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第４次稚内市総合計画　後期基本計画

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 にぎわいを取り戻します

　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、生産年齢人口＊

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、日本経済は長引く

景気低迷からようやく回復傾向にあると言われるようになりましたが、地方が景気回復を実

感し、元気を取り戻すには、まだ時間がかかると言われています。

　本市では、ここ 近、観光入込客数も回復傾向にあること、中心市街地において稚内駅周

辺の再開発が進んだことなどにより、人の動きが活発となってきました。徐々にではありま

すが、にぎわいを取り戻しつつあると言えます。

　今後は、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、

さらに「まち」の魅力を高め、市の魅力を戦略的にアピールし、交流人口を増やし、過疎化

の進行に歯止めをかけていかなければなりません。

　地域資源を 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。

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

源を活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
　新たに枕崎市を加えた友好都市との交流や四極交流＊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）まちなかのにぎわい創出
　「マチ」と「みなと」が一体的に整備された稚内駅周辺を核として、まちなかのにぎわ

い創りに取り組みます。

経
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５）本市の魅力を戦略的にアピール
　『秘境＊（自然、利尻礼文サロベツ国立公園）・国境（サハリン）・環境（再生可能エネルギー＊）』

をキーワードとして、本市のイメージやブランド力を高めるとともに、市民がまちへの愛

着や市民であることの誇りを持ち、市外の人・企業が本市に関心や憧れを抱くよう、市内

外へ本市の魅力を戦略的にアピールします。

第４次稚内市総合計画　後期基本計画

経
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　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、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、太陽光発電の実証研究施設を誘致するなど、地球環境にやさしい「再生可能エネル

ギー＊」の導入に先駆的に取り組んできたほか、環境基本条例を制定し、環境基本計画に基

づいた緑化対策やごみのリサイクルなど環境の保全にも取り組んできました。

　そして、これまでの取組をさらに進めるとともに、市民一人ひとりが環境に対する意識を

一層高め、自ら参加・行動していくという意思を表明するため、平成23年３月に「環境都

市宣言」を行いました。

　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。

　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。

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組を喚起します。

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）再生可能エネルギーの利用推進
　公共施設、民間住宅などでの再生可能エネルギーの普及促進を図るなど、様々な分野で

環境負荷の低減に向けた取組を推進します。

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組を、地

域社会全体で推進します。

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
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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、再生可能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の保

全を総合的に進め、市民とともに二酸化炭素の排出を 小化するための取組を進めます。

第４次稚内市総合計画　後期基本計画

経

営

計

画

施策の成果指標（アウトカム）

協働の指針

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、稚内市地球温暖化対策実行計画
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　東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故を契機に、電力需給が逼迫し、

国民生活や産業活動に大きな影響が生じていること等を背景として、災害に強く、環境負荷

の少ないエネルギー供給のあり方が喫緊の課題となっています。国は、安心安全なエネルギー

の安定確保のため、平成24年７月に「固定価格買取制度＊」をスタートさせ、再生可能エネ

ルギー＊の急速な普及に舵を切ったほか、発送電分離に向けた検討を進めるなど、我が国の

エネルギー政策は今、大きな転換期を迎えています。

　本市では、全国に先駆けて、平成７年度から風力発電導入の取組に着手するなど、再生可能

エネルギーの導入を積極的に推進してきた結果、現在、既に市内の消費電力の９割を再生可能

エネルギーで賄うことができる再生可能エネルギー自給都市として、全国から注目されていま

す。

　また、全国一とも言われる本市の風力エネルギーのポテンシャル＊は100万kWと、現在の

十数倍の規模の風力発電導入が可能と試算されており、本市への風力発電設備のさらなる導

入が期待されていますが、残念ながら、送電網が脆弱なことから、現状では、風力発電の新

規導入が困難となっています。

　国は平成25年度に本市を含む北海道北西部を「重点整備地区」に指定し、送電網整備を

推進することとしており、これにより、本市は再生可能エネルギーによる一大電力供給基地

として、我が国のエネルギーの安定供給に貢献したいと考えています。

　再生可能エネルギーの供給基地として、送電網などの基盤整備を早期に実現し、風力発電

によるクリーンな電力を道内外に供給することで、我が国のエネルギーの安定供給に貢献す

るまちを目指します。

１）稚内までの送電網の新設・増強の早期実現
　本施策は、送電網関連の整備にかかる建設効果だけではなく、その後建設が期待される

風力発電設備関連の整備波及効果が期待できることから、再生可能エネルギーを基盤とす

る新たなまちづくりに不可欠なインフラ＊である送電網整備の早期実現に向けて、国等関

係機関に対して、強力に働きかけを行います。

２）規制緩和の要望など再生可能エネルギー導入推進のための環境整備
　送電網整備と並行して、我が国が世界をリードする「浮体式洋上風力発電＊」を含む風

力発電施設のさらなる導入、また、来るべき水素社会を見据えた水素エネルギー＊の活用

等、再生可能エネルギー施設を本市に集積するため、産学官民＊の連携強化とともに、導

入推進の課題とされている規制緩和を国に要望します。

施策0-1-3　再生可能エネルギーの供給基地を目指します
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第４次稚内市総合計画　後期基本計画

経
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施策の成果指標（アウトカム）

協働の指針

関連する主な法令・条例・計画等

法令の名称：電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法

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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　近年、人々のライフスタイル＊や価値観の多様化などにより、食を取り巻く環境は大きく

変化しています。食べたいものを、いつでも、どこでも食べられる、便利で豊かな社会になっ

た一方、食に対する意識の低下や食生活の変化等による生活習慣病＊の増加、食べ残しや食

品の廃棄といった資源の浪費・無駄、食の安全性に対する不安の高まりなど「食」に対する

様々な問題が生じています。

　国は「食育＊」を生きる上での基本としながら、「知育＊」「徳育＊」「体育」の基礎となる

べきものと位置づけ、国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむこ

とができるよう「食育基本法」を制定し、食育を総合的かつ計画的に推進しています。

　本市では、市民一人ひとりが食の重要性を理解し、生涯にわたって健康で豊かな生活を送

ることができるよう、平成25年３月に策定した食育推進計画に基づき、心身ともに健康な

食生活の実現と、食の安全・安心の実現を目指していく必要があります。

　市民の心身ともに健康な食生活の実現と、食の安全・安心の実現を目指します。

１）家庭における食育の推進
　 も大切な食育の場である家庭の役割について啓発活動を行うほか、親子が一緒に体験

し、食を楽しむ場の提供に取り組みます。

　また妊産婦等への栄養指導、成人や高齢者を対象とした食生活改善を推進するための各

種教室、講習会、啓発活動等に取り組みます。

２）幼稚園及び保育所等における食育の推進
　心身の発達・成長が著しい幼児期に健康的な食習慣を身につけられるよう、幼稚園、保

育所等において様々な食体験の取組を行うほか、保護者に対する啓発活動等に取り組みま

す。

３）学校における食育の推進
　体験学習、出前講座、食育授業などの取組や、学校給食の場を通じて、児童・生徒の地

域の食文化、地場産業、自然の恵みに対する理解を深め、食への感謝と郷土を愛する心を

はぐくむ取組を行います。

４）地域における食育の推進
　食育をテーマとした市民参加型のイベント開催や、普及のための情報提供、食や食文化

に関する学習機会提供など、市民に「食育」を啓発し、地域に定着させる取組を行います。

５）生産者と消費者の交流を通した食育の推進
　生産者の取組を実際に見たり体験したりする機会を設け、生産者と消費者の「顔が見え

施策0-1-4　「食」 のあり方を見つめ直します
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る」関係を築くための交流事業に取り組みます。

　また地場産の食材を使った加工品の製造等への支援や、地元海産物、農産物、酪農製品

等の販売促進、情報発信等を行い、地産地消＊の推進に取り組みます。

第４次稚内市総合計画　後期基本計画

経
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計

画

施策の成果指標（アウトカム）

協働の指針

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

計画の名称：稚内市食育推進計画
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　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。

　本市では、平成23年度から市民や団体、グループと市長が直接意見交換を行う機会とし

て「ふれあいトーク」「おでかけミーティング」を実施するなど、市民のニーズや意識の把

握に努めています。

　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、今後も将来目

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。

　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。

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、市民の声をまちづくりに活かします。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します。平成24年度には『ボ

ランティア＊表彰』制度を新設するなど、表彰制度の見直しを行ったところですが、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、「ふれあいトーク」等の市民との懇談会

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

第４次稚内市総合計画　後期基本計画

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

施策の目的

施策の主な内容
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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、広聴活動の充実を図

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。

第４次稚内市総合計画　後期基本計画

経

営

計

画

施策の成果指標（アウトカム）

協働の指針

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

　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 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 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

動の基本です。地域に住む人が日ごろ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

箇所に組織され、地域の町内会・小中学校・企業などとの連携のもと、地域の防災・施設整

備などの課題解決、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。しかし、活

動に取り組むことができない委員会もありました。

　今後は、社会環境の変化の中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

組み、行政も積極的に関わりながら、協働のまちづくりを推進していくことが求められています。

　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

けた取組を通じて、住みよい地域社会を創造します。

１）「協働のまちづくり」の具体的な推進
　本市のまちづくりを市民だけ、行政だけで行うことは限界にきており、市民と行政との

役割分担を見直さなければならない時期にきています。今後は、町内会のみならず、ボラ

ンティア＊、ＮＰＯ＊、各種団体、企業など市民と行政がこれまで以上に連携を深めながら、

それぞれがお互いの立場を尊重し、有するノウハウ、能力を補完し合いながら、まちづく

りを進めるための指針等を作成し、それに沿った協働のまちづくりを進めます。

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など必要な支援
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を行います。

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が共有する課題の解決に向けて、行政と協働で取り組むまちづ

くり委員会が行う活動に対して、必要な支援を行います。また、行政として、活動が積極

的に行えるよう情報の提供や人の派遣などを行います。

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と運営を行い、多様なコミュニティ活動

を推進し、その区域にふさわしい住民自治を進める拠点として、地域活動拠点センターの

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、団塊の世代＊の参加促進を図るほか、市民と市職員が一緒にまちづくりを進

める土壌をつくるため、両者が一緒に参加する研修の機会を提供します。

第４次稚内市総合計画　後期基本計画

経

営

計

画

施策の成果指標（アウトカム）

協働の指針

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

　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。

　本市はこれまで、第２次稚内市生涯学習計画（平成21～25年度）等に基づき、生涯にわ

たる学びを支援してきましたが、グローバル＊化や技術革新、家族形態の変容、個人の価値

観やライフスタイル＊の変化等に対応しようと、ますます多様化、高度化する市民の学習ニー

ズに即した生涯学習の機会が十分に確保されているとはいえません。さらに、人口流出や少

子高齢化にも拍車がかかり、指導者やボランティアの後継者不足等が課題となっています。

　また、学んだ成果を活かせる機会をつくることが、“学ぶ意欲のさらなる向上”や“協働

のまちづくりへの還元”など大きな効果をもたらすと考えられることから、今後、そういっ

た機会の充実についても力を入れる必要があります。

　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。

１）生涯学習の基礎づくりと学習機会の充実
　生涯学習社会の実現のため、その基礎となる、家庭教育、学校教育、社会教育＊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、市民がより身近なところで取り組める

よう、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

活かすことができる仕組みをつくります。

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

経
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画
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効活用を図りながら、生涯学習の場の提供に努めます。

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。

第４次稚内市総合計画　後期基本計画

経

営

計

画

施策の成果指標（アウトカム）

協働の指針

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

　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、だれ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

権だけではなく、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、子どもや障がいのある人、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様々な

場で、未だ固定的な性別役割分担の意識が残っているのが現状であり、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。

　本市はロシア連邦サハリン州を対岸に望む国境の街として、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、平和を願う

活動に取り組んできました。また、平成20年３月に制定した男女共同参画＊推進条例に基づ

き、平成21年に男女共同参画行動計画を策定し、市民への意識づけのための啓発活動等へ

積極的に取り組んできました。

　今後も、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。

　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。

１）男女共同参画の理念の浸透と環境づくり
　男女共同参画についての広報・啓発活動を引き続き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、市及び各種団体等において、女性職員の自発的な能力開発

と、政策方針決定の場への参画が図られるよう努めるとともに、審議会・委員会への女性

の登用を積極的に進めます。

２）男女共同参画の視点に立った教育・学習の推進
　男女がそれぞれの個性と能力を発揮して、様々な場に共に参画していく社会を目指し、

男女共同参画の意識を高めるための教育の推進、男女共同参画に関する学習機会の充実を

図ります。

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

現状と課題

施策の目的

施策の主な内容
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ます。また、市民が抱える様々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、引き続き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。

５）平和な社会づくり
　すべての人が、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。

第４次稚内市総合計画　後期基本計画

経

営

計

画

施策の成果指標（アウトカム）

協働の指針

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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第４次稚内市総合計画　後期基本計画

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

　全国的に、少子高齢化社会の進行などによる人口減少や厳しい財政状況の中、今後は、こ

れまでのようにすべての市町村にフルセットでの生活機能を備えることが困難な状況となる

ことが予想されます。将来にわたって安全・安心な住民生活を守り、持続可能なまちづくり

を進めていくため、周辺市町村がそれぞれ役割を分担し、機能を充実させることにより、圏

域をあげて人口の流出に歯止めをかけ、圏域として自立・発展していくことが求められてい

ます。

　本市は平成22年３月に中心市宣言を行い、医療や環境、産業など様々な分野において、

中心市として圏域の暮らしに必要な都市機能の確保に努めるとともに周辺町村のもつ資源や

地域性を活用して、圏域住民が安全・安心に暮らし続けられるよう、宗谷管内９町村と、本

市を中心市とする定住自立圏＊を形成する協定を締結し、平成23年５月には、具体的な方策

を定めた「宗谷定住自立圏共生ビジョン」を策定しました。

　今後、さらに地方分権＊が進む中で、国や道から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づくりを一層進めていくとともに、定住自立圏共生ビジョンを実

現していくため、さらに具体的な連携事業を検討・実施していく必要があります。

　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

に対応した総合的な行政主体としての基盤を形成し、市民の暮らしの質を高めます。

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、宗谷定住自立圏の取組の中で新た

に公平委員会の共同運営を開始するほか、効率化と住民サービスの向上という視点から、

可能な広域連携について検討を続けていきます。

施策の目的

施策の主な内容
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第４次稚内市総合計画　後期基本計画

経
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計

画
施策0-3-2　経営的視点に立った行財政運営を行います

　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、地方分権＊の流れは確実に進み、これまでの全国画一の行財政運営ではなく、住民

に も身近な基礎自治体＊が、自主的・主体的な政策判断を行い、選択と集中により、地域

の実情に合った 適な行政サービスを提供していくことが求められるようになりました。

　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。

　現在は、平成24年度に策定した「中期財政計画」に基づく取組を進めているところです

が、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

統制の考え方を取り入れていくことが求められています。

　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。

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

できる組織体制の強化を図ります。

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。

４）透明性の高い行政運営

現状と課題

施策の目的

施策の主な内容
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　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収納金について

も、口座振替制度の利用促進や徴収の強化など、収納率の向上に向けた取組を進めます。

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。

８）人材育成・職員の意識改革
　市民とともに考える、共感と信頼を得られる市役所をつくるため、職員の意識改革に取り

組むとともに、説明能力やコミュニケーション能力を高めるための研修の強化に取り組みま

す。また、職員一人ひとりが、資質を磨き、能力を高めるため、自学する組織をつくります。

　複雑化・多様化する行政課題に対応できる人材を、研修、人事制度、職場環境の３要素

から、計画的・総合的に育成します。

９）公共施設の計画的な維持・更新
　今後、インフラ＊を含む多くの公共施設が老朽化に伴い更新期を迎えることから、長期的な

視点でこれらの長寿命化＊、再編（配置の見直し）等を検討し、計画的に維持・更新していきます。
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施策の成果指標（アウトカム）

協働の指針

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：稚内市中期財政計画（平成25年度～平成29年度）

第４次稚内市総合計画　後期基本計画

経

営

計

画


