるとともに、 建物などの防火安全対策を促進していく必要があ 

り、総合的な消防力の強化も求められています。 

また、救急・救助活動については、増加傾向にあり、傷病者の救命率の向上と円滑な救助のた 

め、救急救命士などの人材育成と、救急車の高規格化、資機材の充実などを図っていくことが求 

められています。 

■ 施策の目的 

市民の生命・財産を守り、安心して生活することができる環境をつくります。 

■ 施策の主な内容 

１）火災予防対策の推進 

防火意識の啓発活動や自主防災組織の育成などを通して、 住宅防火対策の推進を図るとともに、 

防火対象物などの防火安全対策の充実を図ります。 

２）消防体制の基盤強化 

消防機能の一層の向上を図るとともに、消防団との連携や組織の充実強化、広域的災害・大規 

模災害に対応するための広域応援体制の充実に努め、効率的な消防体制を構築するための、広域 

化の検討にも取り組みます。 

３）救急・救助体制の充実 

救急救命体制の充実に努めるとともに、救命率の向上のための応急手当の普及・啓発にも取り 

組みます。 また、 複雑多様化する災害・事故に対応するための救助体制の充実に努めます。 また、 

高度医療機関との連携につながる防災ヘリやドクターヘリなどの搬送体制の拡充について、 関係 

機関に働きかけます。



76 

【図表１ 火災件数・死者数の推移】 

（単位：件、人） 

区分 
火災件数 

建物火災件数 建物以外火災件数 
住宅火災件数 

死者数 死者数 死者数 死者数 

平成 15年 22 0 14 0 5 0 8 0 

平成 16年 14 2 8 1 5 1 6 1 

平成 17年 28 0 22 0 11 0 6 0 

平成 18年 24 0 18 0 13 0 7 0 

平成 19年 12 0 10 0 7 0 2 0 

（注）平成 18年については、建物火災により隣家への延焼１棟を含む 

（資料）稚内地区消防事務組合 

【図表２ 救急活動・救助活動の推移】 

（単位：件、人） 

区 分 平成 15 年 平成 16 年 平成 17 年 平成 18 年 平成 19 年 

救急活動 
出場件数 1,180 1,178 1,256 1,239 1,327 

搬送人員 1,153 1,144 1,223 1,178 1,244 

救助活動 出動件数 46 48 49 45 56 

（資料）稚内地区消防事務組合 

■ 施策の成果指標（アウトカム） 

指 標 の 名 称 単位 平成 19 年度 
（現状値） 

平成 25 年度 
（目標値） 

住宅火災件数 件 ７ ↓ 

■ 協働の指針 

市民・地域・事業者 
等が行うこと 

火災を起こさないよう留意する。 
自主防火管理体制の確立を図る。 
応急手当に関する知識と技術の習得に努める。 

市が行うこと 防火に対する意識を啓発すること。迅速で的確な消防、救急・救 
助活動を行う。 

■ 関連する主な法令・条例・計画等 

法令の名称：消防法、消防組織法 

条例の名称：稚内地区消防事務組合条例、稚内地区消防事務組合火災予防条例
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政策 3-2 暮らしを支える生活環境づくり 

施策 3-2-1 快適な冬の暮らしを創造します 

■ 現状と課題 

積雪寒冷地に位置する本市は、 これまで厳しい冬の気象条件や雪対策に対する市民ニーズの多 

様化に応えるため、 きめ細かな除雪を行ってきました。 また、 一人暮らしの高齢者が増加する中、 

住宅まわりの除雪に不安を抱える人も増えており、一部の地域では、地域ぐるみで助け合う活動 

が展開されています。近年、住民からの要望は多様化しており、より多くの市民参加により除雪 

対策を進めることが求められています。 

一方、冬は、とかく閉じこもりがちになる季節ですが、地域団体が自らイベントを企画・開催 

するなど、厳しい冬を楽しく乗り切ろうとする気運が高まっています。冬を少しでも楽しく、快 

適に乗り切るために、行政、市民、企業・団体がそれぞれの責任や役割を理解し、ともに力を合 

わせて取り組んでいくことが必要です。 

■ 施策の目的 

行政・市民・企業・団体がそれぞれの責任や役割を理解し、協力しあうことにより、快適な冬 

の暮らしを創造します。 

■ 施策の主な内容 

１）除雪対策への取り組み 

冬期間の安全な車両通行と歩行者空間を確保するため、道路への雪だしのマナー向上や、効率 

的な除雪体制を構築するとともに、市民との協働により、除雪弱者への支援体制の充実に取り組 

みます。 

２）冬を楽しむ活動の推進と利活用 

市民自らが創り参加する、冬を楽しむイベントやスポーツ活動についての支援を行います。ま 

た、雪を産業へ利活用するなど、雪国ならではの特性を生かした地域振興について検討します。 

３）雪に関する情報提供の充実 

冬期間の安全確保のための道路情報などを迅速に提供するための取り組みを行うとともに、 冬 

を楽しむためのイベント・スポーツ情報をはじめ、冬の魅力や特性についてＰＲします。
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【図表 市民意識調査－生活環境の改善に必要な対策は？】 
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除排雪などの整備 

（出典）稚内市市民意識調査（平成 19年 11 月・政策経営室） 

■ 施策の成果指標（アウトカム） 

指 標 の 名 称 単位 平成 19 年度 
（現状値） 

平成 25 年度 
（目標値） 

除雪に対する苦情件数 件 250 ↓ 

除雪弱者対策の協働団体数 団体 4 25 

■ 協働の指針 

市民・地域・事業者 
等が行うこと 

除雪について、ともに助け合う意識を持つ。 
冬を楽しむ工夫を積極的に行う。 

市が行うこと 
市道などの適切な除雪を行う。除雪や冬を楽しむことに関して情 
報を発信する。 
冬を楽しむイベントなどへの支援を行う。 

■ 関連する主な法令・条例・計画等 

法令の名称：道路交通法、道路法 

計画の名称：稚内市雪対策基本計画
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施策 3-2-2 良好な生活環境の確保を図ります 

■ 現状と課題 

本市においては、ごみ出しマナーの向上や、環境美化活動に市民ぐるみで取り組むとともに、 

公共サービスとして、廃棄物・し尿などの適正な処理、墓地・火葬場の運営などをとおして衛生 

的な生活環境の確保を図ってきました。 

しかし近年、マナーやモラルの低下から、ごみの不法投棄や、ペットのふんの不始末、たばこ 

のポイ棄てなどが増加しており、環境美化に対する取り組みの強化が求められています。 

また、日常生活に欠くことができない公衆浴場については減少傾向にあるほか、外国船による 

畜犬の持込対策、狂犬病対策などが、地域の公衆衛生上の課題となっています。 

■ 施策の目的 

市民一人ひとりのごみ問題への意識高揚を図ることにより、美しく快適な環境をつくります。 

■ 施策の主な内容 

１）環境美化活動の推進 

地域清掃活動など、市民・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、効率 

的なごみの収集体制の検討や、ごみの不法投棄対策の取り組みなど、衛生的なごみ対策の充実を 

図ります。 

２）環境美化意識の高揚 

ごみ出しマナー向上、 ペットのふんやたばこのポイ捨て防止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。 

３）公害対策への取り組み 

悪臭・騒音など日常生活を送るための環境改善への取組として、公害の防止に努め、迅速な改 

善処理に努めます。 

４）防疫対策への取り組み 

狂犬病などの予防対策に取り組むとともに、害虫などの発生時には迅速な対応を図ります。 

５）公衆衛生環境の確保 

地域における公衆浴場への支援を継続して行うとともに、 火葬場など公衆衛生環境確保のため 

に必要な施設などの適正な維持運営にも努めます。 

６）衛生的な生活環境の確保 

市民が安心して使えるよう衛生的な水道水の供給を維持するとともに、 下水道や浄化槽による 

水洗化を促進し、衛生的な生活環境の向上を図ります。
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【図表 1 稚内市における汲取り世帯数の推移】 

■ 施策の成果指標（アウトカム） 

指 標 の 名 称 単位 平成 19 年度 
（現状値） 

平成 25 年度 
（目標値） 

ごみの不法投棄件数 件 340 0 

汲取り世帯数 世帯 1,091 930 

狂犬病予防注射の接種率 ％ 75.62 ↑ 

■ 協働の指針 

市民・地域・事業者 
等が行うこと 環境美化への意識を高める。ボランティアなどへ参加する。 

市が行うこと 市民が活動する清掃美化活動へ支援する。 
施設などの適正な管理運営を行う。 

■ 関連する主な法令・条例・計画等 

法令の名称： 環境基本法、墓地埋葬法、狂犬病予防法、公衆浴場の確保のための特別措 

置に関する法律 

条例の名称： 稚内市畜犬取締及び野犬掃討条例、稚内市火葬場条例、稚内市墓地使用条 

例、稚内市狂犬病予防法施行条例、稚内市公害防止条例 
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政策 3-3 環境問題への積極的な取り組み 

施策 3-3-1 新エネルギーの利活用を図ります 

■ 現状と課題 

地球規模の温暖化や環境汚染が深刻化している今日、 私たちの身近な環境にも様々な問題が起 

こっていることから、環境に負荷をかけない社会の仕組みづくりが求められています。 

現在、本市には 74 基の風力発電施設が稼動しているほか、国内最大規模の太陽光発電研究施 

設が建設され実証研究が行われています。また、環境に関するフォーラムやセミナーなどの開催 

により、市民の新エネルギーに対する意識の高揚を図ってきました。 

今後は、環境に対する意識の醸成を図りながら、新エネルギーの利用について、企業や民間住 

宅なども含めて普及を促進する必要があります。 

■ 施策の目的 

新エネルギーの利用と、省エネルギーへの取り組みを定着させ、環境調和型のエネルギー有効 

利用社会への転換を図ります。 

■ 施策の主な内容 

１）新エネルギーの利活用 

風力、太陽光などの地域資源を生かした新エネルギーについて、市の施設などへ率先して利活 

用を進めることにより、企業や家庭での利用拡大を図ります。また、大規模太陽光発電施設の有 

効利用や、地域に豊富に存在するバイオマスの利活用を促進するための取り組みにも努めます。 

２）省エネルギー対策の推進 

ウォームビズの普及や公共交通機関の積極的利用の促進など、 省エネルギーに対する意識の高 

揚を図り、各家庭・企業での省エネルギーへの取り組みを促進します。 

３）新エネルギー調査研究の支援 

化石燃料からの脱却を進めるため、 新エネルギーの調査や研究を行う施設などの誘致をはじめ、 

地域の特徴を生かした雪エネルギー活用などについて支援に努めます。 

※ エネルギー有効利用社会･･地域資源を有効に活用した「新エネルギー」の利用と、エネルギーを効果的に使用して節約 

する「省エネルギー」の取り組みが定着した社会を意味する言葉。近年使われはじめた造語。 

※ バイオマス･･･生物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの。家畜の糞尿なども含まれる。
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【図表 1 稚内市の主な新エネルギー関連施設（研究施設含む）】 

種 類 （名称） 数量 規 模 設備容量 

■風力発電施設 

稚内風力発電所 4 基 400kw×2 基＋750kw×2 基 2,300kW 

稚内公園風力発電所 1 基 225kw×1 基 225kW 

稚内市水道部風力発電所 3 基 660kw×3 基 1,980kW 

さらきとまないウィンドファーム 9 基 1,650kw×9基 14,850kW 

宗谷岬ウィンドファーム 57 基 1,000kw×57基 57,000kW 

風力発電施設計 74 基 76,355kW 

■太陽光発電施設 

大規模電力供給用太陽光発電系統安 

定化等実証研究 

※ 右記の設備容量は、建設最終年度 

（平成 21年度）時点の予定 
5,000kW 

■バイオエネルギー回収施設 

稚内市生ごみ中間処理施設 生ごみなどからメタンガス抽出 
しエネルギー回収を行う施設 

※ 平成 24年度供用開始予定 

1,521MWh 

(年間電力換算) 

■ 施策の成果指標（アウトカム） 

指 標 の 名 称 単位 平成 19 年度 
（現状値） 

平成 25 年度 
（目標値） 

新エネルギー導入による年間原油節約 
量 

㎘ 31,817.5 34,200.0 

※出力１ｋｗあたりの原油節約量（参考値） 太陽光発電 256 ℓ／年 

風力発電 410 ℓ／年 

■ 協働の指針 

市民・地域・事業者 
等が行うこと 家庭生活や事業活動において、省エネルギーに努める。 

市が行うこと 
省エネルギーについて啓発を行う。新・省エネルギーについて調 
査・研究を支援する。市の施設などに新エネルギーを積極的に利 
用する。省エネルギーを実践する。 

■ 関連する主な法令・条例・計画等 

法令の名称： 環境基本法、地球温暖化対策の推進に関する法律 

条例の名称： 稚内市環境基本条例 

計画の名称： 稚内市環境基本計画
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施策 3-3-2 循環型社会の形成を図ります 

■ 現状と課題 

限りある地球資源を守り、より良い環境・住みやすいまちを次の世代に引き継ぐには、これま 

での大量生産・大量消費・大量廃棄という社会経済システムから、廃棄物の発生抑制、循環的利 

用、適正処理による天然資源の消費を抑制し、環境負荷を低減する「循環型社会」への転換が求 

められています。 

本市においては、これまで行政・市民・企業が果たすべき役割を明確にし、資源物の分別収集 

など、 ごみの減量化・資源化に取り組むとともに、 廃棄物の 3Ｒ（Reduce：ごみを減らす・Recycle： 

繰り返し使う・Reuse：資源として再利用する）を総合的に推進するための目標設定を行い、地 

域の自主性と創意工夫を生かし取り組んできました。 

今後、循環型社会を実現していくためには、広報活動を通じ、市民意識の高揚を図りながら、 

ごみ排出の抑制やリサイクルの推進などを、より一層、進めていくことが必要です。 

■ 施策の目的 

３R を推進して循環型社会への転換を図ることにより、地球に優しいまちづくりを進めます。 

■ 施策の主な内容 

１）計画的な廃棄物処理の推進 

ごみ処理基本計画を着実に実行するとともに、次期改定にあたっては、総合的な廃棄物処理施 

設の検討など、循環型社会形成に向けてさらなる取組を行います。 

２）３Ｒの推進 

ごみ減量化・リサイクル率向上のため 3Ｒに配慮したライフスタイルや事業活動への転換を進 

め、廃棄物の減量・有効利用を目的とする各種団体の活動を支援します。またレジ袋の削減を促 

進し、過剰包装の自粛運動などに取り組みます。 

３）環境対策への意識の高揚 

フォーラムやセミナーの開催などを通じて、市民の環境意識の高揚を図ります。 

４）リサイクル事業による経済振興 

廃棄物のエネルギー利活用の開発支援や資源物の輸送・流通経路の確立による新たな経済効果 

の創出を検討します。
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【図表１ 稚内市における一人当りの一日ごみ排出量及びリサイクル率の推移】 

■ 施策の成果指標（アウトカム） 

指 標 の 名 称 単位 平成 19 年度 
（現状値） 

平成 25 年度 
（目標値） 

市民一人当りの一日のごみ排出量 ｇ 1,458 1,347 

ごみの再資源化（リサイクル）率 ％ 12.9 28.0 

■ 協働の指針 

市民・地域・事業者 
等が行うこと ごみの分別の徹底と適正な排出を心がける。 

市が行うこと ３Ｒ運動の啓発を行う。 
集められたごみを適切に処理・処分する。 

■ 関連する主な法令・条例・計画等 

法令の名称： 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、 資源の有効な利用の促進に関する法 

律、循環型社会形成推進基本法 

条例の名称： 稚内市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 

計画の名称： 稚内市ごみ処理基本計画
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施策 3-3-3 自然環境を守り共存を図ります 

■ 現状と課題 

本市は、 日本の最北端に位置し、 宗谷海峡をはさんで、 東はオホーツク海、 西は日本海に面し、 

海浜、 丘陵、 湿原など、 多種多様な自然に恵まれ、 学術的にも貴重な動植物が生息する地域です。 

特に、日本海に面した西海岸は、利尻・礼文・サロベツ国立公園の一角をなしており、その美 

しい北方景観は、訪れる人々を魅了しています。 

しかし近年、開発などに伴う環境への負荷により湿地や海岸線の改変など、自然環境が著しく 

変化しています。 この豊かな自然環境を次の世代に引き継ぐための取り組みを一層進めていく必 

要があります。 

自然と共生し、 一人ひとりが自然環境の保全のために主体的に働きかける行動を促すためには、 

自然にふれあい、自然に対する理解と愛情を深めるための機会を増やしていくことが必要です。 

■ 施策の目的 

子どもから高齢者まで、心豊かに暮らすことができる美しい自然環境を後世に引き継ぎ、人と 

自然が共生する社会を実現します。 

■ 施策の主な内容 

１）自然環境の保全 

利尻・礼文・サロベツ国立公園をはじめとする湿地や海岸など、優れた自然環境と風景の保全 

を図ります。また、水源地の水辺環境、森林、緑地などの保全を図るとともに、限りある自然資 

源である温泉の保護を図ります。 

２）自然環境の活用 

豊かな自然環境を活用した体験活動の充実を図ります。また、エコツーリズムなど、自然を生 

かした地域振興策について検討します。温泉の適正な利用を図ります。 

３）自然教育の推進 

木や身近な動植物との触れ合い、自然との共存を通じ、郷土愛の心・生きる力を育むための自 

然教育の推進に努めます。 

４）動植物との共存 

関係機関と連携して、人と鳥獣の共生に十分考慮しながら、有害鳥獣の駆除も含めた適正管理 

を行うとともに、希少な動植物の保護に取り組みます。



86 

【図表 1 稚内市の緑被量の状況】 

種類 

所有・利用 
A.樹木 

B.草地、 

芝、農地 

C.土、 

荒地 
D.水面 合計(ha) 

用途地域に 

対する比率 

①都市公園 7.1 11.8 2.2 0.0 21.1（5.7%） （2.0%） 

②施設緑地 48.9 219.1 41.0 2.2 311.2（84.87%） （28.9%） 

②-1 公共 19.0 103..8 26.5 2.2 151.5（41.3%） （14.1%） 

②-2 民間 29.9 115.3 14.5 0.0 159.7（43.5%） （14.8%） 

③その他緑地 5.8 26.9 2.1 0.0 34.8（9.5%） （3.2%） 

③-1 公共 3.9 15.3 1.2 0.0 20.4（5.6%） （1.9%） 

③-2 民間 1.9 11.6 0.9 0.0 14.4（3.9%） （1.3%） 

合計(ha) 
61.8 

(16.8%) 

257.8 

(70.2%） 

45.3 

(12.4%) 

2.2 

(0.6%） 

367.1（100.0%） 

(100.0%） 

（34.1%） 

用途地域に対する比率 （5.7%） (23.9%） （4.2%） (2.0%） （34.1%） 

※ 用途地域面積 1,077.1 ha 

（出典稚内市緑の基本計画（平成 16年 9 月） 

■ 施策の成果指標（アウトカム） 

指 標 の 名 称 単位 平成 19 年度 
（現状値） 

平成 25 年度 
（目標値） 

環境行動計画の達成度 ％ 
平成 21 年度 

測定予定 
↑ 

■ 協働の指針 

市民・地域・事業者 
等が行うこと 

自然環境の保全について関心を持つ。学習の機会や保全活動に積 
極的に参加する。 

市が行うこと 市民などに対する啓発を行う。 
関係機関と連携を図り自然環境の保全に努める。 

■ 関連する主な法令・条例・計画等 

法令の名称： 環境基本法 

条例の名称： 稚内市環境基本条例 

計画の名称： 稚内市環境基本計画、稚内市緑の基本計画、稚内市地球温暖化防止実行計 

画
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基本目標４ 次世代に向けた住みよいまちを目指して 

政策 4-1 公共交通を充実させたまちづくり 

施策 4-1-1 総合的な交通体系を構築します 

■ 現状と課題 

急速な自家用車の普及や人口の減少などの要因が重なり、 公共交通機関の利用者数は年々減少 

しています。そのため、運賃の値上げとともに運行本数が減少し、さらに利用客数が低迷する悪 

循環を繰り返すといった問題があり、将来における公共交通全体の衰退が懸念されています。 

特に郊外部におけるバスの路線維持は非常に厳しい状況にあり、 住民生活を守りつつ効率のよ 

い公共交通体系の構築が急務です。 

また最近では、観光客の旅行形態は団体ツアーから小規模なグループへと変化してきており、 

路線バス等のニーズが増えてきていることから、 観光客などにも利用しやすい移動手段を提供し 

ていく必要があります。 

さらに近年、地球温暖化防止などの環境対策としても公共交通の重要性が見直されています。 

このため、公共交通が持つ公益性、地域経済の活性化などの効果を考慮し、これまで交通事業 

者に委ねてきた交通事業に行政が適切に関与しながら、 総合的かつ戦略的な事業を展開していく 

必要があります。 

■ 施策の目的 

地域住民や観光客などの公共交通の利便性を高めながら利用促進を図り、 将来にわたって安定 

した公共交通を確保します。 

■ 施策の主な内容 

１）総合的な交通戦略の推進 

路線バスをはじめとする移動手段について、市民や観光客へのアンケート調査を行い、実態を 

把握し、 徒歩、 自転車、 自動車、 公共交通の適正な分担を市民・関係事業者とともに検討します。 

２）公共交通の利便性の向上 

路線バスについて、交通事業者と連携を図りながら、利用者の利便性の向上と生活路線の確保 

に努めます。また、少人数の多様なニーズに応えるディマンド型輸送など、新たな交通手段の導 

入について検討します。 

３）モビリティ・マネジメントの推進 

公共交通、歩行者、自転車交通などの多様な交通モードの利便性の向上を図るとともに、環境 

保全の側面からも、 可能な限り公共交通による移動を心がける意識を市民生活に定着させるため 

の意識改革と、利用促進のためのソフト事業を推進します。 

また、未来の交通ユーザーでありまちづくりの担い手である子どもたちに、学校での総合的な 

学習の時間を活用して、公共交通からまちづくりを考えてもらう機会をつくります。
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※ディマンド型輸送・・・利用者の要望に合わせて走行するバスやタクシーなどの輸送放送。例えば利用者の呼び出し 

に応じ、目的地に運ぶ乗合制のタクシーなど。 

※モビリティ・マネジメント・・・多様な交通施策を活用し、個人や組織・地域のモビリティ（移動状況）が社会にも 

個人にも望ましい方向へ自発的に変化することを促す取組みを指す。 

【図表 バス輸送状況（稚内市内）の推移】 

1,765,580 1,698,585 
1,595,365 

1,500,853 1,446,969 

0 

200,000 

400,000 

600,000 

800,000 
1,000,000 

1,200,000 

1,400,000 

1,600,000 

1,800,000 

2,000,000 

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 

人 

（出典）稚内市統計書 

■ 施策の成果指標（アウトカム） 

指 標 の 名 称 単位 平成 19 年度 
（現状値） 

平成 25 年度 
（目標値） 

公共交通空白地区の数 地区 1 0 

路線バス・ＪＲ以外の市内における公 
共交通手段などの数 

件 0 3 

市民の交通輸送体制に対する満足度 ％ 47.2 ↑ 

■ 協働の指針 

市民・地域・事業者 
等が行うこと 公共交通の積極的活用と意識を持つ。 

市が行うこと 公共交通の活性化と利便性の向上に繋がる交通体系の方向性を示 
す。施策の展開を行う。 

■ 関連する主な法令・条例・計画等 

法令の名称： 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律、道路運送法 

計画の名称： 地域公共交通総合連携計画
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施策 4-1-2 都市間交通の基盤整備を進めます 

■ 現状と課題 

本市内の国道は、現在、国道 40 号（稚内～名寄間）を規格の高い道路にするための整備が進 

められており、また海岸浸食が著しい国道 238 号線についても、安全で安心できる道路整備が 

行われていますが、地域住民の生活向上や観光振興を含めた地域の活性化はもとより、３次医療 

機関への搬送時間の短縮など、地域住民の生命を守る救急医療体制づくりにおいても、さらに整 

備が促進されることに期待が寄せられています。 

また鉄道は、稚内～札幌間が特急化されたものの、利用者の利便性を高めるためには、移動時 

間の短縮がさらに必要な状況です。利便性と安全性の高いまちづくりを進める上で、特にＪＲ宗 

谷本線（稚内～名寄間）の高速化は必要不可欠であることから、これまで以上に地域が連携し、 

一丸となって推進していく必要があります。 

空路については、通年運航と季節運航を含め５つの路線が開設されていますが、近年の観光客 

の減少とともに、搭乗率が伸び悩んでおり、経済性の面からも路線の減便、廃止が危惧されてい 

ます。 地域経済の活性化や市民の利便性の観点からも路線の確保と拡大に向けて官民合わせた活 

動がさらに重要となっています。 

また現在、 特に冬季間における稚内空港の就航率の向上に向けて滑走路延長工事が進められて 

いますが、その早期完成と高規格除雪機械の増設が望まれます。 

港湾整備においては、引き続き輸出入の拡大などに向けて、港湾機能の充実と整備が必要とさ 

れています。また、本市と利尻・礼文を結ぶ利礼航路は、島民にとって唯一の生活路線であると 

ともに、本市を訪れる観光客が離島へ渡るための交通手段となっており、安定的な航路の確保と 

充実が必要とされています。 

■ 施策の目的 

都市間交通における社会資本整備の充実を図り、 市民生活における公共交通の利便性の確保と 

地域経済の活性化を実現します。 

■ 施策の主な内容 

１）規格の高い道路整備などの推進 

制限速度の緩和措置など、 迅速で安全な高速交通ネットワークの構築に向けた道路の整備につ 

いて要望を行います。 特に国道 40 号の規格の高い道路整備については、 事業の早期完成に向け、 

要望活動を強化します。 

２）鉄道の高速化推進 

沿線住民や観光客の利用向上を図るため、稚内～名寄間の高速化が重要であることから、新車 

両の導入及び鉄路の基盤強化について、沿線地域の自治体が一丸となり、これまで以上に強く要 

望活動を展開します。
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３）空港の整備と航空路線の確保拡大の推進 

就航率の向上を図るため、国などに対し、空港の高質化に向けた整備促進に関する要望を行う 

とともに、路線の維持・拡大と利便性の向上について、関係団体などと連携し、運航会社に対し 

て働きかけます。 

また、本市と航空路線で結ばれている地域に向けて、本市の魅力を発信して、関係団体などと 

協力して搭乗率を高める活動を展開し、路線確保に努めます。 

４）港湾機能の充実と利礼航路の確保充実 

利用者ニーズに合った港湾機能の強化と整備を推進し、 老朽化施設の計画的な維持管理や施設 

の長寿命化を図ります。また、稚内港・宗谷港のマリンタウンプロジェクトを進め、みなとマチ 

稚内のシンボル的地区の環境整備を進めるとともに、 プレジャーボートの需要に合わせたマリー 

ナやクルーズ船の入港に合わせた整備を検討します。利礼航路の確保充実については、継続的に 

事業者と連絡調整を図ります。 

稚内空港利用状況の推移】 

（出典）稚内市統計書 

■ 施策の成果指標（アウトカム） 

指 標 の 名 称 単位 平成 19 年度 
（現状値） 

平成 25 年度 
（目標値） 

稚内空港の冬季就航率（過去５年間の 
平均） 

％ 86.7 ↑ 

稚内空港を発着する航空機への搭乗率 
（全路線） 

％ 53.0 ↑ 

国道 40 号における規格の高い道路の 
整備（延長） 

Km 32.4 ↑
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■ 協働の指針 

市民・地域・事業者 
等が行うこと 行政と協力して要望活動を行う。 

市が行うこと 各種団体と連携し、必要な活動や関係機関などに対する要望を行 
う。 

■ 関連する主な法令・条例・計画等 

法令の名称： 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律、道路法、空港法、港湾法 

計画の名称： 稚内マリンタウンプロジェクト、宗谷港マリンタウンプロジェクト
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政策 4-2 災害に強いまちづくり 

施策 4-2-1 防災対策を強化します 

■ 現状と課題 

近年、全国各地で自然災害が頻発しており、本市でも、周辺に断層帯が存在すること、また、 

三方を海に囲まれていることなどから、今後いつ地震や津波、異常気象による災害が起きてもお 

かしくない状況です。 

しかし、これまで災害の発生が少なかったということもあり、市民の防災に対する意識は十分 

であるとはいえません。今後は、災害に強いまちを目指して、市民の防災に対する意識を高める 

とともに、市民の安全と財産を守るための体制づくりと基盤整備を推進する必要があります。 

■ 施策の目的 

災害発生時に市民の生命、財産を守るとともに、被害を最小限にとどめ早期に都市機能を復旧 

させることのできる、災害につよいまちづくりを実現します。 

■ 施策の主な内容 

１）防災意識の高揚と伝達システムの充実 

災害に関する広報活動や出前講座を充実させ情報提供を行うとともに、災害時マニュアル、防 

災地図などの作成に取り組み、災害への意識の高揚に努めます。また、各関係機関との情報連絡 

システムの強化・拡充を図りながら、災害発生時に市民に対し、災害情報、避難情報などを、迅 

速に周知伝達できる体制を整備します。 

２）地域防災体制の強化・支援 

災害発生時に地域住民の相互自助による避難活動などが行われるように、 自主防災組織の設置 

を促すとともに、定期的な防災訓練を行います。また、備蓄品の整備拡充を進めるとともに、民 

間企業などとの防災協定の締結を促進し、避難物資の供給や救助・救援体制の強化を図ります。 

３）災害予防の強化 

河川、治水、津波、土砂、がけ崩れなどの災害が予想される危険区域を把握し、予防対策を推 

進するとともに、行き止まりや狭隘な道路の解消、住宅密集地の解消や建物の不燃化などを促進 

します。特に、海上における流出油防除対策について強化します。 

４）耐震診断及び耐震化の促進 

災害発生時に避難場所となる学校や公共施設などの耐震診断と耐震化を推進するとともに、 一 

般住宅をはじめとする民間の建物に対しても耐震化を促します。また、上・下水道など建物以外 

の公共施設についても併せて耐震化を推進します。 

５）国民保護法への対応 

テロや武力攻撃等の事態に際しては、防災体制を活用しながら速やかな対応ができるよう、関 

係機関と連携を図り、体制の強化に努めます。
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■ 施策の成果指標（アウトカム） 

指 標 の 名 称 単位 平成 19 年度 
（現状値） 

平成 25 年度 
（目標値） 

公共建築物の耐震化率（市所有） ％ 35 ↑ 

水道管の耐震化率 ％ 2.3 8.7 

団体・事業所などとの防災協定数 件 15 20 

自主防災組織の組織数 団体 3 ↑ 

■ 協働の指針 

市民・地域・事業者 
等が行うこと 

危機管理意識を持ち、自発的に警戒・避難活動を行う。防災・減 
災活動に寄与する。 

市が行うこと 防災知識の普及や災害情報などの情報提供を行う。災害に対し必 
要な施設・体制などの整備・強化をする。 

■ 関連する主な法令・条例・計画等 

法令の名称： 災害対策基本法 

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、稚内市国民保護協議会条 

例、稚内市国民保護対策本部及び本市緊急対処事態対策本部条例 

計画の名称： 稚内市地域防災計画、稚内市国民保護計画
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政策 4-3 調和のとれた持続可能なまちづくり 

施策 4-3-1 中心市街地の再生を図ります 

■ 現状と課題 

稚内駅を中心とする中心市街地は古くから栄え、 市民から親しみを持って 「マチ」 と呼ばれて、 

本市の経済・文化の拠点として発展してきました。しかし、近年の市街地の拡大などに伴う居住 

人口の減少、 高齢化や商店街の衰退などが進み、「マチ」 としての求心力が失われつつあります。 

中心市街地は海と丘陵に挟まれた細長い狭隘な地形ですが、 この短所をコンパクトな地形とい 

う長所に置き換え、南北にバランスのとれたコンパクトな市街地を再構築する必要があります。 

また、少子高齢化がますます進む中、市役所や病院、銀行など公共公益施設が集中していること 

を生かし、 移動手段のない高齢者などが安心して暮らすことができるまちづくりが求められてい 

ます。 

また、この地区は稚内港を擁し、鉄道、フェリー、バスなど交通の結節点ですが、その機能を 

強化するため、「マチ」と「みなと」の連携を図り、中心市街地を「稚内の顔」として、人や物 

が行き交う賑わいのあるまちとして再生していくことが求められています。 

■ 施策の目的 

商業施設、公共施設などが徒歩で移動できる生活空間を作り上げ、駅周辺の市街地を、誰もが 

安心して暮らせる賑わいのあるまちにします。 

■ 施策の主な内容 

１）賑わいのある生活街の形成 

中心市街地を稚内固有の文化・歴史を活かした楽しく買い物のできる場所、人が安心して住 

み・交流できる場所として再生することにより、市民にとって便利で身近な生活空間の場として 

賑わいのある生活街の形成を図ります。 

２）まちなか居住の推進 

中心市街地をはじめとする周辺地域を賑わいある生活交流空間とするため、 多様なライフスタ 

イルに応じたまちなか居住を積極的に進めるとともに、 住宅建設相談などを通じて住宅などの建 

設を促進し、居住人口の拡大を図ります。 

また、移動手段を持たない高齢者や子育て世代が安心して暮らすことができるよう、バリアフ 

リー化を進めるとともに、商業施設や各種公共施設との間に散策的な歩行空間を形成するなど、 

安心快適な住環境の整備を進めます。 

３）みなとの魅力の充実と観光による交流促進 

中心市街地の北側、北ふ頭から中央埠頭、さらには第一副港までのエリアは、北防波堤ドーム 

やフェリーターミナルなど、その機能や景観に「みなとマチ」としての魅力がありますが、「マ 

リンタウンプロジェクト」を進めながらその魅力をさらに高め、観光客の誘致や大型観光船の誘 

致を図ります。
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32.8% 

33.2% 

41.5% 

47.7% 

55.6% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

医療サービスが充実している 

住宅の間取り 

買い物に便利 

除雪体制が整っている 

高齢化への対応 

４）「マチ」と「みなと」の連携強化 

稚内駅周辺地区に、 市街地、 観光地への回遊拠点機能や観光拠点機能などを併せ持つ複合駅舎、 

緑地を整備し、「マチ」と「みなと」の連携強化を図り、周遊ルートと景観的まとまりを作りあ 

げ、 交通・情報・交流拠点としての機能を持った人が集まる賑わいのあるマチの形成を図ります。 

【図表 市民がこれからの住まいで大切にしたいこと（上位 5 項目）】 

（出典）稚内市住宅マスタープラン 

「住まいに関する市民アンケート調査」（平成 18年１月） 

■ 施策の成果指標（アウトカム） 

指 標 の 名 称 単位 平成 19 年度 
（現状値） 

平成 25 年度 
（目標値） 

駅前再開発事業により建設される再開 
発ビルの施設入込客数 

人 0 
200,690 

（平成 24 年度目標値） 

中心市街地の定住人口数 人 2,580 
2,621 

（平成 24 年度目標値） 

歩行者通行量（中心市街地の主要箇所 
における歩行者通行量） 

人 1,158 
1,191 

（平成 24 年度目標値） 

■ 協働の指針 

市民・地域・事業者 
等が行うこと 都市再生事業への関係団体、事業者などが行政と連携し参画する。 

市が行うこと 都市再生事業の市民や事業者などと連携して計画的な推進を行う 
こと。 

■ 関連する主な法令・条例・計画等 

法令の名称： 中心市街地の活性化に関する法律、都市再生特別措置法、交通バリアフリ 

ー法、高齢者の居住の安定確保に関する法律 

計画の名称： 稚内市中心市街地活性化基本計画、稚内市都市再生整備計画、稚内市まち 

なか居住計画、稚内港マリンタウンプロジェクト、稚内市住宅マスタープ 

ラン 

（注）複数回答可。20項目中、上位 5項目のみ表示。
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施策 4-3-2 計画的な土地利用を推進します 

■ 現状と課題 

本市は広大な面積を有しており、それぞれの地域によって、その成り立ちや自然環境が大きく 

異なっています。土地利用については、将来展望に立って本市全体を総合的に考えるとともに、 

個々の地域の特性に配慮していくことも必要です。 

市街地においては、車社会の進展や核家族化、持ち家志向などにより、郊外への分散的な開発 

が進み、中心市街地の空洞化が引き起こされてきたことから、今後は無秩序に市街地を拡大させ 

ないよう、適正な土地利用を進めていく必要があります。 

■ 施策の目的 

生活のための機能がコンパクトに集約されたまちを目指すとともに、 各地域の個性を活かした 

魅力あふれるまちを目指します。 

■ 施策の主な内容 

１）土地利用の見直し 

本市の将来展望に立った望ましい都市形成を図る目的で、 土地利用の基本方針や地域別のまち 

づくり方針を定める都市計画マスタープランの見直しと計画の進行管理を行うほか、 都市計画区 

域の見直しを検討します。また、国土利用計画法の基本理念に即した、本市の総合的・計画的な 

土地利用の基本方針定める市町村計画を策定します。 

２）適切な土地利用の誘導 

快適な暮らしを確保するため、 自然環境と都市環境の調和を基本とした適切な土地利用を誘導 

し、都市計画マスタープランに基づき、調和の取れた土地利用と都市計画を推進します。また、 

機能的な都市活動を確保するため、土地需要の動向を見極めながら商業地との調整を図り、合理 

的な土地利用を推進します。 

３）開発の規制・誘導 

開発許可に対しては、稚内市開発行為指導要綱などに基づく適正な規制・誘導を行います。
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【図表 稚内市の市街地区域】 

（出典）稚内市都市計画マスタープラン 

■ 施策の成果指標（アウトカム） 

指 標 の 名 称 単位 平成 19 年度 
（現状値） 

平成 25 年度 
（目標値） 

総人口に占めるＤＩＤ人口の割合 ％ 81.8 82.0 

※DID 地区・・・総務省統計局国勢調査による地区別集中人口が 4,000 人／Ｋｍ 2 以上で、その全体が 5,000 人以上となってい 

る地域をいう。 

■ 協働の指針 

市民・地域・事業者 
等が行うこと 秩序と調和が保たれた地域の特性に合う土地利用を図る。 

市が行うこと 地権者や開発者への指導と周知の徹底を図り適切な土地利用の誘 
導を促進する。 

■ 関連する主な法令・条例・計画等 

法令の名称： 国土利用計画法、都市計画法 

計画の名称： 都市計画マスタープラン、森林整備計画、農業振興計画 

：市街地区域
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施策 4-3-3 生活を支える社会基盤整備を進めます 

■ 現状と課題 

快適で潤いのある生活を送るためには、道路、上・下水道、通信網などの社会基盤の充実が欠 

かせません。 

これまでに整備してきた道路、橋りょう、上・下水道などには、整備後、長年の経過とともに 

老朽化が進んでいるものもあります。安全・安心な暮らしを確保するとともに、これらを今後も 

有効に活用していくため、適正な維持管理や延命化などを行っていく必要があります。 

住宅については、少子高齢化などの社会情勢の変化によって、ニーズが多様化してきており、 

それに対応した環境整備が求められてきております。 

情報・通信網も、現在の市民生活には欠くことのできないものとなり、情報格差の解消や高速 

情報通信基盤の整備が重要な課題となっております。 

また、本市は、これまでも緑化を推進してきましたが、いまだ市民の身近なところには緑が少 

ない状況にあります。 緑豊かな公園や美しい景観は、 市民に安らぎやゆとりをもたらすばかりか、 

訪れる人の心にも「美しいまち」を印象付けることから、さらなる緑化の推進と地域の特性を生 

かした景観の保全・活用が求められております。 

一方、すべての人にやさしいデザインを取り入れていくことも、今後の基盤の整備を進めるに 

あたっての重要な課題となっております。 

■ 施策の目的 

安全・安心な生活と快適で潤いある生活を支える社会基盤を整備し、次世代に継承していきま 

す。 

■ 施策の主な内容 

１）道路の整備 

歩行者や自転車が安心して通行ができるように、道路の整備を行うとともに、計画的に街路樹 

や緑地などを配置した快適な歩行空間の創出の検討を進めます。 

また、橋りょうの長寿命化も含めた計画的な維持管理や改良を行うなど、優先度に応じた道路 

整備に努めます。 

２）河川の整備 

良好な河川環境の確保に努めるほか、必要に応じて国・道へ河川改修を働きかけます。 

３）上・下水道の整備 

老朽化した水道管路・浄水施設の計画的更新、整備を推進するとともに水源の水質保持に努め 

ます。 

また、下水道施設の維持管理を進め、衛生的環境確保と水洗化率の向上を図ります。
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４）住環境の整備 

多様なニーズを満たす安全・安心で良質な住宅の供給を図るため、公営住宅の整備をはじめ、 

民間住宅も含めて住環境づくりに取り組みます。 

５）公園の整備と緑化の推進 

公園の緑化を推進するとともに、 災害時における避難場所としての機能を充実させます。 また、 

多くの市民や観光客などが訪れる公園として、 稚内公園や道立宗谷ふれあい公園などの利活用に 

ついて、関係機関と連携しながら検討を進めます。 

また、緑化活動に携わるボランティア組織を育成し、公園に限らず市内各所の緑化を協働で進 

めます。 

６）都市景観の向上 

標識などを含めた総合的な景観形成を推進します。特に、公共施設の整備にあたっては、周辺 

環境との調和を図りながら、地域の特性を活かした景観づくりに配慮します。 

７）ユニバーサルデザインの環境整備 

公共施設などの整備にユニバーサルデザインの考え方を取り入れることで、 全ての人にやさし 

い生活環境整備に努めるほか、市民（や事業者）に対してユニバーサルデザインの考え方を啓発 

していきます。 

８）高速情報通信網の整備促進 

市内関係機関とともに情報通信事業者に対して、高速情報通信網の整備促進を要請し、市内全 

域におけるブロードバンドサービスの実現に努めます。 

地上デジタル放送への移行に際しては、テレビ放送の難視聴地域が生じないよう、関係機関と 

連携しながら対応していきます。 

※ ユニバーサルデザイン･･･ユニバーサルの意味「普遍的な」「全体の」が示しているように、「すべての人のためのデザ 

イン」を意味し、年齢や障がいの有無などにかかわらず、最初からできるだけ多くの人が利用可能であるよう 

にデザインすること 

【図表 市道舗装率の推移】 

41.7% 41.7% 
39.8% 

40.9% 
41.9% 

30% 

35% 

40% 

45% 

50% 

平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 

（出典）稚内市統計書



101 

■ 施策の成果指標（アウトカム） 

指 標 の 名 称 単位 平成 19 年度 
（現状値） 

平成 25 年度 
（目標値） 

道路環境の整備に対する要望・苦情件 
数 

件 386 300 

道路・河川の整備の市民への満足度 ％ 46.0 50.0 

市営住宅の整備 
高齢者向け住宅基準の事業実績 （戸数） 
高齢者向け個別改善住宅の事業実績 
（戸数） 

戸 98 138 

都市公園などの整備面積 ｈａ 372.52 372.85 

高速情報通信網世帯カバー率 ％ 81.0 100.0 

■ 協働の指針 

市民・地域・事業者 
等が行うこと 

適切な公共施設の利用に努める。生活や産業活動に必要な基盤に 
ついて行政へ要望・提案を行う。 

市が行うこと 市民生活や産業活動に必要とされる良質な社会基盤を確保する。 

■ 関連する主な法令・条例・計画等 

法令の名称： 道路法、河川法、都市計画法、都市公園法、景観法 

条例の名称： 稚内市環境基本条例 

計画の名称： 稚内市市営住宅ストック総合活用計画、老朽管更新計画、公共下水道整備 

計画、稚内市住宅マスタープラン、稚内市緑の基本計画
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基本目標５ 自然と共生した活力ある産業が躍動するまちを目指して 

政策 5-1 自然を活用した産業の体質強化 

施策 5-1-1 安全で良質な水産物の供給に努めます 

■ 現状と課題 

本市の漁業は、かつて北方海域の広大な好漁場を利用して、沖合漁業が全盛を誇り、全国有数 

の水産物供給基地として地域経済を支えてきましたが、国際的な漁業規制の強化などから、近年 

は水揚量が大幅に減少しており、収益を向上させる新たな操業・生産体制の確立が求められてい 

ます。 

また沿岸漁業においては、育てる漁業に力を注いできましたが、漁業従事者の減少や高齢化、 

担い手の不足、諸経費の高騰などにより、漁業経営は非常に厳しい状況におかれています。 

こうしたことから、 生産の基盤となる漁場整備や増養殖事業などによる資源管理型漁業の漁業 

の促進を図り、 安全で効率的な漁港整備を継続することなどにより漁業経営の安定化を図る必要 

があります。 

また、消費者の「食」の安全・安心への関心が高まっている中で、水産物の漁獲から流通に至 

る衛生管理体制の整備を進め、生産物の高付加価値化を推進する必要があります。 

■ 施策の目的 

消費者需要に合った安全で新鮮な水産物を提供し、「稚内産」 という市場の信頼度を勝ち取り、 

漁業生産を高めて漁業経営の安定と活性化を図ります。 

■ 施策の主な内容 

１）生産基盤の整備 

沿岸漁業の生産基盤となる漁礁の設置や増殖場の造成など漁場の整備と、 漁業者が安全で効率 

的な作業ができるよう、関係機関との連携のもと漁港施設の整備充実を図ります。また、安全で 

高品質な水産物の生産や流通を実現するため、公設市場など水産関連施設の充実を図ります。 

２）経営基盤の強化 

漁業活動の安全性を高めるとともに、漁労作業の効率化と生産コストの削減のため、装備や機 

器の近代化を支援します。また、効率的な漁業経営を確立するため、協業化や法人化を促進する 

など、経営規模の拡大を促進します。 

高品質で安全な水産物を供給することにより、消費者に信頼される産地として確立し、高付加 

価値化を図ります。 

３）水産資源の管理・拡大 

沿岸漁業の基盤となるコンブ、ホタテ、ウニ、ナマコなどの資源管理に努めるとともに、種苗 

生産、中間育成、放流など増養殖事業を促進します。また、自然環境の変化に対応した新たな漁 

業資源を開発するため、海域の特性に適合した魚種の試験養殖などを支援します。 

関係機関との連携により、有害生物や土砂流入による漁業被害の防止、密漁監視体制の強化、 

河川流域での植林などを実施し、水産資源の生育環境の保全を図ります。
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【金額】 

ほたて貝 
33.6% 

なまこ 
11.6% ほっけ 

9.6% 

たこ 
8.3% 

こんぶ（干） 
8.1% 

たら 
1.2% 

その他の魚類 
5.4% 

かに類 
2.7% 

ほたて貝 
（稚貝） 

1.9% 

いか 
3.8% 

さけ・ます 
4.3% 

かれい類 
4.7% 

いかなご 
4.8% 

４）沖合漁業の推進 

国際競争力のある漁船漁業への転換を図るため、国の漁業対策事業を活用しながら、省エネル 

ギー・省力化による経済効率の高い漁船への転換を推進します。また、操業機会の確保を図るた 

め、関係国との相互利益に向けた漁業外交について官民一体となり関係機関に働きかけます。 

５）担い手・団体の育成強化 

関係機関と連携し、青年漁業者が行う活動への支援、研修事業の充実を図るなど、担い手の育 

成に努めます。また、漁業協同組合の組織強化により、指導力を強化して漁業技術の向上と漁家 

経営の改善指導を図ります。 

６）漁村の活性化 

漁業への理解を深めるため、地域イベントの開催や体験学習、交流機会の充実に努めるととも 

に、生活環境の向上を図り、活力ある漁村空間の創出に勤めます。 

経営の改善指導を図ります。 

【図表 稚内市の魚種別水揚高（金額）】 

（出典）稚内市の水産（平成 19 年版） 

■ 施策の成果指標（アウトカム） 

指 標 の 名 称 単位 平成 19 年度 
（現状値） 

平成 25 年度 
（目標値） 

水揚金額 億円 １５１．０ ↑ 

水揚総数量 ｔ １１５，９４８ ↑ 

126億 

2877 万円 

（平成 18年）
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■ 協働の指針 

市民・地域・事業者 
等が行うこと 

〔団体・事業者〕資源保護と増大を図る。効率的な経営と安全・ 
安心な水産物の提供に努める。 

市が行うこと 国・道と連携し、漁業生産の環境整備に対して必要な支援を行う。 

■ 関連する主な法令・条例・計画等 

法令の名称： 漁港漁場整備法
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施策 5-1-2 安全・安心な農畜産物の供給に努めます 

■ 現状と課題 

本市の農業は、９割近くを畜産が占めているのが特徴ですが、農畜産物の輸入自由化などから 

国内外の競争が強まる中、厳しい経営環境に置かれています。また、生乳・乳製品の需要動向が 

不安定なこと、諸経費の高騰、さらに農業従事者の高齢化や後継者不足などにより、農家戸数は 

減少傾向が続いています。 

一方、輸入農畜産物の基準を超える残留農薬や国内外におけるＢＳＥ（牛海綿状脳症）の発生 

などにより、国民の食の安全に対する関心が高まる中、消費者に信頼される安全な農畜産物の生 

産が求められています。 

国際競争に負けない農業を実現するためには、 生産性の向上と経営規模の拡大を図るとともに、 

担い手の育成・確保に努め、安全な農産物の生産を推進していくことが必要です。 

また、 生産面では、 農業用廃プラスチックの適正な処理と家畜糞尿の処理体系を確立するなど、 

環境保全型の農業を実現することが求められています。 

■ 施策の目的 

本市の農業の生産力を高め、安定したゆとりのある農業経営を確立し、国際競争に負けない安 

全・安心な農畜産物を供給できる農業を創造します。 

■ 施策の主な内容 

１）生産基盤の整備 

生産性向上によるコスト低減を図り経営を安定させるため、土地造成・草地改良・生産施設な 

どの基盤整備を推進します。また、生産物の輸送の円滑化・効率化を図り生産環境と生活環境を 

向上するため、農道の整備に努めます。 

２）農業経営の安定化 

農地の流動化制度を活用しながら、意欲ある農業者への農地の集積化を図るなど、経営規模の 

拡大と経営体質の強化に努めます。また、各種制度資金などの活用により、高性能農業機械の導 

入など近代化を促進し、農作業の省力化と生産性の向上を図ります。 

関係機関との連携により、家畜伝染病予防や農薬の適正使用に努めるなど、安全・安心な農畜 

産物を供給し、消費者に信頼される産地として確立し、高付加価値化を図ります。 

３）地域農業の分業化・多角化の促進 

酪農ヘルパーや大規模草地の充実を図るとともに、生産者・関係機関連携のもと地域内分業の 

体制整備を促進します。また、酪農専業から肉牛育成や畑作などを取り入れる複合経営、畑作専 

業など、多様な農業を推進し、今まで稚内では育たないとされていた農産物の試験栽培など自然 

環境の変化に対応した取組を支援ます。 さらには、 生産農家が自らの生産物を利用した製造業や、 

施設を利用した観光産業など、経営の多角化や他業種との連携の強化を図り、地域農業の活性化 

を図ります。
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４）環境保全型農業の促進 

農業用廃プラスチックの適正処理を進めるとともに、 家畜排泄物の堆肥化やバイオマス燃料と 

しての活用に努めるなど、環境保全に配慮した農業を推進します。 

５）担い手・団体の育成強化 

これからの地域産業における担い手を確保するため、 後継者育成や新規就業できる体制づくり 

をはじめ、支援についても関係機関と連携を図りながら取り組みます。また、農業協同組合の経 

営基盤強化のため、関係機関と連携し、指導・助言に努めます。 

６）農村の活性化 

美しい景観づくり、農業や農畜産物の加工を体験する機会の提供、農業に親しむイベントの開 

催など、農村と都市との交流を促進するとともに、農村地区の生活環境向上を図ります。 

【図表 稚内市の酪農について】 

（出典）稚内市農林業の動向（平成 19年版） 

■ 施策の成果指標（アウトカム） 

指 標 の 名 称 単位 平成 19 年度 
（現状値） 

平成 25 年度 
（目標値） 

農業産出額 億円 ６６．５ ↑ 

生乳生産量 ｔ ６５，５２１ ↑ 

■ 協働の指針 

市民・地域・事業者 
等が行うこと 

経営基盤を強化し、効率的な経営に努める。 
安全、安心な農畜産物の生産に努める。 

市が行うこと に国・道と連携し、農業生産の環境整備に対して必要な支援を行 
う。 

【飼養頭数の推移】 
（頭） 

家畜飼養頭羽数調 

【生乳生産量の推移】 

(ｔ) 

(頭) 

(㎏) 

稚内・沼川農協販売実績 

8,520 

7,359 7,389 

平成17年 平成16年 

66,529 64,830 

平成18年 

66,721 

搾 乳 頭 数 

7,609 

9,004 9,067 

平成15年 

3,100 3,080 

1頭当りの産乳量 

66,680 

9,126 

7,307 

乳 用 牛 16,316 

平成14年 

16,233 15,801 

平成17年 

16,164 

平成16年 平成15年 

16,231 

平成18年 平成14年 

2,686 2,948 1,999 

64,496 

9,058 

7,120 

生 乳 生 産 量 

肉 用 牛
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■ 関連する主な法令・条例・計画等 

法令の名称： 農地法、農業振興地域の整備に関する法律、農業経営基盤強化促進法 

条例の名称： 貸付金条例 

計画の名称： 農業振興計画、酪農・肉用牛近代化計画
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施策 5-1-3 林業の振興を図ります 

■ 現状と課題 

森林は、木材の供給だけではなく、国土保全や水源かん養、保健休養など公共的機能を持って 

いるほか、地球温暖化の原因の一つとされる二酸化炭素の吸収源でもあり、環境問題への関心の 

高まりとともに、環境資源としての役割に対する期待も大きくなっています。 

一方、 森林を経済的価値ある資源として有効に利活用される環境を整備していくことも重要で 

す。このため、本市がこれまで行ってきた造林に対する助成や森林の育成、保全に必要な管理に 

対して支援を継続する必要があります。 

■ 施策の目的 

本市の豊かな森林資源の経済的価値や様々な公共的機能を高めるため、適切な森林環境の整 

備・保全を図ります。 

■ 施策の主な内容 

１）豊かな森林の整備と保全 

市有林を適切に保全し、その公益的機能が発揮できるよう、計画的な整備に努めるとともに、 

私有林の整備を促進するため、間伐や造林などの森林整備事業を支援します。 

また、地球温暖化の抑制効果や海洋資源の保全など森林の持つ役割を啓発し、広く市民や事業 

者に伝えることにより、河畔などへの植樹活動を促進します。 

２）間伐材などの利用促進と木育の推進 

間伐材を含む地域材を有効活用するため、他産業との連携により利用促進を図り、地域林業の 

振興に努めます。また、木や森の大切さや暮らしと木の関わりなど、木に関する理解を深める木 

育の取組を進めます。 

３）林業従事者・森林所有者への支援 

関係機関と連携し、 林業従事者や森林所有者などに対して各種指導や施業の実施支援を促進し 

ます。
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【図表 稚内市の森林資源の状況】 

■ 施策の成果指標（アウトカム） 

指 標 の 名 称 単位 平成 19 年度 
（現状値） 

平成 25 年度 
（目標値） 

森林面積（国有林、私有林、市有林） ha ３７，０５５ ３７，５００ 

■ 協働の指針 

市民・地域・事業者 
等が行うこと 

森林や林業の重要性や役割について理解する。森林所有者は、森 
林の適切な管理に努める。 

市が行うこと 市有林の適切な管理に努める。間伐材の有効活用を促進する。 

■ 関連する主な法令・条例・計画等 

法令の名称： 森林法 

条例の名称： 稚内市緑のまちづくり条例 

計画の名称： 稚内市森林整備計画、森林施業計画 

（出典） 稚内市農林業の動向 （平成 19年版） 

総土地面積に対する森林面積 

43,499 

15,040 

16,724 

817 総面積 
76,080 

所有形態別森林面積 

19,686 

3,876 

19,937 総面積 
43,499 

単位：ha 

森林面積 

農用地 

原野他 

宅地 

国有林 

市有林 

私有林
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政策 5-2 誇れる稚内ブランドの確立 

施策 5-2-1 食のブランド化を推進します 

■ 現状と課題 

農畜産物をはじめとする食に対する関心が高まっています。 本市は古くから水産業と酪農業を 

柱に発展を続けてきました。日本一の食料自給率を誇る北海道の最北に位置し、豊かな海と広大 

な大地に恵まれる本市は、今、人々が求める安全・安心な食を提供していくことが求められてい 

ます。 

また、素材供給にとどまらず、農業、水産業などと食品加工業との連携強化や、食産業を核と 

した観光・文化・教育などの分野との連携を図りながら、「食」のブランド力を確立し、健康で 

豊かな食生活を支えるための食に関わる産業の振興が必要です。 

■ 施策の目的 

安全性と品質にこだわった食づくりを進め、 消費者から信頼されるブランド力をもった食品を 

創ります。 

■ 施策の主な内容 

１）食品製造業の振興 

生産団体などとの連携により、原料の安定確保を図るほか、未利用資源などの利用開発を促進 

し、加工原料の安定確保を図ります。また、衛生管理対策の充実を図るため、ＨＡＣＣＰの導入 

を促進するとともに、 食の安全など消費者ニーズに対応した技術開発と製品の付加価値化を支援 

します。 

２）「稚内ブランド」製品の確立 

中小企業者と農漁業者が互いの技術やノウハウを活用して新たな加工食品の開発を進めるな 

ど、農商工等連携を推進します。また、より高品質な製品については、基準を設けブランド食品 

としてとして認証するためのしくみづくりを、関係機関と連携して進めます。 

３）安全・安心な農水産物づくり 

食づくりの基礎である一次産業の国内外との競争力を強化するため、 トレーサビリティシステ 

ムの普及やクリーン農業、有機農業の拡大、安全な水産物の栽培技術の確立に努め、本市の安全 

で良質な農水産物について、パッケージやロゴマークなど稚内イメージの統一化を図り、産地と 

しての地域ブランドの確立に努めます。 

４）地産地消の推進 

直売イベントや料理講習会などを通じ、地元で作られた食材・食品への理解と愛着を深め、家 

庭や学校給食における地産地消を推進するとともに、 宿泊施設や飲食店との連携によるイベント 

の開催やメニューの開発などを促進し、地元での消費拡大を図ります。
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５）販路拡大・効果的ＰＲ 

本市や道内外で開催される物産展においてＰＲの強化に努めます。また、アジア地域やサハリ 

ンなど海外市場への販路拡大のため、見本市や商談会などへの参加を促進します。 

※ ＨＡＣＣＰ（ハサップ）･･･製造における重要な工程を連続的に監視することにより、一つ一つの製 
品の安全性を保証しようとする食品衛生管理手法の略。 

■ 施策の成果指標（アウトカム） 

指 標 の 名 称 単位 平成 19 年度 
（現状値） 

平成 25 年度 
（目標値） 

稚内ブランドとして認定を受けた商品 
の数 

件 0 ↑ 

■ 協働の指針 

市民・地域・事業者 
等が行うこと 

〔生産者・事業者〕安全・安心な食料を生産する。新たな商品開 
発・研究、地産地消に努める。特産品の宣伝をする。 

市が行うこと 
安全・安心な食料の生産技術の構築と環境の整備促進。ブランド 
化の推進をする。地産地消の促進に努める。関係機関と連携し情 
報の発信に努める。 

■ 関連する主な法令・条例・計画等 

法令の名称： 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律
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政策 5-3 地域経済を支える未来の芽を育成 

施策 5-3-1 商業を振興します 

■ 現状と課題 

本市は、宗谷管内一の商圏を有していますが、道北他都市の商業機能の充実、消費者ニーズの 

多様化などにより、管外に購買力が流出しています。また、大型店の進出、コンビニエンススト 

アの増加など商業形態の二極化が進んだことなどにより、旧来からの商店街、地域の個店は、そ 

の活力を失いつつあります。 

さらに、経営者の高齢化や後継者不足などにより、中小小売業を取り巻く環境は厳しい経営環 

境にあることから、 消費者のニーズに応える魅力ある店づくりや経営基盤の強化に対する支援が 

求められています。 

また、地域住民の生活を支える身近な商店街・商店会は、賑わいと活力を取り戻すことが求め 

られており、個性的で魅力ある商店街づくりには、消費者を満足させる店づくりや経営者の意識 

変革も必要不可欠です。 

今後は、定期航路で結ばれるロシア連邦サハリン州も商圏として捉えながら、本市の商業機能 

の集積を図り、活力ある商業圏を形成していくことが必要です。 

■ 施策の目的 

地域に貢献する、地域との絆を大切にした新たな魅力ある商店街をつくりあげ、地域経済の活 

性化に繋げます。 

■ 施策の主な内容 

１）中小小売業等への支援 

関係機関と連携を図りながら、中小小売業の魅力ある店づくりや中小卸売業者の流通構造、産 

業構造の変化に対応した業態の見直し、協同化・共同化による経営の効率化などの取り組みを支 

援するとともに、経営の安定化に向けた制度の充実を図ります。 

２）商店街・商店会の活性化 

活性化を図るためには、まず、街区内の個店の魅力を高めることが不可欠であり、そのための 

個店の経営診断を積極的に進めます。また、空き店舗に関する情報収集・情報提供の充実に努め 

るとともに、地域と連携したイベントの開催を促進するなど、にぎわいのある空間の創出に努め 

ます。 また、 地域の特性を生かした魅力ある商店街・商店会づくりのための計画策定を支援して、 

活性化を促進します。 

３）サハリンからの購買力の流入促進 

サハリン州 60 万人の購買力を本市に向けるため、買い物ツアーの企画促進や観光ＰＲに努め 

るとともに、関係機関と連携して、語学研修の開催や日本文化の体験メニューの創出など、受け 

入れのための基盤整備に努めます。
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４）人材の育成 

人材育成のための講習会や研修会などへの参加を促進します。 

■ 施策の成果指標（アウトカム） 

指 標 の 名 称 単位 平成 19 年度 
（現状値） 

平成 25 年度 
（目標値） 

小売業年間商品販売額 万円 
15,787,014 

（平成18年度値） 
↑ 

商店街における空き店舗数 件 12 ↓ 

■ 協働の指針 

市民・地域・事業者 
等が行うこと 

商店街を活用した交流イベントなどを行い、市民の参加交流を促 
進する。 

市が行うこと 商店街の機能を高めるため、ハード・ソフトの両面から支援を図 
る。 

■ 関連する主な法令・条例・計画等 

条例の名称： 稚内市中小企業振興条例
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施策 5-3-2 地域特性を生かした新産業を創出します 

■ 現状と課題 

景気の低迷が続く中で、国の公共事業費の削減により、農林水産業、建設業に大きく依存し 

てきた、本市の経済は景気の回復感が乏しい状況にあります。 

こうした厳しい環境の中で、公共事業に直接携わる建設業に国の規制改革を活用し、異業種 

に挑戦するなど新たな動きが出てきており、 地域経済の活性化のため異業種転換に対するバッ 

クアップが必要となっています。 

また、近年の社会情勢や生活環境の変化に伴ない、市民の価値観やライフスタイルが多様化 

の中で、福祉や医療、教育など様々な分野において、市民が主体となり、地域が抱える課題を 

解決するコミュニティビジネスが注目を浴びており、最近では、起業意欲を持った人が増えつ 

つあることから、 新たなサービス産業を育成するため起業化へ向けた支援が必要とされていま 

す。

厳しい地域経済環境の中で、異業種への転換や異業種の連携、そして新たな起業へ向けた挑 

戦を、しっかりとサポートして、経済環境の変化に柔軟に対応できる足腰の強い産業構造を創 

出しなければなりません。 

■ 施策の目的 

本市の持つ潜在力を最大限に活用した新たな産業の展開を推進することにより産業構造の 

変化を促し、地域経済の活性化を図ります。 

■ 施策の主な内容 

１）起業化の促進 

起業に関するセミナーや専門家による相談の機会の提供、また、チャレンジショップの導入な 

どにより、意欲やアイデアのある市民の起業を支援します。 

２）コミュニティビジネスの促進 

生活関連サービスに対する市民のニーズやサービス事業者の動向などを把握し、 コミュニティ 

ビジネスの振興を図るとともに、 市民ニーズに対応した新たなサービス産業の創出を支援します。 

３）産業クラスター事業の促進 

わっかない産業クラスター研究会を中心に、「食」や「新エネルギー」などを核とした新たな 

クラスターの形成を図り、地域特性を生かした新産業の創出を促進します。 

４）農林水産業の６次産業化 

ファームイン、農漁家レストラン、生産者による加工・販売など、農林水産業のより付加価値 

の高い産業への展開を図るため、加工や流通、販売、サービス産業の要素を加えた新しい産業形 

態への取り組みを促進します。
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５）異業種間の連携 

異業種に参入するための企業への支援として、 参入可能な環境を整えるため必要な情報提供や、 

国に対しての規制緩和等に取組みます。 

※ ６次産業…第１次産業×第２次産業×第３次産業のことで、それぞれの産業が一体となって総合産 
業（第６次産業）として発展することを目指すもの。いずれかが欠けると０になってしまうこと 
から、そのいずれも欠かせないという産業間連携のあり方を示す近年使われるようになった造語。 

■ 施策の成果指標（アウトカム） 

指 標 の 名 称 単位 平成 19 年度 
（現状値） 

平成 25 年度 
（目標値） 

第一次産業の就業人口割合 ％ 
4.1 

(H17 年度) 
↑ 

起業を促すセミナー等の事業の開催数 回 6 ↑ 

■ 協働の指針 

市民・地域・事業者 
等が行うこと 

起業や就業のための知識や技術を学ぶ。研修などに積極的に参加 
し、経営の向上に努める。 

市が行うこと 市民の起業活動を支援する。働く環境の整備促進を図る。 

■ 関連する主な法令・条例・計画等 

条例の名称： 稚内市新規就農支援条例
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施策 5-3-3 雇用・労働の安定と中小企業の経営を支援します 

■ 現状と課題 

本市の中小企業は、利用可能な経営資源が限られており、自助努力だけでは、現在の厳しい経 

済情勢に対応することは困難な状況にあります。このため、中小企業の経営の安定と強化を図る 

ことが重要となります。 

また、企業経営の強化を図ることにより、雇用環境の活性化に結びつける努力をしなければな 

りません。しかし、新規学卒者などの若者をはじめ、高齢者や女性など、年齢や性別にとらわれ 

ず、能力が発揮でき、生活に応じた就業環境が整備されているとは言えない状況にあります。こ 

のことから、労働環境の整備に向けた様々な施策を展開していく必要があります。 

■ 施策の目的 

本市の経済を牽引する中小企業の経営の安定と強化を図り、柔軟性・創造性を持ち合わせた活 

力ある企業として育てるとともに、働きやすい環境を創出します。 

■ 施策の主な内容 

１）中小企業に対する支援 

中小企業者が必要とする事業資金の融資あっ旋など、 中小企業の経営基盤の安定化と強化を図 

るとともに、協同化、共同化による経営の効率化を図る取り組みを、関係機関と連携して支援し 

ます。また、研修への参加にかかる負担軽減を図り、中小企業の人材育成を支援します。 

２）Ｉ・Ｊ・Ｕターン事業の推進 

関係機関との連携により、 教育の場における職場体験やインターンシップを通じたキャリア教 

育の充実を図るとともに、職に就いていない若年層に対するセミナーなどを通じ、就業意欲の向 

上に努めます。 

３）就業意識の高揚 

関係機関との連携により、 教育の場における職場体験やインターンシップを通じたキャリア教 

育の充実を図るとともに、職に就いていない若年層に対するセミナーなどを通じ、就業意欲の向 

上に努めます。 

４）就業機会の拡充 

公共職業安定所など関係機関との連携により、 定年延長等について事業主に対する啓発活動を 

促進するとともに、シルバー人材センターの会員の拡大と事業の充実を図り、高齢者の就業機会 

の拡大に努めます。また、ファミリー・サポート・センター事業の充実など、仕事と家庭の両立 

支援に努め、女性に対する就業機会の創出を促進します。 

５）労働環境の改善と福祉の増進 

労働環境や職場環境を改善するため、労働に関わる相談体制の充実などを図るとともに、中小 

企業勤労者をはじめとした勤労者が健康で安心して働けるよう、 勤労者の福利厚生を支援します。 

また、季節労働者対策についても必要な支援を行います。
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■ 施策の成果指標（アウトカム） 

指 標 の 名 称 単位 平成 19 年度 
（現状値） 

平成 25 年度 
（目標値） 

新規高卒者就業率 ％ 88.6 90 

求人倍率（ハローワーク） 倍 0.53 

■ 協働の指針 

市が行うこと 経営の安定化や雇用環境の改善に努める。 

市民・地域・事業者 
等が行うこと 

経営の安定化に向けた必要な支援を行う。関係機関と連携し、状 
況に応じた雇用対策を進める。 

■ 関連する主な法令・条例・計画等 

法令の名称： 労働基準法、労働安全衛生法、職業安定法、雇用対策法、高齢者等の雇用 

の安定等に関する法律、男女雇用機会均等法（略称） 

計画の名称： 稚内市中小企業振興条例
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政策 5-4 地域資源の再発見・世界への発信 

施策 5-4-1 観光を核とした産業振興を図ります 

■ 現状と課題 

本市の観光産業は、平成 14 年度に観光客入込数のピークを迎えて以来、右肩下がりの状況が 

続いていますが、経済波及効果や雇用創出効果の高い、本市の基幹産業の１つである「観光」が 

低迷することにより、本市経済に大きな打撃を与えています。 

本市では、これまでも広域観光の推進など様々な取組を行っていますが、今日の観光動向に対 

応した新たな観光戦略の構築が強く求められています。特に、市内に長期滞在してもらう滞在型 

観光地への転換が求められており、 体験型ツーリズムや団塊の世代をターゲットとした観光振興 

策が必要となっています。 

また、観光客が心地よく滞在し楽しむことができるよう、市民ボランティアの活動の促進やお 

もてなしの心の向上など、 ホスピタリティあふれるまちづくりを進めることも求められています。 

今後は、本市の様々な産業が“観光の振興”に共鳴し合うとともに連携を図りながら、お互い 

の経営の安定を確保していくための仕組みを構築していくことが必要です。 

■ 施策の目的 

経済波及効果が極めて高い観光産業を振興することにより、本市の産業全体を活性化します。 

■ 施策の主な内容 

１）観光資源の充実 

本市の最北という地理的特性や風土・文化・産業・歴史に根付いた特色ある地域資源を発掘し、 

ここにしかない独自のものとして相手に「感動」を与えられるように効果的に魅力を伝え、発信 

していきます。 

２）ホスピタリティの充実 

市民一人ひとりが観光ガイドの意識を持ち、市民ぐるみで“心”と“もの”の両面から、来訪 

者へのおもてなしを心がけ、宿泊施設を含む観光関連機関を中心とした、各観光ルートにおける 

受入体制の充実と整備を図ります。 

３）観光客誘致活動の推進 

稚内の魅力を売り込むために、自然体験型観光、個人、小グループ観光や外国人向けの目的に 

合った効果的なＰＲ活動を推進し、魅力の増す各種イベントを創出することにより、観光客誘致 

活動を促進します。また、海外については、サハリン・台湾・中国などターゲットを絞り、ニー 

ズに合った誘致宣伝活動を推進します。 

４）合宿・コンベンションの誘致 

スポーツ合宿やコンベンションの開催に向け、 受け入れ施設に関する情報提供や誘致活動を進 

めるとともに、開催について支援を行います。
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５）「稚内ならではの食」の創出 

観光関連企業などで組織される「稚内・食の委員会」の活動を中心に、最北の自然の中にある 

新鮮な素材を活かした独創性ある「稚内の食」を創出し、新たな観光資源の開発と人を呼び込む 

「食づくり」を進めます。 

６）産業間の連携強化 

観光産業の地域内調達率の向上を図るため、 地元の食材など地場産品の活用を推進するととも 

に、生産者と宿泊施設などとの連携によるイベント開催を促進します。また、産業体験メニュー 

の創出や景観づくりなど、一次・二次産業の資源を活用した観光資源の開発を進めるため、交流 

の機会を増加するなど相互理解を深め、産業間の連携強化に努めます。 

■ 施策の成果指標（アウトカム） 

指 標 の 名 称 単位 平成 19 年度 
（現状値） 

平成 25 年度 
（目標値） 

観光入込客総数 千人 640 ↑ 

観光による経済波及効果額 億円 150 ↑ 

訪日外国人宿泊人数 人 7,204 ↑ 

■ 協働の指針 

市民・地域・事業者 
等が行うこと 

ホスピタリティを向上する。観光資源や観光商品の研究・開発を 
行う。 

市が行うこと 
本市の魅力を発信し、関係機関及び団体などとともに、観光客誘 
致に向けて取り組む。受け入れ体制の充実を図る。また、必要な 
支援や基盤整備を行う。 

■ 関連する主な法令・条例・計画等 

計画の名称： 稚内市観光振興計画
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施策 5-4-2 企業立地を促進します 

■ 現状と課題 

本市の企業誘致に関しては、国内企業に関しては、地理的にも、交通アクセスの面でも、また 

産業の集積という点においても有利と言える条件下にありませんが、 地震や台風などの自然災害 

が少なく、また広大な土地を安価に提供できるといった優位性もあります。一方、国外に目を向 

けるとサハリンをはじめとする極東ロシアやカナダ、アラスカといった北米地域等には、地理的 

には近いという条件にあり、稚内港の機能を最大限に売り出すことで、海外企業の誘致の可能性 

もあります。 

本市の優位性を国内外に最大限にＰＲして、精力的な企業誘致活動を行う必要があります。 

企業誘致の実現には、誘致活動に結びつく企業情報の効果的な収集が最も重要であり、必要な 

情報を必要な時に得ることができる情報収集機能の拡充、 情報ネットワークの構築が課題となっ 

ています。 

また、立地後の企業の定着も課題であり、地元の優秀な人材を安定的・継続的に輩出できる体 

制づくりのため、産学官の連携によるフォローアップを強化する必要があります。 

また、本市の生産年齢人口の減少の要因の一つには、働く場所がなく他市町村に仕事を求めて 

転出している状況もあることから、 クリーンエネルギー関連の新たな産業の創出や企業誘致の促 

進など新たな雇用の場の創出も求められています。 

■ 施策の目的 

クリーンエネルギー関連など新たな企業の誘致により、本市の雇用拡大を図るとともに、若年 

層の市外への流出抑止、地域経済の活性化を図ります。 

■ 施策の主な内容 

１ 企業誘致活動のための環境整備 

誘致の可能性が高い業種に的を絞って効果的な誘致活動を精力的に展開するほか、 優遇制度や 

新たな制度の創設を検討するなど、企業が望む要望に迅速・柔軟に対応できる体制を整えます。 

また、海外企業の誘致にあたっては、海外企業進出に対する国内制度の研究や専門的な知識を 

有する人材の育成や活用について検討します。 

２）企業誘致関連情報の収集能力拡充 

企業立地において本市の優位性を全国に発信し、広い範囲で様々な手段によって、迅速・的確 

な情報を得る環境をつくっていきます。 

３）新エネルギー関連企業の誘致 

本市の地域特性を活用した自然エネルギー関連企業の誘致に努めるとともに、 環境負荷の少な 

い新エネルギー導入に対する様々な可能性を研究・検討し、地域産業に結びつけます。
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【図表 稚内市の位置】 

■ 施策の成果指標（アウトカム） 

指 標 の 名 称 単位 平成 19 年度 
（現状値） 

平成 25 年度 
（目標値） 

市内に新たに誘致した企業数（過去５ 
年間） 

件 0 ↑ 

■ 協働の指針 

市民・地域・事業者 
等が行うこと 可能性のある企業の市への情報提供などを行う。 

市が行うこと 企業の立地を促進し、雇用の促進を図る。 

■ 関連する主な法令・条例・計画等 

法令の名称： 企業立地促進法（略称） 

条例の名称： 企業立地促進条例
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施策 5-4-3 サハリンとの経済交流を促進します 

■ 現状と課題 

本市とサハリン州は、地理的特性を活かし、これまで友好都市交流を中心とした文化、スポー 

ツなどの市民交流や民間団体による独自の親善交流、そして経済交流など、様々な分野における 

交流が盛んに行われてきました。 

サハリンとの交易に関しては、 国の制度の違いや商取引における考え方の相違など多くの課題 

が残されておりますが、本市から進出して実績を挙げている企業が現れており、互いの企業が進 

出しやすい環境に努めるとともに、円滑な物流が図れるように本市における港湾機能の向上 

に向けて関係機関と連携した取り組みが必要とされております。 

近年、サハリン州は、地下資源開発に伴う関連企業の進出などにより、目覚しい経済発展を遂 

げております。人口 60 万人とされているサハリンでは、住民の所得水準も向上していることか 

ら、本市にとって魅力ある商業圏となっております。サハリンへ人や物を運ぶだけでなく、サハ 

リン側から多くの人が本市に訪れ、 本市での購買等経済活動を活発に行うことができる環境づく 

りが求められております。 

平成 11 年に日本船により運航が開始された稚内・コルサコフ間の定期航路は、稚内とサハリ 

ンを結ぶ国際航路として、これまでの交流に大きな役割を担ってきました。現在、この航路を利 

用してサハリンから訪日する人が急激に増加していますが、今後は、通過点としてではなく、本 

市を目的地とした来訪が増加するよう、環境を整えることが必要です。市内での経済活動を活発 

にするためにも、航路の充実と永続的な運航は不可欠です。 

また、平成 14 年には本市のサハリン事務所を開設し、交流の拡大に向けて、情報の収集と発 

信を行ってきました。今後は、さらに情報収集のネットワークと情報発信の機能の強化に努め、 

サハリンにおける本市の交流拠点として充実させる必要があります。 

サハリンとの貿易に関する本市への経済効果は、多くの産業に波及するものであり、経済交流 

の拡大は、官民あげて積極的に推し進めていかなければなりません。 

■ 施策の目的 

経済成長を続けるサハリンとの相互の信頼関係を一層深め、 経済交流を加速させることにより、 

地域経済の成長を促します。 

■ 施策の主な内容 

１）人的交流の促進 

本市における様々な友好交流事業や研修事業の実施などにより、 本市とサハリン州各都市との 

相互理解をより深めると共に、市民相互の国際感覚を育み、経済界で活躍できる人材の育成に努 

めます。
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２）経済活動の促進 

行政や民間企業による対話をより活発化させ、 サハリンプロジェクトやインフラ整備に関連す 

る企業の稚内港利用促進、 さらには稚内港を拠点とした物資の輸出入促進に向けた稚内企業見本 

市の開催など、様々な取り組みを展開します。また、サハリンからの買物ツアーなど旅行客の誘 

致に向けた受け入れ体制の強化など環境の充実に取組んでいきます。 

３）定期航路の充実 

フェリーによる定期航路の安定的な運行と充実を図るための取り組みを支援し、 航空機による 

定期航路の開設実現に向けた活動を展開します。 

４）情報収集と発信の強化 

サハリン事務所を拠点とした情報収集と発信の強化を図ります。 

５）FTZ 構想の実現に向けた取り組みの推進 

国内では、沖縄のみ指定を受けている「自由貿易地域」指定に向けて、特区制度などの活用に 

より関係機関と連携を図りながら段階的に取組むことにより、 稚内港を基地とした貿易の促進に 

努めます。 

ＦＴＺ…Free Trade Zone の略。自由貿易地域のこと。政府によって許可される港の周辺に指定される区 
域のことで、禁制品以外の商品を無関税で輸入できる。日本においては沖縄県那覇地区が指定を受けてい 
る。 

【図表 稚内・コルサコフ定期航路利用実績】 
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【図表 ロシアとの輸出入に伴う経済効果額の推移】 

（出典）ロシア貿易と稚内市の経済効果に係る報告書（2007 年版） 

■ 施策の成果指標（アウトカム） 

指 標 の 名 称 単位 平成 19 年度 
（現状値） 

平成 25 年度 
（目標値） 

ロシアとの輸出入に伴う経済効果額 億円 180 億円 ↑ 

コルサコフ定期航路の運行実績 
人 
t 

4,695 
4,906.51 

↑ 

■ 協働の指針 

市民・地域・事業者 
等が行うこと 様々な交流事業に積極的に参加し、経済交流の拡大に努める。 

市が行うこと サハリン事務所を拠点に各種情報収集を行い、その結果を市民や 
企業などへ提供し、人的・経済的交流の促進に努める。 
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