
部門別計画

73

第４次稚内市総合計画　後期基本計画

分

野

３



74

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

　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、

商品事故や悪徳商法事案など暮らしの土台そのものを揺るがす問題が生じているほか、食品

表示偽装や食品事故など、食の安全に関する信頼も大きく揺らいでいます。

　本市においては、これまで消費者センターを設置するとともに平成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。

　また、平成24年４月からは、宗谷定住自立圏＊形成協定に基づき、管内９町村の相談業務

を稚内市消費者センターで対応する広域連携消費生活相談を実施しました。これにより、消

費者センターの相談員の勤務日数を週３日から週４日に拡大するなど、消費生活相談体制の

強化が図られています。

　今後、消費者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、

多種多様化していくトラブルに備え、相談体制を維持、強化していくことが望まれています。

　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。

１）消費生活に対する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組
　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、関係機関等へ要望を行う

など価格抑制対策について取り組みます。

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。

分

野

３

基本目標３　自然と共存し、安全・安心に暮らせるまちを目指して

現状と課題

施策の目的

施策の主な内容
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分

野

３

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

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

３

施策3-1-2　交通安全対策を推進します

　全国の道路交通事故による死者数は、平成24年には4,411人まで減少し、発生件数、負傷

者数ともに８年連続減少したものの、負傷者数は平成24年度で82万人と、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。また、エゾ

シカとの衝突事故も年々増加しています。

　一方、死傷者数については、歩行者や自転車などの交通弱者が被害に遭うケースが多く、

中学生以下の子どもや65歳以上の高齢者の占める割合が高くなっています。

　これらの状況から、本市でも、街頭啓発や講習会の実施、車両運転手に対する注意喚起を

促す活動等を行ってきました。引き続き、職場・地域における交通安全運動の推進、さらに

は自転車等の事故防止に対する交通マナーの向上や高齢者の交通安全意識を高める取組など

が求められています。

　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。

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）交通事故被害者への支援
　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、関係機関と連携を図り

ながら被害者への支援を行います。

現状と課題

施策の目的

施策の主な内容

第４次稚内市総合計画　後期基本計画
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分

野

３

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

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

３

施策3-1-3　防犯対策を推進します

　平成24年の全国の刑法犯認知件数は、10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。

　本市においても、青色回転灯＊を搭載した公用車による防犯パトロールや警察、関係団体

と連携した防犯活動を行ってきました。

　平成24年の刑法犯の認知件数203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組

が必要であり、今後も継続した防犯体制の整備強化が求められています。

　犯罪の未然防止につとめ、安全・安心に暮らせる生活環境をつくります。

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、関係機関・団体との連携を強化しながら、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
　事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。

現状と課題

施策の目的

施策の主な内容

第４次稚内市総合計画　後期基本計画
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分

野

３

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

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

３

施策3-1-4　消防 ・ 救急体制の充実を図ります

　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

を推進していくための取組が行われており、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、今後も地域の

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、消防車両等の計画的な更新などを含めた総合的な消防力の体制強化を

図ることが求められています。

　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

のためには、引き続き、救急救命士などの人材育成や救急車の高規格化、資機材などの整備

の充実を図っていくことが求められています。

　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。

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、住宅の防火対策の推進を図る

とともに、防火対象物の安全を確保するため、安全管理の指導を強化するなど、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、救命率の向上のための応急手当の普及・啓発に取り組むと

ともに、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。

現状と課題

施策の目的

施策の主な内容

第４次稚内市総合計画　後期基本計画
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分

野

３

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

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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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

　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。

　本市では、平成21年に策定した「雪対策基本計画」に基づき市道の除雪管理・出動基準を示

すとともに、各町内への説明会の実施や市広報紙、報道機関等を通じて、道路への雪出しや路

上駐車等のマナー厳守の啓発に努めてきましたが、未だに解決されない状況が見られます。

　 北の冬を乗り切るために市民と一体となった除雪への取組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。

　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。

１）除雪対策への取組
　冬期間の安全な車両通行と歩行者空間を確保するため、道路への雪だしや路上駐車に対

するマナーの向上について、周知を徹底するとともに、効率的な除雪体制を構築すること

で、現状の除雪レベルを保持するとともに、市民との協働による、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活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は、ＦＭわっぴー・各報道機関・稚内市ホーム

ページを通じて迅速に提供するとともに「稚内市防災情報メール」により気象情報や道路

通行止情報などを速報で伝える体制を構築します。

　また、冬を楽しむためのイベント・スポーツ情報をはじめ、冬の魅力や特性など、市民

や観光客のニーズに応える情報を積極的に提供します。

分

野

３

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：道路交通法、道路法

計画の名称：稚内市雪対策基本計画

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
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分

野

３

施策3-2-2　良好な生活環境の確保を図ります

　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、廃棄物・し尿などの適正な処理、墓地・火葬場の運営などを通して衛生的な生活環境の

確保を図ってきました。

　特に不法投棄については、平成22年度から不法投棄等防止監視員を配置してパトロール

を実施し、悪質なものについては、北海道や警察と連携して対応しています。

　しかし、総体的には減少傾向にあるものの、ごみの不法投棄やペットのふんの不始末、たばこ

のポイ棄てなどは後を絶たない状況にあり、環境美化に対する取組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。

　市民一人ひとりの環境美化、公衆衛生の向上に関する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。

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強化など、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
　ごみ出しのマナー向上、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）公害対策への取組
　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＊対策への取組
　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水道水の安定的な供給を行うとともに、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。

現状と課題

施策の目的

施策の主な内容

第４次稚内市総合計画　後期基本計画
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分

野

３
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：稚内市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例、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

計画の名称：稚内市一般廃棄物処理基本計画

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



86

政策3-3　環境問題への積極的な取組

施策3-3-1　再生可能エネルギーの利活用を図ります

　東日本大震災、東京電力福島第一原子力発電所の事故発生により、我が国のエネルギー政

策は大きく見直され、風力発電や太陽光発電など、国は、再生可能エネルギー＊の急速な普

及に舵を切り、平成24年に固定価格買取制度（ＦＩＴ）＊がスタートしました。

　本市は、全国の自治体に先駆けて風力発電の導入等に取り組んできた結果、現在、市内に

は既に74基、約７万６千kWの風力発電施設が稼働しているほか、５MWの規模を有するメ

ガソーラー発電所を市が運転するなどにより、再生可能エネルギーによる発電量が市内の年

間消費電力の約９割に達しています。

　今後は、こうした再生可能エネルギー施設を災害時のエネルギー供給拠点として活用する

取組が必要とされているほか、本市のポテンシャル＊を活かして再生可能エネルギー導入を

加速するため、脆弱な送電網等のインフラ＊整備や規制緩和などの環境整備が求められてい

ます。

　メガソーラー発電所など本市の再生可能エネルギー施設を防災拠点として活用する、ある

いは、一次産業や食と連携させるなど、地域資源として有効活用を図ることで、地球温暖化＊

防止とともに、我が国のエネルギーの安定供給に貢献することを目的とします。

１）自立分散型エネルギー供給システムの確立による災害に強いまちづくり
　風力発電やメガソーラー発電所に加え、コジェネレーション＊などのエネルギーを自立

分散型で 適にマネジメントできる仕組みを調査研究し、災害時等に電力会社から電力が

供給されない場合でも、自立して電気や熱を活用できる仕組みを検討します。（スマート

コミュニティ＊の実現）

２）省エネルギーの推進、エネルギー利用の最適化など
　再生可能エネルギーの導入推進とともに、家庭や事業所への省エネ設備導入を推進する

ため、補助制度、融資制度の創設を検討します。また、電力の見える化により電力消費の

抑制や、一定のエリアでエネルギー利用の 適化を図るスマートコミュニティ構築の研究

を進めます。

３）再生可能エネルギーと食の連携
　再生可能エネルギーを活用した「食」のブランド化による産業クラスター＊の形成（雪

氷冷熱を活用した食のブランド化（勇知いものブランド化など））を進め、本市への誘客

や特産品開発など、まちのにぎわいづくりにつなげます。

分

野

３

現状と課題

施策の目的

施策の主な内容
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分

野

３

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

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

３

施策3-3-2　循環型社会の形成を図ります

　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、平成21年４月から家庭系一般ごみの有料化及び事業系、産廃の処分料

の見直しを行うとともに、分別・リサイクルの推進などを行ってきました。また、平成23

年７月から生ごみの分別収集を開始し、平成24年４月からは生ごみ中間処理施設（バイオ

エネルギーセンター）の稼働により、生ごみの中間処理が可能となりました。これらのこと

から、本市のリサイクル率は、ここ数年で全道・全国の平均水準に近づきつつあるほか、ご

み排出量は平成19年度比で16.2％減少し、一般廃棄物 終処分場の埋立期間も当初予定し

ていた10年から３年程度延長できる見込みとなっています。

　しかし、本市の一日一人当たりのごみ排出量は、全道・全国平均と比較すると３割ほど多

く、生ごみと一般ごみの混入も未だ多い状況となっていることから、ごみ排出やリサイクル

に関する意識向上、分別徹底のための、さらなる周知・啓発が必要です。

　３Ｒ＊（Reduce：ごみを減らす・Reuse：繰り返し使う・Recycle：資源として再利用する）

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。

１）計画的な廃棄物処理の推進
　一般廃棄物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。ま

た、地域との連携を図りながら、市民一人ひとりのごみ排出・リサイクルに対する意識向

上に向けた啓発、集団回収奨励金制度の周知などを行い、分別の徹底に取り組みます。

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。

現状と課題

施策の目的

施策の主な内容
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分

野
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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：稚内市一般廃棄物処理基本計画

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
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施策3-3-3　自然環境を守り共存を図ります

　本市は、日本の 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組を一層進めてい

く必要があります。

　さらに、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。

　また、近年、エゾシカ等の野生鳥獣の増加が、自然環境だけではなく農林水産業や市民生

活にも大きな影響を与えています。本市でも、計画的な捕獲の実施等、対策に取り組んでき

ましたが、引き続き対策の強化が求められています。

　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。

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

を活かした地域振興策について検討します。また、温泉を保護し、その適正な利用を図ります。

３）自然教育の推進
　豊かな自然と直接触れ合う中で、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、その自然が地域の財産であることが当たり前なこととして身に付くような自然教育

を推進し、郷土愛の心、生きる力＊をはぐくみます。

４）動植物の保護と適正管理
　関係機関と連携して、人と野生鳥獣の共生に十分考慮しながら、エゾシカ等による被害

の対策強化に努めるとともに、希少な動植物の保護に取り組みます。

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：環境基本法、温泉法

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

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


