
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後期基本計画（案）  
〔平成 26 年度～平成 30 年度〕 

 

    

    

    

    

    

    

    

 

    

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 図表・グラフ 

施策を推進する上で、現状や課題に関連した主な事項のデータ、推移を図表やグラフ等で示

しています。 

 

 

■ 成果指標（アウトカム）設定の考え方 

（指標項目の選定基準） 

原則として、次の考え方に沿った項目を指標として選定しています。 

・定量化することにより、施策の目的の達成度合いを適切に表現できるもの 

・毎年又は数年などの頻度で、定期的に実績が確認できるもの 

 

（目標の設定） 

原則として、現状の値（計画策定時点で得られる最新の数値）を基準値とし、後期計画期間

終了時（平成 30 年度）を目標値として掲げています。ただし、指標項目の性格や精度により

目標値の設定が困難なものは、次のように矢印を用いて目指す方向を示しています。 

この指標だけをもって、施策の成果をすべて表すものではありませんが、総合計画の進捗状

況を把握し、施策を着実に推進していくための目安として活用します。 

 

数値の増加を目指す場合 
 

数値の維持を目指す場合  

数値の減少を目指す場合  

 

 

■ 協働の指針 

協働のまちづくりを進めるため、それぞれの施策を推進する上で、市民、事業者等と行政が

どのような役割を担っていくべきかということを、具体的な例をあげて示しています。 

 

 

■ 関連する主な法令・条例・計画等 

法令遵守の考え方から、それぞれの施策をどのような法令、条例、計画に沿って進めるかを

示しています。 
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施策０-３-１ 広域行政＊の適切な活用を図ります 
施策０-３-２ 経営的視点に立った行財政運営を行います 

政策 0-３ 健全で適正な自治体経営 

施策０-２-１ 市民の声を活かし開かれた市政を推進します 
施策０-２-２ コミュニティ＊活動を促進します 
施策０-２-３ 生涯にわたる学びを支援します 
施策０-２-４ 人権を尊重し、みんなで参画できる平和な社会を構築します 

政策 0-２ パートナーシップによるまちづくり 

地域経営地域経営地域経営地域経営（（（（自治自治自治自治））））    

環境と調和する自立した社会を目指して 

施策０-１-１ まちににぎわいを取り戻します 
施策０-１-２ 人と自然が共生した環境社会の実現を目指します 
施策０-１-３ 再生可能エネルギーの供給基地を目指します 
施策０-１-４ 「食」のあり方を見つめ直します 

政策 0-１ 持続可能な地域社会づくり 

経営計経営計経営計経営計画画画画    
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基本目標基本目標基本目標基本目標        環境と調和する自立した社会を目指して環境と調和する自立した社会を目指して環境と調和する自立した社会を目指して環境と調和する自立した社会を目指して    

政策 0-1 持続可能な地域社会づくり 

施策 0-1-1 まちに にぎわいを取り戻します 

 

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
 

本市の人口は、昭和 50 年の国勢調査をピークに減少を続けており、特に、生産年齢人口＊と

年少人口＊の減少が顕著で、高齢化率＊は年々上昇しています。また、日本経済は長引く景気低

迷からようやく回復傾向にあると言われるようになりましたが、地方が景気回復を実感し、元気

を取り戻すには、まだ時間がかかると言われています。 

本市では、ここ最近、観光客入込数も回復傾向にあること、中心市街地において稚内駅周辺の

再開発が進んだことなどにより、人の動きが活発となってきました。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。 

今後は、豊かな自然、産業、文化、魅力ある食材など多くの地域資源を有効に活用して、さら

に「まち」の魅力を高め、市の魅力を戦略的にアピールし、交流人口を増やし、過疎化の進行に

歯止めをかけ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    
 

地域資源を最大限に活用した地域づくりを進めるとともに、多様な地域と活発な交流を図るこ

とにより、人の流れを呼び込み、まちに活力を取り戻します。 
 

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））））定住定住定住定住・・・・移住移住移住移住のののの促進促進促進促進とととと誘客誘客誘客誘客    

雇用や医療などの様々な分野における課題に市全体として取り組むとともに、地域の資源を活

かしながら本市の住む魅力、訪れる魅力の向上を図り、定住・他地域からの移住の促進と観光客

の誘致を促進します。 

２２２２））））交流交流交流交流ネットワークネットワークネットワークネットワーク＊＊＊＊のののの形成形成形成形成    

新たに枕崎市を加えた友好都市との交流や四極交流＊をはじめ、国内外の多くの地域やまちと

の人的・経済的な交流を積極的に進め、他の地域から学ぶことにより地域の資源を再認識し、そ

の魅力を積極的に発信して、交流人口の増加を図ります。 

３３３３））））利便性利便性利便性利便性のののの高高高高いいいい交通交通交通交通アクセスのアクセスのアクセスのアクセスの確保確保確保確保    

地域相互の交流促進のために必要な利便性の高い交通ネットワークを、将来にわたって安定的

に確保するため、関係機関に働きかけながら、国道の高規格化、鉄道の高速化による移動時間の

短縮や、空路や航路の維持発展に努めます。 

４４４４））））まちなかのにぎわいまちなかのにぎわいまちなかのにぎわいまちなかのにぎわい創出創出創出創出    

「マチ」と「みなと」が一体的に整備された稚内駅周辺を核として、まちなかのにぎわい創り

に取り組みます。 
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５５５５））））本市本市本市本市のののの魅力魅力魅力魅力をををを戦略的戦略的戦略的戦略的にアピールにアピールにアピールにアピール    

『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、本市のイメージやブランド力を高めるとともに、市民がまちへの愛

着や市民であることの誇りを持ち、市外の人・企業が本市に関心や憧れを抱くよう、市内外へ本

市の魅力を戦略的にアピールします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）各年国勢調査 

 

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））））    

人口減少数 
（５年前の年度末時点人口との比較） 

人 3,016 
 

定住率（５年前に他の地域から転入し
た人のうち、引き続き住み続けている
人の割合） 

％ 33.47 
 

 

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    

行政と協働で魅力ある地域づくりを行う。 
〔地域〕他の地域と積極的に交流する。 

市市市市がががが行行行行うことうことうことうこと    
魅力あるまちづくりに取り組む。本市の魅力を発信する。市民の
先頭に立って交流事業を拡大・推進する。 
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施策 0-1-2 人と自然が共生した環境社会の実現を目指します 

 

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
 

社会の発展は、大量生産、大量消費、大量廃棄という新たな社会システムを生み出し、私たち

に快適で便利なライフスタイル＊をもたらした一方で、地球温暖化＊をはじめとする地球規模で

の環境問題などを引き起こしています。 

本市は、これまで「人と地球にやさしいまちづくり」を市政の柱として、大規模な風力発電施

設、太陽光発電の実証研究施設を誘致するなど、地球環境にやさしい「再生可能エネルギー＊」

の導入に先駆的に取り組んできたほか、環境基本条例を制定し、環境基本計画に基づいた緑化対

策やゴミのリサイクルなど環境の保全にも取り組んできました。 

そして、これまでの取組をさらに進めるとともに、市民一人ひとりが環境に対する意識を一層

高め、自ら参加・行動していくという意思を表明するため、平成 23 年３月に「環境都市宣言」

を行いました。 

かけがえのない地球環境と郷土の豊かな自然環境を守り育て、より良い環境を次の世代に引き

継ぐために、私たち一人ひとりの意識の変革と生活様式の見直し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    
 

環境に対する意識の向上を図り、市民一人ひとりが身近にできることから行動し、人と自然が

共生する調和のとれた地域社会を創造します。 
 

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））））環境環境環境環境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醸成醸成醸成醸成    

環境学習や啓発活動を通じて環境問題に対する意識を醸成し、市民、事業者、学校、行政など

地域社会全体としての取組を喚起します。 

２２２２））））環境保全環境保全環境保全環境保全にににに関関関関するするするする調査研究調査研究調査研究調査研究    

環境保全に関する調査研究に、国などの関係機関や関係団体と協力して取り組みます。 

３３３３））））再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの利用推進利用推進利用推進利用推進    

公共施設、民間住宅などでの再生可能エネルギーの普及促進を図るなど、様々な分野で環境負

荷の低減に向けた取組を推進します。 

４４４４））））エネルギーとエネルギーとエネルギーとエネルギーと資源資源資源資源のののの循環循環循環循環のののの推進推進推進推進とととと節約節約節約節約    

市民生活や事業活動において実践できる、エネルギーや資源の節約運動を推進します。また、

環境への負荷を可能な限り減らし、水や廃棄物などの良好な循環を保つ取組を、地域社会全体で

推進します。 
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５５５５））））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とととと活用活用活用活用のののの推進推進推進推進    

利尻礼文サロベツ国立公園をはじめ、多様な野生生物が共存する森林、緑地、湖沼や湿地、沿

岸域、さらには温泉など、自然環境や自然景観の保護と保全を図るとともに、豊かな自然環境を

活用して、自然とのふれあいを推進します。 

６６６６））））低炭素社会低炭素社会低炭素社会低炭素社会＊＊＊＊へのへのへのへの転換転換転換転換    

地球温暖化を防止するために、再生可能エネルギーの推進や省エネルギー、廃棄物の減量・再

利用、そして低炭素社会に不可欠な二酸化炭素を吸収する森林などの自然環境の保全を総合的に

進め、市民とともに二酸化炭素の排出を最小化するための取組を進めます。 

 

 

 

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））））    

二酸化炭素総排出量 t 
416,896 

（平成 23 年度） 
382,164 

（平成 32 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    

環境問題に関心を持つ。環境負荷の低減に向けて自主的・積極的
に行動する。 

市市市市がががが行行行行うことうことうことうこと    環境保全に対する全市的な意識の向上を図る。 

 

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： 環境基本法、地球温暖化対策の推進に関する法律、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 0-1-3 再生可能エネルギーの供給基地を目指します 

 

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
 

東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故を契機に、電力需給が逼迫し、国民

生活や産業活動に大きな影響が生じていること等を背景として、災害に強く、環境負荷の少ない

エネルギー供給のあり方が喫緊の課題となっています。国は、安心安全なエネルギーの安定確保

のため、平成 24 年７月に「固定価格買取制度＊」をスタートさせ、再生可能エネルギー＊の急速

な普及に舵をきったほか、発送電分離に向けた検討を進めるなど、我が国のエネルギー政策は今、

大きな転換期を迎えています。 

本市では、全国に先駆けて、平成７年度から風力発電導入の取組みに着手するなど、再生可能

エネルギーの導入を積極的に推進してきた結果、現在、既に市内の消費電力の９割を再生可能エ

ネルギーで賄うことができる再生可能エネルギー自給都市として、全国から注目されています。 

また、全国一とも言われる本市の風力エネルギーのポテンシャル＊は 100 万 kW と、現在の十

数倍の規模の風力発電導入が可能と試算されており、本市への風力発電設備のさらなる導入が期

待されていますが、残念ながら、送電網が脆弱なことから、現状では、風力発電の新規導入が困

難となっています。 

国は平成 25 年度に本市を含む北海道北西部を「重点整備地区」に指定し、送電網整備を推進

することとしており、これにより、本市は再生可能エネルギーによる一大電力供給基地として、

我が国のエネルギーの安定供給に貢献したいと考えています。 
 

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の供給基地として、送電網などの基盤整備を早期に実現し、風力発電によ

るクリーンな電力を道内外に供給することで、我が国のエネルギーの安定供給に貢献するマチを

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））））稚内稚内稚内稚内までのまでのまでのまでの送電網送電網送電網送電網のののの新設新設新設新設・・・・増強増強増強増強のののの早期実現早期実現早期実現早期実現    

本施策は、送電網関連の整備にかかる建設効果だけではなく、その後建設が期待される風力発

電設備関連の整備波及効果が期待できることから、再生可能エネルギーを基盤とする新たなマチ

づくりに不可欠なインフラ＊である送電網整備の早期実現に向けて、国等関係機関に対して、強

力に働きかけを行います。 

２２２２））））規制緩和規制緩和規制緩和規制緩和のののの要望要望要望要望などなどなどなど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導入推進導入推進導入推進導入推進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    

送電網整備と並行して、我が国が世界をリードする「浮体式洋上風力発電＊」を含む風力発電

施設のさらなる導入、また、来るべき水素社会を見据えた水素エネルギー＊の活用等、再生可能

エネルギー施設を本市に集積するため、産学官民＊の連携強化とともに、導入推進の課題とされ

ている規制緩和を国に要望します。 
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    【【【【稚内市稚内市稚内市稚内市のののの主主主主なななな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施設関連施設関連施設関連施設】】】】    

種 類 （名称） 数量 規 模 設備容量 

■風力発電施設    

稚内風力発電所 4 基 400 kW×2 基＋750 kW×2 基 2,300 kW 

稚内公園風力発電所 1 基 225 kW×1 基 225 kW 

稚内市水道部風力発電所 3 基 660 kW×3 基 1,980 kW 

さらきとまないウィンドファーム 9 基 1,650 kW×9 基 14,850 kW 

宗谷岬ウィンドファーム 57 基 1,000 kW×57 基 57,000 kW 

風力発電施設計 74 基  76,355 kW 

■太陽光発電施設    

 稚内メガソーラー発電所   5,020 kW 

■バイオエネルギー回収施設    

 稚内市生ごみ中間処理施設  生ごみなどからメタンガス抽出
しエネルギー回収を行う施設 

200 kW 

 

 

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））））    

風力発電設備導入規模 kW 76,355 106,355 

 

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等を行う。 

市市市市がががが行行行行うことうことうことうこと    
稚内までの送電網整備の早期実現に向け、関係機関に働きかけを
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： 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法 

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 
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施策 0-1-4 「食」のあり方を見つめ直します 

 

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
 

近年、人々のライフスタイル＊や価値観の多様化などにより、食を取り巻く環境は大きく変化

しています。食べたいものを、いつでも、どこでも食べられる、便利で豊かな社会になった一方、

食に対する意識の低下や食生活の変化等による生活習慣病＊の増加、食べ残しや食品の廃棄とい

った資源の浪費・無駄、食の安全性に対する不安の高まりなど「食」に対する様々な問題が生じ

ています。 

国は「食育＊」を生きる上での基本としながら、「知育＊」「徳育＊」「体育」の基礎となるべき

ものと位置付け、国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性を育むことができるよ

う「食育基本法」を制定し、食育を総合的かつ計画的に推進しています。 

本市では、市民一人ひとりが食の重要性を理解し、生涯にわたって健康で豊かな生活を送るこ

とができるよう、平成 25 年３月に策定した食育推進計画に基づき、心身ともに健康な食生活の

実現と、食の安全・安心の実現を目指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    
 

市民の心身ともに健康な食生活の実現と、食の安全・安心の実現を目指します。 
 

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））））家庭家庭家庭家庭におけるにおけるにおけるにおける食育食育食育食育のののの推進推進推進推進    

最も大切な食育の場である家庭の役割について啓発活動を行うほか、親子が一緒に体験し、食

を楽しむ場の提供に取り組みます。 

また妊産婦等への栄養指導、成人や高齢者を対象とした食生活改善を推進するための各種教室、

講習会、啓発活動等に取り組みます。 

２２２２））））幼稚園及幼稚園及幼稚園及幼稚園及びびびび保育所等保育所等保育所等保育所等におけるにおけるにおけるにおける食育食育食育食育のののの推進推進推進推進    

心身の発達・成長が著しい幼児期に健康的な食習慣を身につけられるよう、幼稚園、保育所等

において様々な食体験の取組を行うほか、保護者に対する啓発活動等に取り組みます。 

３３３３））））学校学校学校学校におけるにおけるにおけるにおける食育食育食育食育のののの推進推進推進推進    

体験学習、出前講座、食育授業などの取組や、学校給食の場を通じて、児童・生徒の地域の食

文化、地場産業、自然の恵みに対する理解を深め、食への感謝と郷土を愛する心を育む取組を行

います。 

４４４４））））地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける食育食育食育食育のののの推進推進推進推進    

食育をテーマとした市民参加型のイベント開催や、普及のための情報提供、食や食文化に関す

る学習機会提供など、市民に「食育」を啓発し、地域に定着させる取組を行います。 

５５５５））））生産者生産者生産者生産者とととと消費者消費者消費者消費者のののの交流交流交流交流をををを通通通通したしたしたした食育食育食育食育のののの推進推進推進推進    

生産者の取組を実際に見たり体験したりする機会を設け、生産者と消費者の「顔が見える」関
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係を築くための交流事業に取り組みます。 

また地場産の食材を使った加工品の製造等への支援や、地元海産物、農産物、酪農製品等の販

売促進、情報発信等を行い、地産地消＊の推進に取り組みます。 

 

【【【【朝食朝食朝食朝食をををを毎日食毎日食毎日食毎日食べているこどもべているこどもべているこどもべているこどものののの割合割合割合割合】】】】    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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））））    

朝食を毎日食べているこどもの割合 ％ 
小学生 93.9 
中学生 87.6 

 

 

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    

食育に関する学習会やイベントへの参加と実践で食育の知識を深
める。 
〔関係団体・事業者〕安全で高質な食料生産に努める。 

市市市市がががが行行行行うことうことうことうこと    
食育推進を図るための講座などを開催し、啓発に努める。 
関係機関と連携して安全・安心な食料生産を支援する。 

 

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： 食育基本法、食品安全基本法 

計画の名称： 稚内市食育推進計画 
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政策 0-2 パートナーシップによるまちづくり 

施策 0-2-1 市民の声を活かし開かれた市政を推進します 

 

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
 

本市は、平成 19 年４月に「稚内市自治基本条例」を施行しました。この条例の目的である、

市民、市議会、市が相互の役割と責務を理解し合い、共に手をたずさえて豊かな地域社会を築い

ていくためには、市民と行政とが情報の共有化を一層進め、それに基づく理解と判断のもとで、

協働してまちづくりに取り組んでいくことが必要です。 

そのため、政策やその決定過程について説明責任を果たすことが、これまで以上に求められて

おり、個人情報保護に留意しながら市政情報の提供をさらに推進する必要があります。また、市

民と行政との固い信頼関係を築くためには、情報を提供するだけではなく、市民の声を的確に市

政に反映させていくことが重要です。 

本市では、平成 23 年度から市民や団体、グループと市長が直接意見交換を行う機会として「ふ

れあいトーク」「おでかけミーティング」を実施するなど、市民のニーズや意識の把握に努めて

おります。 

地域が抱える課題が多様化するとともに、社会情勢が絶えず変化を続ける中で、今後も将来目

標を共有しながら、より多くの市民が納得できるまちづくりを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    
 

市が保有している情報を市民と共有することで、市民の意見やまちづくりに対する提案を市政

に反映させ、参加と協働による市民主体の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））））情報提供情報提供情報提供情報提供とととと情報公開情報公開情報公開情報公開のののの推進推進推進推進    

市民にとって必要度や関心度の高い市政情報などの提供と情報公開を積極的に進めます。また、

個人情報の適正な保護を行うため、個人情報保護制度の厳正な運用と充実に努めます。 

２２２２））））市政市政市政市政へのへのへのへの市民参画市民参画市民参画市民参画のののの拡大拡大拡大拡大とととと促進促進促進促進    

各種の計画などについて決定する際に、審議会や委員会などの委員の市民公募、パブリックコ

メント＊などを実施して、市民の声をまちづくりに活かします。また、各種委員会などの委員の

起用にあたっては、女性や青年層の拡大にも配慮します。平成 24 年度には『ボランティア＊表

彰』制度を新設するなど、表彰制度の見直しを行ったところですが、市政や地方自治の振興に貢

献した人を顕彰し、市民の市政への参加意欲を高めます。 

３３３３））））広報広報広報広報・・・・広聴活動広聴活動広聴活動広聴活動のののの充実充実充実充実    

広報紙の発行をはじめ、ホームページの充実、「ふれあいトーク」等の市民との懇談会の開催

など、様々な情報媒体や機会を活用して、市政情報を適切な時期に、正確に、分かりやすく伝え

ていきます。また、市民ニーズを的確に把握するため、広聴活動の充実を図ります。 
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４４４４））））自治基本条例自治基本条例自治基本条例自治基本条例のののの啓発啓発啓発啓発とととと関連条例関連条例関連条例関連条例のののの整備整備整備整備    

稚内市自治基本条例の普及・啓発に取り組むとともに関連条例の整備など、市民の意見を市政

により反映させていくための仕組みを市民とともに考え、実行します。 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

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））））    

市政に対する市民満足度 ％ 28.5 
 

 

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    

主体的かつ積極的に市政へ参画する。 

市市市市がががが行行行行うことうことうことうこと    
正確で分かりやすい情報提供を行う。市民参画の場を積極的に提
供し、そこでの市民の意見を行政運営に的確に反映する。 

 

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、稚内市情報公開条例、稚内市個人情報保護条例、 

稚内市住民投票に関する条例 
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施策 0-2-2  コミュニティ活動を促進します 

 

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
 

少子高齢化やライフスタイル＊・価値観の変化により、地域の連帯感が薄れつつあります。さらには、

共働きや高齢者の一人暮らし世帯の増加などにより、それぞれの地域で新たな課題も増えています。 

高齢者や子どもたちの生活を支える働き世代の人口が最も大きく減少していくことは、地域の経済

ばかりでなく、地域を住みよいまちにするために協力しあってきた町内会などの活動や維持にも大き

な影響を与え、役員の後継者や自主財源の不足など悩みを持つ町内会も少なくありません。 

しかし、私たちの生活に最も身近な地域にある町内会は、地域におけるコミュニティ＊活動の基本

です。地域に住む人が日ごろから親睦と交流を通じて連帯感を深め、日常生活に必要な情報交換や地

域に共通する様々な課題をみんなで協力して解決していくためにも、町内会や様々な分野で市民活動

を行う団体の活動を活性化させる必要があります。 

また、本市においては、地域住民自らが地域の課題に取り組み、問題解決に向けて主体的に行動す

る場として、町内会より広い区域を単位とする「まちづくり委員会」が、市内 15 箇所に組織され、

地域の町内会・小中学校・企業などとの連携のもと、地域の防災・施設整備などの課題解決、行政へ

の提案や生活環境の改善などに取り組んできました。しかし、活動を取り組むことができない委員会

もありました。 

今後は、社会環境の変化の中で多様化する市民ニーズに対応した地域コミュニティを形成していく

ことが必要となってくることから、まちづくり委員会を基礎として、市内を一定の区域に分け、その

区域の自治をそこに住む住民が主体となって担っていく地域自治の仕組みづくりに取り組み、行政も

積極的に関わりながら、協働のまちづくりを推進し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    
 

地域におけるコミュニティ活動の活性化と本市にふさわしい地域自治の仕組みづくりに向け

た取組を通じて、住みよい地域社会を創造します。 
 

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））））「「「「協働協働協働協働のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり」」」」のののの具体的具体的具体的具体的なななな推進推進推進推進    

本市のまちづくりを市民だけ、行政だけで行うことは限界にきており、市民と行政との役割分

担を見直さなければならない時期にきています。今後は、町内会のみならず、ボランティア＊、

ＮＰＯ＊、各種団体、企業など市民と行政がこれまで以上に連携を深めながら、それぞれがお互

いの立場を尊重し、有するノウハウ、能力を補完し合いながら、まちづくりを進めるための指針

等を作成し、それに沿った協働のまちづくりを進めます。 

２２２２））））町内会活動等町内会活動等町内会活動等町内会活動等へのへのへのへの支援支援支援支援    

町内会活動を活発化させるため、必要な啓発と支援を行うとともに、地域集会所などの維持保

全を図ります。また、ＮＰＯやその他の市民活動に対して情報提供など必要な支援を行います。 

３３３３））））まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり委員会委員会委員会委員会のののの強化強化強化強化・・・・支援支援支援支援    

一定の区域における住民が共有する課題の解決に向けて、行政と協働で取り組むまちづくり委
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員会が行う活動に対して、必要な支援を行います。また、行政として、活動が積極的に行えるよ

う情報の提供や人の派遣などを行います。 

４４４４））））地域活動拠点地域活動拠点地域活動拠点地域活動拠点センターセンターセンターセンター＊＊＊＊のののの整備整備整備整備・・・・充実充実充実充実    

まちづくり委員会の区域の住民が主体的に管理と運営を行い、多様なコミュニティ活動を推進し、

その区域にふさわしい住民自治を進める拠点として、地域活動拠点センターの整備・充実を進めます。 

５５５５））））コミュニティをコミュニティをコミュニティをコミュニティを担担担担うううう人材人材人材人材とととと組織組織組織組織のののの育成育成育成育成    

コミュニティ活動に関連した学習会などを開催し、コミュニティ組織の育成を図ります。また、

コミュニティ組織の人材育成や活動のリーダーを育成する研修会の充実に努めます。特に、団塊

の世代＊の参加促進を図るほか、市民と市職員が一緒にまちづくりを進める土壌をつくるため、

両者が一緒に参加する研修の機会を提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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））））    

市民・団体が提案し、実施する協働事
業の数 

件 － 
 

 

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    

地域社会を支える主体として自覚を持つ。 
能力や経験に応じて積極的にコミュニティ活動に参加する。 

市市市市がががが行行行行うことうことうことうこと    町内会やＮＰＯ法人などの市民活動を支援する。 

 

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 
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施策 0-2-3 生涯にわたる学びを支援します 

 

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
 

生涯学習＊は、一人ひとりが自分の人生を楽しく豊かにするために、自由な意思に基づき、自

分に適した手段・方法で、生涯にわたり行う学習活動です。その活動は、家庭や学校での基礎的

教育から趣味、教養、資格取得、さらにはボランティア＊活動など、幅広い分野で行われますが、

社会の成熟化に伴い、心の豊かさや生きがいのための学習需要が増大しています。 

本市はこれまで、第２次稚内市生涯学習計画（平成 21～25 年度）等に基づき、生涯にわたる

学びを支援してきましたが、グローバル化や技術革新、家族形態の変容、個人の価値観やライフ

スタイル＊の変化等に対応しようと、益々多様化、高度化する市民の学習ニーズに即した生涯学

習の機会が十分に確保されているとはいえません。さらに、人口流出や少子高齢化にも拍車がか

かり、指導者やボランティアの後継者不足等が課題となっています。 

また、学んだ成果を活かせる機会を作ることが、“学ぶ意欲のさらなる向上”や“協働のまち

づくりへの還元”など大きな効果をもたらすと考えられることから、今後、そういった機会の充

実についても力を入れる必要があります。 
 

施策施策施策施策のののの目的目的目的目的    
 

一人ひとりの充実した心豊かな生活を実現するとともに、学習成果を活用して、地域の課題解

決のために主体的に参加する市民を育てます。 
 

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））））生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習のののの基礎基礎基礎基礎づくりとづくりとづくりとづくりと学習機会学習機会学習機会学習機会のののの充実充実充実充実    

生涯学習社会の実現のため、その基礎となる、家庭教育、学校教育、社会教育の充実を図ると

ともに、学校・家庭・地域社会との連携により教育力を向上します。また、文化やスポーツ活動

をはじめ、あらゆる分野において、各世代の多様な学習ニーズを的確に把握し、関係機関、団体、

企業などとの連携により、市民がより身近なところで取り組めるよう、効果的な学習機会の充実

を図ります。 

２２２２））））学習成果学習成果学習成果学習成果のののの還元還元還元還元    

学習の成果を評価し、その成果を地域に還元していくことが、学習者の意欲を引き出し、能力

を高めていくことにつながります。そのため、学んだ成果を発表できる機会を充実するとともに、

その成果を生涯学習事業やボランティア、地域活動などの地域社会づくりに活かすことができる

仕組みを作ります。 

３３３３））））生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習のためののためののためののための施設施設施設施設のののの充実充実充実充実    

学習や交流の場となる関連施設に、専門的知識を持つ職員や指導者を配置して、必要な情報提

供と学習プログラムの企画・立案などを支援します。また、市民とともに施設の運営方法などに

ついて検討し、より身近な利用しやすい施設運営を行います。既存施設の有効活用を図りながら、
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生涯学習の場の提供に努めます。 

４４４４））））指導者指導者指導者指導者・ボランティアの・ボランティアの・ボランティアの・ボランティアの育成育成育成育成    

学習活動を支援する指導者やボランティアの育成を図るとともに、人材を必要とする地域や学

校への情報発信に積極的に取り組みます。また、社会教育＊関係団体や自主的な学習サークルの

育成と活動を支援します。 

 

 

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））））    

社会教育人材バンク登録者数 人 54  

社会教育人材バンク登録団体数 団体 100  

 

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    

学びを通じて自己実現を目指す。 
学んだ成果を地域社会の発展に活かす。 

市市市市がががが行行行行うことうことうことうこと    
指導者・ボランティアを育成する。生涯学習のための施設を整備
する。学習成果を地域社会へ活かすための仕組みを作る。 

 

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： 生涯学習の振興のための施策の推進体制の整備に関する法律 

計画の名称： 稚内市生涯学習推進構想、稚内市生涯学習推進計画 
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施策 0-2-4 人権を尊重し、みんなで参画できる平和な社会を構築します 

 

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
 

人権は、人としての尊厳に基づき生まれながらに持っている権利であり、すべての人が自由を

確保し、だれもが幸福に生きるために、欠かすことのできないものです。一人ひとりが自らの人

権だけではなく、他者の人権についても正しく理解し、互いに人権を尊重し合うことが大切です。 

しかし、近年、学校でのいじめ問題、子どもや障がいのある人、高齢者に対する虐待など、痛

ましいできごとが多発しています。また、家庭や地域、職場、学校など市民生活の様々な場で、

未だ固定的な性別役割分担の意識が残っているのが現状であり、女性の社会参画は十分に進んで

いないという状況に加え、家庭内暴力やセクシャル・ハラスメント＊など、人権に関する問題も

存在しています。 

本市はロシア連邦サハリン州を対岸に望む国境の街として、すべての子どもたちの健やかな成

長と戦争のない世界平和を願い、昭和 61 年に子育て平和都市宣言を行い、平和を願う活動に取

り組んできました。また、平成 20 年３月に制定した男女共同参画＊推進条例に基づき、平成 21

年に男女共同参画行動計画を策定し、市民への意識づけのための啓発活動等へ積極的に取り組ん

できました。 

今後も、一人ひとりの個性や人格を認め、市民生活のあらゆる分野で偏見や差別をなくし、す

べての市民が互いの人権を尊重しつつ、暮らしやすい平和な社会づくり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    
 

一人ひとりの個性や人格を認め、市民生活のあらゆる分野で偏見や差別をなくして、すべての

人が平等で暮らしやすい、人権尊重の社会を実現します。 
 

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））））男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの理念理念理念理念のののの浸透浸透浸透浸透とととと環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり    

男女共同参画についての広報・啓発活動を引き続き積極的に展開します。また、男女がともに

家庭生活、家庭教育、地域活動を担うことができる環境づくりを、企業などとともに連携して推

進します。また、市の審議会・委員会への女性の登用を積極的に進めます。 

２２２２））））男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの視点視点視点視点にににに立立立立ったったったった教育教育教育教育・・・・学習学習学習学習のののの推進推進推進推進    

男女がそれぞれの個性と能力を発揮して、様々な場に共に参画していく社会を目指し、男女共

同参画の意識を高めるための教育の推進、男女共同参画に関する学習機会の充実を図ります。 

３３３３））））人権意識人権意識人権意識人権意識のののの啓発啓発啓発啓発とととと相談体制相談体制相談体制相談体制のののの充実充実充実充実    

学校・家庭・地域・企業などあらゆる場を通じて人権教育・啓発活動を積極的に推進します。

また、市民が抱える様々な問題に対応するため、国・道をはじめとする関係機関と連携を図り、

引き続き相談窓口体制の充実を図ります。 
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４４４４））））虐待虐待虐待虐待のののの防止防止防止防止とととと対策対策対策対策    

虐待とは何であるのか、どこへ相談したら良いのかなどを、家族や身近な地域で活動する民生

委員などに啓発するとともに、必要な対応を迅速に行うための関係機関のネットワーク＊を強化

します。 

５５５５））））平和平和平和平和なななな社会社会社会社会づくりづくりづくりづくり    

すべての人が、人として尊重される平和な社会を実現するため、平和の大切さや命の尊さを伝

えるための取組を行います。 

 

 

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））））    

審議会などへの女性の登用率 ％ 
19.4 

（平成 23 年度） 
30.0 

「男女共同参画」という言葉の認知度 ％ 
38.8 

（平成 25 年度） 
50.0（以上） 

 

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    

人権問題や男女共同参画について関心を持つ。 

市市市市がががが行行行行うことうことうことうこと    
意識啓発のための情報提供と学習会などを開催する。 
関係機関と連携を図り、人権擁護や虐待に関する相談・対応のた
めの体制を整備する。 

 

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    
 

法令の名称： 男女共同参画社会基本法 

条例の名称： 稚内市男女共同参画推進条例 

計画の名称： 稚内市男女共同参画推進行動計画 
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政策 0-3 健全で適正な自治体経営 

施策 0-3-1 広域行政の適切な活用を図ります 

 

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
 

全国的に、少子高齢化社会の進行などによる人口減少や厳しい財政状況の中、今後は、これま

でのようにすべての市町村にフルセットでの生活機能を備えることが困難な状況となることが

予想されます。将来に亘って安全安心な住民生活を守り、持続可能なまちづくりを進めていくた

め、周辺市町村がそれぞれ役割を分担し、機能を充実させることにより、圏域をあげて人口の流

出に歯止めをかけ、圏域として自立・発展していくことが求められています。 

本市は平成 22 年３月に中心市宣言を行い、医療や環境、産業など様々な分野において、中心

市として圏域の暮らしに必要な都市機能の確保に努めるとともに周辺町村のもつ資源や地域性

を活用して、圏域住民が安全安心に暮らし続けられるよう、宗谷管内９町村と、本市を中心市と

する定住自立圏＊を形成する協定を締結し、平成 23 年５月には、具体的な方策を定めた「宗谷

定住自立圏共生ビジョン」を策定しました。 

今後、さらに地方分権＊が進む中で、国や道から必要な権限と財源の移譲を受け、総合行政を

担うことができる基盤づくりを一層進めていくとともに、定住自立圏共生ビジョンを実現してい

くため、さらに具体的な連携事業を検討・実施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    
 

関係自治体と連携して、広域的な視点から行政の効率的な運営を図るとともに、地方分権に対

応した総合的な行政主体としての基盤を形成し、市民の暮らしの質を高めます。 
 

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））））基礎自治体基礎自治体基礎自治体基礎自治体＊＊＊＊としてのとしてのとしてのとしての機能充実機能充実機能充実機能充実・・・・強化強化強化強化    

市民に身近な基礎自治体として、また宗谷圏域の中心都市として、国・道から必要な権限・財

源の移譲を受けて行政サービスの向上を図ります。 

２２２２））））周辺町村周辺町村周辺町村周辺町村とのとのとのとの連携連携連携連携にににに関関関関するするするする調査調査調査調査・・・・研究研究研究研究    

国・道からの情報を迅速・的確に把握するとともに、宗谷定住自立圏の取組の中で新たに公平

委員会の共同運営を開始するほか、効率化と住民サービスの向上という視点から、可能な広域連

携について検討を続けていきます。 
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【【【【北海道宗谷総合振興局北海道宗谷総合振興局北海道宗谷総合振興局北海道宗谷総合振興局のののの所管区域所管区域所管区域所管区域】】】】    
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施策 0-3-2 経営的視点に立った行財政運営を行います 

 

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
 

依然として続く厳しい経済情勢や就労人口の減少による税収の伸び悩みなどから、本市におい

ては今後、財源の大きな伸びは見込めない状況にあります。 

一方、地方分権＊の流れは確実に進み、これまでの全国画一の行財政運営ではなく、住民に最

も身近な基礎自治体＊が、自主的・主体的な政策判断を行い、選択と集中により、地域の実情に

合った最適な行政サービスを提供していくことが求められるようになりました。 

本市では、平成８年度に「行政改革大綱」を、平成 15 年度には「財政健全化プラン」を策定

するなど、時代に即応した施策の展開や行政運営を目標として改革に取り組んできました。 

現在は、平成 24 年度に策定した「中期財政計画」に基づく取組を進めているところですが、

限られた財源のもとで、多様化する市民の要望や増大・高度化する地方自治体の業務に対応して、

よりよい行政サービスを提供していくためには、さらなる行政改革に取り組み、簡素で効率的な

行政体制を整備して、市民への情報提供や職員間での情報の共有化を図りながら、自治体として

の経営改革を進めることが求められています。 

また、ここ数年、民間企業においては個人情報の漏洩や会計不祥事などが相次いだことを契機

として内部統制＊強化の体制づくりが進められていますが、今後は自治体経営にも内部統制の考

え方を取り入れ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    
 

収支均衡を図り安定した財政状況を堅持するとともに、限られた経営資源＊を効率的に投入し

て、市民の満足度の高い行財政運営を実現します。 
 

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））））自治体経営自治体経営自治体経営自治体経営のためののためののためののための組織組織組織組織のののの強化強化強化強化    

資産の適正な管理・活用と、適法で正確な事務を行うため、内部統制のために必要な環境を整

えます。また、権限移譲＊、地方分権、さらには突発的に生じる問題などにも対応できる組織体

制の強化を図ります。 

２２２２））））自治体経営自治体経営自治体経営自治体経営サイクルのサイクルのサイクルのサイクルの確立確立確立確立    

行政運営において、計画策定（Plan）→実行（Do）→行政評価（Check）→見直し・改善（Action）

を繰り返すＰＤＣＡサイクルを確立することにより、中長期の展望に立った事務事業の集中と選

択を行い、より一層の行政改革を進めます。 

３３３３））））行政行政行政行政サービスサービスサービスサービス提供方法提供方法提供方法提供方法のののの見直見直見直見直しししし    

行政と民間の適正な役割分担を検討するとともに、行政が行うサービスについて、民間の技術

や知識、柔軟性を利用した方が、より市民サービスの向上につながるものについては、民間活力

を積極的に導入し、行政サービスの効率化を図ります。 

４４４４））））透明性透明性透明性透明性のののの高高高高いいいい行政運営行政運営行政運営行政運営    

行政運営や財政状況について市民に分かりやすく公表するとともに、パブリックコメント＊な



 

 

第４次稚内市総合計画 後期基本計画（案）   

 

 

 21  

どを行うことにより、行政運営の透明性を高めます。 

５５５５））））身近身近身近身近でででで利用利用利用利用しやすいしやすいしやすいしやすい市役所市役所市役所市役所づくりづくりづくりづくり    

市民が複数の用件を効率よく済ませられるよう窓口機能の充実を図るとともに、接遇向上に努

めます。また、支所をはじめとする窓口サービスの拠点の充実を図るとともに、必要に応じた訪

問、情報通信技術の活用などにより、より身近なところで必要な行政サービスや相談が受けられ

るようにします。 

６６６６））））自主財源自主財源自主財源自主財源のののの確保確保確保確保    

市税の公平で適正な課税に努めます。また、市税をはじめ税以外の各種収納金についても、口

座振替制度の利用促進や徴収の強化など、収納率の向上に向けた取組を進めます。受益者負担の

原則に照らし、使用料・手数料などの適正化に努めるとともに、新たな収入源の確保について検

討します。 

７７７７））））計画性計画性計画性計画性のあるのあるのあるのある財政運営財政運営財政運営財政運営のののの推進推進推進推進    

職員全員が徹底したコスト意識を持つことで、事業を合理化し、経費削減を図るとともに、事

業目的別予算の徹底を図り、適切な事業の選択や財源の重点的・効率的な配分に努めます。また、

適正な財政分析に基づき収支の均衡や債務残高の圧縮などに努め、健全財政の維持を図ります。 

８８８８））））人材育成人材育成人材育成人材育成・・・・職員職員職員職員のののの意識改革意識改革意識改革意識改革    

市民とともに考え、共感と信頼を得られる市役所をつくるため、職員の意識改革に取り組み、

市民への説明能力やコミュニケーション能力の向上を図るための研修の強化や中・長期的な視点

での人づくりを進めます。 

９９９９））））公共施設公共施設公共施設公共施設のののの計画的計画的計画的計画的なななな維持維持維持維持・・・・更新更新更新更新    

今後、インフラ＊を含む多くの公共施設が老朽化に伴い更新期を迎えることから、長期的な視

点でこれらの長寿命化＊、再編（配置の見直し）等を検討し、計画的に維持・更新していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）決算カード 
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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））））    

「経営的視点に立った行財政運営を行
います」の施策に対する満足度 

％ 18.9 
 

 

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    

市政に対して主体的に参画する。 

市市市市がががが行行行行うことうことうことうこと    
市民のニーズに的確に応える行政運営を行う。 
市政運営に関して必要な情報提供を行う。 

 

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： 地方税法 

条例の名称： 稚内市税条例 

計画の名称： 稚内市中期財政計画（平成 25 年度～平成 29 年度） 
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政策１-２ 時代に即した学校教育の推進 

分野分野分野分野１１１１    教育教育教育教育・・・・文化文化文化文化    

心豊心豊心豊心豊かなかなかなかな人人人人とととと文化文化文化文化をはぐくむまちををはぐくむまちををはぐくむまちををはぐくむまちを目指目指目指目指してしてしてして    

施策１-１-１ 命を大切にする心をはぐくみます 
施策１-１-２ 安全で安心な子育て環境をつくります 
施策１-１-３ 就学前児童の教育の充実を図ります 

施策１-２-１ 生きる力＊をはぐくむ教育を充実します 
施策１-２-２ 確かな学力＊の定着を図ります 
施策１-２-３ 社会の変化に対応した教育環境を整備します 
施策１-２-４ 高校・大学教育の振興を図ります 

施策１-３-１ 学ぶ心の育成を推進します 
施策１-３-２ 芸術・文化活動を普及・推進します 
施策１-３-３ 生涯スポーツ＊を推進します 
施策１-３-４ 歴史の継承と文化財の保護・保存を推進します 

政策１-１ 地域・家庭における教育力の向上 

政策１-３ 活気あふれる学びの場づくり 

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１基本目標１基本目標１基本目標１    心豊かな人と文化をはぐくむまちを目指して心豊かな人と文化をはぐくむまちを目指して心豊かな人と文化をはぐくむまちを目指して心豊かな人と文化をはぐくむまちを目指して    

政策 1-1 地域・家庭における教育力の向上 

施策 1-1-1 命を大切にする心をはぐくみます 

 

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
 

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

の影響により、暴力的なシーンや生命を軽く扱った言葉を、子どもたちが日常的に見聞きしてし

まう状況にあります。さらに、少子化などによる人とのかかわり合いの減少と相まって、他人へ

の優しさや思いやりの心が薄れ、いじめや自殺などの増加は社会現象化しています。 

市民一人ひとりが命を大切にする社会を築いていくためには、有害な情報の影響を多分に受け

やすい幼少期の段階から、人権を尊重する心をはぐくむことが大切です。 

従って、いじめや不登校、さらには親による虐待などの子どもをめぐる問題に対応するために

は、子どもが発する信号をいち早くキャッチし、その解決に導くための体制を整えることが急務

となっています。 

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

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

引き続き、関係機関が一層緊密に連携し、豊かな心と思いやりのある人間性を育てていかなけ

ればなりません。 
 

施策施策施策施策のののの目的目的目的目的    
 

子どもたちに、自分や家族はかけがえのない存在であるという認識を深めてもらい、自他の命

を尊重する、心豊かな人間性をはぐくみます。 
 

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））））教育相談教育相談教育相談教育相談のののの充実充実充実充実    

いじめや非行などの問題行動や不適応傾向の未然防止、早期発見・早期対応のため、実態把握

と教育相談活動の充実を図り、家庭・地域や教育関係機関とのネットワーク＊強化に努めます。 

２２２２））））稚内市子稚内市子稚内市子稚内市子どもどもどもども支援指針支援指針支援指針支援指針によるによるによるによる問題事例問題事例問題事例問題事例のののの早期解決早期解決早期解決早期解決    

児童・生徒に関わる問題に対して「稚内市子ども支援指針」を踏まえ、問題事例が発覚した初

期の段階から「稚内市児童問題連絡会」を中心に関係諸機関と連携して、早期解決を図ります。 

３３３３））））命命命命のののの大切大切大切大切さをさをさをさを伝伝伝伝えるえるえるえる教育教育教育教育のののの実施実施実施実施    

自分自身が親や家族にとってかけがえのない存在であることに気づくとともに、あらゆる命も

また、かけがえのない存在であると認識し、命の尊さを重く受け止めることができるよう、幼児

期からの教育を充実させます。 
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【【【【教育相談件教育相談件教育相談件教育相談件数数数数】】】】                （単位：件）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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））））    

いじめは、どんな理由があってもいけ
ないと考えているこどもの割合 

％ 
小学生 92.3 
中学生 88.3 

 

自分には良いところがあると考えてい
るこどもの割合 

％ 
小学生 66.6 
中学生 59.3 

 

 

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    

児童の問題行動や児童虐待などに関する地域の見守りを行う。 

市市市市がががが行行行行うことうことうことうこと    
地域住民や諸機関と連携した児童問題の早期発見と早期解決に取
組む。 

 

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： 教育基本法、学校教育法、学校保健法、児童福祉法、生涯学習振興法、 

次世代育成支援対策推進法、社会教育法 

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

計画、稚内市次世代育成支援行動計画 

  

年度 子育て相談電話 面接・訪問など 

平成 21 年度 122 42 

平成 22 年度 229 74 

平成 23 年度 239 64 

平成 24 年度 320 92 

（出典）稚内市教育相談所 
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施策 1-1-2 安全で安心な子育て環境をつくります 

 

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
 

本市では、昭和 61 年に全国に先駆けて「子育て平和都市宣言」を採択し、自治基本条例にお

いても「子育て」を大切な理念として掲げ、市政やまちづくりの基本としてきました。 

市民ぐるみの「子育て運動」の歴史は 30 年にも及び、これまで多くの市民の参加により活動

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

域に定着し、子ども達と地域とのふれあいにも深く繋がっています。 

しかし近年では、核家族化、少子化や地域における地縁的つながりの希薄化など、家庭を取り

巻く環境が大きく変化し、家庭教育に対する考え方や取組にも変化が生じています。また、全国

各地で発生する凶悪犯罪は、子どもや親に不安感を与えるとともに、本市における子育て環境に

少なからず影響を与えているものと考えられます。 

こうした背景を踏まえ、市・教育委員会をはじめＰＴＡ、町内会など様々な団体で組織する稚

内市子育て推進協議会では、市民みんなが子どもにしっかりとした範を示し、協力しあって教育

に取り組んでいく姿を、目に見える形で示すために「子育て提言」を採択し、平成 21 年には、

子どもたちの実態や環境の変化から、提言の内容を新たに見直し、市民の共通基盤として運動を

展開してきました。 

今後は、この「子育て提言」に込められた思いを浸透させ、子どもたちにとって、より安全・

安心な環境を作り上げるため、家庭や地域、学校がそれぞれの役割を担い連携していくことが重

要です。 
 

施策施策施策施策のののの目的目的目的目的    
 

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

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）「）「）「）「子育子育子育子育てててて提言提言提言提言」」」」のののの励行励行励行励行    

子育てに関する理念を再認識し、子どもたちの基本的生活習慣の定着を図るため、「子育て提

言」が励行されるよう意識啓発を図ります。 

２２２２）「）「）「）「子育子育子育子育てててて平和運動平和運動平和運動平和運動」」」」のののの啓発啓発啓発啓発・・・・推進推進推進推進    

家庭、学校、地域が、子育てについて学び合うことにより、子育て運動が、より一層深く根付

くよう努めます。また、子どもたちの平和を願う心を育てるために、各学校で児童・生徒が主体

的に取り組む平和学習の実践を進めます。 

３３３３））））子育子育子育子育てててて学習機会学習機会学習機会学習機会のののの提供提供提供提供・・・・充実充実充実充実    

関係機関とのネットワーク＊を利用して、家庭教育に関する多様な学習機会や情報提供などを

行い、心身豊かな子どもの育成と親の教育力の向上に努めます。 
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４４４４））））子子子子どものどものどものどもの安全安全安全安全････安心安心安心安心をををを守守守守るるるる事業事業事業事業のののの推進推進推進推進    

子どもが安全・安心に学び、遊ぶことができる環境づくりを進めるため、子ども安全育成セン

ター＊の充実を図るとともに、地域で行われている自主活動の支援を通して、地域ぐるみで子ど

もを見守る体制の強化を図ります。 

 

 

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（（（（アアアアウトカムウトカムウトカムウトカム））））    
 

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））））    

子育て運動事業への参加者数 人 6,319 
 

 

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    

「子育て提言」の実践と子どもの見守り活動への参加に努める。 

市市市市がががが行行行行うことうことうことうこと    
「子育て提言」の啓発と子どもを安全に見守るための仕組みの充
実を図る。 

 

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： 教育基本法、学校教育法、児童福祉法、生涯学習振興法、 

次世代育成支援対策推進法 

条例の名称： 稚内市自治基本条例 

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

計画、稚内市次世代育成支援行動計画 
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施策 1-1-3 就学前児童の教育の充実を図ります 

 

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
 

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

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

て生きる力＊を育んでいきます。 

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

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

ます。 

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

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

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

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

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

ますます必要となります。 
 

施策施策施策施策のののの目的目的目的目的    
 

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

調和がとれた健やかな成長を促します。 
 

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））））幼児教育幼児教育幼児教育幼児教育のののの充実充実充実充実・・・・強化強化強化強化    

満３歳以上のすべての幼児が、幼稚園や保育所などの幼児教育を受けることができるように、

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

２２２２））））就学前教育就学前教育就学前教育就学前教育のののの推進推進推進推進    

就学前に必要な児童の情報や家庭環境について、幼稚園・保育所・小学校の三者間で情報を共

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

童の保護者、保育者の相談に応じ、より良い就学に向けた準備を支援します。 

３３３３））））子育子育子育子育てててて家庭家庭家庭家庭のののの学習機会学習機会学習機会学習機会のののの充実充実充実充実    

幼稚園や保育施設において、家庭教育の重要性を啓発し、親としての成長の場を提供するとと

もに、子育て中の家庭を支援できるよう努めます。また、未就園児＊のいる家庭に対しても、幼

稚園や保育施設などを活用して、様々な人との交流や豊かな体験の機会を提供するとともに、子

育て支援団体・育児サークルの活動への支援や必要な情報提供を行うことで、幼児一人ひとりに

合った望ましい養育環境の実現を目指します。 
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【【【【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就学前児童就学前児童就学前児童就学前児童のののの保育所保育所保育所保育所・・・・幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園へのへのへのへの就園状況就園状況就園状況就園状況】】】】    
                                                                                                                （各年５月１日現在）    

 平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 

認可保育所 
348 362 389 377 354 

18.4％ 19.2％ 21.6％ 21.3％ 20.6％ 

私立幼稚園 
601 616 566 533 510 

31.7％ 32.7％ 31.5％ 30.2％ 29.6％ 

へき地 

他施設 

72 62 73 72 79 

3.8％ 3.3％ 4.1％ 4.1％ 4.6％ 

在 宅 
872 845 769 804 779 

46.1％ 44.8％ 42.8％ 45.5％ 46.5％ 

就学前児童数合計 1,893 1,885 1,798 1,766 1,722 

※上段は人数（人） 

※下段は就学全児童数に占める割合 

 

 

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））））    

幼稚園及び保育所における３歳以上の
就園率 

％ 90.8 100.0 

０～３歳の未就園児親子が子育て支援
施設等＊を利用した回数 

回 8,407 9,000 

 

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    

就学前教育の必要性について意識を高める。子育てに関しての団
体などへの参加や活動に主体的に取組む。 

市市市市がががが行行行行うことうことうことうこと    
関係機関や事業者などとの連携を強化し、就学前教育の環境の整
備と就園などに対する必要な支援を行う。 

 

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： 教育基本法、学校教育法、児童福祉法、次世代育成支援対策推進法、 

子ども・子育て支援法、就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な

提供の推進に関する法律の一部を改正する法律、子ども・子育て支援法及

び就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法

律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 

計画の名称： 稚内市次世代育成支援行動計画 
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政策 1-2 時代に即した学校教育の推進 

施策 1-2-1 生きる力をはぐくむ教育を充実します 

 

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
 

子どもの体力の低下は、生活習慣病＊の増加やストレスに対する抵抗力の低下などを引き起こ

し、健康の維持はもちろんのこと、物事に取り組む意欲や気力といった精神面にも大きな影響を

及ぼしています。 

さらに、いじめや不登校の増加をはじめとした様々な教育問題が浮き彫りになっており、また

教育的ニーズも多様化する中、学校では一人ひとりに合わせたきめ細やかな対応が求められてい

ます。 

本市においても、これまで「確かな学力＊」に基づき主体的に判断し問題解決を図る力や、他

人を思いやる豊かな人間性、たくましく生きるための健康や体力の増進といった「生きる力＊」

の育成を基本に、学校教育を進めてきました。 

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

上に資する取組が必要となっています。 

今後も、心身ともに健康で、豊かな道徳性をはぐくむ指導や、生命を敬う心の教育を充実させ

るとともに、一人ひとりの可能性を伸ばし社会的な自立を促す教育を進める必要があります。 
 

施策施策施策施策のののの目的目的目的目的    
 

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

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心心心心をはぐくむをはぐくむをはぐくむをはぐくむ指導指導指導指導のののの充実充実充実充実    

児童生徒が自分や他人の命を重んじ、自律心が養われるように、道徳教育、生徒指導の充実を

図るとともに、教員の指導力を高める研修の充実を図ります。 

２２２２））））体験的体験的体験的体験的なななな活動活動活動活動のののの充実充実充実充実    

児童生徒の、豊かな人間性や社会性などを育てるために、多くの人や社会、自然などと直接ふ

れあう機会となる、ボランティア＊活動や自然体験活動などの体験的な学習活動の充実を図りま

す。 

３３３３））））健康健康健康健康・・・・体力体力体力体力づくりのづくりのづくりのづくりの充実充実充実充実    

児童生徒が、生涯を通じ心身ともに健康で安全に生活するための基礎を培い、たくましく生き

るための健康づくりや体力づくりに努めます。 

４４４４）「）「）「）「食食食食にににに関関関関するするするする指導指導指導指導」」」」のののの充実充実充実充実    

健全な食生活を通じ、健康で豊かな人間性をはぐくむため、「食に関する指導」を推進し、「食」

に対する関心を高め、知識と実践力を培います。 
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５５５５））））特別特別特別特別なななな支援支援支援支援をををを必要必要必要必要とするとするとするとする児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒へのへのへのへの支援支援支援支援・・・・指導指導指導指導のののの充実充実充実充実    

一人ひとりの教育的ニーズに応じたきめ細かな指導を行うための指導方法の調査・研究を行う

とともに、保護者が安心して相談できるように、幼児期から自立までを見据えた指導や相談がで

きる体制を構築します。 

 

 

【「【「【「【「生生生生きるきるきるきる力力力力」」」」のののの概念概念概念概念】】】】    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）文部科学省ホームページ 

 

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））））    

人の気持ちが分かる人間になりたいと
思っているこどもの割合 

％ 
小学生 87.7 
中学生 93.4 

 

 

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    

学校の特別活動や生徒会活動へ協力する。 

市市市市がががが行行行行うことうことうことうこと    道徳教育や相談体制の充実を図る。 

 

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： 学校保健法、学校給食法 
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施策 1-2-2 確かな学力の定着を図ります 

 

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
 

本市では、平成 15 年度から標準学力テストを行っていますが、指導の改善や工夫の成果が見

られるものの、全般的に全国水準を下回っており、基礎的な学習内容の見直しと、的確な評価の

上に立ったよりきめ細やかな指導が必要と考えられます。 

児童・生徒の確かな学力＊を育成するため、平成 18 年度からは、市内の小学校で低学年の少

人数学級を実現し、基本的な生活習慣と人間関係や学校生活のルールを丁寧に指導しながら、一

人ひとりに応じた指導の充実を図ってきました。また、家庭における学習時間が少ないことが課

題として挙げられることから、平成 25 年度からは退職教員等による放課後学習の機会を設けて

いるところです。 

今後は、教職員のさらなる資質向上のため、教職員の研修活動の充実を図るとともに、実践研

修で得られた成果を活用し、課題を解決していくことが重要です。 

また、指導方法の工夫や改善を行い、各学校でより「わかる授業」を行っていく必要がありま

す。 
 

施策施策施策施策のののの目的目的目的目的    
 

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

行動し、よりよく問題を解決できる資質や能力を養うことを目的とします。 
 

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））））わかるわかるわかるわかる授業授業授業授業のののの実現実現実現実現    

できたことをほめ、認める指導により学習意欲を高めるとともに、少人数教育などの指導方法

の工夫・改善を行い、達成感を実感できる「わかる授業」を実現します。 

２２２２）「）「）「）「確確確確かなかなかなかな学力学力学力学力」」」」をををを育成育成育成育成    

学力検査の結果を検証し、各校の課題を把握するとともに、児童・生徒一人ひとりの興味・関

心を活かせるよう、実態に即した指導計画を作成し、実施します。 

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

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

３３３３））））外国語教育外国語教育外国語教育外国語教育、、、、国際理解教育国際理解教育国際理解教育国際理解教育のののの充実充実充実充実    

児童・生徒の国際感覚を養い語学力の向上を目指し、外国語指導助手を配置して小・中学校な

どにおける外国語授業の強化と、外国語担当教員に対する研修の充実を図ります。 

４４４４））））教職員教職員教職員教職員のののの研修機会研修機会研修機会研修機会のののの充実充実充実充実    

指導に活かせる実践的な研修を計画的に行い、教職員の資質向上に努めます。 
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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））））    

全国学力テストにおける正答率 60％
以上の領域の割合（直近３か年の平均
値） 

％ 43.68 
 

家庭学習を毎日１時間以上行っている
こどもの割合 

％ 
小学校 50.4 
中学校 43.2 

 

 

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    

学校での教育に関心を高め、学校と一体となって教育環境の改善
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    教育関係者及び機関と一体となった教育環境の改善に努める。 

 

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： 教育基本法、学校教育法 

計画の名称： 稚内市学校教育推進計画 
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施策 1-2-3 社会の変化に対応した教育環境を整備します 

 

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
 

少子化により児童・生徒が減少したことで、学校が小規模化し、様々な問題を生み出していま

す。集団での授業・生活の実践に支障をきたすだけではなく、教員数も減少することで学校経営

自体にも大きな影響を及ぼすものと考えられます。 

一方、学校は地域コミュニティ＊の拠点、地域の防災拠点としても重要な役割を担っており、

さらに、これまで各学校に付帯する教員住宅の整備が、教員の確保と地域に根差した教職員の活

動を可能にしてきた経緯から、学校の存続・廃止が地域そのものに多大な影響を与えることも懸

念されます。 

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

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

があります。 

また、子どもたちの能力を引き出し、可能性を伸ばすためには、学校のみならず家庭・地域が

緊密に連携して取り組むことが必要であり、「子育て運動」という本市の誇る財産とも言うべき

地域のエネルギーを、子どもの教育と密接に結び付けながら、教育の質の向上や課題の解決にあ

たっていかなければなりません。 

また、子どもたちの学力向上など、成長・発達段階に応じた適切な教育支援を行うため、小中

学校間で「教員間の交流」、「学校間の合同研修」、「教科連携」等に取り組み、小中学校９年間を

通じて児童・生徒の多様な資質や能力を伸ばす取組を行ってきました。今後は、これをさらに強

め、義務教育９年間を見通した一貫した教育システムの構築を進める必要があります。 
 

施策施策施策施策のののの目的目的目的目的    
 

地域特性を活かした「特色ある学校づくり」を進め、教育環境を改善して子どもたちの可能性

を伸ばすため成長に応じた適切な教育の実現を図ります。 
 

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））））地域地域地域地域にににに根根根根ざしたざしたざしたざした学校経営学校経営学校経営学校経営のののの推進推進推進推進    

地域と連携を図りながら、地域の資源を活かした教育活動を行うとともに、積極的な情報提供

と外部評価の充実などにより、開かれた学校づくりに努めます。 

２２２２））））小小小小・・・・中連携中連携中連携中連携によるによるによるによる一貫一貫一貫一貫したしたしたした教育体制教育体制教育体制教育体制のののの構築構築構築構築    

小学校から中学校への円滑な移行と、成長や発達段階に応じた適切な教育支援を行うため、教

育課程の改善と効果的な指導の連続性を図るなど、義務教育９年間を見通した小中一貫の教育シ

ステムを構築します。 

３３３３））））学校規模学校規模学校規模学校規模のののの適正化適正化適正化適正化    

学校の再編については、児童・生徒の学習環境の改善を念頭に、学校再編方針に基づき、市街
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地と郡部の地理的・地域的な実情や、小学校・中学校それぞれの特性に十分配慮しながら、本市

に適した学校再編についての検討を行います。 

４４４４））））学校施設学校施設学校施設学校施設のののの適正適正適正適正なななな維持管理維持管理維持管理維持管理とととと整備促進整備促進整備促進整備促進    

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

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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））））    

小中連携による一貫した教育活動の進
捗度 

％ 77.19 
 

地域の人材を外部講師として招聘した
授業を行っている学校の割合 

％ 
小学校 53.84 
中学校 70.00 

 

 

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    

学校で行われていることに関心を持つ。地域と学校とのつながり
を重視し、学校行事への参加に努める。 

市市市市がががが行行行行うことうことうことうこと    地域への学校開放を進める。適切な学習環境の提供に努める。 

 

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： 教育基本法、学校教育法 

計画の名称： 稚内市学校教育推進計画、稚内市立小中学校再編実施計画 
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施策 1-2-4 高校・大学教育の振興を図ります 

 

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
 

市内には、高等学校が２校、大学が１校在り、本市のみならず宗谷管内の教育の振興に大きく

貢献しています。 

義務教育課程を終えた子どもたちは、自らの意思により進路を決定し自分の将来を選択してい

きます。 

未来を担う子どもたちの夢や希望、そして可能性を十分に引き出す高校・大学教育の振興は、

地域の発展のためにも非常に重要です。 

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

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

きかけを行ってきましたが、平成 25 年４月より、公立高校が１校へ統合され、その影響が懸念

されています。 

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

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

生の確保に困窮している状況です。 

今後は、この地域に育つ子どもたちにとって、どの様な教育環境の整備が必要であるかをしっ

かりと考え、本市や宗谷管内、さらには道北圏域を含む広域的な視野に立ち、人口規模やその動

向、地域性に十分に配慮しながら、社会の動向に対応した取組を進めていくことが重要です。 

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

習＊の一拠点と位置付けるよう取り組むとともに、各分野での連携を密にしながら、大学の知的

財産と地域産業の結びつきを強めることが望まれます。 
 

施策施策施策施策のののの目的目的目的目的    
 

地域性や時代のニーズに合った高校教育を目指すとともに、大学については市民から期待され

る人材育成教育など学生のみならず広く一般市民が気軽に足を運び、市民ぐるみで学びを共有で

きる教育機関として確立します。 
 

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））））高校教育高校教育高校教育高校教育のののの充実充実充実充実とととと環境整備環境整備環境整備環境整備    

生徒数の推移や地域社会から求められる要望をもとに、引き続き本市にふさわしい高等学校の

あり方を検討し、公立校については、設置者である関係機関に働きかけを行います。また、私立

高校は、市民の要望に応え、私学という立場から展開できる独自の教育活動が図られるよう環境

整備を進めます。 

２２２２））））奨学金制度奨学金制度奨学金制度奨学金制度のののの充実充実充実充実にににに向向向向けてけてけてけて    

国では公立高校授業料無償制や高等学校等就学支援金制度などが実施されておりますが、社会
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の情勢などを考慮しながら制度内容の充実について検討を行います。 

３３３３））））修学資金貸付制度修学資金貸付制度修学資金貸付制度修学資金貸付制度のののの継続継続継続継続とととと充実充実充実充実にににに向向向向けてけてけてけて    

地元に高等教育を根付かせ、経済的な理由により学生が学びの機会を失うことがないように、

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

４４４４））））産学官産学官産学官産学官＊＊＊＊によるによるによるによる共同研究共同研究共同研究共同研究のののの推進推進推進推進やややや生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習＊＊＊＊機会機会機会機会のののの提供提供提供提供    

大学と綿密な連携を保持しながら、市民に身近な教育機関となるよう、市民に対して生涯学習

の機会を提供するとともに、大学が持つ教育設備等を地域へ開放・還元します。また、地域の人

材と知識を集積する〈知（地）の拠点〉としての大学の姿を確立し、地域産業との結びつきを強

めることで、地域振興・地域活性化につなげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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））））    

市内高校の卒業者のうち、稚内北星学
園大学へ進学した人数 

人 
14 

（平成 25 年） 
25 

市民向け大学講座の開催回数 回 7 23 

 

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    

大学などが行う事業への参加に努める。 
〔大学など〕地域のニーズを的確に把握し特色ある教育活動への
取組を行う。 

市市市市がががが行行行行うことうことうことうこと    
地域と教育機関のつながりを保持する。修学に関しての各種支援
に努める。私学が特色ある教育活動を推進できる環境整備に努め
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： 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 

条例の名称： 稚内市奨学金等貸付条例、稚内市大学修学資金貸付条例、稚内市学校法人

の助成に関する条例、稚内市大学育英資金支給条例 
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政策 1-3 活気あふれる学びの場づくり 

施策 1-3-1 学ぶ心の育成を推進します 

 

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
 

少子高齢化の進行、家族形態の変化や教育改革の推進などを背景に、社会情勢や教育環境が大

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

提供や人材の育成、学びの場や活動の場の確保など、地域に根ざしたあらゆる活動を推進する必

要があります。 

また、年齢や性別などに関係なく、市民が社会の対等な構成員として、喜びも責任も分かち合

い、それぞれの個性を発揮できる社会を構築するために、意識啓発や学習活動の支援も重要な課

題です。 

加えて、青少年の健全育成の環境整備はもちろんのこと、豊かな自然環境を活かした活動や異

なる年齢の集団による様々な体験活動を通して、かけがえのない自然への関心を高め、子ども自

身が自律性を身につけられる機会づくりも必要です。 

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

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

人が自発的に更なるステップアップをめざし、学びの場を自主的に創造できるきっかけとなるよ

うな事業展開も求められております。 
 

施策施策施策施策のののの目的目的目的目的    
 

多くの市民の興味や関心を高めることによって、学ぶことの楽しさ素晴らしさを伝え、学習成

果を活かせる機会を提供することにより、市民の学ぶ意欲の向上を促します。 
 

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））））学習支援体制学習支援体制学習支援体制学習支援体制のののの充実充実充実充実    

学習活動を行う団体、サークルなどの育成に努めるほか、活動の場の確保と人材の育成を図り

ます。また、ライフスタイル＊や学習ニーズに対応した内容の研修会・講座を開設します。 

２２２２））））社会教育社会教育社会教育社会教育＊＊＊＊施設施設施設施設のののの充実充実充実充実    

図書館などの社会教育施設は、市民の自発的な学習活動の活性化を図るため、市民にとって利

用しやすく有効に活用されるよう運営の充実を図ります。また、環境を学ぶ機会として自然の生

態系や南極などをテーマとした自然科学などに接する場として科学館・水族館の充実を図ります。 

３３３３））））国際化国際化国際化国際化にににに対応対応対応対応したしたしたした学習機会学習機会学習機会学習機会のののの充実充実充実充実    

国際化の進展への対応に加え、交流活動の推進や諸外国の言語・文化・伝統などに関する学習

機会を充実し、市民の豊かな国際感覚と国際的な視野を育てます。 

４４４４））））青少年交流事業青少年交流事業青少年交流事業青少年交流事業のののの推進推進推進推進    
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他都市との交流を通して社会性をはぐくみ、また、他の地域の風土や慣習に触れることで視野

を広げるとともに、地域性の違いや本市の良さの再認識を促すことにより、青少年の豊かな心の

育成を図ります。 

５５５５））））男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画＊＊＊＊をををを促促促促すすすす学習機会学習機会学習機会学習機会のののの充実充実充実充実    

男女がそれぞれの個性と能力を発揮して、様々な場に共に参画していく社会を目指し、男女共

同参画に関する学習機会を充実します。 

６６６６））））自然体験学習自然体験学習自然体験学習自然体験学習のののの充実充実充実充実    

人も自然も、共に命あるものとして共存していること、また、この豊かな自然が地域の財産で

あることに気付き、後世に残す取組につながるよう、自然と直接触れ合う自然体験学習活動を推

進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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））））    

市民講座受講者の満足度 ％ － 
 

市立図書館の市民一人当りの年間貸出
冊数 

冊 
6.1 

（平成 23 年度） 
7 

 

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    

講座、学習会などへ参加する。学習の成果を地域へ貢献する。 

市市市市がががが行行行行うことうことうことうこと    
学習機会の提供と学びを通した交流の促進に努める。学習成果を
活かせる機会の充実を図る。 

 

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： 図書館法、水族館法 

計画の名称： 稚内市社会教育中期計画  

247,629 242,339 233,134 228,426 
211,413 
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【【【【市立図書館市立図書館市立図書館市立図書館のののの年度別貸出冊数年度別貸出冊数年度別貸出冊数年度別貸出冊数のののの推移推移推移推移】】】】
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施策 1-3-2 芸術・文化活動を普及・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    
 

芸術・文化は、人々の創造性をはぐくみ、心のつながりや相互に理解し、尊重しあう心豊かな

社会を形成するものです。近年では、市民の生活意識や価値観の多様化が進み、芸術・文化への

関心が高まるとともに、そのニーズも多岐にわたっています。そのため、優れた芸術文化に触れ

る機会の一層の充実はもちろん、自ら芸術・文化の創造に参加することを通じて、だれもが生涯

にわたって楽しく生きがいと充実感を持って生活できるような社会の形成が望まれています。 

本市では、稚内総合文化センターを昭和 59 年に開館して以来、宗谷圏域の芸術・文化の殿堂

として、優れた舞台芸術やコンサート、さらには市民の芸術・文化の発表の場など、様々な活動

に利用されてきました。また、近年は子どもたちの文化型サークルが設立され、市民参画型の舞

台芸術活動が活発化するなど、市民の文化活動は新たな広がりを見せています。 

しかし一方で、新たなジャンルに対する興味や関心が高まる中、古くから続いてきた文化活動

や古典的な伝統文化活動では、指導者・参加者ともに減少し、活動自体の存続が危ぶまれていま

す。 

個性豊かで多彩な地域文化を創造するため、自主性や個性を尊重しながら、過去から受け継が

れてきた伝統や優れた芸術・文化を学び、心豊かな人づくりを進めていくとともに、多様な市民

ニーズに対応するため、文化・芸術活動の支援や人材の育成、文化施設の整備や既存施設の有効

活用を進めていかなければなりません。 
 

施策施策施策施策のののの目的目的目的目的    
 

市民が生涯を通じて文化・芸術に身近に接し、個性豊かな文化活動に触れる機会を増やすなど、

芸術・文化の振興により、市民が生涯にわたって楽しく生きがいと充実を持って生活できる環境

をつくります。 
 

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））））文化振興文化振興文化振興文化振興のためののためののためののための団体及団体及団体及団体及びびびび指導者指導者指導者指導者のののの養成養成養成養成・・・・確保確保確保確保    

個性豊かで多彩な地域文化の振興のため、指導者の養成・確保を図るとともに、文化関係団体、

サークルなどの育成に努めます。 

２２２２））））文化活動人口文化活動人口文化活動人口文化活動人口のののの増加増加増加増加とととと底辺底辺底辺底辺のののの拡大拡大拡大拡大    

自分達の手で作りあげる市民参画型の舞台芸術活動の活性化を図ります。また、地域や学校教

育の場などにおいて、子どもたちが優れた芸術文化や伝統文化に接する機会の充実に努めます。 

３３３３））））芸術芸術芸術芸術・・・・文化鑑賞機会文化鑑賞機会文化鑑賞機会文化鑑賞機会のののの充実充実充実充実    

地域における文化活動の活動主体であると同時に文化の受け手でもある地域住民が、優れた芸

術・文化に触れる機会の一層の充実を図ります。 
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４４４４））））文化活動文化活動文化活動文化活動のののの拠点施設拠点施設拠点施設拠点施設のののの整備整備整備整備のののの充実充実充実充実とととと有効活用有効活用有効活用有効活用    

文化活動の拠点となる施設の計画的な整備や既存施設の有効活用を図りながら、利用しやすい

環境づくりに努めます。 

 

 

 
 

 

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））））    

稚内総合文化センター大ホールの利用
件数 

件 87 
 

芸術・文化事業への参加者数及び鑑賞
者数 

人 8,600 
 

 

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    

文化や芸術に興味を持つ。文化活動への積極的な参加に努める。 

市市市市がががが行行行行うことうことうことうこと    
芸術文化に触れる機会の提供や文化振興のための新たな人材の発
掘及び指導者の養成と確保を行う。文化活動への支援に努める。 

 

    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： 文化芸術振興基本法 

計画の名称： 稚内市社会教育中期計画 
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【【【【稚内総合文化稚内総合文化稚内総合文化稚内総合文化センターセンターセンターセンター大大大大ホールホールホールホール利用件数利用件数利用件数利用件数のののの推移推移推移推移】】】】
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施策 1-3-3 生涯スポーツを推進します 

 

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
 

心身ともに健康で充実した生活を営むためには、生涯にわたり豊かなスポーツライフを送るこ

とが大切であり、いつでも、どこでも、だれもがスポーツに親しむことのできる生涯スポーツ＊

社会の実現が求められています。 

本市においては、昭和 56 年に「スポーツ都市宣言」を行い、生涯スポーツ社会の実現に向け

て市民ニーズを捉えながら様々な事業展開を行ってきました。 

しかしながら、少子高齢化や若者の都市流出により、大会や事業への参加者数は減少傾向にあ

り、スポーツ少年団員数も減少を続けています。 

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

開催し、競技力の向上に努めています。 

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

設・統廃合等について、早急に検討を行う必要があります。 
 

施策施策施策施策のののの目的目的目的目的    
 

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

いきと生活できるまちを創造します。 
 

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））））生涯生涯生涯生涯にわたるにわたるにわたるにわたる市民市民市民市民スポーツスポーツスポーツスポーツ活動事業活動事業活動事業活動事業のののの促進促進促進促進とととと充実充実充実充実    

生涯スポーツ社会の実現に向けて、魅力あるスポーツ活動、健康づくり事業を展開するととも

に、情報提供の充実に努めます。また、地域住民が主役となって、自ら運営・管理をする新しい

形のスポーツクラブの育成と普及を、各関係団体などの協力の下で進めていきます。 

２２２２））））スポーツスポーツスポーツスポーツ振興振興振興振興のためののためののためののための指導者指導者指導者指導者のののの養養養養成成成成・・・・確保確保確保確保    

各関係団体などと連携を図りながら、生涯スポーツ、競技スポーツのニーズの多様化・高度化

に対応できる指導者の養成・確保に努めます。 

３３３３））））競技力競技力競技力競技力のののの向上向上向上向上とととと豊豊豊豊かなかなかなかな人材人材人材人材のののの形成形成形成形成    

子どもたちのスポーツに対する興味や意欲を高め、豊かな人間性とたくましい体力をはぐくみ、

活力ある社会の形成に役立つ選手の育成を進めます。 

４４４４））））学校学校学校学校におけるにおけるにおけるにおける体育体育体育体育・スポーツ・スポーツ・スポーツ・スポーツ活動活動活動活動とのとのとのとの連携連携連携連携とととと充実充実充実充実    

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

生徒の多様化する価値観に対応できる魅力的な部活動となるよう具体的な改善に取り組みます。 

５５５５））））スポーツスポーツスポーツスポーツ施設施設施設施設のののの整備整備整備整備とととと活用活用活用活用    

本市のスポーツ推進を図るために必要な施設の在り方、施設の新設・統廃合等について、早急

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

スポーツ合宿の受入体制を整えるとともに、道内外に情報提供を行い、スポーツ合宿や各種スポ

ーツの全道・全国大会などの積極的な誘致活動と運営支援を行います。 
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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））））    

スポーツ活動・健康体力づくり事業へ
の参加者数 

人 6,708 
 

体育施設利用人数 人 341,860 
 

 

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    

スポーツ事業への参加や合宿・大会の地域受入体制についての協
力に努める。 

市市市市がががが行行行行うことうことうことうこと    
スポーツに関する情報の収集・発信。スポーツ指導者の養成・確保を
行う。効率的な施設運営及び整備を行う。市民、関係団体と連携して
合宿・大会の受入体制の整備を行う。 

 

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    
 

法令の名称： スポーツ基本法 

計画の名称： 稚内市スポーツ振興基本計画、稚内市スポーツ振興計画 
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【【【【スポーツスポーツスポーツスポーツ施設施設施設施設のののの利用状況利用状況利用状況利用状況のののの推移推移推移推移】】】】

体育館 球（技）場 水泳場 スキー場 その他 人口の推移

344,057 
324,457 

340,040 341,860 
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施策 1-3-4  歴史の継承と文化財の保護・保存を推進します 

 

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
 

日本海とオホーツク海に面した国境に位置する本市は、北国の冷涼な気候風土のもとに形成さ

れた独特の地形や植生を有する自然環境の中で先史・有史時代＊を通じて人々の営みが刻まれて

きました。 

本市には２件の北海道遺産＊と、道及び市指定の文化財が 18 件、国の登録有形文化財が 1 件

存在し、豊かな自然が生み出した天然記念物や景観、先人が残した史跡や有形文化財などがあり、

その種類も多岐にわたっています。 

しかし、市が持つ文化遺産の全容については未だ十分に整理されているとは言い難く、さらに

郷土史についても、各時代の内容が網羅された教材なども整備されていない状況にあります。 

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

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

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

す。 

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

本市についての見識を深め、地域に親しみ、地域を楽しむ環境を作り出すことが必要です。 
 

施策施策施策施策のののの目的目的目的目的    
 

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

す。 
 

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））））郷土郷土郷土郷土のののの歴史歴史歴史歴史をををを学学学学ぶぶぶぶ資料資料資料資料のののの収集収集収集収集とととと活用活用活用活用    

貴重な歴史的資料の収集を図るとともに、学習の基礎となるデータ提供や、教材となるテキス

トの作成・提供を行うことにより、だれもが本市について学ぶことができる環境づくりに努めま

す。また、資料の寄贈について広く市民に呼びかけるとともに、収集・整理した資料については、

大切に保存、保管に努め、さらに市民や観光客などに本市の歴史や文化を知ってもらうため、北

方記念館や旧瀬戸邸などの施設に展示・公開するなど有効活用を図ります。また稚内の歴史を考

える上で欠かすことの出来ない「北防波堤ドーム」や「稚泊航路＊」など、稚内と樺太の繋がり

に関する資料の収集や展示内容の充実を図ります。 

２２２２））））市民市民市民市民へのへのへのへの普及活動普及活動普及活動普及活動とととと学習団体学習団体学習団体学習団体へのへのへのへの支援支援支援支援    

子どもからお年寄りまでだれもが故郷に親しむことができるように、各種講演の開催や様々な

媒体による情報の供給に努めるとともに、郷土学習サークルとの連携や支援を推進します。 

３３３３））））文化財文化財文化財文化財のののの継続的継続的継続的継続的なななな保護保護保護保護・・・・保存保存保存保存    

有形文化財、無形文化財、民俗文化財、埋蔵文化財、記念物や伝統的建造物群など、文化財に

関する情報を整理・評価し、新たな指定、保護の強化、新規登録を推進します。また地域の各団
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体と連携し、文化財の保存、修復活動、伝統文化の継承を推進します。 

４４４４））））歴史及歴史及歴史及歴史及びびびび文化遺産文化遺産文化遺産文化遺産のののの積極的積極的積極的積極的なななな活用活用活用活用    

市の歴史や文化遺産を、まちのＰＲや観光事業に役立てることができるように、各団体・各関

係機関との連携を図ります。 

 

【【【【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指定文化財一覧指定文化財一覧指定文化財一覧指定文化財一覧】】】】 【【【【稚内市稚内市稚内市稚内市のののの埋蔵文化財埋蔵文化財埋蔵文化財埋蔵文化財のののの種類種類種類種類とととと数数数数】】】】 

区分 名  称 種 類  種 類 件数 

道指定  宗谷護国寺跡 史跡 社寺跡  城(チャシ)跡 13 

市指定  宗谷護国寺所蔵 釣鐘（１基） 有形文化財  貝塚遺跡 4 

市指定  宗谷護国寺所蔵 木製懸額（１基） 有形文化財  洞窟遺跡 1 

市指定  宗谷護国寺所蔵 しょうご（１基） 有形文化財  社寺跡 1 

市指定  宗谷護国寺所蔵 古文書（５冊） 有形文化財  集落遺跡 67 

市指定  オンコロマナイ２遺跡 史跡 貝塚遺跡  墓地遺跡 3 

市指定  富磯貝塚 史跡 貝塚遺跡  その他(不明箇所含む) 50 

市指定  シュプントウ遺跡 史跡 集落遺跡    

市指定  恵北１遺跡 史跡 集落遺跡  【【【【稚内市内稚内市内稚内市内稚内市内のののの北海道遺産北海道遺産北海道遺産北海道遺産】】】】    

市指定  抜海岩陰遺跡 史跡 洞窟遺跡  稚内港北防波堤ドーム  

市指定  弁天１・２号チャシ 史跡 城(チャシ)跡  宗谷丘陵の周氷河地形  

市指定  ピリカタイチャシ 史跡 城(チャシ)跡          

市指定  大岬旧海軍望楼 史跡 建造物跡  【【【【稚内市内稚内市内稚内市内稚内市内のののの登録有形文化財登録有形文化財登録有形文化財登録有形文化財（（（（建造物建造物建造物建造物））））】】】】 

市指定  文化寛政の頃の宗谷絵図 有形文化財  旧瀬戸家住宅主屋  

市指定  内藤源助愛刀の鍔 有形文化財    

市指定  目梨高山植物群落 天然記念物 植物    

市指定  メクマミズナラ群落 天然記念物 植物    

市指定  宗谷厳島神社（１社） 有形文化財    

 

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））））    

市民講座「稚内学」への参加者数 人 844 
 

 

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    

自発的な学習への取組と得られた知識の伝承に努める。文化財の
保護保存への協力を行う。 

市市市市がががが行行行行うことうことうことうこと    
郷土の歴史を学ぶ資料の作成と学ぶ機会及び活用の場所の提供を
行う。文化財の調査及びその公開と保護保存を行う。 

 

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： 文化財保護法、博物館法、社会教育法 

条例の名称： 稚内市文化財保護条例 
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政策２-１ 健康づくりの推進と医療の充実 

政策２－２ 子どもたちが健やかに生まれ育つ環境づくり 

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 

分野分野分野分野２２２２    保健保健保健保健・・・・医療医療医療医療・・・・福祉福祉福祉福祉    

みんなでみんなでみんなでみんなで育育育育てるてるてるてる    笑顔笑顔笑顔笑顔
ほほえみ

あふれるあふれるあふれるあふれる    まちをまちをまちをまちを目指目指目指目指してしてしてして    

施策２-１-１ 医療体制の充実を図ります 
施策２-１-２ 心とからだの健康づくりをサポートします 

施策２-２-１ 妊娠・出産期の支援の充実を図ります 
施策２-２-２ 子どもたちの健全な成長を支援します 
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 

施策２-３-１ 地域の助け合いによる福祉を推進します 
施策２-３-２ 高齢者福祉を推進します 
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 
施策２-３-４ 暮らしを支える諸制度を適正に運用します 

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２基本目標２基本目標２基本目標２    みんなで育てるみんなで育てるみんなで育てるみんなで育てる    笑顔笑顔笑顔笑顔
ほほえみ

    あふれるあふれるあふれるあふれる    まちを目指してまちを目指してまちを目指してまちを目指して    

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 

 

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
 

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おります。「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。 
 

施策施策施策施策のののの目的目的目的目的    
 

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。 
 

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））））医師医師医師医師のののの確保確保確保確保    

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。 

２２２２））））医療機能医療機能医療機能医療機能のののの役割分担役割分担役割分担役割分担とととと病診連携病診連携病診連携病診連携のののの推進推進推進推進    

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・ケアを担う診療
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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。 

３３３３））））市立稚内病院市立稚内病院市立稚内病院市立稚内病院のののの機能強化機能強化機能強化機能強化とととと健全経営健全経営健全経営健全経営    

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。 

４４４４））））救急医療体制救急医療体制救急医療体制救急医療体制のののの充実充実充実充実    

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。 

 

 

 

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））））    

「医療体制の充実を図ります」の施策
に対する満足度 

％ 12.4 
 

開業医誘致制度によってこれまでに誘
致した診療所等の数 

件 
3 

（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    

開業医助成制度をＰＲする。身近な「かかりつけ医」を持つ。救
急受診に対する適切な認識を持つ。 

市市市市がががが行行行行うことうことうことうこと    
情報収集と開業医助成制度をＰＲして誘致を進める。「かかりつけ
医」を持つことに関し意識啓発を行う。医療体制の充実に努める。 

 

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： 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 
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施策 2-1-2 心とからだの健康づくりをサポートします 

 

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
 

我が国の平均寿命は世界の最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、最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、高齢化に伴な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。 
 

施策施策施策施策のののの目的目的目的目的    
 

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。 
 

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））））健康健康健康健康づくりのづくりのづくりのづくりの意識高揚意識高揚意識高揚意識高揚とととと環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり    

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。 

２２２２））））生活環境生活環境生活環境生活環境のののの変化変化変化変化にににに対応対応対応対応したしたしたした保健体制保健体制保健体制保健体制づくりづくりづくりづくり    

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。 

３３３３））））生活生活生活生活にににに密着密着密着密着したしたしたした健康健康健康健康づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進    

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。 
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４４４４））））食食食食をををを通通通通じたからだづくりじたからだづくりじたからだづくりじたからだづくり    

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。 

 

 

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））））    

特定健康診査＊受診率 ％ 
17.5 

（平成 23 年度） 
60.0 

特定保健指導＊実施率 ％ 
19.4 

（平成 23 年度） 
60.0 

「心とからだの健康づくりをサポート
します」の施策に対する満足度 

％ 43.0 
 

 

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    

健康に対する意識を向上する。地域における健康づくり活動など
へ参加して、健康づくりを実践する。バランスのとれた規則正し
い食生活を実践する。 

市市市市がががが行行行行うことうことうことうこと    
啓発と相談、情報提供を行う。 
地域における健康づくり活動に対して支援する。 

 

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： 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 
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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 

 

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
 

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。 
 

施策施策施策施策のののの目的目的目的目的    
 

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。 
 

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））））妊産婦妊産婦妊産婦妊産婦のののの健康支援健康支援健康支援健康支援    

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。 

２２２２））））思春期思春期思春期思春期におけるにおけるにおけるにおける教育教育教育教育のののの推進推進推進推進    

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。 

３３３３））））妊娠妊娠妊娠妊娠をををを望望望望むむむむ人人人人へのへのへのへの支援支援支援支援    

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。  
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４４４４））））周産期医療体制周産期医療体制周産期医療体制周産期医療体制のののの充実充実充実充実    

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。 

 

 

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））））    

合計特殊出生率＊ 人 
1.51 

（平成 22 年国勢調査） 
 

母親学級受講率 ％ 44.8 50.0 

 

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    

健康診査などを受ける。 

市市市市がががが行行行行うことうことうことうこと    
妊婦健康診査などを実施する。 
関係機関と連携を図り適切な医療を提供できる体制をつくる。 

 

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： 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 
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施策 2-2-2 子どもたちの健全な成長を支援します 

 

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。 
 

施策施策施策施策のののの目的目的目的目的    
 

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。 
 

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））））健健健健やかなやかなやかなやかな発育発育発育発育・・・・発達発達発達発達のののの支援支援支援支援    

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。 

２２２２））））感染症予防感染症予防感染症予防感染症予防のののの推進推進推進推進    

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。 

３３３３））））正正正正しいしいしいしい生活習慣生活習慣生活習慣生活習慣のののの確立確立確立確立    

「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。 

４４４４））））療育支援療育支援療育支援療育支援のののの充実充実充実充実    

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。  
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【【【【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乳乳乳乳幼児幼児幼児幼児のむしのむしのむしのむし歯歯歯歯    りりりり患率患率患率患率】】】】    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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））））    

乳児健康診査・健康相談受診率 ％ 98.9 99.0 

幼児健康診査受診率 ％ 97.2 98.0 

予防接種率（定期予防接種（Ａ類疾病）） ％ 85.0 90.0 

３歳児健康診査における、むし歯り患
率 

％ 24.1 23.0 

 

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    

各種健康診査や健康相談などの場を積極的に活用する 

市市市市がががが行行行行うことうことうことうこと    
子どもたちの健康を支援する。 
支援体制の整備・充実を図る。 

 

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： 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 
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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 

 

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
 

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。 
 

施策施策施策施策のののの目的目的目的目的    
 

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。 

 

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））））保育所保育所保育所保育所のののの整備整備整備整備のののの促進促進促進促進とととと保育保育保育保育サービスのサービスのサービスのサービスの充実充実充実充実    

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。 

２２２２））））子育子育子育子育てててて交流交流交流交流のののの推進推進推進推進とととと支援支援支援支援ネットワークネットワークネットワークネットワーク＊＊＊＊づくりづくりづくりづくり    

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。 

３３３３））））仕事仕事仕事仕事とととと子育子育子育子育てのてのてのての調和調和調和調和がとれるがとれるがとれるがとれる仕組仕組仕組仕組みづくりみづくりみづくりみづくり    

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。 

４４４４））））ひとりひとりひとりひとり親親親親へのへのへのへの支援支援支援支援のののの充実充実充実充実    

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。 

５５５５））））放課後放課後放課後放課後のののの子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの居場所居場所居場所居場所づくりづくりづくりづくり    

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。 
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６６６６））））虐待防止体制虐待防止体制虐待防止体制虐待防止体制のののの充実充実充実充実    

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。 

７７７７））））制度制度制度制度とととと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    

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。 
 

 

 

 

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））））    

保育所入所待機児童の人数 人 0 0 

「総合的な子育て支援体制の整備を促
進します」の施策に対する満足度 

％ 29.2 
 

小・中学生一人当たりの月平均児童館
利用回数 

回 1.1 
 

 

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    

子どもとのつながりを重視し、家庭の温かさを感じながら子ども
をはぐくむ。子育て中の親に地域の中で協力・支援する。 
〔事業者〕従業員の子育てを支援すること。 

市市市市がががが行行行行うことうことうことうこと    
子育てに関する意識の醸成を図り、市民ニーズにあった総合的な
子育て支援策を行う。 

 

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： 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 
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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 

 

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
 

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。 
 

施策施策施策施策のののの目的目的目的目的    
 

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。 
 

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））））地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉やややや障障障障がいなどにがいなどにがいなどにがいなどに対対対対するするするする正正正正しいしいしいしい理解理解理解理解・・・・意識意識意識意識のののの向上向上向上向上    

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。 

２２２２））））身近身近身近身近なななな地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける支支支支ええええ合合合合いいいい活動活動活動活動のののの活性化活性化活性化活性化    

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。 

３３３３））））だれもがだれもがだれもがだれもが暮暮暮暮らしやすいらしやすいらしやすいらしやすい環境環境環境環境のののの創出創出創出創出    

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、
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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。 

４４４４））））総合相談体制総合相談体制総合相談体制総合相談体制とととと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    

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。 

５５５５））））権利擁護権利擁護権利擁護権利擁護＊＊＊＊のののの推進推進推進推進    

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。 

 

 

 

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））））    

ボランティアセンターへの登録者数 人 1,143  

「地域の助け合いによる福祉を推進し
ます」の施策に対する満足度 

％ 24.9 
 

 

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    

障がいや地域福祉などについて知るよう努める。 
身近な地域での活動へ積極的に参加する。 

市市市市がががが行行行行うことうことうことうこと    
地域やＮＰＯなどが行う活動への支援を行う。正しい知識の普及
啓発を行なう。公共施設のユニバーサル化を図る。 

 

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： 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 
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施策 2-3-2 高齢者福祉を推進します 

 

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、見守り体制の更なる強化に取り組む必要があります。 
 

施策施策施策施策のののの目的目的目的目的    
 

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。 
 

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））））介護予防介護予防介護予防介護予防とととと生生生生きがいづくりのきがいづくりのきがいづくりのきがいづくりの推進推進推進推進    

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。 

２２２２））））高齢者高齢者高齢者高齢者のののの在宅生活在宅生活在宅生活在宅生活をををを支支支支えるサービスのえるサービスのえるサービスのえるサービスの充実充実充実充実    

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。 

３３３３））））施設施設施設施設などなどなどなど生活生活生活生活のののの場場場場のののの確保確保確保確保    

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。 

４４４４））））認知症高齢者認知症高齢者認知症高齢者認知症高齢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のののの充実充実充実充実    

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に、認知
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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。 

５５５５））））地域包括地域包括地域包括地域包括ケアのケアのケアのケアの充実充実充実充実    

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。 
 

【【【【稚内市稚内市稚内市稚内市のののの要介護認定者数等要介護認定者数等要介護認定者数等要介護認定者数等】】】】                        （単位：人、％）    

    人人人人    口口口口    
65656565 歳以上人口歳以上人口歳以上人口歳以上人口    

((((各年各年各年各年10101010 月月月月１１１１日日日日))))    
高齢化率高齢化率高齢化率高齢化率    

認定者数認定者数認定者数認定者数    

（（（（65656565 歳以上歳以上歳以上歳以上））））    
認定率認定率認定率認定率    

平成 20 年度 39,946 9,276 23.2 1,332 14.4 

平成 21 年度 39,294 9,430 24.0 1,372 14.5 

平成 22 年度 38,925 9,500 24.4 1,423 15.0 

平成 23 年度 38,362 9,619 25.1 1,470 15.3 

平成 24 年度 37,715 9,813 26.0 1,481 15.1 

（出典）認定者数…介護保険事業状況報告／各年９月末現在 

 

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））））    

「高齢者福祉を推進します」の施策に
対する満足度 

％ 23.9  

介護予防事業に参加した高齢者のうち
要介護・要支援状態となった人の割合 

％  1.1 
10％以内に抑制 
する   （注） 

  （注）国が示す目標数値は 20％以内。 

 

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    

市などが行う事業等に自主的・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    
民間法人などの協力を得ながら基盤整備を進める。市民や関係団
体の協力を得ながら介護予防などに対する意識啓発などを実施す
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： 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  
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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 

 

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
 

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。とくに、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

おります。 

とくに、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。 
 

施策施策施策施策のののの目的目的目的目的    
 

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。 
 

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））））日常生活日常生活日常生活日常生活へのへのへのへの支援支援支援支援のののの充実充実充実充実    

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。 

２２２２））））社会参加社会参加社会参加社会参加のののの促進促進促進促進とととと生生生生きがいづくりきがいづくりきがいづくりきがいづくり    

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。 

３３３３））））就労就労就労就労へのへのへのへの支援支援支援支援    

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。 

４４４４））））住住住住まいのまいのまいのまいの場場場場のののの確保確保確保確保とととと住環境住環境住環境住環境整備整備整備整備のののの促進促進促進促進    

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。 

５５５５））））障障障障がいにがいにがいにがいに対対対対するするするする理解理解理解理解のののの推進推進推進推進    

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。 
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【【【【稚内市稚内市稚内市稚内市のののの障害者手帳所持者数障害者手帳所持者数障害者手帳所持者数障害者手帳所持者数のののの推移推移推移推移】】】】    （単位：人）    

    身体障身体障身体障身体障がいがいがいがい者数者数者数者数    知的障知的障知的障知的障がいがいがいがい者数者数者数者数    精神障精神障精神障精神障がいがいがいがい者数者数者数者数    

平成 19 年度 2,294 344 188 

平成 20 年度 2,282 366 186 

平成 21 年度 2,359 374 203 

平成 22 年度 2,403 386 195 

平成 23 年度 2,504 396 203 

（出典）稚内市障がい者計画／各年度３月 31 日現在 

 

 

 

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））））    

「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」の施策に対する
満足度 

％ 19.6 
 

障害者グループホーム＊などの定員 人 116 
 

 

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    

市などが主催する事業に積極的に参加する 
〔事業者〕サービスの質の向上と提供量の確保に努める 

市市市市がががが行行行行うことうことうことうこと    
社会福祉法人などと連携し、基盤整備を進める。また、雇用促進
について企業などへ働きかける。 

 

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： 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 
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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 

 

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
 

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、制度の適正運用の他、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。 
 

施策施策施策施策のののの目的目的目的目的    
 

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。 
 

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））））保険制度保険制度保険制度保険制度のののの安定的安定的安定的安定的なななな運用運用運用運用    

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。 

２２２２））））生活困窮者生活困窮者生活困窮者生活困窮者のののの自立自立自立自立へのへのへのへの支援支援支援支援    

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。 

３３３３））））生活生活生活生活へのへのへのへの援護援護援護援護    

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。 
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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））））    

国民健康保険税（現年度分）の収納率 ％ 
89.67 

（平成 23 年度） 
91.00 

 

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    

制度の趣旨を理解し、自立に向けて努力する。 
制度運営に必要な負担について理解し、保険料などを納める。 

市市市市がががが行行行行うことうことうことうこと    
自立に向けて支援する。 
市民に対して諸制度に対する理解を促す。 
必要な相談・援助を行う。 

 

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： 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（現在国会で審議中） 

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 
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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。 
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【【【【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 



 

 

第４次稚内市総合計画 後期基本計画（案） 

 

 

 70 

 

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
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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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【【【【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一人当一人当一人当一人当りのりのりのりの一日一日一日一日ごみごみごみごみ排出量及排出量及排出量及排出量及びリサイクルびリサイクルびリサイクルびリサイクル率率率率のののの推移推移推移推移】】】】

市民一人当りの一日

ごみ排出量

リサイクル率
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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。 



 

 

第４次稚内市総合計画 後期基本計画（案）   

 

 

 89  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

（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 
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136.1 

128.4 124.4 122.8 
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【【【【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 

82,378 80,391 82,490 
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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 
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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。 



 

 

第４次稚内市総合計画 後期基本計画（案）   

 

 

 103  

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 
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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 

 

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 
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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 

 

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。 

 

  

1,823
2,151

3,029 2,861 2,861 2,769
3,091

2,526
2,010

1,582 1,474 
1,111 

1,419 1,473 1,717 

532

1,463

1,097
1,911 1,864

2,516

2,639
3,474

2,559 3,601

2,630 
2,708 2,137 

2,636 1,943 

38

79

66
169

118

213

681

126

148

132 
84 

73 

110 

68 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

平成11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

(人）

（年）

【【【【稚内稚内稚内稚内・コルサコフ・コルサコフ・コルサコフ・コルサコフ定期航路利用実績定期航路利用実績定期航路利用実績定期航路利用実績（（（（旅客旅客旅客旅客））））】】】】

日本人 ロシア人 その他



 

 

第４次稚内市総合計画 後期基本計画（案） 

 

 

 122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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用語解説 

 

 
◆ Ｉ・Ｊ・Ｕターン 

地方部に居住していた人で、就職等により都市部に
定住した人が、また元の地方部に戻って定住すること
を『Ｕターン』、別の地方部に定住することを『Ｊタ
ーン』、もともと都市部に居住していた人が地方部に
定住することを『I ターン』という。一般的には『Ｕ
ＪＩターン』と言われているが、北海道では本州方面
からの「移住者」を積極的に受け入れる姿勢を示すた
め、「ＩＪＵ（移住）ターン」と呼んでいる。 

 
◆ 青色回転灯 

警察署に申請し、自主防犯パトロールを適正に行え
ると認められた団体が、車両につけて巡回できる回転
灯のこと。 

 
◆ 生きる力 

確かな学力、豊かな心、健やかな体の知・徳・体の
バランスのとれた力のこと。 

 
◆ 医師の研修制度 

医師臨床研修制度といい、大学を卒業し国家試験に
合格した医師を指定病院で実地研修させ、臨床医とし
て一般的な診療で頻繁に関わる負傷や疾病に適切に
対応できるようにプライマリ・ケア（別掲）の基本的
な診療能力を習得させ、また、医師としての人格を養
い育てるための制度。研修期間は 2 年以上。 

 
◆ ＥＰＡ（イー・ピー・エー） 

経済連携協定（Economic Partnership Agreement）
のこと。契約国間で、貿易・投資の自由化・円滑化を
促進し、水際及び国内の規制の撤廃や各種経済制度の
調和など、幅広い経済関係の強化を目的とする協定。 

 
◆ インターンシップ 

学生が在学中に一定期間働きながら、会社や仕事の
実態を体験的に知る制度。 

 
◆ インフラ 

インフラストラクチャーの略で、社会的経済基盤と
社会的生産基盤とを形成するものの総称。道路・港
湾・河川・鉄道・通信情報施設・下水道・学校・病院・
公園・公営住宅などが含まれる。 

 
◆ エコツーリズム 

自然環境や歴史文化を対象とし、それらを体験し学
ぶとともに、対象となる地域の自然環境や歴史文化の
保全に責任をもつ観光の在り方。 

 
◆ ＳＮＳ（エス・エヌ・エス） 

ソーシャル・ ネットワーキング・サービス「Social 
Networking Service」の略称で、人と人とのつながり
を促進するインターネット上のサービス。友人・知人
間のコミュニケーションを円滑にする手段や場を提
供したり、趣味や嗜好、居住地域、出身校、あるいは
「友人の友人」といったつながりを通じて新たな人間
関係を構築する場を提供するサービスのこと。 

 
◆ ＮＰＯ（エヌ・ピー・オー） 

「Non Profit Organization」の略称で、非営利組
織のこと。政府・自治体や企業とは別に社会的、公益
的な活動を行う非営利の組織（団体）。 

 
◆ ＦＴＡ（エフ・ティー・エー） 

自由貿易協定（Free Trade Agreement）のこと。特
定の国・地域間で貿易を自由化する協定で、ＥＰＡ(別
掲)の主要な内容の一つ。多国間協定を基本とするＷ
ＴＯ（別掲）の協定では、関税その他の制限的通商規
制を、実質上、すべての貿易で廃止することを条件に
協定締結を認めている。 

 
◆ ＦＴＺ（エフ・ティー・ゼット） 

「Free Trade Zone」の略称、自由貿易地域のこと。
外国から輸入した貨物を、通関手続きを経ることなく
保管し、加工・製造・展示等を行うことができる一定
の区域。貿易や外国企業の誘致を促進するために国が
指定する。港湾や空港に隣接して設置され、域内に立
地する企業は税制上の優遇措置などを受けることが
できる。 

 

 

 

 
◆ 家庭児童相談員 

子育てや児童虐待など、18 歳までの児童や家庭に関
するあらゆる悩みや心配事についての相談業務を行
う人。 

 
◆ 間伐材 

森林の密度を適度に調整して適当な間隔で伐採す
る間伐により生産された木材であり、森林を適正に管
理していく途中で必ず発生するもの。 
 
◆ 基礎自治体 

地方公共団体のうち市町村を指して基礎自治体と
いう。都道府県は市町村を包括する広域の地方公共団
体として「広域自治体」と位置付けられる。 

 
◆ キャリア教育 

一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤

ア行 
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となる能力や態度を育てることを通して、キャリア発
達を促す教育のこと。 

 
◆ 共助 

隣近所が助け合って地域の安全を守ること。 

 
◆ クリーン農業 

たい肥等の有機物の施用などによる土づくりに努
め、化学肥料や化学合成農薬の使用を必要最小限にと
どめるなど、農業の自然循環機能を維持増進させ、環
境との調和に配慮した、安全・安心、品質の高い農産
物の生産を進める農業。 

 
◆ グリーンツーリズム 

ファームイン（農家民宿）、農村体験など、農村地
域に滞在し、農山村の自然・文化・人々との交流など
を楽しむ滞在型の余暇活動。 

 
◆ グループホーム 

病気や障がいなどで一人で生活することが難しい
状況にある人たちが専門スタッフ等の援助を受けな
がら小人数で地域社会に溶け込んで生活する社会的
介護の形態。介護保険上の適用がある認知症対応型の
もののほか、精神障がいや知的障がいをもつ人のため
のグループホームなどもある。 

 
◆ ケア 

世話すること。また、介護や看護のこと。 

 
◆ 経営資源 

企業などのもつ技術力、経営管理能力、マーケティ
ング能力、資金調達力、そのほか企業内で開発・蓄積
された種々のノウハウなどのこと。 
 
◆ 健康診査 

自治体や保健所が、地域住民の健康や乳幼児の発育
状況などを調査し、疾病の予防や障害の早期発見、お
よび保健指導に役立てるために行う検査のこと。 
 
◆ 検診 

病気にかかっているかどうかを調べるために診
察・検査など行うこと。 
 
◆ 権限移譲 

基礎自治体（別掲）である市町村で、様々な申請や
事務手続ができるようにするため、これまで都道府県
が実施してきた仕事の一部を、市町村が引き受けて実
施すること。 
 
◆ 権利擁護 

自己の権利を表明することが困難な寝たきりの高
齢者や、認知症の高齢者、障害者の権利やニーズ表明
を支援し代弁すること。 

 
◆ 広域行政 

複数の地方公共団体が事務の一部を連携し、広域的
に共同処理することにより、一定の効率化と自治体間
の事務補完を図るもの。一部事務組合や広域連合など
の方式がある。 

 
◆ 後期高齢者 

高齢者のうち、75 歳以上の人のこと。 

 
◆ 合計特殊出生率 

15 歳から 49 歳までの女性の年齢別出生率を合計し
たもので、一人の女性がその年齢別出生率で一生の間
に生むとしたときの子どもの数に相当する。 

 
◆ 公助 

行政機関による救出救助、支援物資の提供など、公
的支援のこと。 

 
◆ 高齢化率 

65 歳以上人口（高齢者人口）の総人口に占める割合。 

 
◆ コジェネレーション 

発電と同時に発生した排熱を利用して、給湯・暖房
などを行う、効率の良いエネルギー供給システムのこ
と。 

 
◆ 子育て支援施設等 

子育て中の親子が気軽に交流できる場として設置
する「つどいの広場」や「地域子育て支援センター」
（別掲）など、地域における子育て支援の拠点となる
施設のこと。 

 
◆ 固定価格買取制度（ＦＩＴ） 

家庭などで発電して余った電力を電力会社が一定
価格で買い取る制度。買取価格を高めに設定し、その
費用を通常の電気料金に上乗せすることで、太陽光発
電など新エネルギーへの移行をうながす。将来的に新
エネルギーの導入費用が低下した際には、それに合わ
せて買取価格も下げるなど柔軟な制度運用が可能で、
他の導入促進策と比較しても費用対効果が高いとさ
れる。 

 
◆ 子ども安全育成センター 

子どもたちの安全・安心を守る防犯活動や非行防止
のため、街頭補導や啓発活動などを行うことを目的に
教育委員会に設置している組織。 

 
◆ コミュニティ 

町内会のような地縁型の共同体や、地域での共同の
活動、暮らしを支える結びつき。 
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◆ コミュニティビジネス 

地域の住民やＮＰＯ（別掲）などが主体となり、地
域の課題解決や地域資源の有効活用を図るために行
う事業。 
 

◆ コンベンション 

大会、会議、展示会、見本市などの総称。 

 

 

 

 
◆ 再生可能エネルギー 

太陽光、風力、水力、バイオマスなどによる発電や
太陽熱などの使い続けても枯渇しない自然由来のエ
ネルギー源のこと。 

 
◆ サハリンプロジェクト 

「サハリン大陸棚石油・天然ガス開発プロジェクト」
の通称。開発区域により９つのプロジェクトがある。 

 
◆ 産学官〔連携〕 

企業（産）が、技術シーズや高度な専門知識を持
つ大学等（学）や公設試験研究機関等（官）と連携
して、新製品開発や新事業創出等を図ること。（住
民・ＮＰＯ（別掲）など（民）を巻き込んで「産学
官民」と使用される場合もあり。） 

 
◆ 産業クラスター 

特定の分野において、相互に関連のある企業や学術
研究機関が、取引・情報・資金・人材等の面でぶどう
の房（クラスター）のように結びついている状態。 

 
◆ ３次医療機関 

大学病院などの高度研究医療機関のこと。これに対
し「１次医療機関」は、プライマリケア（別掲）を担
当するような街の医院や中小病院を、｢２次医療機関｣
は、各都市の中核医療機関となる市立病院などをいう。 

 
◆ シーニックバイウェイ 

アメリカで生まれた言葉で、景観を意味する SCENE
（シーン）の形容詞である SCENIC（シーニック）と、
脇道を意味する BYWAY（バイウェイ）が組み合わさっ
た言葉で、眺めの良い道という意味であり、「道」の
つながりを通じて、地域の活性化、地域資源の再発見
を目指すプロジェクトのことをいう。日本各地で取り
組みが見られており、北海道にはシーニックバイウェ
イ北海道、東オホーツクシーニックバイウェイ等があ
るほか、宗谷には、宗谷シーニックバイウェイとして
地域活性化に向けた取り組みが行われている。 
 
 
 

◆ 資源管理型漁業 

禁漁期間・区域の設定や漁具・漁法の制限などによ
り卵を持った魚や稚魚を適切に保護するなど、水産資
源を減らさないように管理しながら計画的に行う漁
業のこと。 

 
◆ 自主防災組織 

地域住民が自分たちの地域は自分たちで守るとい
う自覚、連帯感に基づき自主的に結成する組織のこと。 

 
◆ 自助 

自らの命は自分で守ること。家庭で日頃から災害に
備えたり、災害時には事前に避難したりすることなど
を言う。 

 
◆ 疾病 

やまい、病気、疾患のこと。 

 
◆ 社会教育 

学校教育以外に、主として青少年や成人を対象に行
われる組織的な教育活動のこと。 

 
◆ 周産期 

出産前後の期間のことで、妊娠 22 週から出生後７
日未満までの期間。 

 

◆ 周産期母子医療センター 

周産期の母体・胎児・新生児に生じる突発的な事態
に、24 時間態勢で対応する緊急医療施設。産科・新生
児科のほかに、内科・外科・精神科などが連携して医
療を行う。新生児集中治療室を９床以上、母体胎児集
中治療室を６床以上備え、極めて高度な周産期医療を
行うことのできる総合周産期母子医療センターと、基
準を満たしていないが比較的高度な周産期医療を行
うことのできる地域周産期母子医療センターとがあ
る。 
 
◆ 循環型社会 

第一に製品等が廃棄物等となることを抑制し、第二
に排出された廃棄物等については、できるだけ資源と
して適正に利用し、最後にどうしても利用できないも
のは適正に処分することが徹底されることにより実
現される天然資源の消費が抑制され、環境への負荷が
できる限り低減された社会。 
 
◆ 生涯学習 

一人ひとりが自分の人生を楽しく、豊かにするため
に、生涯のいろいろな時期に、自由な意思に基づいて、
自分に適した手段・方法を選び、生涯を通じて行う学
習活動のこと。 
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◆ 生涯スポーツ 

その生涯を通じて、健康の保持・増進やレクリエー
ションを目的に「だれもが、いつでも、どこでも気軽
に参加できる」スポーツのこと。 

 
◆ 食育 

様々な体験や学習などから「食」に関心を持ち、「食」
を選択する力を身につけ、心身ともに健康な食生活を
実践できる人を育てること。 
 
◆ 新エネルギー 

技術的に実用段階に達しつつあるが、経済性から普
及が十分ではないエネルギー。太陽光、風力、バイオ
マスを利用して得られるエネルギーなどが含まれる。 

 
◆ 診療所 

医師・歯科医師が診察・治療を行う施設のうち、病
院より規模の小さいもの。医療法では入院用ベッド数
19 以下のものをいう。一般には医院と称することが多
い。 

 
◆ 水源かん養 

森林の土壌が、降水を貯留し、河川へ流れ込む水の
量を平準化して洪水を緩和するとともに、川の流量を
安定させる機能。 

 
◆ 水素エネルギー 

水素を燃料とする新エネルギーの一つ。 

 
◆ スクールガード 

児童・生徒が犯罪に巻き込まれないよう、学校内や
周辺地域（通学路など）を見回りするボランティア。 

 
◆ スマートコミュニティ 

スマートグリッドやホームエネルギーマネジメン
トシステム（ＨＥＭＳ）による消費エネルギーの最適
化をはじめ、公共交通システムや公共サービスなど、
あらゆる側面から社会的インフラおよび社会システ
ムを統合的に管理・制御するという概念。および、そ
のような管理制御が実現されたコミュニティのこと。 

 
◆ ３Ｒ（スリーアール／Reduce：Recycle：Reuse） 

廃棄物などの発生抑制（リデュース Reduce）、再使
用（リユース Reuse）、再生利用（リサイクル Recycle）
のこと。 

 
◆ 生活習慣病 

心臓病・高血圧症・糖尿病・癌・脂質異常症など、
不適切な食事、運動不足、喫煙、飲酒などの生活習慣
に起因すると考えられる病気。 
 
◆ 生産年齢人口 

生産活動の中心となる 15 歳以上 65 歳未満の人口。 

 
◆ 成年後見人制度 

精神上の障がいがあり判断能力が不十分なために、
財産管理や契約などの手続きが困難な者に対し、本人
の行為の代理または行為を補助する者を選任する制
度のこと。 
 
◆ セクシャル・ハラスメント 

相手方の意に反する性的な言動によって、相手方に
不利益を与えたり、不快感を与えること。性的いやが
らせ。 
 
◆ セミナー 

小人数を対象とし、討議などをまじえた講習会。 

 
◆ 全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ） 

気象庁から送信される気象関係情報や、内閣官房か
ら送信される有事関係情報を、人工衛星を利用して地
方公共団体に送信し、市町村の同報系防災行政無線を
自動起動するシステムのこと。 

 
◆ 先史・有史時代 

先史時代とは、文献的史料の存在しない時代。 

有史時代とは、文献や記録によって過去の人びとの
社会や文化を知ることのできる時代。 

 

 

 
 
◆ 確かな学力 

知識や技能はもちろんのこと、これに加えて、学ぶ
意欲や自分で課題を見付け、自ら学び、主体的に判断
し、行動し、よりよく問題解決する資質や能力等まで
含めた学力のこと。 

 
◆ ＷＴＯ（ダブリュ・ティー・オー） 

世界貿易機関（World Trade Organization）のこと。
ガット（関税と貿易の一般協定）体制に代わり平成７
年に発足。貿易に関する協定の管理・運営、加盟国間
の貿易交渉を推進する国際機関。 

 
◆ 団塊の世代 

昭和 22～24 年（1947～1949）ごろの第１次ベビー
ブーム時代に生まれた世代。他世代に比較して人数が
多いところからいう。 

 
◆ 男女共同参画 

男女が、性別にかかわりなく個人として尊重され、
その個性と能力を十分に発揮する機会が確保される
ことにより、社会の対等な構成員としてあらゆる分野
における活動に参画し、ともに責任を担うこと。 

 

タ行 
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◆ 地域活動拠点センター 

まちづくり委員会や地域の様々なコミュニティ活
動の拠点として、また、幅広い年代の多様な交流の場
として、本市が地域毎に整備を進めている建物。現在
（平成 25 年度）、「宝来地区」「東地区」「富岡・はま
なす地区」の３ヶ所となっている。 

 
◆ 地域子育て支援センター 

主に保育所などに設置されており、子育て家庭など
の育児相談に応じたり、子育てサークルへの支援をは
じめ、身近なところで地域の子育てを支援する施設。 

 
◆ 地域包括ケア 

要介護状態となっても住み慣れた地域での生活が
続けられるよう、在宅サービスや地域密着型サービス
などの介護サービス、訪問介護、訪問リハビリテーシ
ョンなどの医療サービス、配食、見守りなどの生活支
援サービスなどが、日常生活圏域内で提供される仕組
み。 

 

◆ 知育 

知識の習得によって知能を高めることを目的とす
る教育のこと。 

 

◆ 地球温暖化 

大気中の二酸化炭素やメタンガス等の温室効果ガ
スの増加により地表温度が高くなる現象のこと。 

 
◆ 地産地消 

地域で生産されたものを地域で消費すること。 

 
◆ 地上デジタルテレビ放送 

地上波を用いたデジタル方式によるテレビジョン
放送。従来のアナログ放送に比べて、映像、音声の高
品質な放送が可能であり、コンピューター等との相互
接続が容易であるほか、電波の有効利用が図られるの
が特徴。 

 

◆ 稚泊航路 

稚内と樺太大泊（現・ロシア連邦サハリン州コルサ
コフ）間を運航していた鉄道省による連絡航路のこと。 

 
◆ 地方分権 

国の持っている権限・財源を地方（都道府県・市町
村）に移し、住民と自治体の選択と責任により、地方
自治体が主体的に物事を決めていき、地域の特色を活
かした活力ある豊かな地域社会づくりを進めること。 

 
◆ チャレンジショップ 

最初から資金をかけて店舗展開をするよりもその
前段階として、実験的に店舗経営を行うもの。主に行

政や商工会議所などが中心になり、増加する商店街の
空き店舗対策の一環として行っている制度。 

 

◆ 超高速インターネットサービス 

光ファイバー回線又はケーブルテレビ回線、無料ア
クセスでネットワークに接続するサービス。 

 

◆ 超高齢社会 

高齢化率が 21％を超えた社会のこと。14％を超えた
社会を「高齢社会」、７％を超えた社会を「高齢化社
会」としている。 
 
◆ 長寿命化 

道路や橋梁などは、初期建設コストより更新コスト
が大きくかかるため、いつどのような対策をどこに行
うのが最適であるかを考慮し、計画的かつ効率的に予
防保全型の管理を行い、費用の最小化を図り、市民サ
ービスの向上につなげるという考え方。 

 
◆ 低炭素社会 

地球温暖化の原因とされる二酸化炭素の排出を、現
状の産業構造やライフスタイルを変えることで低く
抑えた社会。化石燃料使用量の削減、高効率エネルギ
ーの開発、エネルギー消費の削減、資源の有効利用な
どによって実現を目指す。 

 
◆ 定住自立圏 

地方から東京など大都市圏への人口流出を抑制す
るため総務省が推進する施策のこと。人口５万人程度
以上で昼間人口が多い都市が「中心市」となり、生活・
経済面で関わりの深い「周辺市町村」と協定を締結し、
定住自立圏を形成する。中心市が策定する定住自立圏
共生ビジョンに沿って、地域全体で人口定住に必要な
生活機能の確保に取り組む。 

 
◆ ＴＰＰ（ティー・ピー・ピー） 

環太平洋パートナーシップ協定のこと。2010 年３月
にシンガポール、ニュージーランド、チリ、ブルネイ、
米国、豪州、ペルー、ベトナムの８カ国で交渉を開始。
その後、マレーシア、メキシコ、カナダ、日本が交渉
に参加し、現在（2013 年 10 月現在）は 12 カ国で、ア
ジア太平洋地域において高い自由化を目標とし、非関
税分野や新しい貿易課題を含む包括的な協定として
交渉が行われている。 
 
◆ ＤＩＤ（ディー・アイ・ディー）人口 

Densely Inhabited District の略で、人口集中地区
のこと。市区町村の区域内で人口密度が 4,000 人/km²
以上の基本単位区が互いに隣接して人口が5,000人以
上となる地区をいい、この地区に住む人口のこと。 
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◆ ディマンド型輸送 

利用者の要望に合わせて走行するバスやタクシー
などの輸送方法。例えば利用者の呼び出しに応じ、目
的地に運ぶ乗合制のタクシーなど。 
 
 
◆ 徳育 

道徳心のある、情操豊かな人間性を養うための教育
のこと。 
 
◆ 特定健康診査 

平成 20年４月より 40～74歳の医療保険加入者を対
象として導入された新しい健康診断。糖尿病や高脂血
症、高尿酸血症などの生活習慣病（別掲）の発症や重
症化を予防することを目的として、メタボリックシン
ドローム（別掲）に着目し、この該当者及び予備群を
減少させるための特定保健指導（別掲）を必要とする
者を、的確に抽出するために行うもの。 

 
◆ 特定保健指導 

特定健康診査（別掲）でメタボリックシンドローム
(別掲)、あるいはその予備軍とされた人に対して、行
われる保健指導のこと。健康診査の結果から、リスク
の高さや年齢に応じ、『積極的支援』、『動機づけ支援』、
『情報提供』などが行われる。 
 
◆ ドクターヘリ 

救急医療の専門医等が同乗して救急現場等に向か
い、いち早く重篤救急患者に救命医療を行うことので
きる医療機器等を装備したヘリコプター。 

 
◆ 土壌改良材 

植物を育てる土壌の物理的、化学的、生物的性質を
改善するために土に施用されるもの。主に土壌の透水
性、保水性、保肥力の改善や団粒形成の促進を目的と
している。 
 
◆ トレーサビリティシステム 

食品の生産、加工及び流通の特定の一つ又は複数の
段階を通じて食品の移動を把握できることで、食品が
どこから来てどこへ行ったか分かるようにするもの。 

 

 

 

 
◆ 内部統制 

企業や行政機関などにおいて、業務が適正かつ効率
的に遂行されるように組織を統制するための仕組み。
組織内で不正・違法行為・ミスの発生を防止し、組織
が有効に運営されるように、業務に関する規則・基
準・プロセスを規定・運用するとともに、内部統制や
リスクの評価を継続的に行うことなどにより確立さ
れる。 

 
◆ 日常生活自立支援事業 

認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者などの意
思決定や意思表示の困難な在宅者に対し、福祉サービ
スの援助や代行、日常的な金銭管理などの地域生活支
援サービスを提供する事業。 

 
◆ ネットワーク 

個々の人のつながりのこと。特に、情報の交換を行
うグループ。 

 
◆ 年少人口 
人口の年齢構造を分析する上での区分の一つで、０
歳から 14 歳までの人口。 
 
◆ 農商工等連携 

農林漁業者と中小企業者が共同で新たな商品やサ
ービスの開発などを進め、地域経済を活性化しようと
する取組のこと。 

 
◆ 農地の流動化 

担い手農家など農業経営に意欲・能力のある人に農
地の利用権又は所有権を移すことをいう。 

 
◆ ノーマライゼーション 

障がい者と健常者がお互い特別に区別されること
なく、社会生活を共にするのが正常な社会のあり方で
あるとする考え方。 

 
◆ 乗合タクシー 

過疎地や交通空白地域等での輸送需要や住民ニー
ズに対応するため、乗合バスではなく、乗車定員 10
人以下の車両を使用した運行形態。 

 

 

 

◆ ハード・ソフト事業 

「ハード事業」とは、建物や施設の建設・修繕、道
路や公園の整備など、工事を伴う事業。工事を伴わな
いこれら以外の事業を「ソフト事業」という。 

 
◆ バイオマス 

生物資源（bio）の量（mass）を表す概念で、一般
的には「再生可能な、生物由来の有機性資源で化石燃
料をのぞいたもの」をいう。家畜の糞尿なども含まれ
る。 
 
◆ ＨＡＣＣＰ（ハサップ） 

製造における重要な工程を連続的に監視すること
によって、一つ一つの製品の安全性を保証しようとす
る食品衛生管理手法の略。 

ナ行 

ハ行 
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◆ パブリックコメント 

公的機関等が命令・規制・基準などを制定・改廃す
る際に、事前に広く一般から意見を募ること。 

 
◆ ハローワーク 

公共職業安定所の愛称。旧労働省が愛称を公募、選
定し、平成２年から使用し始めた。 

 
◆ 病院 

患者を収容して診察・治療に当たる、規模の大きな
医療機関。医療法では 20 人以上の患者収容設備のあ
るものをいう。 
 
◆ 病診連携 

患者の治療に関して、初診・通院治療・往診などを
診療所（別掲）で担い、入院・特殊検査・高度医療な
どを病院（別掲）で連携的に行い、地域全体で患者に
対する効率的な治療体制を組むこと。 

 

◆ ファミリーサポートセンター 

乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の労働
者や主婦等を会員として、児童の預かり等の援助を受
けることを希望する者と当該援助を行うことを希望
する者との相互援助活動に関する連絡、調整を行う事
業のこと。 

 
◆ フォーラム 

フォーラムディスカッションの略。集団討議の形式
の一つで、示された話題について出席者全員が討議に
参加するもの。 

 
◆ 浮体式洋上風力発電 

洋上風力発電の一種で、洋上に浮かんだ浮体式構造
物を利用する風力発電のこと。 

 
◆ フットパス 

遊歩道。自然の中などを散策できるように整備され
た歩道のこと。イギリスで発祥した「歩くことを楽し
むための道」のこと。 

 
◆ 不妊治療 

子どもを持ちたいと希望し、一定期間、性生活をも
っているにも関わらず、妊娠しない夫婦に対する医学
的な治療のこと。 
 
◆ プライマリ・ケア 

病気やケガをしたときに最初に受ける医療。患者が
最初に受ける医療の段階で、身近に・簡単に受けるこ
とができて適切に処置され、その後の治療・療養につ
いて正確な指導が受けられることを重視する概念。そ

のために訓練された一般医や家庭医がその任にあた
る。 

 
◆ 防疫 

感染症（伝染病）の発生・流行を予防すること。感
染症患者の早期発見・隔離、消毒や媒介動物の駆除、
予防接種などを行う。 

 
◆ 保健休養 

森林浴やハイキングなどの森林レクリエーション
をすることによって、安らぎを得たり、心身の緊張を
ほぐしたりする効果のこと。 

 
◆ ホスピタリティ 

観光客が安心して快適に観光できるように、地域の
人々がおもてなしの心で接し、観光客をあたたかく迎
えること。 

 
◆ 北海道遺産 

ＮＰＯ法人北海道遺産協議会により北海道の宝物
として選定された有形・無形の財産のこと。総計 52
件。 

 
◆ ポテンシャル 

潜在的な力。可能性としての力。 

 
◆ ボランティア 

自主的に社会事業などに参加し、無償の奉仕活動を
する人。 

 

 

 

 
◆ 未就園児 

幼稚園・保育所に通わず、自宅などで過ごしている
小学校入学前の子どものこと。 

 
◆ メタボリックシンドローム 

内臓の周囲に脂肪がたまり、高血糖・高血圧・高脂
血・高コレステロールの症状を複数併せ持つ状態。放
置すると、糖尿病・動脈硬化・心筋梗塞などを起こす。 

 

◆ 木育
もくいく

 

「木とふれあい・木に学び・木と生きる」取組を通
じて、人と、木や森との関わりを主体的に考えられる
豊かな心を育むこと。 
 
◆ モビリティ・マネジメント 

一人ひとりのモビリティ（移動）が、社会的にも個
人的にも望ましい方向（過度な自動車利用から公共交

マ行 
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通等を適切に利用する等）に変化することを促す、コ
ミュニケーションを中心とした交通政策のこと。 

 
◆ モラル 

道徳、倫理のこと。 

 

 

 
 
 
◆ 有機農業 

化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこ
と並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本
として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限
り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業の
こと。 

 
◆ ユニバーサルデザイン 

障がい者、高齢者、健常者の区別なしに、すべての
人が使いやすいように製品・建物・環境などを設計す
ること。 

 

◆ 要介護 

身体または精神上の障害により入浴・排泄・食事な
ど日常生活の基本的な動作について継続して介護を
必要とし、要介護認定の要介護１から５のいずれかに
該当する状態。 
 
◆ 要支援 
要介護（別掲）状態となるおそれがある状態。身支

度・洗濯・買い物など身の回りのことができないなど
日常生活に支障があり、要支援認定の要支援１または
２に該当する状態。 
 
◆ 四極交流 
国内の東西南北の最端（沖縄と離島を除く）に位置

する根室市（北海道）、佐世保市（長崎県）、南大隅町
（鹿児島県）、稚内市による交流。平成３年５月３日
に「四極交流盟約書」を締結。 

 

 

 

 
 

◆ ライフスタイル 

生活の様式・営み方、また、人生観・価値観・習慣
などを含めた個人の生き方。 

 
◆ 酪農ヘルパー 

休みを取る酪農家に代わって、日常の作業である乳
搾り、牛への食事の給与、牛舎の清掃などを行う職業
のこと。 

 
◆ リージョナル航空 

客席数が 100 席以下の小型機で、幹線ではなく、地
方の都市間を定期的に結ぶ航空事業のこと。コミュー
ター航空ともいう。 
 
◆ リスク 

危険。危険度。また、結果を予測できる度合い。予
想通りにいかない可能性のこと。 
 
◆ 療育支援 

障害をもつ子供が社会的に自立することを目的と
して行われる医療と保育を支援すること。 
 
◆ ロゴマーク 

企業や商品などのイメージを印象づけるため、ロゴ
タイプと標章などを合わせて図案化したもの。 

 

◆ ６次産業 

１次産業×２次産業×３次産業のことで、それぞ
れの産業が一体となって総合産業（６次産業）とし
て発展することを目指し、その際、どれかが欠ける
と０になってしまうため、いずれも欠かせないとい
う、産業間連携のあり方を示すもの。 

ラ行 

ヤ行 


