
部門別計画
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第４次稚内市総合計画　後期基本計画

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はぐくみます

現状と課題
　近年、物や情報が日常にあふれ、ゲーム、インターネットや携帯電話（ＳＮＳ＊の利用）

などの影響により、暴力的な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、有害な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はぐくむことが大切です。

　従って、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

とが急務となっています。

　本市においては、これまで、いじめや不登校についての実態把握に努め、適正な指導を行

うとともに、教育相談体制の充実、学校と家庭・地域、関係機関等との連携を図ってきました。

　引き続き、関係機関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。

　子どもたちに、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てもらい、自他

の命を尊重する、心豊かな人間性をはぐくみます。

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でき

るよう、幼児期からの教育を充実させます。

施策の目的

施策の主な内容

分

野

１
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分

野

１

第４次稚内市総合計画　後期基本計画

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：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、

次世代育成支援対策推進法、社会教育法

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

進計画、稚内市次世代育成支援行動計画
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第４次稚内市総合計画　後期基本計画

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、これまで多くの市民の参加により

活動が展開されてきました。平成18年より市内各地区で行われているスクールガード＊の取

組も地域に定着し、子どもたちと地域とのふれあいにも深くつながっています。

　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組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、平

成21年には、子どもたちの実態や環境の変化から、提言の内容を新たに見直し、市民の共

通基盤として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浸透させ、子どもたちにとって、より安

全・安心な環境をつくり上げるため、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。

　家庭、学校、地域の連携のもと、子どもたちの健やかな成長を地域全体で見守り育てます。

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」が励行されるよう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。

施策の目的

施策の主な内容

分

野

１
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分

野

１
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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：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：稚内市自治基本条例

計画の名称：稚内市社会教育中期計画、稚内市学校教育推進計画、

 稚内市生涯学習推進計画、稚内市次世代育成支援行動計画

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、遊ぶことが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。
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第４次稚内市総合計画　後期基本計画

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
　幼児期は、生涯にわたる人格形成の基礎を培ううえで、大変重要な時期であり、子どもた

ちは、生活や遊びといった直接的・具体的な体験を通して心身ともに成長し、社会性を身に

つけ自立して生きる力＊を育んでいきます。

　しかし、現在、基本的生活習慣がしっかりと身についていなかったり、生活経験の不足か

らさまざまな援助を必要とする子どもたちが増えており、家庭や地域の教育力の低下が懸念

されています。

　これまで、本市では、多くの子どもが質の高い幼児教育を受けられるよう、全国に先がけ

幼稚園児と保育所児童が合同で活動する「幼保一元化」の推進に取り組むとともに、相談体

制の充実や学習機会の提供等により、より良い家庭教育を実現するための支援も行ってきま

した。

　一方、スムーズな就学に向け、幼稚園、保育所、小学校及び行政が連携し、長期的な視点

で指導が行われていますが、子どもや保護者、保育者の不安やストレスを取り除くための支

援が今後ますます必要となります。

　集団生活における基本的な生活習慣を身につけ、自立心を養うことにより、子どもたちの

心身の調和がとれた健やかな成長を促します。

１）幼児教育の充実・強化
　満３歳以上のすべての幼児が、幼稚園や保育所などの幼児教育を受けることができるよ

うに、保護者支援に努めるとともに、幼稚園、保育所を通じ幼児教育の充実、質の向上を

推進します。

２）就学前教育の推進
　就学前に必要な児童の情報や家庭環境について、幼稚園・保育所・小学校の三者間で情

報を共有するとともに、関係団体が連携し総合的な調査研究を行い、円滑な就学を推進し

ます。また児童の保護者、保育者の相談に応じ、より良い就学に向けた準備を支援します。

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＊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。

施策の目的

施策の主な内容

分

野

１
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分

野

１

第４次稚内市総合計画　後期基本計画

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：教育基本法、学校教育法、児童福祉法、次世代育成支援対策推進法、子

ども・子育て支援法、就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な

提供の推進に関する法律の一部を改正する法律、子ども・子育て支援法

及び就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関す

る法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法

律

計画の名称：稚内市次世代育成支援行動計画
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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　生きる力をはぐく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、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＊」の育成を基本に、学校教育を進めてきました。

　しかしながら、子どもたちの体力や運動能力が低下傾向にあるため、特に、体力や健康の

向上に資する取組が必要となっています。

　今後も、心身ともに健康で、豊かな道徳性をはぐくむ指導や、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を進める必要があり

ます。

　生命を尊び感謝と思いやりの心を持ち、社会的に自立できる子どもをはぐくみます。

１）豊かな心をはぐくむ指導の充実
　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
　児童生徒の、豊かな人間性や社会性などを育てるために、多くの人や社会、自然などと

直接触れ合う機会となる、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はぐくむため、「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。

施策の目的

施策の主な内容

分

野

１



健康・体力
たくましく生きるための
健康や体力

豊かな人間性
自らを律しつつ、
他人とともに協調し、
他人を思いやる心や
感動する心などの
豊かな人間性

生きる力

確かな学力
基礎的な知識・技能を習得し、
それらを活用して、
自ら考え、判断し、表現することにより、
様々な問題に積極的に対応し、解決する力
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１

第４次稚内市総合計画　後期基本計画

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：学校保健法、学校給食法

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。
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第４次稚内市総合計画　後期基本計画

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、市内の小学校で低学年の

少人数学級を実現し、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。また、家庭における学習時間が少な

いことが課題としてあげられることから、平成25年度からは退職教員等による放課後学習

の機会を設けているところです。

　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、課題を解決していくことが重要です。

　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。

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

判断・行動し、よりよく問題を解決できる資質や能力を養うことを目的とします。

１）わかる授業の実現
　できたことをほめ、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
　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・関心を活かせるよう、実態に即した指導計画を作成し、実施します。

　また、児童・生徒一人ひとりが、学ぶ意欲を持ち、課題を見つけ自らが主体的に取り組

むことができる環境づくりを目指し、家庭・地域と連携を図りながら学力の定着に取り組

みます。

３）外国語教育、国際理解教育の充実
　児童・生徒の国際感覚を養い語学力の向上を目指し、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強化と、外国語担当教員に対する研修の充実を図ります。

４）教職員の研修機会の充実
　指導に活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。

施策の目的

施策の主な内容

分

野

１
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１

第４次稚内市総合計画　後期基本計画

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：教育基本法、学校教育法

計画の名称：稚内市学校教育推進計画
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第４次稚内市総合計画　後期基本計画

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、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ざした教

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。

　本市では、小中学校再編計画を策定し、児童・生徒の学習環境改善のため学校の統廃合に

努めてきましたが、今後も、こういった地域の実情に応じた学校のあり方を慎重に議論して

いく必要があります。

　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つけながら、教育の質の向上や課

題の解決にあたっていかなければなりません。

　また、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、

小中学校間で「教員間の交流」、「学校間の合同研修」、「教科連携」等に取り組み、小中学校

９年間を通じて児童・生徒の多様な資質や能力を伸ばす取組を行ってきました。今後は、こ

れをさらに強め、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。

　地域特性を活かした「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。

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、学校再編方針に基づき、

施策の目的

施策の主な内容

分

野

１
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分

野

１

第４次稚内市総合計画　後期基本計画

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：教育基本法、学校教育法

計画の名称：稚内市学校教育推進計画、稚内市立小中学校再編実施計画

市街地と郡部の地理的・地域的な実情や、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。

４）学校施設の適正な維持管理と整備促進
　校舎、体育館、給食センターなど学校施設の適正な維持管理を行い、必要に応じて改築

を行います。
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第４次稚内市総合計画　後期基本計画

施策1-2-4　高校 ・ 大学教育の振興を図ります

現状と課題
　市内には、高等学校が２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

きく貢献しています。

　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、地域の発展のためにも非常に重要です。

　高等学校においては、平成20年度に公立高校２校の再編統合の計画が示されたことを受

け、これまで、子どもたちの進路実現や地域の発展に支障が生じることのないよう関係機関

へ強く働きかけを行ってきましたが、平成25年４月より、公立高校が１校へ統合され、そ

の影響が懸念されています。

　大学については、平成21年に学科を新設するなど、進学を目指す生徒等にとって地域に

根ざした魅力的な教育内容となるよう検討・対策を進めてきましたが、少子化が進む中、安

定した学生の確保に困窮している状況です。

　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組を進めていくことが

重要です。

　特に、大学については、地域に根ざし、地域に支えられる大学として、本市における生涯

学習＊の一拠点と位置づけるよう取り組むとともに、各分野での連携を密にしながら、大学

の知的財産と地域産業の結びつきを強めることが望まれます。

　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、大学については市民から期待

される人材育成教育など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。

１）高校教育の充実と環境整備
　生徒数の推移や地域社会から求められる要望をもとに、引き続き本市にふさわしい高等

学校のあり方を検討し、公立校については、設置者である関係機関に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）奨学金制度の充実に向けて
　国では公立高校授業料無償制や高等学校等就学支援金制度などが実施されていますが、

施策の目的

施策の主な内容

分

野

１
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分

野

１

第４次稚内市総合計画　後期基本計画

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：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

社会の情勢などを考慮しながら制度内容の充実について検討を行います。

３）修学資金貸付制度の継続と充実に向けて
　地元に高等教育を根付かせ、経済的な理由により学生が学びの機会を失うことがないよ

うに、社会の情勢などを考慮しながら、制度の継続や内容の充実について検討を行います。

４）産学官＊による共同研究の推進や生涯学習＊機会の提供
　大学と綿密な連携を保持しながら、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、大学が持つ教育設備等を地域へ開放・還元します。ま

た、地域の人材と知識を集積する〈知（地）の拠点〉としての大学の姿を確立し、地域産

業との結びつきを強めることで、地域振興・地域活性化につなげます。
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第４次稚内市総合計画　後期基本計画

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

が大きく変化しています。常に変化し多様化する社会ニーズに応えるためには、各分野の

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を構築するために、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

や異なる年齢の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。

　本市はこれまで、市民講座や子どもから大人までを対象にした稚内学の開講、青少年交流

事業等、学ぶことの大切さや喜びを感じられるよう「学びの場」を創出してきましたが、今

後は、個人が自発的にさらなるステップアップを目指し、学びの場を自主的に創造できるきっ

かけとなるような事業展開も求められています。

　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

習成果を活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。

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、活動の場の確保と人材の育成を

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をテーマとした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な視野を育てます。

４）青少年交流事業の推進

施策の目的

施策の主な内容

分

野

１
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　他都市との交流を通して社会性をはぐくみ、また、他の地域の風土や慣習に触れること

で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。

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、様々な場に共に参画していく社会を目指し、

男女共同参画に関する学習機会を充実します。

６）自然体験学習の充実
　人も自然も、共に命あるものとして共存していること、また、この豊かな自然が地域の

財産であることに気づき、後世に残す取組につながるよう、自然と直接触れ合う自然体験

学習活動を推進します。

分

野

１

第４次稚内市総合計画　後期基本計画

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：図書館法、水族館法

計画の名称：稚内市社会教育中期計画
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第４次稚内市総合計画　後期基本計画

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、人々の創造性をはぐくみ、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、だれ

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、稚内総合文化センターを昭和59年に開館して以来、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、新たなジャンルに対する興味や関心が高まる中、古くから続いてきた文化

活動や古典的な伝統文化活動では、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、文化施設の整備や既

存施設の有効活用を進めていかなければなりません。

　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

できる環境をつくります。

１）文化振興のための団体及び指導者の養成・確保
　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
　自分達の手でつく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。

施策の目的

施策の主な内容

分

野

１
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分

野

１

第４次稚内市総合計画　後期基本計画

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：文化芸術振興基本法

計画の名称：稚内市社会教育中期計画

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や既存施設の有効活用を図りながら、利用し

やすい環境づくりに努めます。
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第４次稚内市総合計画　後期基本計画

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、少子高齢化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、スポーツ少年団員数も減少を続けています。

　近年は、スポーツ合宿の積極的な誘致により、合宿団体によるスポーツ少年団等への講習

会を開催し、競技力の向上に努めています。

　各種スポーツ大会・合宿の誘致を引き続き推進するためにも必要な施設のあり方、施設の

新設・統廃合等について、早急に検討を行う必要があります。

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

いきいきと生活できるまちを創造します。

１）生涯にわたる市民スポーツ活動事業の促進と充実
　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
　各関係団体などと連携を図りながら、生涯スポーツ、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は

ぐくみ、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
　学校における部活動の実態を調査し、生徒の個性とスポーツニーズを尊重した柔軟な活

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。

５）スポーツ施設の整備と活用
　本市のスポーツ推進を図るために必要な施設のあり方、施設の新設・統廃合等について、

早急に検討を行い、整備を進めるとともに、効果的・効率的な施設運営に努めます。また、

施策の目的

施策の主な内容

分

野

１
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分

野

１

第４次稚内市総合計画　後期基本計画

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：スポーツ基本法

計画の名称：稚内市スポーツ振興基本計画、稚内市スポーツ振興計画

引き続きスポーツ合宿の受入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。
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第４次稚内市総合計画　後期基本計画

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自然環境の中で先史・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、国の登録有形文化財が１

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。

　こうした状況のもと平成21年度には、この間蓄積した歴史的な資料や文化財に関連する情

報を「稚内学（テキスト）」としてまとめ、希望者にＣＤデータとして配布しました。平成22

年度からは、歴史・産業・自然などの分野において講座を開講し、地域学の充実を図っています。

　今後も地域に関する情報の収集を進めるとともに、地域を学ぶ面白さを積極的に市民へ周知

し、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つくり出すことが必要です。

　市民自らが稚内を良く学び、地域を愛する心をはぐくむとともに、その精神を後世へ伝承

します。

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、だれもが本市について学ぶことができる環境づ

くりに努めます。また、資料の寄贈について広く市民に呼びかけるとともに、収集・整理

した資料については、大切に保存、保管に努め、さらに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、北方記念館や旧瀬戸邸などの施設に展示・公開するなど有効活

用を図ります。また、稚内の歴史を考える上で欠かすことのできない「北防波堤ドーム」

や「稚泊航路＊」など、稚内と樺太のつながりに関する資料の収集や展示内容の充実を図

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だれ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。ま

施策の目的

施策の主な内容

分

野

１
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分

野

１

第４次稚内市総合計画　後期基本計画

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：文化財保護法、博物館法、社会教育法

条例の名称：稚内市文化財保護条例

た地域の各団体と連携し、文化財の保存、修復活動、伝統文化の継承を推進します。

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できるように、各団体・

各関係機関との連携を図ります。
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