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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

　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、トド・アザラシによる漁業被害などにより、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、増養殖事業などによる資源管理型漁業＊

の促進、安全で効率的な漁港整備の継続、トド・アザラシによる被害防止対策、担い手育成

支援などを行ってきました。今後も引き続き、関係機関と連携し、漁業経営の安定化につな

がる取組を進めていかなければなりません。

　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。

　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。

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。

　また、加工・流通施設に対して水産物輸出に対応できるＨＡＣＣＰ（ハサップ）＊導入

などを促し、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、関係機関と連携し、近年の海水温上昇

等による自然環境の変化も視野に入れ、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。

　一方、関係機関との連携により、トド・アザラシや土砂流入による漁業被害の防止、密

分

野

５

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

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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第４次稚内市総合計画　後期基本計画

法令の名称： 漁港漁場整備法

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

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。

４）沖合漁業の推進
　国際競争力のある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、漁獲物

の付加価値向上や省エネルギー・省力化による経済効率の高い漁船への転換を引き続き推

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努めます。

分

野

５
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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

　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、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。

　農業・農村を取り巻く情勢は、ＷＴＯ＊農業交渉やＥＰＡ＊・ＦＴＡ＊交渉の進展、ＴＰＰ＊協

定に関する新たな動きが見られることなどから、今後、大きく変化する可能性もあります。また、

輸入農畜産物の基準を超える残留農薬や食品の安全性を脅かす問題などにより、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。

　このような中、国は「食料・農業・農村基本計画」に基づき大規模な農政改革を進めてお

り、農地の集約化や企業の農業参入を促進するための規制改革等が進められようとしていま

す。今後も農業を取り巻く情勢の変化には素早く対応していかなければなりません。

　本市では、これまでも経営の安定化につながる様々な支援等を行ってきましたが、国際競

争に負けない強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さらに推進していくことが必要です。

　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。

　また、近年、エゾシカやアライグマなどによる農業被害が増加しており、本市でも、計画的な

駆除の実施等、対策に取り組んできましたが、被害防止対策を一層強化していく必要があります。

　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。

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ほか、ＨＡＣＣＰ

（ハサップ）＊等による衛生管理を推進するなど、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、今まで本市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します。さらには、生産農家が自

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

分

野

５



111

第４次稚内市総合計画　後期基本計画

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、

食料・農業・農村基本法、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止の

ための特別措置に関する法律

条例の名称：稚内市農業活性化公園条例、稚内市新規就農者支援条例、稚内市農業研

修センター条例

計画の名称：稚内市農業振興地域整備計画、稚内市酪農・肉用牛近代化計画、稚内市

鳥獣被害防止計画、稚内市緊急捕獲等計画

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

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へ参入する経営の多角化や、

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。

４）環境保全型・資源循環型農業の促進
　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。さらに、地元で

大量発生する土壌改良材＊の有効利用に取り組みます。

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、農村と都市部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。

７）農業被害防止対策の強化
　　関係機関と連携し、エゾシカなどの捕獲事業の強化を図り、農業被害の防止に努めます。

分

野

５
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施策5-1-3　林業の振興を図ります

　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＊など公共的な機

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、森林を経済的価値がある資源として、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。このような中、民有林にあっては、除間伐などの施業が停滞している状況となっ

ており、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。

　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。

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
もくいく

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
　関係機関と連携を図り、国や道が実施する事業を活用し、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。

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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第４次稚内市総合計画　後期基本計画

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、稚内市森林施業計画、稚内市集約化推進計画、

 ふるさとの山づくり総合計画

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

分

野

５
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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

　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が、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 北に位置し、豊かな海と広大な大地に恵まれた本市

は、今、人々が求める安全・安心な食を提供していくことが可能な環境にあります。

　素材供給にとどまらず、「食」のブランド力を確立することにより、健康で豊かな食生活

を支えるために必要な食に関わる産業の振興を図るため、平成22年度に「稚内ブランド推

進協議会」が設立されました。

　豊かな自然の中で生まれた農畜産物や水産物、また、これらの資源を活かして生産される

産品を「稚内ブランド」と認定し、稚内の名を広く全国に発信することで、誘客・交流人口

増加による経済・産業の活性化を図るための取組を進めています。

　今後も、「稚内ブランド」の認知度向上等にあたり、農業・漁業と食品加工業との連携を

強化するとともに、「食」に関わる産業を核として観光・文化・教育などの分野と連携を図

りながら取り組むことが必要です。

　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、食に関わる産業の振興を図ります。

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、ＨＡ

ＣＣＰ（ハサップ）＊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、「稚内ブラ

ンド」として認定し、広く国内外へ発信し、知名度の向上や販路拡大を支援します。

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

努めるとともに、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

分

野

５

現状と課題

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

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

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

分

野

５

により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、地元でつくられた食材・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。

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。
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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　商業の振興を図ります

　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、購買力が管外に流出しており、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。

　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、にぎ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。

　今後も、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。

　卸・小売業の販路拡大と運営基盤の強化を図るとともに、それぞれの地域の特性を活かし

た魅力ある商店街の形成に努め、経済の活性化につなげます。

１）中小小売業等への支援
　関係機関と連携を図りながら、中小小売業等に対しての魅力ある店づくりや地域密着型

等の新たな事業展開に向けた取組を支援するとともに、経営相談や経営指導の活用により

経営の効率化・安定化を図り、経営体質の強化に努めます。

２）商店街・商店会の活性化
　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、地域と連携されたイベント

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、それぞれの個店の魅力

を高めるための支援、地域の特性を活かした魅力ある商店街・商店会づくりへの支援を行います。

３）サハリンからの購買力の流入促進
　サハリン州50万人の購買力を本市に向けるため、観光ツアーの企画促進や観光ＰＲに

努めるとともに、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入のための基盤

整備を、関係機関と連携して進めます。

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。
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第４次稚内市総合計画　後期基本計画

条例の名称：稚内市中小企業振興条例

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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施策5-3-2　地域特性を活かした新産業を創出します

　日本経済を取り巻く状況の変化や国の規制改革等により、一次産業をはじめとした異業種

に挑戦する民間企業が現れるなど、新たな起業の動きが拡がっています。

　さらには、生活環境等の変化により、多種多様なニーズへの対応が求められていることか

ら、地域経済の活性化につなげるためにも、起業化の促進や新産業の創出など、様々な分野

に進出しやすい支援が必要となっています。

　また、再生可能エネルギー＊の固定価格買取制度＊の導入や送電網の整備推進により、今

後はエネルギー分野での新たな産業の創出も期待されています。

　異業種への転換や異業種の連携、そして新たな起業や新分野に向けた事業における挑戦

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

出することが重要です。

　本市の持つ潜在力を 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。

１）新規事業の促進
　新たに起業を目指す個人や団体等に対し、起業に関するセミナー＊や専門家による相談機

会等を提供するとともに、意欲やアイディアのある市民の起業やコミュニティビジネス＊の

振興を図りながら、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。

２）産業クラスター＊事業の促進
　企業間の交流や産学官＊連携を促進することで新たなクラスターの形成を図り、「食」

や「再生可能エネルギー」などの地域特性を活かした新産業の創出・育成に努めます。

３）地域資源を活用した６次産業＊化の推進
　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組を促進します。

　また、農林漁業者や商工業者等の連携に向けた機会創出を図り、地域資源活用型の新た

な産業形態の創出や事業展開を支援します。

４）異業種・新分野への進出の促進
　異業種や新分野へ進出しようとする企業への支援として、参入可能な環境を整えるため

に必要な情報提供や、国に対しての規制緩和等に取り組むとともに、関係機関と連携し、

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
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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：企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関す

る法律

条例の名称：稚内市企業立地促進条例、稚内市中小企業振興条例

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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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

　本市の中小企業は、人（人材）、モノ（設備や商品）、金（資金）、情報（ノウハウ）など

の利用可能な経営資源＊が限られており、変動の大きい経済情勢に対応することは、自助努

力だけでは困難な状況にあります。

　本市ではこれまでも、融資制度の見直しやものづくり支援の拡充などを行ってきました

が、今後も中小企業の経営の安定と強化を図っていくことが重要です。

　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もしなけれ

ばなりません。本市の求人倍率は北海道平均を上回っており、全国平均と引けを取らない状

況にありますが、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、各々の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。特に子育て世代の方の求職希望条件に見合う求人が少ないと言われています。

　人口流出に歯止めをかけるためにも、関係機関と連携しながら、労働環境の整備に向けた

様々な施策や雇用促進策を展開していく必要があります。

　本市の経済をけん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。

１）中小企業に対する支援
　中小企業者が活力ある事業展開を実現できるよう、国等の各種支援制度の情報提供や必

要とする事業資金の融資あっ旋などを行います。

　また、経営の効率化と競争力の強化を図るため、関係機関と連携した経営相談や経営指

導、商品開発・販路拡大等の支援を行います。

　さらに、中小企業がレベルアップを目的として取り組む人材育成事業についても引き続

き支援を行います。

２）Ｉ・Ｊ・Ｕターン＊事業の推進
　もともと本市に住んでいた人が都会で生活した後、定住を目的に本市に再び住むＵター

ン、本市出身者以外が本市に移り住むＩターン、Ｊターンを希望する人に対し、関係機関

と連携して積極的に情報提供などを行い、移住を支援します。

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。

現状と課題

施策の目的

施策の主な内容
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４）就業機会の拡充
　高齢者の継続雇用制度の導入が義務付けられたことから、ハローワーク＊など関係機関

と連携し、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るなど、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）労働環境の向上と福祉の増進
　事業者に対し、労働時間の短縮・雇用条件の改善など誰もが働きやすい職場環境づくり

に向けた啓発等を行うとともに、中小企業などで働く勤労者が健康で安心して働けるよ

う、関係機関と連携して、労働に関わる相談体制の充実や福利厚生の推進を図ります。ま

た、季節労働者対策についても必要な支援を行います。

第４次稚内市総合計画　後期基本計画

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

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

分
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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

　本市の観光産業は、平成14年度に観光入込客数のピークを迎えて以来、右肩下がりの状

況が続いていましたが、平成24年度には、僅かではありますが上向きの兆しが見られました。

　本市では、これまでも団体型旅行者をはじめ近年増加傾向にある家族・グループと言った

個人型旅行者に向け様々な観光施策を行ってきましたが、今後も新しい観光動向に素早く対

応し、より効果的な取組を進めていかなければなりません。

　全国的にフィルムコミッションといわれる映画等の撮影を誘致し、観光振興につなげる取

組が盛んに行われています。本市も 近では平成24年11月に全国公開された映画「北のカ

ナリアたち」のロケ地となり、効果的な宣伝活動等に結びつけてきました。

　一方、合宿・コンベンション＊誘致も観光客増に向けた新たな対策として近年、重要な位

置を占めており、本市においても一定の経済波及効果を生んでいます。特にスポーツ合宿で

は、冷涼な気候と整った施設、サポート体制について大きな評価を得ており、今後は周辺自

治体とも連携した地域全体としての取組となることに期待を寄せています。

　本市の特色である美しい自然環境や新鮮で多彩な食などの地域資源を活かした観光メニューの充

実や、体験・滞在型の観光地づくりを進めるとともに、市民ボランティア＊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にも引き続き取り組んでいく必要があります。

　また、さらなる旅行需要の増加が見込まれるサハリンや東南アジアを中心とした外国人観

光客向けのプロモーション活動や、団塊の世代＊をターゲットとした観光振興策も重要です。

　今後も引き続き、本市の様々な産業が“観光の振興”に共鳴し連携を強化しながら、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。

　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。

１）観光資源の充実と情報の発信
　グリーンツーリズム＊や農業・漁業体験等のメニューの充実、エコツーリズム＊など、

体験・滞在型の観光地づくりを進めます。また、フットパス＊コースの整備、シーニック

バイウェイ＊等の各種団体や周辺地域と連携した広域観光ルートの開発など、観光地とし

ての魅力向上のための取組を進めます。

　一方、本市の 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

資源を活用し、『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戦略的、より効果的なＰＲを行っていきます。

２）受入体制の強化とホスピタリティの充実
　観光産業の従業者はもちろん、市民一人ひとりが、観光ガイドの意識を持ち、市民ぐる
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みで来訪者を温かく迎えるホスピタリティ向上のための取組を行います。また、外国人観

光客を受け入れるために必要な知識の普及や観光パンフレットの充実のほか、観光客の移

動の利便性の充実など、受入体制の整備に努めます。

３）観光客誘致活動の推進
　稚内の魅力を売り込むため、自然体験型観光、個人、家族・小グループや外国人向けの

目的にあった効果的なＰＲを推進します。

　また、これまでの大手航空会社の対策はもとより、格安航空会社（ＬＣＣ）や地域と地

域を空路でダイレクトに結ぶリージョナル航空＊事業との連動、さらにはＪＲ・バスの顧

客に向けた積極的な働きかけ、クルーズ船の誘致など全国からの誘客ルートの確立も含

め、本市への誘客につながる様々な手法で戦略的に取り組み一人でも多くの人を呼び込ん

で街のにぎわいを創出します。

　加えて、団塊の世代やサハリン・東南アジアなど旅行需要が期待される対象にターゲッ

トをしぼり、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。

５）産業間の連携強化
　観光産業において、材料や資源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の開催を促進します。

　また、一次・二次産業の資源を活用して、産業体験メニューの創出や景観づくりなど観

光資源の開発を進めるため、産業間の交流の機会を増やすなど、相互理解を深める取組を

通じ、産業間の連携強化を促進します。

第４次稚内市総合計画　後期基本計画

計画の名称：稚内市観光振興計画

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

分

野

５



124

施策5-4-2　企業立地を促進します

　本市の企業誘致は、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ロシア極東地域やカナダ、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ます。また、近年、世界的に話題となっている北極

海航路を活用した商船などの定期的な航行が実現されることは、稚内港の機能を 大限に売

り出すことで、海外企業の誘致が実現する可能性も有しています。

　さらに、風力エネルギーのポテンシャル＊は全国一と言われ、脆弱だった送電網も今後整備が進め

られることから、風力発電施設や再生可能エネルギー＊関連企業の誘致にも優位な状況にあります。

　こうした本市の優位性を国内外に 大限にＰＲして、今後も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 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。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、新たな雇用の場の創出も求められています。

　再生可能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。

１）企業誘致活動のための環境整備
　誘致の実現性が高い業種に的をしぼ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）再生可能エネルギー関連企業の誘致
　本市の地域特性を活用した再生可能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。

現状と課題

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

法令の名称：企業立地促進法（略称）

条例の名称：稚内市企業立地促進条例

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

分

野

５
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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

　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

課題が残されていますが、本市から進出して実績をあ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づくりに努めるとともに、円滑な物流が図られるよう、本市の港湾機

能の向上に向けて関係機関と連携した取組が必要とされています。ここ数年では、地元から

メロン・スイカ、冷凍のマグロ・ハマチの刺身ブロックなどの輸出が初めて実現したほか、

物流アドバイザリー事業を活用して、首都圏からサハリンプロジェクト＊資材をＪＲ貨物列

車などで陸送させ、稚内港から稚内・コルサコフ定期フェリー航路を使って輸送させる試み

を行うなど、官民一体となった事業展開が進められてきています。

　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、目覚ましい経済発展を遂げて

きました。人口50万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います。サハリンへ人や物を運ぶだけでなく、サハリン側か

ら多くの人が本市を訪れ、地域の活性化につなげることができる環境づくりが求められています。

　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。一方、日本人のサハリン観光に

ついても、ビザ免除制度を活用した民間によるサハリンツアーが企画されるなど、環境が整いつ

つあります。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を図る必要があります。

　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。

　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。

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

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

分

野

５
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市との相互理解をより深めるとともに、市民相互の国際感覚をはぐくみ、経済界で活躍で

きる人材の育成に努めます。

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の利用促進、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、様々な取組を展開します。また、サハリンからの観光客

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り組んでいきます。

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航と充実を図るための取組を支援するとともに、

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組の推進
　国内では、沖縄のみが指定を受けている「自由貿易地域」指定に向けて、特区制度など

を活用して関係機関と連携を図りながら段階的に取り組むことにより、稚内港を基地とし

た貿易の促進に努めます。

第４次稚内市総合計画　後期基本計画

分

野

５
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第４次稚内市総合計画　後期基本計画

分

野

５ 法令の名称：関税法、出入国管理及び難民認定法

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


