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分野分野分野分野３３３３    環境環境環境環境・・・・生活生活生活生活    
自然自然自然自然とととと共存共存共存共存しししし、、、、安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心にににに暮暮暮暮らせるまちをらせるまちをらせるまちをらせるまちを目指目指目指目指してしてしてして    

施策３-１-１ 消費生活の向上を図ります 
施策３-１-２ 交通安全対策を推進します 
施策３-１-３ 防犯対策を推進します 
施策３-１-４ 消防・救急体制の充実を図ります 
 

政策３-１ 安心して暮らせるまちづくり 

施策３-２-１ 快適な冬の暮らしを創造します 
施策３-２-２ 良好な生活環境の確保を図ります 

政策３-２ 暮らしを支える生活環境づくり 

施策３-３-１ 再生可能エネルギー＊の利活用を図ります 
施策３-３-２ 循環型社会＊の形成を図ります 
施策３-３-３ 自然環境を守り共存を図ります 

政策３-３ 環境問題への積極的な取組 

部門別計画部門別計画部門別計画部門別計画    
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基本目標３基本目標３基本目標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自然と共存し、安全・安心に暮らせるまちを目指して自然と共存し、安全・安心に暮らせるまちを目指して自然と共存し、安全・安心に暮らせるまちを目指して    

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 

 

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
 

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

れております。 

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。 
 

施策施策施策施策のののの目的目的目的目的    
 

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。 
 

施策施策施策施策のののの主主主主なななな内容内容内容内容    
 

１１１１））））消費生活消費生活消費生活消費生活にににに対対対対するするするする意識意識意識意識のののの高揚高揚高揚高揚とととと消費者保護消費者保護消費者保護消費者保護のののの推進推進推進推進    

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。 

２２２２））））環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした消費活動消費活動消費活動消費活動のののの促進促進促進促進    

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。 

３３３３））））消費者物価消費者物価消費者物価消費者物価のののの安定安定安定安定のためののためののためののための取組取組取組取組    

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。 

４４４４））））安心安心安心安心してしてしてして商品購入商品購入商品購入商品購入ができるができるができるができる環境整環境整環境整環境整備備備備    

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。 

 

 



 

 

第４次稚内市総合計画 後期基本計画（案）   

 

 

 69  

【【【【稚内市消費者稚内市消費者稚内市消費者稚内市消費者センターにおけるセンターにおけるセンターにおけるセンターにおける相談件数相談件数相談件数相談件数のののの推移推移推移推移】】】】    

 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

相談件数（件） 199 198 219 149 177※ 

※平成 24 年度から宗谷定住自立圏形成協定に基づく相談の広域化を実施 

（宗谷管内９町村の住民からの相談を含む。稚内市民の相談は 144 件。） 

 

【【【【稚内市消費者稚内市消費者稚内市消費者稚内市消費者センターにおけるセンターにおけるセンターにおけるセンターにおける相談内容相談内容相談内容相談内容（（（（平成平成平成平成 24242424 年度年度年度年度のののの上位上位上位上位）】）】）】）】    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策施策施策施策のののの成果指標成果指標成果指標成果指標（（（（アウトカムアウトカムアウトカムアウトカム））））    
 

指指指指    標標標標    のののの    名名名名    称称称称    単位単位単位単位    
平成平成平成平成 24242424 年度年度年度年度    
（（（（現状値現状値現状値現状値））））    

平成平成平成平成 30303030 年度年度年度年度    
（（（（目標値目標値目標値目標値））））    

消費生活セミナー＊等の参加者（延べ人
数） 

人 956  

 

協働協働協働協働のののの指針指針指針指針    
 

市民市民市民市民・・・・地域地域地域地域・・・・事業者事業者事業者事業者
等等等等がががが行行行行うことうことうことうこと    

被害にあわないよう正しい消費知識を習得する。 
市など関係機関へ積極的に実態について情報を提供する。 
〔事業者〕消費生活情報を提供する。商品やサービスを責任をも
って提供する。適正な表示と取引を行う。 

市市市市がががが行行行行うことうことうことうこと    
情報提供や相談対応などの市民に対する支援と学習機会を提供す
る。道や警察など関係機関との情報共有と連携を図る。 

 

関連関連関連関連するするするする主主主主なななな法令法令法令法令・・・・条例条例条例条例・・・・計画等計画等計画等計画等    
 

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 

  

 
相談内容 件数（件） 

１位 電話情報料・有料サイト不当請求 37 

２位 多重債務 25 

３位 その他相談（個人間トラブル） 22 

４位 賃貸アパート・土地・建物 15 

５位 食料品関係（健康食品ほか） 14 
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施策 3-1-2 交通安全対策を推進します 

 

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
 

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おります。 

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。 
 

施策施策施策施策のののの目的目的目的目的    
 

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。 
 

施策施策施策施策のののの主主主主なななな内容内容内容内容    
 

１１１１））））交通安全意識交通安全意識交通安全意識交通安全意識のののの向上向上向上向上とととと交通安全運動交通安全運動交通安全運動交通安全運動のののの推進推進推進推進    

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。 

２２２２））））安全安全安全安全でででで安心安心安心安心・・・・快適快適快適快適なななな交通環境交通環境交通環境交通環境のののの確保確保確保確保    

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。 

３３３３））））交通事故被害者交通事故被害者交通事故被害者交通事故被害者へのへのへのへの支援支援支援支援    

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。 
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（出典）稚内市統計書 

 

施策施策施策施策のののの成果指標成果指標成果指標成果指標（（（（アウトカムアウトカムアウトカムアウトカム））））    
 

指指指指    標標標標    のののの    名名名名    称称称称    単位単位単位単位    
平成平成平成平成 24242424 年度年度年度年度    
（（（（現状値現状値現状値現状値））））    

平成平成平成平成 30303030 年度年度年度年度    
（（（（目標値目標値目標値目標値））））    

市内で起きた交通事故件数（人身事故） 件 65 
 

市内で起きた交通事故死亡者数 人 １ ０ 

 

協働協働協働協働のののの指針指針指針指針    
 

市民市民市民市民・・・・地域地域地域地域・・・・事業者事業者事業者事業者
等等等等がががが行行行行うことうことうことうこと    

交通安全に対して高い意識を持ち、歩行者・運転者として交通ル
ールやマナーを守る。 

市市市市がががが行行行行うことうことうことうこと    
交通安全に関する啓発を行う。関係機関と連携して道路環境の保
全に努める。 

 

関連関連関連関連するするするする主主主主なななな法令法令法令法令・・・・条例条例条例条例・・・・計画等計画等計画等計画等    
 

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 
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施策 3-1-3 防犯対策を推進します 

 

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
 

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。 
 

施策施策施策施策のののの目的目的目的目的    
 

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。 
 

施策施策施策施策のののの主主主主なななな内容内容内容内容    
 

１１１１））））防犯意識防犯意識防犯意識防犯意識のののの向上向上向上向上とととと対策対策対策対策のののの推進推進推進推進    

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。 

２２２２））））防犯防犯防犯防犯のためののためののためののための環境環境環境環境のののの整備整備整備整備    

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。 

３３３３））））犯罪被害者犯罪被害者犯罪被害者犯罪被害者にににに対対対対するするするする支援支援支援支援    

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。 
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【【【【犯罪認知件数犯罪認知件数犯罪認知件数犯罪認知件数のののの推移推移推移推移】】】】                            （単位：件）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）稚内市統計書 

 

 

施策施策施策施策のののの成果指標成果指標成果指標成果指標（（（（アウトカムアウトカムアウトカムアウトカム））））    
 

指指指指    標標標標    のののの    名名名名    称称称称    単位単位単位単位    
平成平成平成平成 24242424 年度年度年度年度    
（（（（現状値現状値現状値現状値））））    

平成平成平成平成 30303030 年度年度年度年度    
（（（（目標値目標値目標値目標値））））    

犯罪認知件数 件 203  

 

協働協働協働協働のののの指針指針指針指針    
 

市民市民市民市民・・・・地域地域地域地域・・・・事業者事業者事業者事業者
等等等等がががが行行行行うことうことうことうこと    

地域の安全は地域で守るという意識を持つ。 
自主防犯活動に参加し協力する。 

市市市市がががが行行行行うことうことうことうこと    
防犯に関する意識啓発や情報の収集・提供を行う。 
市民の自主防犯活動への支援と防犯に配慮した環境を整備する。 

 

関連関連関連関連するするするする主主主主なななな法令法令法令法令・・・・条例条例条例条例・・・・計画等計画等計画等計画等    
 

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 

  

区 分 凶悪犯 粗暴犯 窃盗犯 知能犯 風俗犯 その他 合 計 

平成 20 年 2 10 153 11 2 44 222 

平成 21 年 4 12 192 6 2 42 258 

平成 22 年 3 16 121 4 1 54 199 

平成 23 年 1 12 136 6 3 58 216 

平成 24 年 0 17 99 13 8 66 203 
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施策 3-1-4 消防・救急体制の充実を図ります 

 

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
 

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。 
 

施策施策施策施策のののの目的目的目的目的    
 

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。 
 

施策施策施策施策のののの主主主主なななな内容内容内容内容    
 

１１１１））））火災予防対火災予防対火災予防対火災予防対策策策策のののの推進推進推進推進    

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。 

２２２２））））消防体制消防体制消防体制消防体制のののの基盤強化基盤強化基盤強化基盤強化    

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。 

３３３３））））救急救急救急救急・・・・救助体制救助体制救助体制救助体制のののの充実充実充実充実    

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。 
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【【【【火災件数火災件数火災件数火災件数・・・・死者数死者数死者数死者数のののの推移推移推移推移】】】】                            （単位：件、人）    

区 分 平成 20 年 平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 

火災件数 

建  物 17 6 9 7 5 

建物以外 3 8 6 5 11 

総  数 20 14 15 12 16 

死  者  数 0 2 1 0 0 

（出典）稚内地区消防事務組合 

 

 

【【【【救急活動救急活動救急活動救急活動・・・・救助活動救助活動救助活動救助活動のののの推移推移推移推移】】】】                        （単位：件、人） 

区 分 平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 

救急活動 
出場件数 1,272 1,302 1,378 1,455 

搬送人員 1,202 1,221 1,303 1,360 

救助活動 出動件数 41 38 19 21 

（出典）稚内地区消防事務組合 

 

 

 

施策施策施策施策のののの成果指標成果指標成果指標成果指標（（（（アウトカムアウトカムアウトカムアウトカム））））    
 

指指指指    標標標標    のののの    名名名名    称称称称    単位単位単位単位    
平成平成平成平成 24242424 年度年度年度年度    
（（（（現状値現状値現状値現状値））））    

平成平成平成平成 30303030 年度年度年度年度    
（（（（目標値目標値目標値目標値））））    

住宅火災件数 件 1  

救命講習へ参加した市民の数 人 2,001  

 

協働協働協働協働のののの指針指針指針指針    
 

市民市民市民市民・・・・地域地域地域地域・・・・事業者事業者事業者事業者
等等等等がががが行行行行うことうことうことうこと    

火災を起こさないよう留意する。 
自主防火管理体制の確立を図る。 
応急手当に関する知識と技術の習得に努める。 

市市市市がががが行行行行うことうことうことうこと    
防火に対する意識の啓発を行う。迅速で的確な消防、救急・救助
活動を行う。 

 

関連関連関連関連するするするする主主主主なななな法令法令法令法令・・・・条例条例条例条例・・・・計画等計画等計画等計画等    
 

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 
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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 

 

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
 

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。 

最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り組み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。 
 

施策施策施策施策のののの目的目的目的目的    
 

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。 
 

施策施策施策施策のののの主主主主なななな内容内容内容内容    
 

１１１１））））除雪対策除雪対策除雪対策除雪対策へのへのへのへの取組取組取組取組    

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。 

２２２２））））冬冬冬冬をををを楽楽楽楽しむしむしむしむ活動活動活動活動のののの推進推進推進推進とととと利活用利活用利活用利活用    

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。 

３３３３））））雪雪雪雪にににに関関関関するするするする情報提供情報提供情報提供情報提供のののの充実充実充実充実    

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



 

 

第４次稚内市総合計画 後期基本計画（案）   

 

 

 77  

客のニーズに応える情報を積極的に提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策施策施策施策のののの成果指標成果指標成果指標成果指標（（（（アウトカムアウトカムアウトカムアウトカム））））    
 

指指指指    標標標標    のののの    名名名名    称称称称    単位単位単位単位    
平成平成平成平成 24242424 年度年度年度年度    
（（（（現状値現状値現状値現状値））））    

平成平成平成平成 30303030 年度年度年度年度    
（（（（目標値目標値目標値目標値））））    

除雪に対する苦情件数 件 350  

除雪弱者対策の協働団体数 団体 
7 

（平成 25 年度） 
 

 

協働協働協働協働のののの指針指針指針指針    
 

市民市民市民市民・・・・地域地域地域地域・・・・事業者事業者事業者事業者
等等等等がががが行行行行うことうことうことうこと    

除雪について、ともに助け合う意識を持つ。 
冬を楽しむ工夫を積極的に行う。 

市市市市がががが行行行行うことうことうことうこと    
市道などの適切な除雪を行う。除雪や冬を楽しむことに関して情
報を発信する。 
冬を楽しむイベントなどへの支援を行う。 

 

関連関連関連関連するするするする主主主主なななな法令法令法令法令・・・・条例条例条例条例・・・・計画等計画等計画等計画等    
 

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 
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施策 3-2-2 良好な生活環境の確保を図ります 

 

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
 

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おります。 

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。 
 

施策施策施策施策のののの目的目的目的目的    
 

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。 
 

施策施策施策施策のののの主主主主なななな内容内容内容内容    
 

１１１１））））環境美化活動環境美化活動環境美化活動環境美化活動のののの推進推進推進推進    

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。 

２２２２））））環境美化意識環境美化意識環境美化意識環境美化意識のののの高揚高揚高揚高揚    

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。 

３３３３））））公害対策公害対策公害対策公害対策へのへのへのへの取組取組取組取組    

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。 

４４４４））））防疫防疫防疫防疫＊＊＊＊対策対策対策対策へのへのへのへの取組取組取組取組    

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。 

５５５５））））公衆衛生環境公衆衛生環境公衆衛生環境公衆衛生環境のののの確保確保確保確保    

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。 

６６６６））））衛生的衛生的衛生的衛生的なななな生活環境生活環境生活環境生活環境のののの確保確保確保確保    

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。 
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施策施策施策施策のののの成果指標成果指標成果指標成果指標（（（（アウトカムアウトカムアウトカムアウトカム））））    
 

指指指指    標標標標    のののの    名名名名    称称称称    単位単位単位単位    
平成平成平成平成 24242424 年度年度年度年度    
（（（（現状値現状値現状値現状値））））    

平成平成平成平成 30303030 年度年度年度年度    
（（（（目標値目標値目標値目標値））））    

ごみの不法投棄件数 件 82 0 

汚水処理人口普及率 ％ 
94.2 

（平成23年度末） 
 

狂犬病予防注射の接種率 ％ 69.55  

 

協働協働協働協働のののの指針指針指針指針    
 

市民市民市民市民・・・・地域地域地域地域・・・・事業者事業者事業者事業者
等等等等がががが行行行行うことうことうことうこと    

環境美化への意識を高める。ボランティア＊などへ参加する。 

市市市市がががが行行行行うことうことうことうこと    
市民が活動する清掃美化活動へ支援する。 
施設などの適正な管理運営を行う。 

 

関連関連関連関連するするするする主主主主なななな法令法令法令法令・・・・条例条例条例条例・・・・計画等計画等計画等計画等    
 

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 
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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 

 

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
 

東日本大震災、東京電力福島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、５ MW 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

み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。 
 

施策施策施策施策のののの目的目的目的目的    
 

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。 
 

施策施策施策施策のののの主主主主なななな内容内容内容内容    
 

１１１１））））自立分散型自立分散型自立分散型自立分散型エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー供給供給供給供給システムのシステムのシステムのシステムの確立確立確立確立によるによるによるによる災害災害災害災害にににに強強強強いマチづくりいマチづくりいマチづくりいマチづくり    

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

で最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） 

２２２２））））省省省省エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの推進推進推進推進、、、、エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー利用利用利用利用のののの最適化最適化最適化最適化などなどなどなど    

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最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。 

３３３３））））再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーとエネルギーとエネルギーとエネルギーと食食食食のののの連携連携連携連携    

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、マチの賑わいづくりにつなげます。 
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施策施策施策施策のののの成果指標成果指標成果指標成果指標（（（（アウトカムアウトカムアウトカムアウトカム））））    
 

指指指指    標標標標    のののの    名名名名    称称称称    単位単位単位単位    
平成平成平成平成 24242424 年度年度年度年度    
（（（（現状値現状値現状値現状値））））    

平成平成平成平成 30303030 年度年度年度年度    
（（（（目標値目標値目標値目標値））））    

検討中    

 

協働協働協働協働のののの指針指針指針指針    
 

市民市民市民市民・・・・地域地域地域地域・・・・事業者事業者事業者事業者
等等等等がががが行行行行うことうことうことうこと    

家庭生活や事業活動において、省エネルギーに努める。 

市市市市がががが行行行行うことうことうことうこと    
省エネルギーについて啓発を行う。新・省エネルギーについて調
査・研究を支援する。市の施設などに再生可能エネルギー＊を積極
的に利用する。省エネルギーを実践する。 

 

関連関連関連関連するするするする主主主主なななな法令法令法令法令・・・・条例条例条例条例・・・・計画等計画等計画等計画等    
 

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 

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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施策 3-3-2 循環型社会の形成を図ります 

 

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
 

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

直しを行うと共に、分別の拡大などを行ってきた結果、ごみ排出量は平成 19 年度比で 16.2 ％

減少しました。これに伴い、一般廃棄物最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割ほど多い状況となっています。 

一方、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いています。平成

24 年４月からは、生ごみの中間処理施設、バイオエネルギーセンターが稼働し、生ごみの分別

収集を開始しました。しかし、生ごみと一般ごみの混入がいまだ多い状況となっています。 

これらのことから、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・啓発が必要となっています。 
 

施策施策施策施策のののの目的目的目的目的    
 

３Ｒ＊（Reduce：ごみを減らす・Recycle：繰り返し使う・Reuse：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。 
 

施策施策施策施策のののの主主主主なななな内容内容内容内容    
 

１１１１））））計画的計画的計画的計画的なななな廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理のののの推進推進推進推進    

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。 

２２２２））））３３３３ＲＲＲＲのののの推進推進推進推進    

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。 

３３３３））））環境対策環境対策環境対策環境対策へのへのへのへの意識意識意識意識のののの高揚高揚高揚高揚    

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、市民一人ひとりのゴミ排出・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。 

４４４４））））リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル事業事業事業事業によるによるによるによる経経経経済振興済振興済振興済振興    

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。  
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施策施策施策施策のののの成果指標成果指標成果指標成果指標（（（（アウトカムアウトカムアウトカムアウトカム））））    
 

指指指指    標標標標    のののの    名名名名    称称称称    単位単位単位単位    
平成平成平成平成 24242424 年度年度年度年度    
（（（（現状値現状値現状値現状値））））    

平成平成平成平成 30303030 年度年度年度年度    
（（（（目標値目標値目標値目標値））））    

市民一人当りの一日のごみ排出量 g 1,313 977 

ごみの再資源化（リサイクル）率 ％ 19.3 31.0 

 

協働協働協働協働のののの指針指針指針指針    
 

市民市民市民市民・・・・地域地域地域地域・・・・事業者事業者事業者事業者
等等等等がががが行行行行うことうことうことうこと    

ごみの分別の徹底と適正な排出を心がける。 

市市市市がががが行行行行うことうことうことうこと    
３Ｒ運動の啓発を行う。 
集められたごみを適切に処理・処分する。 

 

関連関連関連関連するするするする主主主主なななな法令法令法令法令・・・・条例条例条例条例・・・・計画等計画等計画等計画等    
 

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 
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施策 3-3-3 自然環境を守り共存を図ります 

 

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
 

本市は、日本の最北端に位置し、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。 
 

施策施策施策施策のののの目的目的目的目的    
 

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。 
 

施策施策施策施策のののの主主主主なななな内容内容内容内容    
 

１１１１））））自然環境自然環境自然環境自然環境のののの保全保全保全保全    

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。 

２２２２））））自然環境自然環境自然環境自然環境のののの活用活用活用活用    

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。 

３３３３））））自然教育自然教育自然教育自然教育のののの推進推進推進推進    

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着くような自然教育を推進し、郷

土愛の心、生きる力＊を育みます。 

４４４４））））動植物動植物動植物動植物のののの保護保護保護保護とととと適正管理適正管理適正管理適正管理    

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。 
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協働協働協働協働のののの指針指針指針指針    
 

市民市民市民市民・・・・地域地域地域地域・・・・事業者事業者事業者事業者
等等等等がががが行行行行うことうことうことうこと    

自然環境の保全について関心を持つ。学習の機会や保全活動に積
極的に参加する。 

市市市市がががが行行行行うことうことうことうこと    
市民などに対する啓発を行う。 
関係機関と連携を図り自然環境の保全に努める。 

 

関連関連関連関連するするするする主主主主なななな法令法令法令法令・・・・条例条例条例条例・・・・計画等計画等計画等計画等    
 

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 
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分野分野分野分野４４４４    都市基盤都市基盤都市基盤都市基盤    
次世代次世代次世代次世代にににに向向向向けたけたけたけた住住住住みよいまちをみよいまちをみよいまちをみよいまちを目指目指目指目指してしてしてして    

施策４-１-１ 総合的な交通体系を構築します 
施策４-１-２ 都市間交通の基盤整備を進めます 

政策４-１ 公共交通を充実させたまちづくり 

施策４-２-１ 防災対策を強化します 

政策４-２ 災害に強いまちづくり 

施策４-３-１ 中心市街地の再生を図ります 
施策４-３-２ 計画的な土地利用を推進します 
施策４-３-３ 生活を支える社会基盤整備を進めます 

政策４-３ 調和のとれた持続可能なまちづくり 

部門別計画部門別計画部門別計画部門別計画    
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基本目標４基本目標４基本目標４基本目標４    次世代に向けた住みよいまちを目指して次世代に向けた住みよいまちを目指して次世代に向けた住みよいまちを目指して次世代に向けた住みよいまちを目指して    

政策 4-1 公共交通を充実させたまちづくり 

施策 4-1-1 総合的な交通体系を構築します 

 

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
 

急速な自家用車の普及や人口の減少などの要因が重なり、公共交通機関の利用者数は年々減少

し、将来における公共交通全体の衰退が懸念されています。 

特に郊外部におけるバスの路線維持は非常に厳しい状況にあり、住民生活を守りつつ効率のよ

い公共交通体系を構築することが急務であることから、地域及び周辺町村の理解を得て、バスの

路線変更や乗合タクシー＊の導入など公共交通体系の変更を行い、併せて観光客の利用増も図っ

てきました。 

また、平成 24 年４月に稚内駅周辺地区の再開発ビル「キタカラ」がグランドオープンしたこ

とに伴い、「まちなかのにぎわい創出」と併せて、路線バスの駅前ターミナル経由を行い、まち

なかへの公共交通による移動の促進も図ってきました。 

近年、地球温暖化＊防止などの環境対策としても公共交通の重要性が見直されています。この

ため、公共交通が持つ公益性、地域経済の活性化などの効果を考慮し、これまで交通事業者に委

ねてきた交通事業に行政が適切に関与しながら、今後も総合的かつ戦略的な事業を展開していく

必要があります。 
 

施策施策施策施策のののの目的目的目的目的    
 

地域住民や観光客などの公共交通の利便性を高めながら利用促進を図り、将来にわたって安定

した公共交通を確保します。 
 

施策施策施策施策のののの主主主主なななな内容内容内容内容    
 

１１１１））））総合的総合的総合的総合的なななな交通戦略交通戦略交通戦略交通戦略のののの推進推進推進推進    

路線バスをはじめとする移動手段の確保、徒歩、自転車、自動車、公共交通の適正な分担など、

市民や観光客のニーズに基づく総合的な交通戦略を市民・関係事業者とともに検討・推進します。 

２２２２））））公共交通公共交通公共交通公共交通のののの利便性利便性利便性利便性のののの向上向上向上向上    

路線バスについて、交通事業者と連携を図りながら、利用者の利便性の向上と生活路線の確保

に努めます。また、少人数の多様なニーズに応えるディマンド型輸送＊など、新たな交通手段の

導入を進めます。 

３３３３））））モビリティ・マネジメントモビリティ・マネジメントモビリティ・マネジメントモビリティ・マネジメント＊＊＊＊のののの推進推進推進推進    

今後は、公共交通の利用促進だけではなく、歩行者、自転車交通などの多様な交通機関の利便

性の向上を図るとともに、環境保全の側面からも、公共交通による移動を心がける意識を市民生

活に定着させるための啓発と、利用促進のためのソフト事業を推進します。 

また、子どもたちに、学校での総合的な学習の時間を活用して、公共交通からまちづくりを環

境と併せて考えてもらう機会をつくります。 
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（出典）稚内市統計書 

 

 

施策施策施策施策のののの成果指標成果指標成果指標成果指標（（（（アウトカムアウトカムアウトカムアウトカム））））    
 

指指指指    標標標標    のののの    名名名名    称称称称    単位単位単位単位    
平成平成平成平成 24242424 年度年度年度年度    
（（（（現状値現状値現状値現状値））））    

平成平成平成平成 30303030 年度年度年度年度    
（（（（目標値目標値目標値目標値））））    

効率化に向け再編した生活交通路線の
数 

路線 3  

 

協働協働協働協働のののの指針指針指針指針    
 

    
 

市市市市がががが行行行行うことうことうことうこと    
公共交通の活性化と利便性の向上につながる交通体系の方向性を
示す。施策の展開を行う。 

 

関連関連関連関連するするするする主主主主なななな法令法令法令法令・・・・条例条例条例条例・・・・計画等計画等計画等計画等    
法令の名称： 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律、道路運送法  

計画の名称： 稚内市地域公共交通総合連携計画 

  

公共交通の積極的活用と意識を持つ。 
市民市民市民市民・・・・地域地域地域地域・・・・事業者事業者事業者事業者

等等等等がががが行行行行うことうことうことうこと 

144.7 
136.1 

128.4 124.4 122.8 
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（年度）

【【【【バスバスバスバス輸送状況輸送状況輸送状況輸送状況（（（（稚内市内稚内市内稚内市内稚内市内））））のののの推移推移推移推移】】】】
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施策 4-1-2 都市間交通の基盤整備を進めます 

 

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
 

本市内の国道は、現在、国道 40 号（稚内～名寄間）を規格の高い道路にするための整備が進

められており、また海岸浸食が著しい国道 238 号についても、安全で安心できる道路整備が行

われています。国道は地域住民の生活向上や観光振興を含めた地域の活性化はもとより、３次医

療機関＊への搬送時間の短縮など、地域住民の生命を守る救急医療体制づくりにおいても重要な

役割を担っており、さらなる整備促進が期待されております。 

また鉄道は、稚内～札幌間が特急化されたものの、利用者の利便性を高めるためには、ＪＲ宗

谷本線（稚内～名寄間）の高速化による移動時間の短縮が必要不可欠です。加えて、運行の確実

性や安全性の向上も強く求められています。こうした状況から、これまで以上に地域が連携し、

一丸となって基盤整備に対する要望活動等の取組を進めていく必要があります。 

空路については、関西便・中部便が休止され、現在、通年運航として東京便、千歳便が就航し

ていますが、地域経済の活性化や市民の利便性の観点からも路線の維持と拡大に向けて官民合わ

せた活動がさらに重要となっています。 

特に冬季間における稚内空港の就航率の向上を図るため、平成 21 年度に滑走路延長工事が完

了しましたが、引き続き除雪体制の充実等が必要とされています。 

港湾整備においては、平成 23 年度に稚内港が日本海側拠点港に選定され、重要な港湾として

位置づけられておりますが、引き続き輸出入の拡大などに向けて、港湾機能の充実と整備が必要

とされています。また、本市と利尻・礼文を結ぶ利礼航路は、島民にとって唯一の生活路線であ

るとともに、本市を訪れる観光客が離島へ渡るための交通手段となっており、安定的な航路の確

保と充実が必要とされています。 
 

施策施策施策施策のののの目的目的目的目的    
 

都市間交通における社会資本整備の充実を図り、市民生活における公共交通の利便性の確保と

地域経済の活性化を実現します。 
 

施策施策施策施策のののの主主主主なななな内容内容内容内容    
 

１１１１））））規格規格規格規格のののの高高高高いいいい道路整備道路整備道路整備道路整備などのなどのなどのなどの推進推進推進推進    

制限速度の緩和措置など、迅速で安全な高速交通ネットワーク＊の構築に向けた道路の整備に

ついて要望を行います。特に国道 40 号の規格の高い道路整備については、事業の早期完成に向

け、要望活動を強化します。 

２２２２））））鉄道鉄道鉄道鉄道のののの高速化推進高速化推進高速化推進高速化推進    

沿線住民や観光客の利用向上を図るため、運行の安全性確保はもちろん、稚内～名寄間の高速

化が重要であることから、新車両の導入及び鉄路の基盤強化等について、沿線地域の自治体が一

丸となり、これまで以上に強く要望活動を展開します。 

３３３３））））空港空港空港空港のののの整備整備整備整備とととと航空路線航空路線航空路線航空路線のののの確保拡大確保拡大確保拡大確保拡大のののの推進推進推進推進    

就航率の向上を図るため、国などに対し、空港の高質化に向けた整備促進に関する要望を行う

とともに、路線の維持・拡大と利便性の向上について、関係団体などと連携し、運航会社に対し

て働きかけます。 

また、本市と航空路線で結ばれている地域に向けて、本市の魅力を発信して、関係団体などと
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協力して搭乗率を高める活動を展開し、路線確保に努めます。 

４４４４））））港湾機能港湾機能港湾機能港湾機能のののの充実充実充実充実とととと利礼航路利礼航路利礼航路利礼航路のののの確保充実確保充実確保充実確保充実    

平成 25 年度に改訂した港湾計画に基づき、利用者ニーズに合った港湾機能の強化と整備を推

進し、老朽化施設の計画的な維持管理や施設の長寿命化＊を図ります。また、稚内港・宗谷港の

マリンタウンプロジェクトを進め、サハリン・プロジェクト＊の動向を踏まえた施設整備やクル

ーズ船の入港に合わせた整備を検討します。利尻島・礼文島への航路の確保と充実については、

バリアフリー対応旅客施設を導入し、利用者に優しい旅客機能を有し、利用客の拡大に務め、継

続的に事業者と連絡調整を図ります。 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）稚内市統計書 
 

施策施策施策施策のののの成果指標成果指標成果指標成果指標（（（（アウトカムアウトカムアウトカムアウトカム））））    
 

指指指指    標標標標    のののの    名名名名    称称称称    単位単位単位単位    
平成平成平成平成 24242424 年度年度年度年度    
（（（（現状値現状値現状値現状値））））    

平成平成平成平成 30303030 年度年度年度年度    
（（（（目標値目標値目標値目標値））））    

稚内空港の冬季就航率（過去５年間の
平均） 

％ 87.3  

稚内港に入港する船舶の隻数・トン数 
隻 7,117  

トン 7,841  

 
 

協働協働協働協働のののの指針指針指針指針    
 

市民市民市民市民・・・・地域地域地域地域・・・・事業者事業者事業者事業者
等等等等がががが行行行行うことうことうことうこと    

行政と協力して要望活動を行う。 

市市市市がががが行行行行うことうことうことうこと    
各種団体と連携し、必要な活動や関係機関などに対する要望を行
う。 

 
 

関連関連関連関連するするするする主主主主なななな法令法令法令法令・・・・条例条例条例条例・・・・計画等計画等計画等計画等    
 

法令の名称： 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律、道路法、空港法、港湾法 

計画の名称： 稚内港港湾計画、稚内マリンタウンプロジェクト、宗谷港マリンタウンプ

ロジェクト  

116,121 

102,314 
91,412 

86,400 86,674 
104,651 

95,186 
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【【【【稚内空港利用状況稚内空港利用状況稚内空港利用状況稚内空港利用状況のののの推移推移推移推移】】】】
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政策 4-2 災害に強いまちづくり 

施策 4-2-1 防災対策を強化します 

 

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
 

近年、全国各地で自然災害がひん繁に発生しています。中でも、平成 23 年の東日本大震災で

は、私たちの想像をはるかに超える被害が発生し、これまでの「津波」や「防災」の概念を覆す

ばかりか、社会全体に様々な課題を突きつけました。 

本市も、周辺に断層帯が存在し、また、三方を海に囲まれていることなどから、今後いつ地震

や津波、異常気象による災害が起きてもおかしくない状況です。 

しかし、これまで災害の発生が少なかったということもあり、市民の防災に対する意識や防災

対策が十分であるとはいえません。今後は、災害に強いまちを目指して、市民の防災に対する意

識を高めるとともに、市民の安全と財産を守るための体制づくりと基盤整備をさらに推進してい

く必要があります。 
 

施策施策施策施策のののの目的目的目的目的    
 

災害発生時に市民の生命、財産を守るとともに、被害を最小限にとどめ早期に都市機能を復旧

させることができる、災害に強いまちをつくります。 
 

施策施策施策施策のののの主主主主なななな内容内容内容内容    
 

１１１１））））防災意識防災意識防災意識防災意識のののの高揚高揚高揚高揚とととと伝達伝達伝達伝達システムのシステムのシステムのシステムの充実充実充実充実    

災害に関する広報活動や出前講座を充実させ情報提供を行うとともに、災害時マニュアル、稚

内市防災マップ(ハザードマップ)の更新や、津波浸水域の周知など防災情報を共有し、災害への

意識の高揚に努めます。また、各関係機関との情報連絡システムの強化・拡充を図りながら、災

害発生時に市民に対し、災害や避難などの情報提供のため、緊急告知防災ラジオや防災情報メー

ルサービスなど、迅速な情報伝達手段の多様化を図ります。 

２２２２））））地域防災体制地域防災体制地域防災体制地域防災体制のののの強化強化強化強化・・・・支援支援支援支援    

災害発生時または発生するおそれがある場合には、国、北海道等、関係機関と連携して市民の

安全の確保等にあたります。 

また、地域防災計画を改訂するとともに、防災訓練の実施、自主防災組織＊設置の促進等に取り

組み、市民や地域の団体等が自ら防災力を高め、「自助＊」「共助＊」「公助＊」の考え方のもと、そ

れぞれが一体となって活動できる体制づくりを進めます。 

３３３３））））災害予防災害予防災害予防災害予防のののの強化強化強化強化    

河川、治水、津波、土砂、がけ崩れなどの災害が予想される危険区域を把握し、予防対策を推

進するとともに、行き止まりや狭あいな道路の解消、住宅密集地の解消や建物の不燃化などを促

進します。特に、海上における流出油防除対策について強化します。 

４４４４））））耐震診断及耐震診断及耐震診断及耐震診断及びびびび耐震化耐震化耐震化耐震化のののの促進促進促進促進    

災害発生時に避難場所となる学校や公共施設などの耐震診断と耐震化を推進するとともに、一

般住宅をはじめとする民間の建物に対しても耐震化を促します。また、上・下水道など建物以外
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の公共施設についても併せて耐震化を推進します。 

５５５５））））国民保護法国民保護法国民保護法国民保護法へのへのへのへの対応対応対応対応    

テロや武力攻撃等の事態に際しては、全国瞬時警報システム(J-ALERT)＊による情報を活用し、

住民に早期の避難や予防措置を促し、被害の軽減や速やかな対応ができるよう、関係機関と連携

を図り、体制の強化に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策施策施策施策のののの成果指標成果指標成果指標成果指標（（（（アウトカムアウトカムアウトカムアウトカム））））    
 

指指指指    標標標標    のののの    名名名名    称称称称    単位単位単位単位    
平成平成平成平成 24242424 年度年度年度年度    
（（（（現状値現状値現状値現状値））））    

平成平成平成平成 30303030 年度年度年度年度    
（（（（目標値目標値目標値目標値））））    

公共建築物の耐震化率（市所有、非木
造２Ｆ以上） 

％ 
52.3 

（平成 25 年度） 
 

水道管の耐震化率（300 mm 以上基幹
管路） 

％ 29.3 56.9 

団体・事業所などとの防災協定数 件 29 
 

自主防災組織の組織数 団体 6 
 

 

協働協働協働協働のののの指針指針指針指針    
 

市民市民市民市民・・・・地域地域地域地域・・・・事業者事業者事業者事業者
等等等等がががが行行行行うことうことうことうこと    

危機管理意識を持ち、自発的に警戒・避難活動を行う。防災・減
災活動に寄与する。 

市市市市がががが行行行行うことうことうことうこと    
防災知識の普及や災害情報などの情報提供を行う。災害に対し必
要な施設・体制などの整備・強化をする。 

 

関連関連関連関連するするするする主主主主なななな法令法令法令法令・・・・条例条例条例条例・・・・計画等計画等計画等計画等    
 

法令の名称： 災害対策基本法 

条例の名称： 稚内市防災会議条例、稚内市災害対策本部条例、稚内市国民保護協議会条

例、稚内市国民保護対策本部及び本市緊急対処事態対策本部条例 

計画の名称： 稚内市地域防災計画、稚内市国民保護計画 
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政策 4-3 調和のとれた持続可能なまちづくり 

施策 4-3-1 中心市街地の再生を図ります 

 

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
 

稚内駅を中心とする中心市街地は古くから栄え、市民から親しみを持って「マチ」と呼ばれて、

本市の経済・文化の拠点として発展してきました。しかし、近年の市街地の拡大などに伴う居住

人口の減少、高齢化や商店街の衰退などが進み、「マチ」としての求心力が失われつつあったこ

とから、再開発事業に取り組んできました。 

中心市街地は海と丘陵にはさまれた細長い狭あいな地形ですが、この短所をコンパクトな地形

という長所に置き換え、南北にバランスのとれたコンパクトな市街地として再構築する必要があ

ります。 

とくにこの地区は、稚内港を取り囲み、鉄道、フェリー、バスなど交通の結節点であり、国内

外を結ぶ交通の要衝でもあることから、その機能を強化して、人や物が行き交うにぎわいのある

まちとして再生するため、「マチ」と「みなと」が一体となった稚内駅周辺整備を進めてきたと

ころです。 

平成 24 年４月には、再開発ビル「キタカラ」がグランドオープンし、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。 

少子高齢化がますます進む中、市役所や病院＊、銀行など公共公益施設が集中していることを

活かし、移動手段のない高齢者などが安心して暮らすことができるまちづくりに引き続き取り組

むことが求められています。 
 

施策施策施策施策のののの目的目的目的目的    
 

商業施設、公共施設などへ徒歩で移動できる生活空間を作りあげ、駅周辺の市街地を、だれも

が安心して暮らせるにぎわいのあるまちにします。 
 

施策施策施策施策のののの主主主主なななな内容内容内容内容    
 

１１１１））））にぎわいのあるにぎわいのあるにぎわいのあるにぎわいのある生活街生活街生活街生活街のののの形成形成形成形成    

中心市街地を稚内固有の文化・歴史を活かした楽しく買い物のできる場所、人が安心して住

み・交流できる場所として再生することにより、市民にとって便利で身近な生活空間の場として

にぎわいのある生活街の形成を図ります。 

２２２２））））まちなかまちなかまちなかまちなか居住居住居住居住のののの推推推推進進進進    

中心市街地をはじめとする周辺地域をにぎわいある生活交流空間とするため、多様なライフス

タイル＊に応じたまちなか居住を積極的に進めるとともに、住宅建設相談などを通じて住宅など

の建設を促進し、居住人口の拡大を図ります。 

また、移動手段を持たない高齢者や子育て世代が安心して暮らすことができるよう、ユニバー

サルデザイン＊化を進めるとともに、商業施設や各種公共施設との間に散策的な歩行空間を形成
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するなど、安心快適な住環境の整備を進めます。 

３３３３））））みなとのみなとのみなとのみなとの魅力魅力魅力魅力のののの充実充実充実充実とととと観光観光観光観光によるによるによるによる交流促進交流促進交流促進交流促進    

中心市街地の北側、北ふ頭から中央埠頭、さらには第一副港までのエリアは、北防波堤ドーム

やフェリーターミナルなど、その機能や景観に「みなとマチ」としての魅力がありますが、「北

防波堤ドーム公園」が完成し、「みなとオアシス」、「海の駅」に登録されたことから、「マリンタ

ウンプロジェクト」を進めながらその魅力をさらに高め、観光客の誘致や大型観光船の誘致を図

ります。 

４４４４）「）「）「）「マチマチマチマチ」」」」とととと「「「「みなとみなとみなとみなと」」」」のののの連携強化連携強化連携強化連携強化    

稚内駅周辺地区に、市街地、観光地への回遊拠点機能や観光拠点機能などを併せ持つ複合駅舎、

緑地を整備し、「道の駅」にも指定されたことから、さらに｢マチ｣と｢みなと｣の連携強化を図り、

周遊ルートを構築し、交通・情報・交流拠点としての機能を持った、人が集まるにぎわいのある

マチの形成を図ります。 

 

 

施策施策施策施策のののの成果指標成果指標成果指標成果指標（（（（アウトカムアウトカムアウトカムアウトカム））））    
 

指指指指    標標標標    のののの    名名名名    称称称称    単位単位単位単位    
平成平成平成平成 24242424 年度年度年度年度    
（（（（現状値現状値現状値現状値））））    

平成平成平成平成 30303030 年度年度年度年度    
（（（（目標値目標値目標値目標値））））    

駅前再開発ビルの施設入込客数 人 645,197 709,717 

中心市街地の定住人口数 人 2,240 2,280 

歩行者通行量（中心市街地の主要箇所
における歩行者通行量） 

人 1,282 1,410 

 

協働協働協働協働のののの指針指針指針指針    
 

市民市民市民市民・・・・地域地域地域地域・・・・事業者事業者事業者事業者
等等等等がががが行行行行うことうことうことうこと    

都市再生事業への関係団体、事業者などが行政と連携し参画する。 

市市市市がががが行行行行うことうことうことうこと    
都市再生事業の市民や事業者などと連携して計画的な推進を行
う。 

 

関連関連関連関連するするするする主主主主なななな法令法令法令法令・・・・条例条例条例条例・・・・計画等計画等計画等計画等    
 

法令の名称： 中心市街地の活性化に関する法律、都市再生特別措置法、交通バリアフリ

ー法、高齢者の居住の安定確保に関する法律 

計画の名称： 稚内市中心市街地活性化基本計画、稚内市まちなか居住推進計画、稚内マ

リンタウンプロジェクト、稚内市住宅マスタープラン 
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施策 4-3-2 計画的な土地利用を推進します 

 

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
 

本市は広大な面積を有しており、それぞれの地域によって、その成り立ちや自然環境が大きく

異なっています。土地利用については、社会情勢の変化に対応し、将来展望に立って本市全体を

総合的に考えるとともに、個々の地域の特性に配慮していくことも必要です。 

市街地においては、車社会の進展や核家族化、持ち家志向などにより、郊外への分散的な開発

が進み、中心市街地の空洞化が引き起こされてきました。そのような経緯から、本市では、中心

市街地の再生に取り組み、都市機能の充実と集積、まちなか居住などによるコンパクトなまちづ

くりを進めてきておりますが、今後も無秩序に市街地を拡大させないよう、合理的かつ適正な土

地利用を進めていく必要があります。 
 

施策施策施策施策のののの目的目的目的目的    
 

生活のための機能がコンパクトに集約されたまちを目指すとともに、各地域の個性を活かした

魅力あふれるまちを目指します。 
 

施策施策施策施策のののの主主主主なななな内容内容内容内容    
 

１１１１））））土地利用方針土地利用方針土地利用方針土地利用方針のののの見直見直見直見直しししし    

社会情勢の変化に対応し、本市の将来展望に立った望ましい都市形成を図る目的で、市街地の

バランスや地区の特性を踏まえながら、都市計画マスタープランの見直しを行い、新たな将来に

向けた土地利用の基本方針を示し、計画の進行管理を行います。また、国土利用計画法の基本理

念に即した、本市の総合的・計画的な土地利用の基本方針を定める市町村計画の作成を検討しま

す。 

２２２２））））適切適切適切適切なななな土地利用土地利用土地利用土地利用のののの誘導誘導誘導誘導    

快適な暮らしを確保するため、自然環境と都市環境の調和を基本とした適切な土地利用を誘導

し、都市計画マスタープランに基づき、調和の取れた土地利用と都市計画を推進します。また、

機能的な都市活動を確保するため、土地需要の動向を見極めながら商業地との調整を図り、合理

的な土地利用を推進します。 

３３３３））））開発開発開発開発のののの規制規制規制規制・・・・誘導誘導誘導誘導    

開発許可に対しては、稚内市開発行為指導要綱などに基づく適正な規制・誘導を行います。 
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施策施策施策施策のののの成果指標成果指標成果指標成果指標（（（（アウトカムアウトカムアウトカムアウトカム））））    
 

指指指指    標標標標    のののの    名名名名    称称称称    単位単位単位単位    
平成平成平成平成 24242424 年度年度年度年度    
（（（（現状値現状値現状値現状値））））    

平成平成平成平成 30303030 年度年度年度年度    
（（（（目標値目標値目標値目標値））））    

総人口に占めるＤＩＤ人口＊の割合 ％ 
82.1 

（平成22年国勢調査） 
82.3 

 

協働協働協働協働のののの指針指針指針指針    
 

市民市民市民市民・・・・地域地域地域地域・・・・事業者事業者事業者事業者
等等等等がががが行行行行うことうことうことうこと    

秩序と調和が保たれた地域の特性に合う土地利用を図る。 

市市市市がががが行行行行うことうことうことうこと    
地権者や開発者への指導と周知の徹底を図り適切な土地利用の誘
導を促進する。 

 

関連関連関連関連するするするする主主主主なななな法令法令法令法令・・・・条例条例条例条例・・・・計画等計画等計画等計画等    
 

法令の名称： 国土利用計画法、都市計画法 

計画の名称： 稚内市都市計画マスタープラン、稚内市森林整備計画、稚内市農業振興地

域整備計画 
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施策 4-3-3 生活を支える社会基盤整備を進めます 

 

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
 

快適でうるおいのある生活を送るためには、道路、上・下水道、通信網などの社会基盤の充実が欠か

せません。 

これまでに整備してきた道路、橋りょう、上・下水道などには、整備後、長年の経過とともに老朽化

が進んでいるものもあります。安全・安心な暮らしを確保するため、これらを今後も有効に活用してい

くとともに、適正な維持管理、長寿命化＊などを図っていく必要があります。 

住宅については、少子高齢化などの社会情勢の変化によって、ニーズが多様化してきており、それに

対応した環境整備が求められてきております。 

また、緑豊かな公園や美しい景観は、市民に安らぎやゆとりをもたらすばかりか、訪れる人の心にも

「美しいまち」を印象付けることから、さらなる緑化の推進と地域の特性を活かした景観の保全・活用

が求められています。 

情報・通信網については、光ファイバ網を整備したことにより、現在は市内のほぼ全域で超高速イン

ターネットサービス＊の提供が可能となりました。 

社会基盤整備を進めるにあたり、ニーズの把握や優先度の設定、すべての人にやさしいデザインを取

り入れていくことについても、引き続き取り組んでいく必要があります。 
 

施策施策施策施策のののの目的目的目的目的    
 

安全・安心な生活と快適でうるおいある生活を支える社会基盤を整備し、次世代に継承していきます。 
 

施策施策施策施策のののの主主主主なななな内容内容内容内容    
 

１１１１））））道路道路道路道路のののの整備整備整備整備    

歩行者や自転車が安心して通行ができるように、道路の整備を行うとともに、快適な歩行空間

の創出の検討などを進めます。 

また、橋りょうの長寿命化も含めた計画的な維持管理や改良を行うなど、優先度に応じた道路

整備に努めます。 

２２２２））））河川河川河川河川のののの整備整備整備整備    

良好な河川環境の確保に努めるほか、必要に応じて国・道へ河川改修を働きかけます。 

３３３３））））上上上上・・・・下水道下水道下水道下水道のののの整備整備整備整備    

老朽化した水道管路・浄水施設の計画的更新、整備を推進するとともに水源の水質保持に努めます。

また、下水道施設の適切な維持管理を進め衛生的環境を確保するとともに、水洗化率の向上を図ります。 

４４４４））））住環境住環境住環境住環境のののの整備整備整備整備    

少子高齢化、核家族化などに対応した多様なニーズを満たす安全・安心で良質な住宅の供給を

図るため、公営住宅の整備、改善をはじめ、民間住宅も含めて住環境づくりに取り組みます。ま

た、老朽空き家公営住宅の解体を進めるとともに、民間の空き家対策の取組も進めます。 

５５５５））））公園公園公園公園のののの整備整備整備整備とととと緑化緑化緑化緑化のののの推進推進推進推進    

市民の憩いや休息の場、文化やスポーツ・レクリエーション活動の場、また災害時における避難場所
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といった様々な機能や市民ニーズを踏まえ、地区のバランスを考慮しながら、適正な公園の配置や整備

を進めます。 

また、緑豊かな美しい街づくりを進めるため、既存の公園・緑地のストックを活かしながら、コミュ

ニティ＊との協働による緑化の推進等に努めます。 

６６６６））））都市景観都市景観都市景観都市景観のののの向上向上向上向上    

標識などを含めた総合的な景観形成を推進します。特に、公共施設の整備にあたっては、周辺

環境との調和を図りながら、地域の特性を活かした景観づくりに配慮します。 

７７７７））））ユニバーサルデザインユニバーサルデザインユニバーサルデザインユニバーサルデザイン＊＊＊＊のののの環境整備環境整備環境整備環境整備    

公共施設などの整備にユニバーサルデザインの考え方を取り入れることで、すべての人にやさしい生

活環境整備に努めるほか、市民や事業者に対してユニバーサルデザインの考え方を啓発していきます。 

８８８８））））情報格差情報格差情報格差情報格差のののの解消解消解消解消    

一部地域内で発生している超高速インターネットサービスを利用できない世帯の解消に努め

ます。また、地上デジタルテレビ放送＊において山間部地域などで一部発生している難視聴につ

いては、早期解消に向け、関係機関と連帯しながら対応していきます。 

９９９９））））地籍調査地籍調査地籍調査地籍調査のののの推進推進推進推進とととと住居表示住居表示住居表示住居表示のののの整備整備整備整備    

土地所有者の理解と協力のもと、土地の境界を画定するため調査を行い、社会基盤整備の効率

化を図ります。また、住居表示を進め市民の利便性の向上を図ります。 

 

 

施策施策施策施策のののの成果指標成果指標成果指標成果指標（（（（アウトカムアウトカムアウトカムアウトカム））））    
 

指指指指    標標標標    のののの    名名名名    称称称称    単位単位単位単位    
平成平成平成平成 24242424 年度年度年度年度    
（（（（現状値現状値現状値現状値））））    

平成平成平成平成 30303030 年度年度年度年度    
（（（（目標値目標値目標値目標値））））    

道路環境の整備に対する要望・苦情件数 件 282  

「生活を支える社会基盤整備を進めま
す」の施策に対する満足度 

％ 28.7  

高齢者向けに整備された市営住宅の戸
数（これまでに整備した総戸数） 

戸 378 524 

都市公園等の市街地供用面積（市街地
人口１人当たり） 

m2 2.2  

 

協働協働協働協働のののの指針指針指針指針    
 

市民市民市民市民・・・・地域地域地域地域・・・・事業者事業者事業者事業者
等等等等がががが行行行行うことうことうことうこと    

適切な公共施設の利用に努める。生活や産業活動に必要な基盤に
ついて行政へ要望・提案を行う。 

市市市市がががが行行行行うことうことうことうこと    市民生活や産業活動に必要とされる良質な社会基盤を確保する。 

 

関連関連関連関連するするするする主主主主なななな法令法令法令法令・・・・条例条例条例条例・・・・計画等計画等計画等計画等    
 

法令の名称： 道路法、河川法、都市計画法、都市公園法、景観法、公営住宅法、高齢者・

障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 

条例の名称： 稚内市環境基本条例、稚内市都市公園及び都市公園以外の公園の設置及び

管理に関する条例、稚内市営住宅条例、稚内市道路の構造の技術的基準等
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を定める条例、稚内市高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に係る道

路の構造に関する基準を定める条例、稚内市普通河川及び準用河川管理条

例 

計画の名称： 稚内市都市計画マスタープラン、稚内市住宅マスタープラン、稚内市公営

住宅等長寿命化計画、稚内市まちなか居住推進計画、稚内市老朽管更新計

画、稚内市公共下水道整備計画、稚内市緑の基本計画、稚内市都市公園施

設長寿命化計画 



 

 

第４次稚内市総合計画 後期基本計画（案）   

 

 

 101  

分野分野分野分野５５５５    産業振興産業振興産業振興産業振興    
自然自然自然自然とととと共生共生共生共生したしたしたした活力活力活力活力あるあるあるある産業産業産業産業がががが躍動躍動躍動躍動するまちをするまちをするまちをするまちを目指目指目指目指してしてしてして    

施策５-１-１ 安全で良質な水産物の供給に努めます 
施策５-１-２ 安全・安心な農畜産物の供給に努めます 
施策５-１-３ 林業の振興を図ります 

政策５-１ 自然を活用した産業の体質強化 

施策５-２-１ 食のブランド化を推進します 

政策５-２ 誇れる稚内ブランドの確立 

施策５-３-１ 商業の振興を図ります 
施策５-３-２ 地域特性を活かした新産業を創出します 
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 

政策５-３ 地域経済を支える未来の芽を育成 

施策５-４-１ 観光を核とした産業振興を図ります 
施策５-４-２ 企業立地を促進します 
施策５-４-３ サハリンとの経済交流を促進します 
 

政策５-４ 地域資源の再発見・世界への発信 

部門別計画部門別計画部門別計画部門別計画    
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基本目標５基本目標５基本目標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    

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 

 

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
 

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、関係者と連携し、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。 
 

施策施策施策施策のののの目的目的目的目的    
 

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。 
 

施策施策施策施策のののの主主主主なななな内容内容内容内容    
 

１１１１））））生産基盤生産基盤生産基盤生産基盤のののの整備整備整備整備    

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。 

２２２２））））経営基盤経営基盤経営基盤経営基盤のののの強化強化強化強化    

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。 

３３３３））））水産資源水産資源水産資源水産資源のののの管理管理管理管理・・・・拡大拡大拡大拡大    

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。 
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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。 

４４４４））））沖合漁業沖合漁業沖合漁業沖合漁業のののの推進推進推進推進    

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。 

５５５５））））担担担担いいいい手手手手・・・・団体団体団体団体のののの育成強化育成強化育成強化育成強化    

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。 

６６６６））））漁村漁村漁村漁村のののの活性化活性化活性化活性化    

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。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

（出典）稚内の水産 

 

施策施策施策施策のののの成果指標成果指標成果指標成果指標（（（（アウトカムアウトカムアウトカムアウトカム））））    
 

指指指指    標標標標    のののの    名名名名    称称称称    単位単位単位単位    
平成平成平成平成 24242424 年度年度年度年度    
（（（（現状値現状値現状値現状値））））    

平成平成平成平成 30303030 年度年度年度年度    
（（（（目標値目標値目標値目標値））））    

漁業水揚金額（過去５年間の平均） 億円 113.9  

漁業水揚総数量（過去５年間の平均） t 89,098  

 

協働協働協働協働のののの指針指針指針指針    
 

市民市民市民市民・・・・地域地域地域地域・・・・事業者事業者事業者事業者
等等等等がががが行行行行うことうことうことうこと    

〔団体・事業者〕資源保護と増大を図る。効率的な経営と安全・
安心な水産物の提供に努める。 

市市市市がががが行行行行うことうことうことうこと    
国・道・関係機関と連携し、漁業生産の環境整備等に対して必要
な支援を行う。 

 

関連関連関連関連するするするする主主主主なななな法令法令法令法令・・・・条例条例条例条例・・・・計画等計画等計画等計画等    
 

法令の名称： 漁港漁場整備法  

ほたて貝

32%

なまこ

11%ほっけ

11%

たこ

10%

こんぶ（干）

7%

すけとうだら

6%

さけ・ます

5%

かに類 4% その他

14%

【【【【魚種別水揚金額魚種別水揚金額魚種別水揚金額魚種別水揚金額のののの内訳内訳内訳内訳（（（（平成平成平成平成24242424年年年年））））】】】】

【総 額】

102億3,046万円
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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 

 

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
 

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繋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。 
 

施策施策施策施策のののの目的目的目的目的    
 

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。 
 

施策施策施策施策のののの主主主主なななな内容内容内容内容    
 

１１１１））））生産基盤生産基盤生産基盤生産基盤のののの整備整備整備整備    

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。 

２２２２））））農業経営農業経営農業経営農業経営のののの安定化安定化安定化安定化    

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。 

３３３３））））地域農業地域農業地域農業地域農業のののの分業化分業化分業化分業化・・・・多角化多角化多角化多角化のののの促進促進促進促進    

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、生産農家が自らの生産物を利用した製造
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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。 

４４４４））））環境保全型環境保全型環境保全型環境保全型・・・・資源循環型農業資源循環型農業資源循環型農業資源循環型農業のののの促進促進促進促進    

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。 

５５５５））））担担担担いいいい手手手手・・・・団体団体団体団体のののの育成強化育成強化育成強化育成強化    

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。 

６６６６））））農村農村農村農村のののの活性化活性化活性化活性化    

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。 

７７７７））））農業被害防止対策農業被害防止対策農業被害防止対策農業被害防止対策のののの強化強化強化強化    

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。 
 

【【【【稚内市稚内市稚内市稚内市におけるにおけるにおけるにおける生乳生産量生乳生産量生乳生産量生乳生産量のののの推移推移推移推移】】】】    

 平成 18 年 平成 19 年 平成 20 年 平成 21 年 平成 22 年 

生乳生産量(ｔ) 64,830 64,360 65,165 66,430 64,690 

搾 乳 頭 数(頭) 8,520 9,003 9,181 9,227 8,932 

1 頭当りの産乳量(kg) 7,609 7,149 7,098 7,200 7,242 

（出典）稚内市農林業の動向 
 

施策施策施策施策のののの成果指標成果指標成果指標成果指標（（（（アウトカムアウトカムアウトカムアウトカム））））    
 

指指指指    標標標標    のののの    名名名名    称称称称    単位単位単位単位    
平成平成平成平成 24242424 年度年度年度年度    
（（（（現状値現状値現状値現状値））））    

平成平成平成平成 30303030 年度年度年度年度    
（（（（目標値目標値目標値目標値））））    

農業産出額 億円   

生乳生産量 t   

 

協働協働協働協働のののの指針指針指針指針    
 

市民市民市民市民・・・・地域地域地域地域・・・・事業者事業者事業者事業者
等等等等がががが行行行行うことうことうことうこと    

経営基盤を強化し、効率的な経営に努める。 
安全、安心な農畜産物の生産に努める。 

市市市市がががが行行行行うことうことうことうこと    国・道と連携し、農業生産の環境整備に対して必要な支援を行う。 

 

関連関連関連関連するするするする主主主主なななな法令法令法令法令・・・・条例条例条例条例・・・・計画等計画等計画等計画等    
 

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  
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施策 5-1-3 林業の振興を図ります 

 

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
 

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。 
 

施策施策施策施策のののの目的目的目的目的    
 

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。 
 

施策施策施策施策のののの主主主主なななな内容内容内容内容    
 

１１１１））））豊豊豊豊かなかなかなかな森林森林森林森林のののの整備整備整備整備とととと保全保全保全保全    

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。 

２２２２））））間伐材間伐材間伐材間伐材＊＊＊＊などのなどのなどのなどの利用促進利用促進利用促進利用促進とととと木育木育木育木育
もくいく

＊＊＊＊のののの推進推進推進推進    

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。 

３３３３））））林業従事者林業従事者林業従事者林業従事者・・・・森林所有者森林所有者森林所有者森林所有者へのへのへのへの支援支援支援支援    

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。 
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（出典）稚内市農林業の動向 

 

 

 

施策施策施策施策のののの成果指標成果指標成果指標成果指標（（（（アウトカムアウトカムアウトカムアウトカム））））    
 

指指指指    標標標標    のののの    名名名名    称称称称    単位単位単位単位    
平成平成平成平成 24242424 年度年度年度年度    
（（（（現状値現状値現状値現状値））））    

平成平成平成平成 30303030 年度年度年度年度    
（（（（目標値目標値目標値目標値））））    

森林面積（国有林、私有林、市有林） ha 43,368 
 

 

協働協働協働協働のののの指針指針指針指針    
 

市民市民市民市民・・・・地域地域地域地域・・・・事業者事業者事業者事業者
等等等等がががが行行行行うことうことうことうこと    

 

市市市市がががが行行行行うことうことうことうこと    市有林の適切な管理に努める。間伐材の有効活用を促進する。 

 

 

関連関連関連関連するするするする主主主主なななな法令法令法令法令・・・・条例条例条例条例・・・・計画等計画等計画等計画等    
 

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 

 

  

森林や林業の重要性や役割について理解する。森林所有者は、
森林の適切な管理に努める。 

森林面積

43,368ha

農用地

14,700ha

宅地

817ha

原野他

17,199ha

【【【【総土地面積総土地面積総土地面積総土地面積にににに対対対対するするするする森林面積森林面積森林面積森林面積】】】】

国有林

19,537ha

市有林

3,851ha

私有林

19,980ha

【【【【所有形態別森林面積所有形態別森林面積所有形態別森林面積所有形態別森林面積】】】】

総面積 

76,084ha 

総面積 

43,368ha 



 

 

第４次稚内市総合計画 後期基本計画（案） 

 

 

 108 

 

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 

 

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
 

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最北に位置し、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」を設立しました。 

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。 
 

施策施策施策施策のののの目的目的目的目的    
 

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。 
 

施策施策施策施策のののの主主主主なななな内容内容内容内容    
 

１１１１））））食品製造業食品製造業食品製造業食品製造業のののの振興振興振興振興    

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、ＨＡＣＣＰ（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。 

２２２２）「）「）「）「稚内稚内稚内稚内ブランドブランドブランドブランド」」」」製品製品製品製品のののの確立確立確立確立    

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。 

３３３３））））安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心なななな農水産物農水産物農水産物農水産物づくりづくりづくりづくり    

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
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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。 

４４４４））））地産地消地産地消地産地消地産地消＊＊＊＊のののの推進推進推進推進    

直売イベントや料理講習会などを通じ、地元で作られた食材・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。 

５５５５））））販路拡大販路拡大販路拡大販路拡大・・・・効果的効果的効果的効果的ＰＲＰＲＰＲＰＲ    

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策施策施策施策のののの成果指標成果指標成果指標成果指標（（（（アウトカムアウトカムアウトカムアウトカム））））    
 

指指指指    標標標標    のののの    名名名名    称称称称    単位単位単位単位    
平成平成平成平成 24242424 年度年度年度年度    
（（（（現状値現状値現状値現状値））））    

平成平成平成平成 30303030 年度年度年度年度    
（（（（目標値目標値目標値目標値））））    

稚内ブランド応募（申請）数 件 8 15 

物産展等販路拡大ＰＲ回数 回 16 20 

 

協働協働協働協働のののの指針指針指針指針    
 

市民市民市民市民・・・・地域地域地域地域・・・・事業者事業者事業者事業者
等等等等がががが行行行行うことうことうことうこと    

〔生産者・事業者〕安全・安心な食料を生産する。新たな商品開
発・研究、地産地消に努める。特産品の宣伝をする。 

市市市市がががが行行行行うことうことうことうこと    
安全・安心な食料の生産環境の整備に努める。ブランド化の推進
をする。地産地消の促進に努める。関係機関と連携し情報の発信
に努める。 

 

関連関連関連関連するするするする主主主主なななな法令法令法令法令・・・・条例条例条例条例・・・・計画等計画等計画等計画等    
 

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 
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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 

 

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
 

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。 
 

施策施策施策施策のののの目的目的目的目的    
 

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。 
 

施策施策施策施策のののの主主主主なななな内容内容内容内容    
 

１１１１））））中小小売業等中小小売業等中小小売業等中小小売業等へのへのへのへの支援支援支援支援    

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。 

２２２２））））商店街商店街商店街商店街・・・・商店会商店会商店会商店会のののの活性化活性化活性化活性化    

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。 

３３３３））））サハリンかサハリンかサハリンかサハリンからのらのらのらの購買力購買力購買力購買力のののの流入促進流入促進流入促進流入促進    

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。 

４４４４））））人材人材人材人材のののの育成育成育成育成    

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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施策施策施策施策のののの成果指標成果指標成果指標成果指標（（（（アウトカムアウトカムアウトカムアウトカム））））    
 

指指指指    標標標標    のののの    名名名名    称称称称    単位単位単位単位    
平成平成平成平成 24242424 年度年度年度年度    
（（（（現状値現状値現状値現状値））））    

平成平成平成平成 30303030 年度年度年度年度    
（（（（目標値目標値目標値目標値））））    

小売業年間商品販売額 億円 －  

商店街における空き店舗数 件 
22 

（平成 23 年度） 
 

 

協働協働協働協働のののの指針指針指針指針    
 

市民市民市民市民・・・・地域地域地域地域・・・・事業者事業者事業者事業者
等等等等がががが行行行行うことうことうことうこと    

商店街を活用した交流イベントなどを行い、市民の参加交流を促
進する。 

    
 

 

関連関連関連関連するするするする主主主主なななな法令法令法令法令・・・・条例条例条例条例・・・・計画等計画等計画等計画等    
 

条例の名称： 稚内市中小企業振興条例 

 

  

商業機能を高めるため、ハード・ソフト事業＊の両面から支援を
図る。 市市市市がががが行行行行うことうことうことうこと 
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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 

 

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
 

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繋げるためにも、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。 

 

施策施策施策施策のののの目的目的目的目的    
 

本市の持つ潜在力を最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。 
 

施策施策施策施策のののの主主主主なななな内容内容内容内容    
 

１１１１））））新規事業新規事業新規事業新規事業のののの促進促進促進促進    

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。 

２２２２））））産業産業産業産業クラスタークラスタークラスタークラスター＊＊＊＊事業事業事業事業のののの促進促進促進促進    

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。 

３３３３））））地域資源地域資源地域資源地域資源をををを活用活用活用活用したしたしたした６６６６次産業化次産業化次産業化次産業化のののの推進推進推進推進    

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。 

４４４４））））異業種異業種異業種異業種・・・・新分野新分野新分野新分野へのへのへのへの進出進出進出進出のののの促進促進促進促進    

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。 
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施策施策施策施策のののの成果指標成果指標成果指標成果指標（（（（アウトカムアウトカムアウトカムアウトカム））））    
 

指指指指    標標標標    のののの    名名名名    称称称称    単位単位単位単位    
平成平成平成平成 24242424 年度年度年度年度    
（（（（現状値現状値現状値現状値））））    

平成平成平成平成 30303030 年度年度年度年度    
（（（（目標値目標値目標値目標値））））    

起業を促すセミナー等の事業の開催数 件 0  

産業クラスターから起業した件数（こ
れまでに起業した総数） 

件 3  

 

協働協働協働協働のののの指針指針指針指針    
 

市民市民市民市民・・・・地域地域地域地域・・・・事業者事業者事業者事業者
等等等等がががが行行行行うことうことうことうこと    

起業や就業のための知識や技術を学ぶ。研修などに積極的に参加
し、経営の向上に努める。 

市市市市がががが行行行行うことうことうことうこと    
市民の起業活動を支援する。新しい産業創出や異業種への進出に
ついて支援に努める。 

 

関連関連関連関連するするするする主主主主なななな法令法令法令法令・・・・条例条例条例条例・・・・計画等計画等計画等計画等    
 

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 

 

  



 

 

第４次稚内市総合計画 後期基本計画（案） 

 

 

 114 

 

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 

 

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
 

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。とくに子

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。 
 

施策施策施策施策のののの目的目的目的目的    
 

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。 
 

施策施策施策施策のののの主主主主なななな内容内容内容内容    
 

１１１１））））中小企業中小企業中小企業中小企業にににに対対対対するするするする支援支援支援支援    

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。 

２２２２）Ｉ）Ｉ）Ｉ）Ｉ・・・・ＪＪＪＪ・・・・ＵＵＵＵターンターンターンターン＊＊＊＊事業事業事業事業のののの推進推進推進推進    

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。 

３３３３））））就業意識就業意識就業意識就業意識のののの高揚高揚高揚高揚    

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。 
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４４４４））））就業機会就業機会就業機会就業機会のののの拡充拡充拡充拡充    

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。 

５５５５））））労働環境労働環境労働環境労働環境のののの向上向上向上向上とととと福祉福祉福祉福祉のののの増進増進増進増進    

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。 

 

施策施策施策施策のののの成果指標成果指標成果指標成果指標（（（（アウトカムアウトカムアウトカムアウトカム））））    
 

指指指指    標標標標    のののの    名名名名    称称称称    単位単位単位単位    
平成平成平成平成 24242424 年度年度年度年度    
（（（（現状値現状値現状値現状値））））    

平成平成平成平成 30303030 年度年度年度年度    
（（（（目標値目標値目標値目標値））））    

新規高卒者の就職内定率 ％ 98.2  

求人倍率（稚内ハローワーク管轄分） 倍 0.79  

 

協働協働協働協働のののの指針指針指針指針    
 

市民市民市民市民・・・・地域地域地域地域・・・・事業者事業者事業者事業者
等等等等がががが行行行行うことうことうことうこと    

経営の安定化や雇用環境の改善に努める。 

市市市市がががが行行行行うことうことうことうこと    
経営の安定化に向けた必要な支援を行う。関係機関と連携し、状
況に応じた雇用対策を進める。 

 

関連関連関連関連するするするする主主主主なななな法令法令法令法令・・・・条例条例条例条例・・・・計画等計画等計画等計画等    
 

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 
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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 

 

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
 

本市の観光産業は、平成 14 年度に観光客入込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 年度から、僅かではありますが上向きの兆しをみせています。 

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

型の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。本市も最近では平成 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付けてきました。 

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。とく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＊の活動の促進や

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。 
 

施策施策施策施策のののの目的目的目的目的    
 

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。 
 

施策施策施策施策のののの主主主主なななな内容内容内容内容    
 

１１１１））））観光資源観光資源観光資源観光資源のののの充実充実充実充実とととと情報情報情報情報のののの発信発信発信発信    

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、本市の最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、『国境（サハリン）・環境（再生可能エネルギー）・秘境（自然、利尻・礼文・サロベツ

国立公園）』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。 
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２２２２））））受入体制受入体制受入体制受入体制のののの強化強化強化強化とホスピタリティのとホスピタリティのとホスピタリティのとホスピタリティの充実充実充実充実    

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。 

３３３３））））観光客誘致活動観光客誘致活動観光客誘致活動観光客誘致活動のののの推進推進推進推進    

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賑わいを創出します。 

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。 

４４４４））））合宿合宿合宿合宿・コンベンションの・コンベンションの・コンベンションの・コンベンションの誘致誘致誘致誘致    

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。 

５５５５））））産業間産業間産業間産業間のののの連携強化連携強化連携強化連携強化    

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。 

 

施策施策施策施策のののの成果指標成果指標成果指標成果指標（（（（アウトカムアウトカムアウトカムアウトカム））））    
 

指指指指    標標標標    のののの    名名名名    称称称称    単位単位単位単位    
平成平成平成平成 24242424 年度年度年度年度    
（（（（現状値現状値現状値現状値））））    

平成平成平成平成 30303030 年度年度年度年度    
（（（（目標値目標値目標値目標値））））    

観光入込客総数 千人 489  

スポーツ合宿団体数 団体 28 
 

訪日外国人宿泊人数 人 5,680 
 

 

協働協働協働協働のののの指針指針指針指針    
 

市民市民市民市民・・・・地域地域地域地域・・・・事業者事業者事業者事業者
等等等等がががが行行行行うことうことうことうこと    

ホスピタリティを向上する。観光資源や観光商品の研究・開発を
行う。 

市市市市がががが行行行行うことうことうことうこと    
本市の魅力を発信し、関係機関及び団体などとともに、観光客誘
致に向けて取り組む。受け入れ体制の充実を図る。また、必要な
支援や基盤整備を行う。 

 

関連関連関連関連するするするする主主主主なななな法令法令法令法令・・・・条例条例条例条例・・・・計画等計画等計画等計画等    
 

計画の名称： 稚内市観光振興計画  
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施策 5-4-2 企業立地を促進します 

 

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
 

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、稚内港の機能を最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最大限に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最も重要であり、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。 
 

施策施策施策施策のののの目的目的目的目的    
 

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。 
 

施策施策施策施策のののの主主主主なななな内容内容内容内容    
 

１１１１））））企業誘致活動企業誘致活動企業誘致活動企業誘致活動のためののためののためののための環境整備環境整備環境整備環境整備    

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。 

２２２２））））企業誘致関連情報企業誘致関連情報企業誘致関連情報企業誘致関連情報のののの収集能力拡充収集能力拡充収集能力拡充収集能力拡充    

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。 

３３３３））））再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー関連企業関連企業関連企業関連企業のののの誘致誘致誘致誘致    

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。 
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【稚内市の位置】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策施策施策施策のののの成果指標成果指標成果指標成果指標（（（（アウトカムアウトカムアウトカムアウトカム））））    
 

指指指指    標標標標    のののの    名名名名    称称称称    単位単位単位単位    
平成平成平成平成 24242424 年度年度年度年度    
（（（（現状値現状値現状値現状値））））    

平成平成平成平成 30303030 年度年度年度年度    
（（（（目標値目標値目標値目標値））））    

市内に新たに誘致した企業数（過去５
年間） 

件 0  

 

協働協働協働協働のののの指針指針指針指針    
 

    可能性のある企業の市への情報提供などを行う。 

市市市市がががが行行行行うことうことうことうこと    企業の立地を促進し、雇用の促進を図る。 

 

関連関連関連関連するするするする主主主主なななな法令法令法令法令・・・・条例条例条例条例・・・・計画等計画等計画等計画等    
 

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 

  

市民市民市民市民・・・・地域地域地域地域・・・・事業者事業者事業者事業者    

等等等等がががが行行行行うことうことうことうこと 
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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 

 

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
 

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挙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、地域の活性化に繋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。 
 

施策施策施策施策のののの目的目的目的目的    
 

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。 
 

施策施策施策施策のののの主主主主なななな内容内容内容内容    
 

１１１１））））人的交流人的交流人的交流人的交流のののの促進促進促進促進    

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
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成に努めます。 

２２２２））））経済活動経済活動経済活動経済活動のののの促進促進促進促進    

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組んでいきます。 

３３３３））））定期航路定期航路定期航路定期航路のののの充実充実充実充実    

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。 

４４４４））））情報収集情報収集情報収集情報収集とととと発信発信発信発信のののの強化強化強化強化    

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。 

５５５５）ＦＴＺ）ＦＴＺ）ＦＴＺ）ＦＴＺ＊＊＊＊構想構想構想構想のののの実現実現実現実現にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組のののの推進推進推進推進    

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。 
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施策施策施策施策のののの成果指標成果指標成果指標成果指標（（（（アウトカムアウトカムアウトカムアウトカム））））    
 

指指指指    標標標標    のののの    名名名名    称称称称    単位単位単位単位    
平成平成平成平成 24242424 年度年度年度年度    
（（（（現状値現状値現状値現状値））））    

平成平成平成平成 30303030 年度年度年度年度    
（（（（目標値目標値目標値目標値））））    

ロシアとの輸出入に伴う経済効果額 億円 100 
 

コルサコフ定期航路の運航実績 
人 
t 

4,219 
 979 

 

 

協働協働協働協働のののの指針指針指針指針    
 

市民市民市民市民・・・・地域地域地域地域・・・・事業者事業者事業者事業者
等等等等がががが行行行行うことうことうことうこと    

様々な交流事業に積極的に参加し、経済交流の拡大に努める。 

市市市市がががが行行行行うことうことうことうこと    
サハリン事務所を拠点に各種情報収集を行い、その結果を市民や
企業などへ提供し、人的・経済的交流の促進に努める。 

 

関連関連関連関連するするするする主主主主なななな法令法令法令法令・・・・条例条例条例条例・・・・計画等計画等計画等計画等    
 

法令の名称： 関税法、出入国管理及び難民認定法 

 


