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第４次稚内市総合計画　後期基本計画

分

野

２
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第４次稚内市総合計画　後期基本計画

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、市立稚内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、本市では地域の医療体制の拡大を図るため、開業医誘致制度を創設し、新たな診療

所の開設を目指した取組を進めてきました。その結果、平成22年に整形外科医院、平成24

年に小児科医院、そして平成25年には制度適用第３号となる内科医院の開業が実現してい

ます。「医師の確保」という点では、一定の成果は出てきていますが、開業医・市立病院の

医師いずれの場合についても、地域として医師を確保するためには、地域で医師を支える仕

組みづくりなども重要と考えられます。

　市立稚内病院については、引き続き医療従事者の確保に努めるほか、周辺地域の医療体制

の動向を見すえるとともに、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。

　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。

１）医師の確保
　市民や医師会などの協力を得ながら、さらなる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

施策の目的

施策の主な内容

分

野

２

基本目標２　みんなで育てる 笑
ほほえみ

顔あふれる まちを目指して
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分

野

２

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：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

う診療所と急性期・慢性期医療などに対応する病院＊が、それぞれの特性を活かしながら、

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）市立稚内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、経営の健全化を進め

ます。

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。
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第４次稚内市総合計画　後期基本計画

施策2-1-2　心とからだの健康づくりをサポートします

　我が国の平均寿命は世界の 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、 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い病

気につながる恐れもあります。

　また、高齢化に伴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います。

　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、だれも

が「健康寿命」を延ばし、生涯にわたって健康で安心した生活を送りたいと願っています。

　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＊などの受診率の向上に向けた啓発活動を継続していく必要があります。

　また、予防接種法の改正により、定期の予防接種も増えており、疾病予防の観点からも接

種率の向上に取り組むとともに、健康に関する正しい知識を普及し、生涯にわたって健康な

からだづくりを促す取組を進める必要があります。

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

やかに暮らせるまちを実現します。

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、意識の高揚と正し

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、心の健

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、受

診率を向上させ、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。

現状と課題

施策の目的

施策の主な内容

分

野

２
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第４次稚内市総合計画　後期基本計画

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：稚内市高齢者保健福祉計画、稚内市（国民健康保険）特定健康診査等実

施計画、稚内市スポーツ振興計画

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。

分

野

２

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
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第４次稚内市総合計画　後期基本計画

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

　本市には、産婦人科は１つ、小児科は３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整わないまま親になっていることがうかがえる事例も

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・高校生を対象に、乳幼児と

ふれあう体験事業を行うなど、今後も生命の大切さや家庭の役割を学ぶ取組を継続して実施

していくことが求められています。

　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。

　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。

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
　学校など関係機関との連携を図り、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、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。

現状と課題

施策の目的

施策の主な内容

分

野

２
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第４次稚内市総合計画　後期基本計画

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

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、出産時のリスク＊が

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。

分

野

２

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
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第４次稚内市総合計画　後期基本計画

施策2-2-2　子どもたちの健全な成長を支援します

　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ます。

　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

の予防に向けた取組を進めており、乳幼児健診や健康相談は、保護者の認知度も高く、ほと

んどの対象となる乳幼児と保護者が利用している状況にあります。

　しかし、子どもの健全な発達や健康の保持増進のみならず、子育て支援、児童虐待防止と

しての位置づけも増大していることから、今後も受診率等を一層高めていくことが必要です。

　さらに、全道的に発達を支援する療育支援＊に関わる専門職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、専門職の継続的な確保が必要

とされています。

　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

できる環境を整えます。

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
　麻し

・ ・
んや風し

・ ・
ん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。

分

野

２

現状と課題

施策の目的

施策の主な内容



61

第４次稚内市総合計画　後期基本計画

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、障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律、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

分

野

２
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
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第４次稚内市総合計画　後期基本計画

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

　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、本市では、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・強化を図り、

待機児童ゼロの実現と、一時保育や延長保育など多様な保育の充実を図ってきました。

　また、核家族化の進行や地域における地縁的なつながりの希薄化などを背景に、子育て世

帯の孤立化や、育児に不安やストレスを感じる親が増加する中で、市内に３カ所の地域子育

て支援センター＊が開設され、育児相談や親子が交流できる環境が整備されたほか、ファミ

リー・サポート・センター＊やショートスティ事業など地域における子育て支援の輪も広がっ

ています。

　また、放課後の児童の居場所づくりとして、学童保育所や児童館の充実を図ってきました。

　本市の持つ、安心して子育てできる環境、充実した子育て支援施策は、全国的にも評価さ

れているものですが、その周知不足が課題としてあげられています。市内外へさらに周知し

ていくことが必要です。

　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はぐくむ仕組みによ

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。

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組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組を推進します。

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

し、自立に向けた就業支援と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

分

野

２

現状と課題

施策の目的

施策の主な内容
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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、

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

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

　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ます。

　また、児童問題連絡会や関係機関との連携により要保護児童の適切な保護や支援を行う

とともに、児童虐待防止に向けての啓発活動を推進します。

　深刻化する事案に的確・迅速に対応するため、旭川児童相談所稚内分室の相談所への格

上げ、一時保護所の設置について、引き続き北海道に対し要望していきます。

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。

分

野

２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



64

第４次稚内市総合計画　後期基本計画

政策2-3　支え合いだれ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

　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、だれ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、だれ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。

　近年、福祉に関する相談内容の多様化・複雑化により、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生じてい

ます。本市においては、平成24年４月から保健福祉センター内に「基幹相談支援センター」

を設置したことで、従来の健康相談や高齢者の相談のほか障がい者の相談にも対応すること

が可能となるなど、相談体制の充実を図ってきました。

　一方、本市のボランティア＊活動については、朗読・要約筆記など特定分野では活発に行

われていますが、ボランティアに従事したい側と必要としている側のニーズを把握し、より

多くの人がボランティア活動へ関わることができる基盤づくりが必要とされています。

　高齢者や障がい者をはじめ、すべての市民が様々な社会的活動を通じ、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環境をつくります。

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組を推進します。

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）だれもが暮らしやすい環境の創出

現状と課題

施策の目的

施策の主な内容

分

野

２
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法令の名称：社会福祉法、民生委員法、老人福祉法、介護保険法、障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律

条例の名称：社会福祉法人の助成に関する条例、稚内市介護保険条例、稚内市障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例

計画の名称：稚内市地域福祉計画

　障がい者など公共交通機関での移動が難しい人たちが、通院や買い物などの日常生活の

ほか、地域の様々な活動等に参加しやすいよう、移動手段の確保と移動支援事業等のサー

ビスの周知に努めます。また、施設や日常的な生活空間のユニバーサルデザイン＊化を進

め、だれ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。

４）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
　認知症の人や障がい者が、成年後見人制度＊、日常生活自立支援事業＊などを利用しや

すいよう、積極的な情報提供を行うとともに、相談体制の充実に努めます。

分

野

２
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
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施策2-3-2　高齢者福祉を推進します

　本市の高齢者人口の割合は、年々増加傾向にあり、ついに超高齢社会＊が現実のものとな

りましたが、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、高齢者ができる限り要支援＊・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。本市では、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できる環境づくりに努めてきました。また、平成24年３月に策

定した稚内市高齢者保健福祉計画、第５期稚内市介護保険事業計画では、住み慣れた地域で

安心して暮らせる「地域包括ケア＊体制」の構築を念頭に置き、重点的に取り組んでいます。

　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。また、地域におけるひとり暮らし高

齢者対策として、関係機関と連携し、見守り体制のさらなる強化に取り組む必要があります。

　高齢者が生きがいを持ち充実した生活を送ることができ、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環境をつくります。

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、高齢

者が社会における活躍の場を持ちいきいきと暮らすことができるよう、ボランティア＊などによる地

域活動への参加をはじめ、生涯学習＊や就労などの多様な活動を支援するとともに、地域社会や高齢

者同士の交流を促進するなど、高齢者が積極的に社会参加することができる環境の整備に努めます。

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、在宅生活を支援するとともに、関係機関・事業者と見守り

に関する協定を締結するなど、見守り体制の一層の強化を図ります。また、担い手となる介護職

員の確保や、多職種協働のネットワーク＊の強化を図り、サービスの質の向上に努めます。

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と情報提供に努めます。

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、早期発見に努めるととも

分

野

２

現状と課題

施策の目的

施策の主な内容
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法令の名称：老人福祉法、高齢者虐待防止法、介護保険法

条例の名称：稚内市高齢者サービス事業条例、稚内市介護保険条例

計画の名称：稚内市高齢者保健福祉計画、稚内市介護保険事業計画

に、認知症予防のための閉じこもり防止・知的活動等を促進します。また、住み慣れた地

域で生活でき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。

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、介護予防、

医療、住まい、生活支援サービス（見守り含む）などが、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。

　介護保険法の改正に伴う、介護保険制度の見直しについては、３年毎に策定する介護保

険事業計画の中で、必要な対策の検討を行います。

分

野

２

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
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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

　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、本市でもこれを受けてサービス体制の整備を推

進してきました。特に、障がい者が施設から出て地域で支援を受けながら自立して生活でき

る仕組みづくりの強化や就労等の訓練による社会参加、障がい者が総合的に相談できる体制

の整備に力を入れて取り組んできました。

　平成25年４月からは、従来の障害者自立支援法に替わり、「障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律」が施行されるなど、障がい者を取り巻く環境は大きく変

化しています。

　特に、保健・医療・福祉・教育・交通・住宅・雇用などの関係機関が連携体制の強化を図

ることが必要と考えられ、障がい者が、必要な時に相談や支援を受けながら、住み慣れた地

域で、安心していきいきと暮らすことができる社会の実現が求められています。

　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

いを持ち自立して暮らすことができる環境をつくります。

１）日常生活への支援の充実
　障がい者やその家族が気軽に安心して相談できる体制を充実させるなど、生活支援の充

実に努めます。

２）社会参加の促進と生きがいづくり
　障がい者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ノーマライゼーション＊の推

進、ボランティア＊活動の充実に努めます。

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深めながら、障がい者の

一般就労への支援や雇用の促進等に努めます。

４）住まいの場の確保と住環境整備の促進
　障がい者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、入所施設や住宅環境の整備に努

めます。

５）障がいに対する理解の推進
　障がいに対する誤解や偏見をなくすとともに、障がい者への虐待防止に向けた取組を推

進します。

分

野

２

現状と課題

施策の目的

施策の主な内容
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法令の名称：障害者基本法、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、障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律

条例の名称：稚内市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施

行条例

計画の名称：稚内市障がい者計画、稚内市障がい福祉計画

分

野

２

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
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施策2-3-4　暮らしを支える諸制度を適正に運用します

　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、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。

　本市では、これまでも、保険・医療・福祉の各種制度については、法律に基づき安定した

運営等を行ってきていますが、各制度に対する市民の理解をより一層図るための周知啓発

や、国民健康保険税等の収納率向上などが課題となっています。

　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。

　なお、生活保護基準や生活保護制度の見直しが行われ、制度の適正運用のほか、生活困窮

者等の自立や就労支援体制の整備が求められています。

　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・

支援も求められています。

　病気や加齢、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。

１）保険制度の安定的な運用
　国民健康保険、介護保険、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、ロシア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、関係機関と連携を図りながら適切な支援を行います。

分

野

２

現状と課題

施策の目的

施策の主な内容
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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、生活困窮者自立支援法

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、稚内市国民

健康保険事業計画

分

野

２

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
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分

野

２


