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　基本目標Ⅰの指標の一つとしている「新たに創業した事業者数」では、「創業支援事業計画」が経済産業省の認定を受け、創業塾や窓口相
談などの創業支援策の拡充が図られたことで、2015年度で7件の新規創業者が誕生しております。
　今後も制度の周知、稚内商工会議所や金融機関との連携により、仕事の創出と安定した雇用に努めてまいります。
　同じく基本目標Ⅰの（1）農林水産業の振興では、2014年12月から2015年1月にかけて発生した爆弾低気圧により、ホタテガイ漁場が大きな
被害を受け、2015年のホタテガイの水揚量が大きく減少しております。
　また、2015年10月に大型台風が本市、沿岸地域を直撃し、最盛期を迎えるサケ定置網漁業に大きな被害をもたらしました。これら被害の影
響は、漁業だけではなく水産加工業の原料調達にも大きな影響を与える結果となりました。
　このような状況の中、2015年度には、特に被害の大きかったホタテガイに関し、運転資金や設備資金の借入れに対する利子補給制度を創
設しております。
　2016年度からは、新たに「水産加工経営安定化資金利子補給」やＨＡＣＣＰの認証取得に係る設備導入のための「水産加工施設整備事業
補助金」などの支援制度を創設し、より一層の水産加工業の経営の安定化に努めてまいります。

　基本目標Ⅱの（1）観光産業の振興では、2015年度の観光入込客数は504,200人となり、前年度比21,700人、4.5％増加し、平成22年度以来、
5年振りに50万人台の観光入込となりました。
　しかし、「宿泊客延べ数」、「訪日外国人宿泊客延べ数」では、冬季観光の不調などにより現状値を下回る結果となりました。
　今後はチャーター便の増便就航、北海道新幹線利用者の誘客、「日本のてっぺん。きた北海道ルート。」の認定に伴う訪日外国人旅行者の
誘客を加速させ「宿泊客延べ数」や「訪日外国人宿泊客延べ数」の目標達成に向け取組んでまいります。
　同じく基本目標Ⅱの（4）新しいひとの流れの創出において、「合宿誘致種目数」は、2014年度の現状値7種目に対し、2015年度はサッカー、
スノーボード、クロスカントリー、自転車の4種目が新たに合宿を行い、計11種目の合宿誘致に成功しております。
　合宿誘致参加者数においても、年次目標をほぼ達成し、これまでの誘致活動の成果が着実に表れはじめております。
　今後も冬季スポーツ種目をはじめとする新たな種目の誘致、合宿の定着化、参加者数の増加を図り、種目数・参加者数の維持・向上を図る
こととしております。

　上記のとおり、目標達成に向け推移している施策がある、一方で外的要因などにより達成度が低い施策については、施策効果を検証し必要
に応じて改善・拡充を図るほか、関係機関の意見を参考にしながら目標値達成に向け進捗管理（ＰＤＣＡサイクル）を徹底し、本市の人口減少
や経済縮小の克服に結びつくよう取組みを進めてまいります。

　本市は国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定を受け、2015年10月、本市の実情に応じた4つの基本目標を掲げた「稚内市まち・ひと・
しごと創生総合戦略（以下、「総合戦略」という。）」を策定し、その目標達成に向け施策を展開しております。
　2015年度の実施状況は、総合戦略が2015年10月に策定されたことから、2016年度から本格的に開始する施策が多いため、2015年度は実
施施策の検証とPDCAサイクルの確立に向けた準備年次と位置づけております。
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≪実施状況報告書（各指標）の見方≫
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※ＰＤＣＡサイクル（Ｐlan（計画）、Ｄo（実施）、Ｃheck（評価）、Ａction（見直し）の略称）
総合戦略の進捗管理にあたっては、毎年度、重要業績評価指数（ＫＰＩ）により、それぞれの施策の効果を検証し、改善・推進してい
くＰＤＣＡサイクルを確立していきます。

数値目標・目標値に向けた

年次毎の数値目標・目標

値を設定【Ｐ】

年次毎の実績値を記載

実績値の分析、取組内容・

効果検証を記載【Ｄ、Ｃ】

今後の取組内容、方向性

を記載【Ａ】

２重線は実施状況を踏まえ

て数値目標・目標値を改定

した指標



2018年度 2019年度 数値目標

有効求人倍率

0.81
（2014年度）

年次目標 0.85 0.89 0.93 0.97

指標 現状値 実施年度 2015年度

1件 1件

建設産業部

2016年度

1件

新たに創業した事業者
数

2017年度

1.00
1.00

（2019年度）

水産商工課

指標 現状値 実施年度

担当部課
2016年度以降

取組内容・今後の方向性

当制度を広く周知するとともに、引き続き稚内商工会議所及び地元金融機関と連携しながら、
創業支援事業計画に基づいた支援を実施する。

建設産業部

水産商工課

実績値 7件 －

－ －

2015年度
取組内容・効果検証

本市が事務局を持つ稚内地方通年雇用促進協議会主催の企業向けセミナーや季節労働者
向けセミナーを開催した。
求職者数及び求人者数ともに減少しているものの、有効求人倍率は緩やかに上昇する結果と
なった。※実績値：2016年3月31日現在

担当部課
2016年度以降

取組内容・今後の方向性

今後は安定的な求人倍率の維持向上に向けて、事業規模拡大や新分野への進出を希望す
る企業等への支援制度を構築し、雇用創出につなげる。

4件
（2014年度）

年次目標 1件

2015年度
取組内容・効果検証

2015年10月2日、新規創業者の支援体制強化に向けて、道北6市3町で申請した「道北地域創
業支援事業計画」が経済産業省の認定を受け、創業相談窓口の設置や支援策の拡充が図ら
れたことにより、7件の新規創業となった。

－ － －

1件
5件

（5年間）

実績値 0.92

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 数値目標

基本目標Ⅰ．地域特性を活かした産業振興を図るとともに、安定した雇用を創出する

基幹産業である農林水産業の振興や、地域の優位性でもある風力エネルギーやサハリンとの繋がりを活かした産業
振興を図り、若い世代にとって「魅力」や「やりがい」のある仕事を創出し、安定した雇用を確保します。

page 3

－ －



≪2016年度以降の取組に対する改定内容≫

≪改定を必要とする理由≫

5件
（2015～2019年度）

2015年度 2016年度

　総合戦略策定時の目標値は2015～2019年度までに5件の新規創業者数を数値目標としていたが、2015年度の実績値が
７件で、既に目標値を達成しているため、数値目標を上方修正する。
　但し、7件の新規創業者数は近年稀に見る創業件数であったことを踏まえ数値目標を1年1件の延べ5件から2015年度の
実績値を踏まえて2016年度以降は1年2件の延べ15件とした。

2017年度 2018年度 2019年度 数値目標

7件 2件年次目標

1件 1件

2件 2件
15件

（2015～2019年度）

実施年度
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2019年度 数値目標2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

1件 1件

2件

年次目標

実施年度

1件

総合戦略改定①　「新たに創業した事業者数」の数値目標の上方修正
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1件

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

2016年度以降
取組内容・今後の方向性

担当部課

建設産業部

2019年度

担当部課

建設産業部

水産商工課

指標

資源育成事業を行う民
間企業数

水産商工課

目標値

2件
（2019年度）

これまでも各漁組において、水産資源の増養殖事業に取組んでいるところであるが、近年の
海洋環境の変化や台風等の自然災害によって水揚げ量は減少している。
本市の水産業を安定的、持続的に振興させるための対策として、水産資源の増養殖事業の
実績を踏まえた事業者に対し、支援制度の確立に向けた検討を行った。

2016年度からは、水産資源の増養殖事業を行い、その実績がある企業に対する補助制度を
新設した。
今後は、制度の周知を図り、増養殖事業を行う企業の増加につなげ、将来の地元での安定し
た種苗生産や、安定した水揚げの確保を目指す。

現状値 実施年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 目標値

2種
（2014年度）

年次目標

資源育成支援対象魚種

3種 4種 4種
（2019年度）実績値 2種 － － － －

基本目標Ⅰ－（１）農林水産業の振興
本市の基幹産業である第一次産業は、地域経済を支えるとともに、全国に安定した食糧を供給するという意味でも非常に重要な役割を担っていますが、
近年、資源の減少や従事者の高齢化、担い手の不足、さらには電気料金の値上げ等による運営経費の増加など、多くの課題を抱えています。これらの
課題を解決するため、関係機関・団体等とより一層連携を深めながら、効果的な取組みを進め、国内のみならず海外への販路拡大に努めるなど、競争力
の強化を目指します。

①安全・安心な漁業環境の整備

　ウニ・ナマコに加え、新たな魚種の増養殖に対する支援　／　関係団体との協議を踏まえた環境保全を行う体制の整備
　企業が実施する資源育成事業の活用に向けた調査の実施　／　漁業施設の計画的な整備

指標

2種 2種 2種

2015年度
取組内容・効果検証

各漁業協同組合で取組んでいる資源育成事業（稚内漁組で種苗放流している「ウニ」、「ナマ
コ」、宗谷漁組で種苗放流している「ナマコ」）に対し、資源育成の強化を図る目的で、資源育
成強化対策事業補助金を交付している。

2016年度以降
取組内容・今後の方向性

現在、資源育成の支援対象魚種としては、「ウニ」、「ナマコ」の２種であるが、北海道水産関係
機関から可能性が高いとされる「アサリ」、「ホタテ（稚貝）」の増養殖について、関係機関や各
漁組と連携して検討を行い、新たな資源育成支援対象魚種の創出につなげる。

1件 2件

実績値 0件 － － － －

0件
（2014年度）

年次目標 0件 1件

2015年度
取組内容・効果検証

現状値 実施年度
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目標値

③沖合底曳き網漁業の振興

　老朽化した漁船の建造・整備に対する支援

建設産業部

水産商工課

実績値 6隻 － － －

沖合底引き網漁船数

6隻

2017年度 2018年度 2019年度

6隻
（2014年度）

年次目標 6隻

担当部課
2016年度以降

取組内容・今後の方向性

老朽化した沖合底引き漁船に対し、今後、漁船の建造、整備または修繕に対する借り入れ資
金補助や利子補給の検討を行い、漁船数の維持確保に努める。
また、水産試験場のＩＴを利用した魚探・位置情報、漁獲量の情報共有に対するシステム構築
に向けて、沖合底引き網漁船が協力していく。

13人 14人 15人

実施年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 目標値

基本目標Ⅰ－（１）農林水産業の振興
②漁業における担い手の確保

　漁業協同組合が実施する担い手確保や新規漁業就業体制の整備に対する支援

実績値 12人 － － － －

11人
（2014年度）

年次目標 12人 12人

担当部課

2016年度以降
取組内容・今後の方向性

2016年度は従来の北海道立漁業研修所の研修費補助金に加え、民間での小型船舶や特殊
無線の資格取得にかかる経費も補助対象とすることとし、補助金の上限額の引き上げを行う。
また、今後も新規漁業者及び漁業後継者の受け入れに対する具体的支援策を関係機関と協
議する。建設産業部

水産商工課

新規漁業就労者数（新
規就業者＋漁業後継
者）

6隻 6隻 6隻 6隻
（2019年度）－

2015年度
取組内容・効果検証

15人
（2019年度）

現在、沖合底引き網漁業の漁船数は６隻であるが、老朽化した漁船が多いことから、今後、漁
船の整備等に対する支援について検討を進める。

将来の漁業者を目指す青少年及び漁協青年部等が、技術習得や資格取得のために北海道
立漁業研修所で研修を受ける経費に対し、沿岸漁業担い手育成事業補助金を交付している。
また、漁業協同組合に対し、担い手に関する聞き取りを行うなど必要な支援策の検討を行っ
た。

指標 現状値 実施年度 2015年度 2016年度

指標 現状値

2015年度
取組内容・効果検証



水産商工課

実施年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 目標値

水産加工場数

－

2015年度
取組内容・効果検証

環太平洋パートナーシップ協定（ＴＰＰ）による、水産物の関税撤廃に対し、今後、輸出競争力
の強化を図ることが重要となるため、輸出拡大を目指す水産加工業者が、輸出先国の
HACCP基準を満たすための施設改修等をする場合の支援制度の検討を行った。

－ －

担当部課

2016年度以降
取組内容・今後の方向性

2016年度から水産加工業者が国の補助制度を活用し、輸出促進のために輸出先のHACCP
基準を満たす施設整備、または、保健所によるHACCPに基づく衛生管理導入の評価基準を
一定程度満たし、水産加工物の品質向上を目指すための水産加工設備等の整備に対する補
助制度を新設した。
国も将来的にHACCPの義務化を見据えていることから、今後も制度の利用促進を図り、
HACCP取得水産加工場の増加につなげる。

建設産業部

50箇所
（2019年度）

2015年度
取組内容・効果検証

近年の海洋環境の変化や台風等の自然災害によって、水揚げ量が減少し原料等が高騰する
ことで、水産加工業の経営に影響していることから、水産加工業の経営安定化を図るため、必
要な支援策の検討を行った。

基本目標Ⅰ－（１）農林水産業の振興
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担当部課
2016年度以降

取組内容・今後の方向性

2015年度の検討により、水産加工に関する企業への利子補給制度（北海道の融資制度であ
る「経営環境変化対応資金（原料等高騰）」を借入れた場合に利子補給を行う）を新設した。
今後、制度の周知・理解を深めることで利用の促進を図り、水産加工業の経営安定化につな
げる。

建設産業部

水産商工課

指標 現状値

56箇所 54箇所58箇所
（2014年度)

年次目標 56箇所

実績値 56箇所 － － － －

52箇所 50箇所

④水産加工業の経営安定化

　水産加工場における運転経費の負担軽減のための支援　／　ＨＡＣＣＰ等の基準を満たした加工場の整備に対する支援

指標 現状値 実施年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 目標値

ＨＡＣＣＰ取得水産加工
場数

8箇所
（2014年度）

年次目標 8箇所 8箇所 9箇所 9箇所 10箇所 10箇所
（2019年度）実績値 8箇所 －
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現状値 実施年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 目標値

酪農ヘルパーの利用実
績

30.8人区/戸
（2014年度）

0人 － － － －

年次目標 3人 3人 3人 15人
（5年間）実績値

担当部課
2016年度以降

取組内容・今後の方向性

◆取組内容：酪農ヘルパー利用組合の事業経費への補助支援を継続する。
●方向性：酪農ヘルパー利用組合への支援を継続することで、酪農家の負担軽減を図り、離
農者の抑制、新規就農の促進を図る。建設産業部

農政課

31.4人区/戸 31.7人区/戸 32.3人区/戸 32.3人区/戸
（2019年度）

3人 3人

基本目標Ⅰ－（１）農林水産業の振興
⑤農業担い手への支援体制の充実

　新規就農者の初期費用の負担軽減等に対する必要な支援　／　新規就農相談会等への参加

指標 現状値 実施年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 目標値

－実績値 33.5人区/戸 －

◆取組内容：①大阪、札幌に加え東京会場へ参加し就農誘致の機会を増やす。
②青年就農給付金、営農実習奨励金等の支援を継続する。
●方向性：①北海道及び各関係団体と協力し就農イベント開催や学校訪問による情報収集に
つとめ、営農実習者等の獲得を目指し新規就農につなげる。
②新規就農者や営農実習者に対する支援として青年就農給付金、経営自立補助金、営農実
習奨励金等を継続する。

年次目標 31.1人区/戸

新規農業就労者数（新
規就農者＋農業後継
者）

2人
（2014年度）

⑥ゆとりと安らぎある酪農経営の実現

　酪農ヘルパー制度の普及促進に対する支援の継続

指標

－ －

2015年度
取組内容・効果検証

◆取組内容：酪農ヘルパー利用組合の事業経費の一部補助支援。
●効果検証：事業経費の補助支援により、酪農家の利用料負担の軽減が図られた結果、ヘ
ルパー利用実績が向上した。

2015年度
取組内容・効果検証

◆取組内容：①大阪、札幌、北海道酪農学園大学で開催された就農相談会に窓口を設置し
た。大阪会場では9名の窓口相談があり、その内1名が就農体験を行った。札幌会場では6名
の窓口相談があり、その内1名が営農実習を開始した。北海道酪農学園大学では7名の窓口
相談があった。
②2015年度としては、新規就農は0人であったが、2013年度までの就農に対する経営自立補
助金等を活用した支援は3件、営農実習に対する営農実習奨励金は1件であった。
●効果検証：窓口相談により新規就農者や営農実習者の確保につながり、窓口開設の効果
は高い。

32.0人区/戸

担当部課

2016年度以降
取組内容・今後の方向性

建設産業部

農政課



担当部課
2016年度以降

取組内容・今後の方向性

今後は企業立地促進条例の改正を含めて、市内外における新規事業者の拡大を図るととも
に、企業間連携の具体策を検討し、目標値の実現に向けた支援を検討する。

建設産業部

水産商工課
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－ －

2015年度
取組内容・効果検証

2015年10月2日、新規創業者の支援体制強化に向けて、道北6市3町で申請した「道北地域創
業支援事業計画」が経済産業省の認定を受け、創業相談窓口の設置や支援策の拡充が図ら
れたことにより、7件の新規創業が図られた。

2019年度

2015年度
取組内容・効果検証

2015年10月2日、新規創業者の支援体制強化に向けて、道北6市3町で申請した「道北地域創
業支援事業計画」が経済産業省の認定を受け、創業相談窓口の設置や支援策の拡充が図ら
れたことにより、業種による企業間連携の課題の洗い出しを行える体制が整った。

　創業に係るセミナーの開催や相談窓口の設置等の支援プログラムの充実　／　新規創業者や企業間連携による新規創業事業に対する支援

1件 1件 5件
（5年間）実績値 0件 － － － －

指標 現状値 実施年度 2015年度 2016年度 2017年度

2016年度以降
取組内容・今後の方向性

当制度を広く周知するとともに、引き続き稚内商工会議所及び地元金融機関と連携しながら、
創業支援事業計画に基づいた支援を実施する。

建設産業部

水産商工課

新たに創業した事業者
数
（基本目標Ⅰの再掲）

目標値

企業間連携による事業
数

1件
（2014年度）

年次目標

基本目標Ⅰ－（２）観光産業の振興【再掲】  ※基本目標Ⅱ－（１）へ記載のため省略

2018年度 2019年度 目標値2017年度

4件
（2014年度）

年次目標 1件 1件 1件

2018年度

担当部課

基本目標Ⅰ－（３）創業・企業誘致の推進、新産業の創出
本市における事業所数は、大手チェーン店・量販店の進出、インターネットの普及による消費者の購買方法の変化、経営者の高齢化、さらには不安定な
経済状況など、様々な要因が重なったことにより、減少傾向にあります。今後は、事業者同士の連携がより一層促進されるよう、新たな事業を興しやすい
制度づくりを進めるとともに、再生可能エネルギー分野におけるポテンシャルや、港や空港がある優位性を活かし、新たな産業の創出や企業誘致に向け
た取組みを進め、地域経済・地域産業の活性化を目指します。

①創業希望者及び企業間連携事業に対する支援制度の充実

指標

1件 1件 5件
（5年間）実績値 7件 － －

現状値 実施年度 2015年度 2016年度

1件 1件 1件



担当部課
2016年度以降

取組内容・今後の方向性

昨年度開催した3回の検討会において、様々な課題が指摘されたことから、今後は、稚内港に
おける洋上風力のあり方について、慎重に検討を進める。

環境水道部

環境エネルギー課

　エネルギー関連企業の誘致に向けた支援制度の検討　／　市内事業者の事業規模拡大や工場移転等に対する支援制度の検討
　稚内港における洋上風力発電施設の導入に向けた検討　／　再生可能エネルギーを利用したグリーン水素の製造・利活用の検討
　グリーン水素を活用した新規ビジネス創出の検討

担当部課
2016年度以降

取組内容・今後の方向性

今後の事業展開をみながら、地域における新産業の創出や有利性を十分検討し、有益となる
制度の構築を図る。

建設産業部

水産商工課

指標 現状値 実施年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
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基本目標Ⅰ－（３）創業・企業誘致の推進、新産業の創出
②地域特性を活かした新産業の創出、企業誘致の推進

指標 現状値 実施年度

目標値

洋上風力発電事業に関
する環境アセスメントの
実施件数

0件
（2014年度）

年次目標 0件 － － － － 1件
（5年間）実績値 0件 － － － －

2015年度
取組内容・効果検証

再生可能エネルギー導入検討会を設置し、稚内港における洋上風力発電施設導入の可能性
について検討を開始した。

新たに誘致した企業数

0件
（2014年度）

年次目標 0件 0件 1件 1件 1件 3件
（5年間）実績値 0件 － － － －

2015年度
取組内容・効果検証

新たな再生可能エネルギーである水素や洋上風力など、今後地域で取り組む可能性のある
事業について、企業誘致の可能性の検討を行った。
2015年度は新たに誘致できた企業はなかったが、今後は、現在の企業立地促進条例の制度
を見直し、地域特性を活かした魅力ある制度の確立を目指す。

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 目標値



担当部課
2016年度以降

取組内容・今後の方向性

今後は2016年度中の採択、2018年度中の実証施設導入の実現を目指す。

環境水道部

環境エネルギー課
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水素関連施設の設置数

0件
（2014年度）

年次目標 0件 0件 0件 1件 0件 1件
（5年間）実績値 0件 － － － －

2015年度
取組内容・効果検証

国や北海道、民間事業者と連携し、水素関連の新産業創出に向けた検討やセミナーを開催し
たほか、水素サプライチェーン構築の実証事業誘致に向けた事業案を作成した。

基本目標Ⅰ－（３）創業・企業誘致の推進、新産業の創出
②地域特性を活かした新産業の創出、企業誘致の推進

指標 現状値 実施年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 目標値



担当部課
2016年度以降

取組内容・今後の方向性

2016年度は、第３セクターによる航路再開に努め、今後の方向性と具体的施策を検討する。

建設産業部

サハリン課

　サハリン定期航路の存続に向けた新たな運航体制の構築　／　サハリン定期航路を利用した物流促進に対する支援
　サハリン定期航路を利用した観光客に対する支援

担当部課
2016年度以降

取組内容・今後の方向性

2016年度は、従前とは違う新たなスキームによる航路の再開を図るほか、道北地区と連携し
た商談会も開催し、貨物船の輸出入に対する各種支援を行うことで、稚内港の貿易振興を図
る。建設産業部

サハリン課

指標 現状値 実施年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 目標値

サハリン定期航路旅客
実績

4,438人
（2014年度）

年次目標 4,500人 5,500人 6,000人 6,500人 7,000人 7,000人
（2019年度）実績値 4,401人 － － － －

2015年度
取組内容・効果検証

サハリンからの旅行者に対する支援等により入込数は増加していたが、荒天による２度の欠
航（４便）により現状値を下回った。

サハリン定期航路貨物
実績

910トン
（2014年度）

年次目標 1,000トン 1,250トン 1,500トン 1,750トン 2,000トン 2,000トン
（2019年度）実績値 192トン － － － －

2015年度
取組内容・効果検証

サハリンプロジェクトの停滞・ルーブル安という状況の下、輸出入ともにベースカーゴとなる貨
物が見つからず、フェリー貨物量は大幅減となった。
今後は、貨物船による貿易の振興を図るため、輸出入の仕組を構築する必要がある。
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基本目標Ⅰ－（４）重要港湾「稚内港」を活用した産業の振興
稚内港は、国際的な海峡に面し、海で外国と国境を接している本市にとって、産業の発展、輸出入の進展において、非常に重要な役割を担っているととも
に、北海道とロシア連邦サハリン州を結ぶ定期航路も運航されている極めて重要な港湾であります。この地理的優位性を最大限に活かすため、稚内港
のさらなる強化を図り、北極海航路利用船舶などの国内外大型貨物船による搬出入拠点港、大型クルーズ船の寄港に対応できる観光拠点港を目指しま
す。また、今後もサハリン定期航路が安定的運航を継続できるよう、物流のさらなる拡大や観光客の誘致を目指します。

①サハリン定期航路を活用した地域経済の発展

指標 現状値 実施年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 目標値



担当部課
2016年度以降

取組内容・今後の方向性

今後も多くの寄港が実現できるよう引き続きクルーズ船社への寄港要請を行うとともに、受入
に必要な整備や要望の把握に努める。

建設産業部

物流港湾課

指標 現状値 実施年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 目標値

クルーズ船旅行客数

500人
（2014年度）

年次目標 0人 0人 0人 2,000人 5,000人 5,000人
（2019年度）実績値 0人 － － － －

2015年度
取組内容・効果検証

クルーズ船の船社への寄港要請を行っているが、稚内港の大型クルーズ船寄港可能な施設
がないことやクルーズ需要が他の地方に向かっていることから寄港が実現しなかった。

クルーズ船寄港実績数

1件
（2014年度）

年次目標 0件 0件 0件 1件 5件 5件
（2019年度）実績値 0件 － － － －

2015年度
取組内容・効果検証

クルーズ船の船社への寄港要請を行っているが、稚内港の大型クルーズ船寄港可能な施設
がないことやクルーズ需要が他の地方に向かっていることから寄港が実現しなかった。

基本目標Ⅰ－（４）重要港湾「稚内港」を活用した産業の振興
②クルーズ船の誘致・受入体制の強化

　大型クルーズ船の受入に必要な体制の整備　／　みなとオアシスなどを活用した賑わい空間の創出

指標 現状値 実施年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 目標値

担当部課

建設産業部
2016年度以降

取組内容・今後の方向性

今後も多くの寄港が実現できるよう引き続きクルーズ船社への寄港要請を行うとともに、受入
に必要な整備や要望の把握に努める。

物流港湾課
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2016年度以降
取組内容・今後の方向性

2016年度に現在の中心市街地に対する満足度、期待度、要望などについて、調査（アンケー
ト）を実施し、現状値及び2019年度の目標値を設定する。
2017年度からは、目標値達成に向け、稚内商工会議所をはじめとする関係機関と連携を取り
ながら、具体的な検討と各種施策の展開を図る。

建設産業部

水産商工課

　関係機関との協議を踏まえた市としての必要な支援体制の検討

担当部課
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基本目標Ⅰ－（５）中心市街地の活性化
駅前再開発事業において、2012年4月に稚内の新たな顔として「キタカラ」がオープンし、多種多様なイベントなど積極的な事業展開により、良好な施設利
用者数を確保しているところですが、その賑わいは周辺商店街にまで及んでいない現状にあります。今後は、キタカラの集客効果を周辺商店街に波及さ
せるため、当該地区の将来ビジョンを関係者と協議し、官民が一体となって中心市街地の活性化を目指します。

①人を呼び込む賑わいのある中心市街地づくり

指標 現状値 実施年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 目標値

中心市街地に対する住
民満足度（5年間のうち
にアンケートによる満足
度調査を実施）

－ －
実績値 － － － － －

2015年度
取組内容・効果検証

中小企業振興条例に基づき、稚内中央商店街が行う活性化事業へ支援したほか、「食マル
シェ」や「わっかない白夜祭」など各種イベントへの支援を行い、中心市街地の活性化を図っ
た。

年次目標 － － － － －



2015年度
取組内容・効果検証

本市が事務局を持つ稚内地方通年雇用促進協議会主催の企業向けセミナーや季節労働者
向けセミナーを開催した。
求職者数及び求人者数ともに減少しているものの、有効求人倍率は緩やかに上昇する結果と
なった。※実績値：2016年3月31日現在

担当部課
2016年度以降

取組内容・今後の方向性

今後は安定的な求人倍率の維持向上に向けて、事業規模拡大や新分野への進出を希望す
る企業等への支援制度を構築し、雇用創出につなげる。

page 15

指標 現状値 実施年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 目標値

新規学校卒業者求人倍
率

2.70
（2014年度）

2.70
（2019年度）実績値 2.52 － － － －

2015年度
取組内容・効果検証

新規高卒者合同企業説明会や就職意識形成セミナーを開催し、新規学卒者の就職支援事業
を行った。前年比較で建設業の求人数は増加しているが、食料品製造業、小売業の求人が減
少した。また水産物の水揚げ減少と蟹の輸入が激減したことも求人が減少した原因と考えら
れる。※実績値：2016年3月31日現在

2016年度以降
取組内容・今後の方向性

今後は新規学校卒業者の雇用創出に向けて、事業規模拡大や新分野への進出を希望する
企業等への支援制度を構築していくとともに、北海道の若者早期離職防止事業と本市の高等
学校卒業者支援事業を連動し、地元就職を応援する。建設産業部

水産商工課

基本目標Ⅰ－（６）雇用の確保
近年、少子高齢化の影響により、求職者数は減少傾向で、高齢者の割合が高くなっています。求人者数は微増の傾向が続いていますが、道内の中でも
非正規雇用の割合が高い状況にあり、建設関係においては若い世代の専門職が不足しているなど、業種を問わず高齢化が進んでいる状況にあります。
今後は、関係団体・機関と連携を図りながら、安定した収入を得ることができる正規雇用を推進するとともに、就労のマッチングを強化するなど、若い世代
が地元に残りやすく、進学等で市外に出た人が戻りやすい環境づくりを目指します。

①雇用の創出と人材の確保

　企業間連携による新産業創出に対する支援とそれに伴う雇用の創出　／　人材確保と通年雇用化に繋げるための支援策の検討

指標 現状値 実施年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 目標値

担当部課

年次目標 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70

建設産業部

水産商工課

有効求人倍率
（基本目標Ⅰの再掲）

0.81
（2014年度）

年次目標 0.85 0.89 0.93 0.97 1.00 1.00
（2019年度）実績値 0.92 － － － －



②コミュニティビジネスの推進

　コミュニティビジネスに関するセミナー等の開催や支援制度の検討

支援制度を活用したコ
ミュニティビジネスの創
設数

0件
（2014年度）

年次目標 0件 0件 1件 2件 3件 3件
（2019年度）実績値 0件 －

2015年度
取組内容・効果検証

2015年度は支援制度の確立に至らなかったが、コミュニティビジネスは元気な高齢者や子育
てが一段落した女性などが生きがいを持って活躍できる場の創出、地域資源を活かして地域
課題を解決する手法であることから、支援制度の確立に向け調査・研究を行う必要がある。

担当部課
2016年度以降

取組内容・今後の方向性

他の自治体の先進事例や地域資源の発掘、地域課題について調査・研究を行い、必要な支
援制度の確立に向けた取組みを進め、コミュニティビジネスの推進を図る。

まちづくり政策部

地方創生課
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基本目標Ⅰ－（７）多様な人材の活用
女性が結婚・出産しても働き続けることができるよう、男女がともに育児休業等を取得しやすい職場環境の整備や、子育て支援体制の充実、仕事と生活
の調和（ワーク・ライフ・バランス）等を推進し、女性が活躍できる環境の整備を目指します。また、現役を引退された世代の方々が、これまで培った技術や
経験を発揮し、地域の課題解消に向けた活動によって収入を得る「コミュニティビジネス」を創設し、地域における就業機会や雇用拡大を図るとともに、生
きがいを持って元気に暮らし続けられる環境の整備を目指します。

①男女共同参画社会の実現

　市内で活動する企業・団体等による講演会・研修会に対する支援

現状値 実施年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 目標値

男女共同参画の認知度
（男女共同参画アンケー
ト調査）

38.8％
（2013年度）

年次目標 － － － 50.0% － 50.0％
（2018年度）実績値 － － － － －

2015年度
取組内容・効果検証

男女共同参画社会の実現に向けて、パネル展や講演会など啓蒙活動を実施した。
国の世論調査（2014年度）では、男女共同参加社会の言葉を知っている割合が63.7％となっ
ており、本市では2013年度「言葉も内容も知っている」38.8％、「言葉は知っている」36.1％の計
74.9％と高い水準なっている。

指標

2019年度

－ － －

担当部課
2016年度以降

取組内容・今後の方向性

男女共同参画のパネル展や講演会などの啓蒙活動を継続・拡充し、男女共同参画の理解及
び認知度向上につなげ、女性が活躍できる環境の整備によって安定した雇用を創出する。

まちづくり政策部

地方創生課

指標 現状値 実施年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 目標値



担当部課

2016年度以降
取組内容・今後の方向性

2016年には、北海道新幹線の開業に伴う経済効果を本市にも波及させるべく、函館-稚内間
のチャーター便を就航させるとともに、本市の主要観光スポットにWi-Fiを整備し、観光客の利
便性向上を図る。
今後は、広域観光周遊ルート事業「日本のてっぺん。きた北海道ルート。」が採択されたこと
で、より具体的な観光客誘致施策を展開し、道北を中心とした交通網の連携を図り、宿泊数の
増加につなげる。

建設産業部

指標 現状値 実施年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 数値目標

体験移住者の本市への
移住者数

－
年次目標 2人 3人 5人 10人 10人 30人

（5年間）実績値 1人 － － － －

2015年度
取組内容・効果検証

2015年度から下勇知の旧教員住宅を再活用した「ちょっと暮らし」を実施した。
利用者2組のうち、1組が2016年3月に稚内市へ移住することになった。
移住に至った要因は、本市への移住願望が強かったことと地域住民との交流がきっかけと
なった。
また、地域住民と移住体験者の交流も図られ地域の活性化にも繋がっているものと考えられ
る。

観光交流課

基本目標Ⅱ．本市の魅力と特色を広く発信し、新しいひとの流れをつくる

広大な自然や豊かな食など、本市の優れた地域資源を国内外に広く発信し、観光客や移住者の増加を図るとともに、
若者が定着する拠点として、稚内北星学園大学のさらなる活用に向けた取組みを進め、新しいひとの流れを創出しま
す。

現状値 実施年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 数値目標

2016年度以降
取組内容・今後の方向性

2016年度は移住体験住宅を2棟体制に整備し、より多くの方に本市の魅力を広く発信する。
また、数値目標の達成に向け民間不動産を活用した移住体験住宅の整備についても検討を
進め、移住者数の増加に努める。

地方創生課
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担当部課

まちづくり政策部

宿泊客延べ数

382,700人泊
（2014年度）

年次目標 396,700人泊 410,700人泊 424,700人泊 438,700人泊 452,700人泊 452,700人泊
（2019年度）実績値 373,600人泊 － － － －

指標

2015年度
取組内容・効果検証

観光客誘致・観光振興対策として、チャーター機及び既存航空路線に対する支援策や、観光
客の満足度向上を目的とした朝カフェ、街歩きガイドなどの事業を行った。
宿泊客延べ数の減少は、下期において冬季観光振興実行委員会が行っている、東京直行便
支援事業が不調だったことに加え、全国的に発売した、プレミアム旅行券に付く魅力的なイン
センティブにより、他の街に流れたこと、また、北海道新幹線開業に伴い、道南地域へ注目が
集中したこと等が影響したと考えられる。



65.0% 70.0%
70.0％

 （2019年度）

2015年度
取組内容・効果検証

地元での就職を希望する学生に対して、学生と地元企業とのマッチングや求人情報の提供、
求人企業の掘り起こしを行い学生の就職支援を行った。
結果、地元企業への内定者も複数いたが、就職希望者の半数以上は公務員及び教職員を希
望しており、宗谷管内の自治体や近隣町村の期限付教員として就職したことから、本市での
就職割合は低下した。

担当部課

指標 現状値 実施年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 数値目標

基本目標Ⅱ．本市の魅力と特色を広く発信し、新しいひとの流れをつくる

教育総務課

2016年度以降
取組内容・今後の方向性

地域が抱える課題解決に取組みながら、地域に根ざした大学運営および人材育成によって企
業等とのマッチングを図り、本市での就職を促進する。

教育部

－ － －実績値 47.0% －
稚内北星学園大学を卒
業して就職した人の本市
での就職割合

52.0％
（2014年度）

年次目標 55.0% 57.0% 60.0%
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2015年度
取組内容・効果検証

観光客誘致・観光振興対策として、チャーター機及び既存航空路線に対する支援策や、観光
客の満足度向上を目的とした朝カフェ、街歩きガイドなどの事業を行った。
宿泊客延べ数の減少は、下期において冬季観光振興実行委員会が行っている、東京直行便
支援事業が不調だったことに加え、全国的に発売した、プレミアム旅行券に付く魅力的なイン
センティブにより、他の街に流れたこと、また、北海道新幹線開業に伴い、道南地域へ注目が
集中したこと等が影響したと考えられる。

2016年度以降
取組内容・今後の方向性

2016年には、北海道新幹線の開業に伴う経済効果を本市にも波及させるべく、函館-稚内間
のチャーター便を就航させるとともに、本市の主要観光スポットにWi-Fiを整備し、観光客の利
便性向上を図る。
今後は、広域観光周遊ルート事業「日本のてっぺん。きた北海道ルート。」が採択されたこと
で、より具体的な観光客誘致施策を展開し、道北を中心とした交通網の連携を図り、宿泊数の
増加につなげる。
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担当部課

宿泊客延べ数
（基本目標Ⅱの再掲）

382,700人泊
（2014年度）

年次目標 396,700人泊 410,700人泊 424,700人泊 438,700人泊 452,700人泊 452,700人泊
（2019年度）実績値 373,600人泊 － － －

経済波及効果が極めて高い観光産業のさらなる促進を図り、地域産業全体の活性化を図るため、観光資源の発掘・磨き上げを進め、季節に応じた本市
の魅力を最大限に活用した誘客施策を進めるとともに、観光客の満足度向上に向けた取組みにより、観光客の誘致促進・リピートの向上を目指します。
また、近年、増加傾向にある外国人観光客については、2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開催に合わせて、さらなる増加が見込まれることか
ら、受入体制の強化を図り、着地後における安心感や満足感を向上させ、さらなる誘客促進を目指します。

①地域資源を活用した観光地づくり

　夏季・冬季の観光資源を活用した観光客誘致・観光振興対策の実施　／　個人旅行客を対象にした満足度向上に向けた取組みの実施

指標 現状値 実施年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 目標値

基本目標Ⅱ－（１）観光産業の振興

－

建設産業部

観光交流課



指標 現状値 実施年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 目標値

サハリン定期航路旅客
実績
（基本目標Ⅰの再掲）

4,438人
（2014年度）

年次目標 4,500人 5,500人 6,000人 6,500人 7,000人 7,000人
（2019年度）実績値 4,401人 － － － －

2015年度
取組内容・効果検証
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基本目標Ⅱ－（１）観光産業の振興
②外国人観光客受入体制の充実

現状値 実施年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 目標値指標

　外国人観光客の受入体制、満足度の向上に向けた環境の整備　／　サハリン定期航路を利用した観光客に対する支援
　稚内空港ビルにおけるチャーター便の受入強化に向けた整備

サハリンからの旅行者に対する支援等により入込数は増加していたが、荒天による２度の欠
航（４便）により現状値を下回った。

担当部課
2016年度以降

取組内容・今後の方向性

2016年度は、第３セクターによる航路再開に努め、今後の方向性と具体的施策を検討する。

建設産業部

サハリン課

訪日外国人宿泊客延べ
数

11,675人泊
（2014年度）

年次目標 13,540人泊 15,405人泊 17,270人泊 19,135人泊 21,000人泊 21,000人泊
（2019年度）実績値 12,323人泊 － － － －

2015年度
取組内容・効果検証

2015年度は、台湾に加え、今後需要の増加が見込まれるＡＳＥＡＮ地域の一つであるシンガ
ポールに行き、関係機関を訪問し、本地域への誘客と経済交流の促進について協力を要請す
るとともに、ＰＲを行った。
実績として数値は増加したが、これは、昨年から続く円安に加え、アジア諸国に対するビザの
発給緩和による根強い北海道人気が、広域的な観光ルートで本市に訪れている外国人観光
客の宿泊、滞在に繋がっていると推測される。

担当部課

2016年度以降
取組内容・今後の方向性

2016年には、訪日外国人宿泊客延べ数の増加に向けて、個人旅行者の交通の利便性向上を
目的とした稚内、利尻、礼文を巡るフェリーと、路線バスが４日間乗り放題となる「45°
NPASS」を外国人観光客にも拡大することにより、着地後における観光情報等の収集が容易
になり、利便性の向上が図られるとともに、本市の観光情報等を発信した際の二次的な誘客
効果が期待できることを目的に、主要観光スポットにＷｉ－Ｆｉを整備する。
引き続き、需要の増加が見込まれる地域などをターゲットに、効果的な観光戦略を展開する。

建設産業部

観光交流課



2016年度は移住体験施設を2棟体制に整備し、より多くの方に本市の魅力を広く発信する。
また、目標値達成のため、民間不動産を活用した移住体験住宅の整備についても検討を進
め、移住者数の増加に努めていく。まちづくり政策部

地方創生課
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　地域おこし協力隊を活用した移住情報の周知ＰＲの強化　／　高校と連携した大学進学者に対する就職情報などの発信
　UＩターン希望者の受入に対する支援の検討　／　民間不動産を活用したちょっと暮らし体験施設の拡充、支援制度の検討

指標 現状値 実施年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 目標値

本市へ移住定住を検討
すると回答した人の割合
（滞在時アンケート調査）

－
年次目標 67.0% 67.0% 75.0% 83.0% 85.0% 85.0％

（2019年度）実績値 50.0％ － －

2016年度以降
取組内容・今後の方向性

2016年度は移住体験施設を2棟体制に整備し、より多くの方に本市の魅力を広く発信する。
また、地域住民の交流など受入体制を強化し、地域一丸となって移住に向けた取組みを推進
していく。まちづくり政策部

地方創生課

担当部課

－ －

2015年度
取組内容・効果検証

2015年度の移住体験者2組にアンケート調査を実施し、1組から「移住・定住を検討する」と回
答があり、2016年3月に本市へ移住することとなった。
移住に至った要因としては、本市への移住願望が強かったことと地域住民の交流がきっかけ
となった。
「ちょっと暮らし」の実施により、地域住民と移住体験者の交流が図られ、地域の活性化にも繋
がっているものと考えられる。

ちょっと暮らしの利用延
べ人数

－
年次目標 180人 360人 740人 1,120人 1,500人 1,500人

（2019年度）実績値 105人 － － － －

2015年度
取組内容・効果検証

2015年度から下勇知の旧教員住宅を再活用した「ちょっと暮らし」を実施した。
利用は2組、延べ105人の利用があった。（24日間/4人、9日間/1人）
「ちょっと暮らし」の実施により、地域住民と移住体験者の交流も図られ、地域の活性化にも繋
がっているものと考えられる。

担当部課
2016年度以降

取組内容・今後の方向性

移住を希望する都市部の人に対して、本市の魅力である広大な自然環境や豊かな食、さらには充実した子育て支援などを、体験移住等を通じて、積極的
に情報発信するとともに、本市の人口流出の要因の一つである大学等への進学による転出者の還流を図るため、ＵＩターン希望者に対する相談・支援体
制を充実させ、移住・定住の促進を目指します。

①UIターン希望者に対する支援体制の充実

指標 現状値 実施年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 目標値

基本目標Ⅱ－（２）UIターンの推進



担当部課

2016年度以降
取組内容・今後の方向性

札幌地下鉄での広報活動やターゲットを絞った高校への訪問回数を適時増やすなどし学生確
保に努める。
また、2017年度以降に授業料の減額を計画しており、保護者等の経済的負担の軽減を図り、
入学者数の確保に努める。

教育部

　学生募集やキャリア教育に対する支援の拡充

担当部課

2016年度以降
取組内容・今後の方向性

引き続き、市内中校生及びその保護者に対して、大学のPR及び学生支援制度の周知を行
い、入学者数の確保に努める。
また、2017年度以降には授業料の減額を計画しており、保護者等の経済的負担の軽減を図
り、市内2高校からの入学者数の確保に努める。

教育部

教育総務課

25人 27人 30人 30人
（2019年度）実績値 22人 19人 － － －

稚内北星学園大学への
入学者のうち市内2高校
からの入学者数

22人
（2015年度）

年次目標 22人 23人

2015年度
取組内容・効果検証

市内の中高生及びその保護者に対するアンケート調査の実施に併せ、修学資金貸付制度や
取得できる資格など大学の魅力の周知を図り、市内の高校からの入学者の確保に向けた取
組みを実施した。
2016年度は市内の高校からの入学者数は前年度よりも下回っており、入学者数の増加に繋
がる新たな取組を検討していく必要がある。※実績値：2016年5月1日現在

教育総務課

指標 現状値 実施年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 目標値

2015年度
取組内容・効果検証

稚内北星学園大学振興事業補助金の交付により、数年ぶりに道内高校への訪問が実現した
ほか、道内57会場での相談会の開催、地下鉄広告を活用した大学PRなど、学生確保に向け
た取組みが強化された。
これにより、出願者数の増加が図られ、入学者数が前年度より上回る結果となった。
※実績値：2016年5月1日現在

稚内北星学園大学への
入学者数

28人
（2015年度）

年次目標 30人 30人 40人 45人 50人 50人
（2019年度）実績値 28人 30人 － －

指標 現状値 実施年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 目標値

－

基本目標Ⅱ－（３）地元大学の振興
稚内北星学園大学は、「地（知）の拠点事業」として文部科学省の認定を受け、市内小学生の学習支援や、まちのにぎわいづくりなど、地域と密着した活
動を行っており、教育のみならず、本市のまちづくりを進める上で、なくてはならない存在であります。今後は、これまで以上に連携を強化し、若者が集う
場として学生の確保に努めるなど、さらなる活用を目指します。

①地元大学における学生の確保対策の強化
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2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 目標値

合宿誘致参加者数

4,002人
（2014年度）

年次目標 4,200人 4,400人 4,600人 4,800人 5,000人 5,000人
（2019年度）実績値 4,184人 － － － －

2015年度
取組内容・効果検証

今年度においても道内外の大学をはじめ、実業団や関係団体等に対し合宿誘致を行った。
これらの継続した誘致活動により、合宿誘致種目数は目標値を超える11種目となった。
種目数の増加に伴い団体数・参加者数が増加し、民間宿泊施設の利用や飲食店等の利用よ
り地元経済の活性化にも寄与している。
また、指導者による講習会等の開催により地元のスポーツ振興・技術向上が図られている。

基本目標Ⅱ－（４）新しいひとの流れの創出
冷涼な気候を求め、本市にスポーツ合宿に訪れる団体のさらなる誘致を推進するため、受入体制の強化に努めるとともに、日本最北端の魅力や地域特
性を活かした全国から参加できるイベントの開催、さらには各種会議等の誘致促進を図り、交流人口の拡大を目指します。

①スポーツ合宿誘致の推進

　新たな種目の誘致に向けた合宿受入体制の整備

現状値 実施年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 目標値指標

担当部課
2016年度以降

取組内容・今後の方向性

今後は定着化している種目および冬季スポーツなどの新たな種目の誘致活動を推進していく
ことで、団体数・参加者数の増加を目指していくとともに、合宿誘致による地域経済の活性化
およびスポーツ振興を図る。教育部

社会教育課
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合宿誘致種目数

7種目
（2014年度）

年次目標 8種目 9種目 9種目 10種目 10種目 10種目
（2019年度）実績値 11種目 － － － －

2015年度
取組内容・効果検証

今年度においても道内外の大学をはじめ、実業団や関係団体等に対し合宿誘致を行った。
これらの継続した誘致活動により、合宿誘致種目数は目標値を超える11種目となった。
種目数の増加に伴い団体数・参加者数が増加し、民間宿泊施設の利用や飲食店等の利用よ
り地元経済の活性化にも寄与している。
また、指導者による講習会等の開催により地元のスポーツ振興・技術向上が図られている。

担当部課
2016年度以降

取組内容・今後の方向性

今後は定着化している種目および冬季スポーツなどの新たな種目の誘致活動を推進していく
ことで、団体数・参加者数の増加を目指していくとともに、合宿誘致による地域経済の活性化
およびスポーツ振興を図る。教育部

社会教育課

指標 現状値 実施年度 2015年度



担当部課
2016年度以降

取組内容・今後の方向性

既存のマラソン大会を従来どおり実施するとともに、2016年度よりフルマラソン大会の実施に
向けた調査業務を行う。また、地域の魅力や特性を活かしたフルマラソン大会を実現していく
ことで、全国からの参加者を呼び込み交流人口の増加を図る。教育部

社会教育課

日本最北端平和マラソン
大会参加者数

1,211人
（2014年度）

年次目標 1,200人 1,200人 1,500人 1,600人 1,700人 1,700人
（2019年度）実績値 1,102人 － － － －

指標
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基本目標Ⅱ－（４）新しいひとの流れの創出
②地域特性を活かした魅力あるイベントの創出

　日本最北端平和マラソン大会の全国イベントへの拡充

現状値 実施年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 目標値

2015年度
取組内容・効果検証

既存のマラソン大会参加者数は横ばいとなっているが、マラソン大会の拡充（フルマラソン大
会実施）に向けて、関係団体との検討会を実施した。



≪2016年度以降の取組に対する改定内容≫

≪改定を必要とする理由≫

年次目標

　総合戦略策定時の目標値は、従来の平和マラソン大会において、既存のコース（２km、５km、８km）の参加者1,200人に北
防波堤ドームから宗谷岬までの30ｋｍコースを新設し、参加者500人を加え目標値を1,700人としていた。
　平和マラソン大会をフルマラソンに拡充することで、大会初年度（2018年度）は既存コースを２km、５kmで1,000人、宗谷岬
公園から北防波堤ドームへと北海道遺産を望むフルマラソン大会参加者1,500人の計2,500人を見込む。目標年度である
2019年度は大会の定着化による初年度の見込みの参加者に300人の増を見込んだ2,800人へと上方修正する。

※再掲　2015年度（平成27年度）の実績値：1,102人
　目標値の1,700人の参加者の根拠は、平和マラソン大会の参加者

1,200人 1,500人 1,600人 1,700人
1,700人

（2019年度）

総合戦略改定②　「日本最北端平和マラソン大会参加者数」の目標値の上方修正

実施年度

年次目標

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 目標値

1,200人

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 目標値

1,200人 1,200人 1,200人 2,500人 2,800人
2,800人

（2019年度）

実施年度
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2019年度 数値目標

本市で子どもを産み育て
たいと思う市民の割合

55.5％
（2015年度）

年次目標 － － － － 65.0%
65.0％

（2019年度）
実績値 55.5％ － － － －

基本目標Ⅲ．若い世代の希望をかなえ、安心して結婚・出産・子育てできる環境を整える

若い世代の「結婚して子どもを産み育てたい」という希望をかなえるため、結婚・妊娠・出産・子育てにおける切れ目の
ない支援を行い、安心して子どもを産み育てられる環境づくりを進めます。

指標 現状値 実施年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 数値目標

地方創生課

2015年度
取組内容・効果検証

2015年度に実施したアンケート調査の回答結果では、「産み育てたい」19.4%、「どちらかといえ
ば産み育てたい」36.1%の合計55.5%であった。
引き続き、妊婦健康診査に対する助成や乳幼児医療費助成事業など、若い世代への結婚・
妊娠・出産・子育てへと切れ目のない支援策を継続して展開していく必要がある。

担当部課
2016年度以降

取組内容・今後の方向性

2016年度から特定不妊治療費助成事業や乳幼児医療費助成事業の拡充を図るとともに、待
機児童の解消など、安心して子育てできる環境を整える。

まちづくり政策部

担当部課

まちづくり政策部

合計特殊出生率

1.51
（2014年）

年次目標 1.52 1.54 1.56 1.58 1.60
1.60

（2019年）
実績値 1.56 － － － －

2015年度
取組内容・効果検証

2015年は合計特殊出生率（※1）の分母となる女性の人口が減少しているものの、出生数（出
生数…2014年-266人、2015年-262人）はほぼ横ばいとなったことで、合計特殊出生率は上昇
しており、北海道1.27、国1.43（※2）と比べ高い水準を推移している。
引き続き、妊婦健康診査に対する助成や乳幼児医療費助成事業など、安心して子育てできる
環境の充実を図る必要がある。
※1　合計特殊出生率：15～49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの
※2　数値：厚生労働省Ｈ26（2014）人口動態調査

2016年度以降
取組内容・今後の方向性

2016年度から特定不妊治療費助成事業や乳幼児医療費助成事業の拡充を図るとともに、そ
の他の施策を継続し、結婚・妊娠・出産・子育てへと切れ目のない支援策の充実を図る。

地方創生課

指標 現状値 実施年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
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2015年度
取組内容・効果検証

キタコン実行委員会が実施する婚活事業の定着化が図られ、2015年度は3回の実施で2014
年度を上回る177人の参加者数となった。
婚活事業は、結婚を望みながら出会う機会が少ない若い世代の出会いの機会となっている。

担当部課
2016年度以降

取組内容・今後の方向性

今後も婚活事業に係る人的支援やその他の支援を検討し、結婚希望者の出会う機会の創出
を図る。
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まちづくり政策部

地方創生課

婚活事業への参加者数

157人
（2014年度）

年次目標 177人 197人 217人 237人 260人 260人
（2019年度）実績値 177人 － － － －

指標

全国・全道と比較しても高い水準にある本市の生涯未婚率を改善するため、出会いの場の提供など、結婚希望者に対する支援体制を充実させ、若い世
代の結婚したいという希望の実現を目指します。また、妊婦及び妊娠を望む夫婦に対する支援を充実させ、安心して妊娠・出産できる環境づくりを目指し
ます。

①結婚希望者への支援体制の充実

　婚活事業を開催する団体等に対する支援

現状値 実施年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 目標値

基本目標Ⅲ－（１）結婚・妊娠・出産に対する支援の充実



　不妊治療に対する支援の拡充　／　妊婦健康診査受診票の基準回数を越えた妊婦に対する支援
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基本目標Ⅲ－（１）結婚・妊娠・出産に対する支援の充実
②妊婦及び妊娠を望む夫婦への支援体制の充実

指標 現状値 実施年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 目標値

里帰りなどによって道外の医療機関等での妊婦健康診査に対する助成は7件となった。
引き続き、妊婦の健康診査に対する費用を助成することで、経済的負担の軽減を図り、安心し
た妊娠・出産できる体制を維持していく必要がある。

健康づくり課

指標 現状値 実施年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

担当部課
2016年度以降

取組内容・今後の方向性

2016年度より道外での診査に対する一部助成のほか妊婦健康診査の標準回数を超えた場合
に対する助成を拡充し、これまで以上に経済的負担の軽減を図ることで、安心して妊娠・出産
できる環境を整える。生活福祉部

健康づくり課

50件 50件 50件 50件
（2019年度）実績値 7件 － － － －

妊婦健康診査受診票の
助成件数

11件
（2014年度）

年次目標 10件 50件

2015年度
取組内容・効果検証

2019年度 目標値

2015年度
取組内容・効果検証

2015年度の助成件数は17人（初回14人）に対して延べ38件と支援を必要とする対象者が増加
しており、全国、全道においても助成件数は年々増加傾向にある。
国においても一億総活躍社会の実現に向けた施策の一つとして、特定不妊治療費助成内容
を拡充しており、妊娠を望む夫婦への経済的負担を軽減し、安心して妊娠・出産できる環境を
整えている。

特定不妊治療費の助成
件数

15件
（2014年度）

年次目標 10件 20件 20件 20件 20件 20件
（2019年度）実績値 38件 － － － －

担当部課
2016年度以降

取組内容・今後の方向性

2016年度より少子化対策の一つとして特定不妊治療費助成事業の助成回数5回から6回へ、
さらに、期間の年数制限なしとする支援内容の拡充を展開し、これまで以上に妊娠を望む夫
婦の経済的負担の軽減を図ることで、安心して妊娠・出産できる環境を整える。生活福祉部



基本目標Ⅲ－（２）子育て支援の充実
本市では、これまでも「子育て支援が充実したまち」を目指し、様々な子育て支援策に取り組んできました。今後も、若い世代が安心して子どもを産み育て
ることができるよう、子育てと仕事の両立を支援するとともに、地域全体で子どもの成長を見守る環境整備を進めるなど、子育て支援策の充実を目指しま
す。
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担当部課
2016年度以降

取組内容・今後の方向性

2016年度から特定不妊治療費助成事業や乳幼児医療費助成事業の拡充を図るとともに、出
産・子育てに対する環境を充実させ、安心して子育てできる環境を整備する。

まちづくり政策部

地方創生課

－ － 65.0% 65.0％
（2019年度）実績値 56.9％ － － － －

本市が子育てしやすい
環境だと感じる市民の割
合（人口減少対策アン
ケート調査）

56.9％
（2015年度）

年次目標 － －

2015年度
取組内容・効果検証

2015年度に実施したアンケート調査の回答結果では、「しやすい環境だと思う」8.8%、「どちら
かといえばしやすい環境だと思う」48.1%の合計56.9%であった。
引き続き、妊婦健康診査に対する助成や乳幼児医療費助成事業など、安心して子育てできる
環境の充実を図る必要がある。

指標 現状値 実施年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 目標値

①子育て世帯に対する経済的支援の充実

　小学校卒業までの医療費無料化の実施　／　ひとり親家庭の児童や父母等に対する医療費助成の実施
　多子世帯における保育所の保育料助成の実施 ／ 幼稚園、小学校、中学校における給食費助成の実施 ／ 子育てに対するさらなる負担軽減策の検討



12人 7人 0人 0人 0人 0人
（2019年度）実績値 12人 13人 － － －

2015年度
取組内容・効果検証

担当部課

教育部
2016年度以降

取組内容・今後の方向性

今後も保育ニーズは増大していくことが予想されることから、保育士の処遇改善など必要な対
策を講じるとともに、潜在保育士の掘り起こしを行い、保育士の確保に努め、待機児童数の減
少を図り、安心して子育てできる環境を整える。

こども課

基本目標Ⅲ－（３）多様な人材の活用【再掲】　※基本目標Ⅰ－（７）へ記載のため省略

－ －

待機児童解消に向け、私立保育所と連携を図りながら、保育士の確保に努めた。
しかし、2015年度から待機児童の定義が変わり、就労希望者の児童も含めることとなったこと
から、待機児童数が増加したほか、0・1歳児の保育ニーズが高まったことで、待機児童が大幅
に増える結果となった。
※実績値：2016年4月1日現在

まちづくり政策部

地方創生課

2015年度
取組内容・効果検証

2015年度に実施したアンケート調査の回答結果では、「しやすい環境だと思う」8.8%、「どちら
かといえばしやすい環境だと思う」48.1%の合計56.9%であった。
引き続き、保育士確保による待機児童解消、病児病後児保育所の検討など、地域ニーズに応
じた子育て支援環境の整備に取組み、安心して子育てできる環境の充実を図る必要がある。

担当部課
2016年度以降

取組内容・今後の方向性

2016年度以降は、子供たちの健やかな成長と子育ての支えとなることを目的とした「子育て
ファイル」の配布、病児病後児保育所の整備など、さらなる地域ニーズに応じた安心して子育
てできる環境の充実を図る。

指標 現状値 実施年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 目標値

保育所待機児童数

12人
（2015年度）

年次目標

指標 現状値 実施年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 目標値

－

　子育て世帯のニーズに応じた子育て支援環境整備の推進　／　保育施設の待機児童解消のための受入児童数拡大の推進
　子育てに関する情報提供、相談・助言体制の充実
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基本目標Ⅲ－（２）子育て支援の充実
②地域ニーズに応じた子育て支援環境の整備

本市が子育てしやすい
環境だと感じる市民の割
合（人口減少対策アン
ケート調査）
※再掲

56.9％
（2015年度）

年次目標 － － － － 65.0% 65.0％
（2019年度）実績値 56.9％ －
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社会減少数は、過去5年間の平均（2010～2014年の平均…▲402人）よりも増加しており、依
然として歯止めがかかっていない状況にある。
進学に伴う若い世代や新たな就職先を求める現役世代といった生産年齢人口、医療体制の
充実を求めた高齢者人口が流出している。
社会減少数の抑制のため、教育環境の整備、地域経済の活性化に伴う雇用の創出、地域医
療・福祉の充実を図り、安心して住み続けられる生活環境を確保していく必要がある。

基本目標Ⅳ．だれもが安全で安心して住み続けられる生活環境を確保する

2016年度以降
取組内容・今後の方向性

社会減少数の抑制のため、教育環境の整備、地域経済の活性化に伴う雇用の創出、地域医
療・福祉の充実を図り、安心して住み続けられる生活環境を確保する。

担当部課

まちづくり政策部

地方創生課

社会増減数

▲2,000人
（2010年～
2014年）

年次目標 － － － － －
▲1,500人

以下
（5年間）

実績値 ▲468人 － － － －

2015年度
取組内容・効果検証

職業や年齢、障がいの有無等に関わらず、だれもが安全で安心して住み続けられるまちづくりを進めるとともに、時代
を担う子どもたちが充実した環境の下、教育を受けられる体制整備を進めます。

指標 現状値 実施年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 数値目標



市立病院事務局
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2017年度 2018年度 2019年度 目標値

30人 29人 － － －

2015年度
取組内容・効果検証

平成16年度の卒後臨床研修制度の発足に伴い、研修医が自らの意志で研修病院を選択でき
るようになり、大学の研修医が減少するとともに大学の医師も不足となった。
地方病院へ派遣されていた医師が大学に引き揚げることにより、市立病院も脳外科・循環器
内科・耳鼻咽喉科の常勤医が不在となる状態が続いている。
地域医療の充実を図るため、医育大学に対して常勤医の再配置の要請を行ったほか、民間
の医師紹介機関を利用し医師確保に努めたが、常勤医の確保には至らなかった。

2016年度以降
取組内容・今後の方向性

常勤医の不在に伴い、患者は市外の病院に通院することとなり、体力的・経済的負担が生じ
ることから、今後も北海道、医育大学等への派遣の要請を継続して行うとともに、民間の医師
紹介機関など各種ネットワークを活用し、早期に常勤医・専門医の確保に努める。
また、2017年度から導入予定の専門医制度における総合診療医の養成に向け、礼文町・名
寄市との連携体制を強化し、安心して住み続けられる生活環境を確保する。

基本目標Ⅳ－（１）医療の充実
本市の医療体制は、市立病院の一部診療科目で常勤医が不在になるなど、医師不足が深刻な状況にあり、医療に対する不安から、他都市へ転出する
人も少なくない状況にあります。医師の確保対策については、地域の喫緊の課題として、これまでも精力的に取り組んできたところですが、今後はこれま
で以上に様々なネットワークを活用して、市立病院の医師確保や開業医の誘致に取組むとともに、地域が一丸となって、医師や病院など地域医療を支え
るために行動する気運を高める取組みを進め、地域医療の充実を目指します。

担当部課

庶務課

市立病院の常勤医師数

30人
（2015年度）

年次目標 30人 31人 32人 33人 34人 34人
（2019年度）実績値

①医師の確保に向けた取組の強化

　国、北海道、医育大学、民間医療施設に対する医師派遣要請の実施　／　女性医師の就労環境の向上に向けた短時間勤務支援や院内保育所の充実
　医学生等の市立病院視察に係る経費に対する支援　／　医師を目指す中学生を対象にした医師との懇談や業務見学等の実施

指標 現状値 実施年度 2015年度 2016年度



－ －

担当部課
2016年度以降

取組内容・今後の方向性
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庶務課

救急搬送の件数

60件 60件 50件 50件
（2019年度）

実施年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 目標値

85件
（2014年度）

年次目標 80件 70件

市立病院事務局

2015年度
取組内容・効果検証

救急搬送の６割を占める循環器疾病の搬送は、名寄市立総合病院を中心に４医療機関が連
携するポラリスネットワークの利活用により、事前に専門医による治療判定が可能となった。
これにより、札幌への搬送件数が減少し、医師の負担軽減が図られた。
また、2015年10月から名寄との中間地点である中川町での患者引渡しが可能となり、搬送時
間が半減したことで医師の負担軽減が図られた。

今後も「ポラリスネットワーク」との連携を活かした、診療情報の共有化や遠隔診断などによ
り、医療体制の強化を図り、救急搬送の抑制に努める。
また、救急車での搬送は引き続き中川町で患者の引渡しを行い、搬送時間の抑制や医師へ
の負担軽減が図る。

実績値 85件 － －

指標 現状値

基本目標Ⅳ－（１）医療の充実
①医師の確保に向けた取組の強化



　看護職等の必要な医療従事者に対する修学資金貸付の実施　／　認定資格取得に対する学費等の支援、認定資格取得者に対する手当の支給
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担当部課
2016年度以降

取組内容・今後の方向性

今後も修学資金貸付制度を実施し、計画的な医療従事者の確保に努めるとともに、スキル
アップにより離職者を抑制し、働きやすい環境整備に努め安全で安心した地域医療の充実を
図る。市立病院事務局

庶務課

2015年度
取組内容・効果検証

安定的な病院運営には、医師の確保に加え、医師の業務負担の軽減に繋がる “チーム医療”
の実現に向けて、医師以外の医療従事者の確保が重要であり、計画的な人材確保の一環と
して修学資金貸付事業を行った。
また、医療従事者の離職防止に向けて、スキルアップとして認定資格や専門資格取得を促
し、安定した医療体制の充実を図った。
※実績値：2016年4月1日現在

指標

正規職員の人数

346人
（2015年度）

年次目標 346人

担当部課
2016年度以降

取組内容・今後の方向性

研修施設の整備や専門医資格を有する指導医の確保など魅力ある受入体制の強化を推進
し、病院視察医学生、医師の確保に努める。

市立病院事務局

庶務課

②市立病院の安定運営

現状値 実施年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 目標値

2015年度
取組内容・効果検証

病院視察医学生や実習生に対しては、地域医療でのやりがいや現状を伝えるため、旭川医
科大学卒業の初期研修医と交流を図りながら、良好な受入れ環境を整備するとともに、ホー
ムページでの初期研修プログラムの掲載や旅費等に対する助成制度のPRにより、着実に視
察医学生の受入数が増加している。

基本目標Ⅳ－（１）医療の充実
①医師の確保に向けた取組の強化

病院視察医学生の受入
数

6人
（2014年度）

目標値

年次目標 7人 8人 9人 10人 11人 11人
（2019年度）実績値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

363人 372人 379人 380人 380人
（2019年度）実績値 346人 353人 － － －

11人 － － － －

指標 現状値 実施年度 2015年度



まちづくり政策部

地方創生課

新たに誘致した開業医
の人数

－
－

③地域医療を支える体制の強化

　市内に診療所を開設する開業医に対する開設費用等の支援　／　地域医療を担っている医師を地域が一丸となって支援する体制の整備

指標 現状値 実施年度 2015年度 2016年度 2017年度

1人 0人 0人 1人 2人
（5年間）実績値 0人

132人 123人 － － －

2015年度
取組内容・効果検証

市立病院の常勤医が不在となる診療科があることや、開業医が休業となるなど、医師の確保
は喫緊な課題である。
2015年度は新たな開業医はいなかったが、「地域医療を考える稚内市民会議」を設立し「医療
を考える市民の集い」を開催するなど地域医療を守る取組みも行った。

担当部課
2016年度以降

取組内容・今後の方向性

今後は、様々なネットワークを活用して開業医誘致の実現に向けて取組むとともに、引き続
き、地域医療を守る取組みも行いながら、安心して住み続けられる地域医療の充実を図る。

2018年度 2019年度 目標値

－

市立病院事務局

庶務課

2015年度
取組内容・効果検証

介助や事務的業務、保育業務等に従事する非常勤職員の適正確保に努めた。
しかし、准看護師資格を有する非常勤職員を国家試験の合格をもって正職員として採用した
ため、非常勤職員数が減少する結果となった。
非常勤職員は医療従事者など円滑な業務の運営に重要な人材であることから、正規職員数
の適正化を図りながら、計画的に採用していく。

担当部課
2016年度以降

取組内容・今後の方向性

医療従事者が担当業務に専念し、円滑な業務を遂行できる体制の整備に向け、引き続き、適
正な非常勤職員数の確保に努める。

－ －

年次目標 0人

基本目標Ⅳ－（１）医療の充実
②市立病院の安定運営

指標 現状値 実施年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 目標値

非常勤職員の人数

132人
（2015年度）

年次目標 132人 126人 122人 121人 120人 120人
（2019年度）実績値
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　介護予防サポーター養成講座の開催、介護予防教室等の開催に対する支援　／　企業、ＮＰＯ等の地域住民主体による生活支援体制の創出の推進
　医療・団体等との連携による在宅医療と介護が連携した推進体制の構築
　認知症の人や家族等に対する支援や集う場の開設、認知症サポーターの活躍の場の推進

担当部課
2016年度以降

取組内容・今後の方向性

今後は目標達成に向け各地区の意向を確認しながら介護予防等に資する教室及び集いの場
が地域で増えていけるよう取組みを進める。

生活福祉部

担当部課
2016年度以降

取組内容・今後の方向性

引き続き学童期から認知症に対し正しい知識や対応について学べる取組みを継続していくと
ともに、認知症サポーターが増えていけるよう取組みを進める。

生活福祉部

長寿あんしん課

2,250人 2,300人 2,380人 2,380人
（2019年度）実績値 2,018人 － － －

①地域包括ケアシステムにおける高齢者を支え合う地域づくり

指標 現状値 実施年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 目標値

基本目標Ⅳ－（２）高齢者・障がい者福祉の推進
長寿社会の中、今後も増加が見込まれる高齢者が、可能な限り住み慣れた地域で自立した生活を営むことができるよう、医療・介護・介護予防・住まい・
生活支援の5つの分野で連携を図る「地域包括ケアシステム体制」の充実や、地域の多様な主体により高齢者を支援する体制づくりを目指します。また、
障がいのある人が住み慣れた地域でいきいきと暮らすことができるよう、必要な支援や支援拠点の整備などを行い、安心して住み続けられるまちづくりを
目指します。

－
認知症サポーター養成
累計人数

1,626人
（2014年度）

年次目標 2,000人 2,150人

2015年度
取組内容・効果検証

認知症サポーター養成講座は、認知症高齢者に関わる機会の多い警察署や消防署等で行っ
ており、新たな認知症サポーター数は2015年度の予定である150人を上回り392人であった。
また、小学校での認知症サポーター養成講座が新規で3校増えた。

長寿あんしん課

指標 現状値 実施年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 目標値

2015年度
取組内容・効果検証

現状値との変化はないが、2015年度は介護予防サポーター養成講座を実施し、介護予防等
に資するサポーターの研修に取組んだ。

地域での介護予防等に
資する教室・集いの場の
箇所数

8箇所
（2014年度）

年次目標 8箇所 9箇所 11箇所 １3箇所 15箇所 15箇所
（2019年度）実績値 8箇所 － － － －
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1,100人 1,100人
（2019年度）実績値 942人

地域生活支援拠点等の
箇所数

0箇所
（2014年度）

年次目標 0箇所 0箇所 1箇所 １箇所 １箇所 1箇所
（2019年度）実績値 0箇所 － － － －

2015年度
取組内容・効果検証

自立支援協議会において検討する内容の一つとして、地域生活支援拠点等の整備が位置づ
けられた。

基本目標Ⅳ－（２）高齢者・障がい者福祉の推進
②障がいのある人の地域生活支援の推進

　障がいのある人の自立した地域生活に対する支援　／　障がいのある人の地域生活を支援する機能を集約した拠点等の整備

現状値 実施年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 目標値指標

2015年度
取組内容・効果検証

障がいのある人が地域で自立した日常生活や社会生活を送ることができるよう地域支援事業
を実施しており、2015年度の利用者数は現状値より減少している状況であるが、利用者が増
加した事業もあった。

2016年度以降
取組内容・今後の方向性

目標年度内には障がいのある人の地域生活を支援する機能の集約を行う拠点として、地域
生活支援拠点等の整備に向けて引き続き検討する。

生活福祉部

社会福祉課
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担当部課

実施年度 2015年度 2016年度

担当部課
2016年度以降

取組内容・今後の方向性

今後も継続した地域生活支援事業および周知などを取組むことによる事業の安定・定着化を
図り、必要とする利用者への支援を展開する。

生活福祉部

2017年度 2018年度 2019年度 目標値

社会福祉課

指標 現状値

地域生活支援事業延べ
利用者数

1,022人
（2014年度）

年次目標 1,100人 1,100人 1,100人 1,100人

－ － － －



－

2015年度
取組内容・効果検証

稚内市避難行動要支援者避難支援計画に基づく、個別計画の策定に際し、避難支援等関係
者(町内会等)の協力を得ながら策定を進めた。個別計画の策定と併せて、各町内会へ避難計
画策定のための情報提供等を行った。

担当部課

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 目標値

300人
（2019年度）実績値 270人 － －

今後は消防団協力事業所の認定基準に当てはまる事業所に対して積極的な働きかけを行っ
ていくとともに、消防団員の支援及び処遇改善に取組み消防団員の増加を図る。

－ －

2015年度
取組内容・効果検証

消防団協力事業所制度の要綱を制定し、協力事業者に対しての認定制度を設けた。また、
「ファーストレスポンダー」導入に向けた研修会を開催するなど、消防団員の確保に向けた支
援を行った。

2016年度以降
取組内容・今後の方向性

町内会の避難計画作成
数

0町内会
（2014年度）

年次目標 0町内会

担当部課

消防署

総務予防課

消防団の団員数

270人
（2014年度）

年次目標 276人 282人 288人 294人 300人

2016年度以降
取組内容・今後の方向性

2016年度から避難計画策定マニュアルの作成、稚内市防災地理情報システムの構築を行
い、稚内市避難行動要支援者避難支援計画に基づく、個別計画の作成と併せて、引き続き各
町内会への働きかけを行う。総務部

総務防災課

指標 現状値 実施年度

7町内会 27町内会 47町内会 68町内会 68町内会
〔全町内会〕
（2019年度）実績値 0町内会 － － －

①地域の実情に合わせた防災体制の整備

指標 現状値 実施年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 目標値

　町内会による地域の実情に応じた避難計画の作成に対する支援　／　消防団活動の普及促進や事業所との連携による消防団員の確保・環境の整備

基本目標Ⅳ－（３）防災対策の強化
これまで実施してきた災害情報や避難情報の伝達体制の整備に加え、今後は、地域の実情に合わせた避難計画の作成や自主防災組織の育成、さらに
は、地域防災力の中核となる消防団活動に対する理解を促し、消防団員の充実を図るなど、防災対策の強化を目指します。
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2015年度 2016年度 2017年度 2018年度指標 現状値 実施年度

基本目標Ⅳ－（４）住環境の充実
本市の厳しい冬の生活環境を確保するため、引き続き、充実した除雪体制の維持に努めていくとともに、幹線道路や鉄道など、都市間移動に欠かすこと
が出来ない高速交通ネットワークの強化に向けた取組みを進めます。また、市民生活等に深刻な被害をもたらしているエゾシカ対策を強化するなど、安
全で快適な住環境の整備を目指します。

①道路環境・除雪体制の充実

　充実した除雪体制の維持、業者・団体等と連携した効率的な除雪体制の構築

除雪業務社数

21社
（2014年度）

年次目標 22社 22社

2015年度
取組内容・効果検証

2014年度は、除排雪委託業社が21社だったことから、減少に歯止めをかけるためにも、2015
年度は除排雪受託事業社全社に対してヒアリングを行うとともに、定期的に除排雪関係会議
を開催し除排雪体制の充実を図った。（除排雪業務受託社ヒアリング ２１社実施、除排雪等担
当者会議　１回開催、除排雪代表者会議　３回開催）
その結果、民間業社の精力的な取組みもあり、参加業社1社の増加となった。
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②高速交通ネットワークの充実に向けた取組の強化

　周辺市町村、関係団体等と連携した国や関係機関への要望活動の実施

※重要業績評価指数（ＫＰＩ）を設定していないので、記載を省略。

2019年度 目標値

担当部課
2016年度以降

取組内容・今後の方向性

今後においても、除排雪関係会議を開催しながら、稚内市建友会や関係機関と連携を図り、
現状の除排雪体制の維持に努めていくとともに、2019年度には、厳しい冬期にだれもが安全
で安心して住み続けられる生活環境が確保できるように、目標除排雪業社数である23社を目
指す。

建設産業部

土木課

22社 22社 23社 23社
（2019年度）実績値 22社 － － － －



指標 現状値 実施年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 目標値

2015年度
取組内容・効果検証

◆取組内容：稚内市鳥獣被害防止対策協議会と捕獲業務を委託
①農業被害防止（4～9月）315頭（銃器使用）
②鳥獣被害総合対策事業（11～12月）262頭（銃器使用）
③裏山一斉捕獲事業（2月）50頭（銃器使用）
④くくりわな捕獲（富士見地区）（10月）5頭
●効果検証：捕獲目標の620頭に対し、632頭を捕獲したので、個体数の調整を図ることがで
きた。

担当部課
2016年度以降

取組内容・今後の方向性

・銃器やくくりわなによる捕獲目標を770頭に設定し、継続して個体数削減に向けて取組む。
・市内の生活環境被害を軽減するために、くくりわなの設置場所を新たに選定し、効果的な捕
獲を行う。

700頭
（2019年度）実績値 632頭 － － － －

③鳥獣被害の対策強化

　エゾシカ捕獲活動の強化、鳥獣残滓処理施設の建設

建設産業部

農政課

エゾシカ捕獲数

541頭
（2014年度）

年次目標 620頭 700頭 700頭 700頭 700頭

基本目標Ⅳ－（４）住環境の充実
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≪2016年度以降の取組に対する改定内容≫

≪改定を必要とする理由≫

総合戦略改定③　「エゾシカ捕獲数」の目標値の上方修正

実施年度

年次目標

目標値

700頭
（2019年度）

実施年度

年次目標

目標値

770頭
（2019年度）

　総合戦略策定時の目標値は2016～2019年度までに700頭の捕獲数を目標値としていたが、2015年度は、632頭を捕獲
し、目標値を達成した。
　エゾシカ捕獲の手法としては、主に銃器によるものなので、ハンターによる捕獲体制を確認した結果、750頭まで捕獲可能
との見解があり、くくりわなによる捕獲数、20頭を合わせた770頭に目標値を上方修正し、エゾシカによる生活環境被害を軽
減する。

620頭 700頭 700頭 700頭 700頭

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

620頭 770頭 770頭 770頭 770頭

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
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　小学校1,2年生における30人以下の少人数学級の編制　／　小学校3,4年生を対象にした放課後学習塾の実施
　各学校の創意工夫に基づいた取組みの推進　／　児童、生徒への文化等鑑賞の機会の創出　／　学校施設の耐震化に向けた計画的な整備

69.7％ 83.9％ 86.9％ 86.9％
（2019年度）

担当部課
2016年度以降

取組内容・今後の方向性

今後も南小学校の改築や公立学校施設の耐震化を推進し、児童・生徒の安全性の確保に努
め、安心した教育環境の充実を図る。

教育部

学校教育課

担当部課
2016年度以降

取組内容・今後の方向性

今後も参加率向上に向け、児童・保護者・その他関係者等に事業内容の周知を図り、特色あ
る教育活動を展開しながら教育環境の充実に努める。

教育部

学校教育課

指標 現状値 実施年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 目標値

小中学校の耐震化率

50.7％
（2014年度）

2015年度
取組内容・効果検証

耐震化に向けて耐震補強実施設計を3校で完了した。
また、西小中学校の閉校など耐震化の対象外となることによって、耐震化率が上がっている。

70.0％
（2019年度）実績値 60.7％

実績値 60.3％ － － －
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放課後学力グングン塾
の参加率

67.5％
（2014年度）

年次目標 70.0％ 70.0％ 70.0％ 70.0％ 70.0％

2015年度
取組内容・効果検証

放課後学力グングン塾は、市内4小学校の3・4年生を対象に実施した。
児童の積極的な参加を図るため、児童や保護者に対する周知及びチラシの配布を行っている
が、児童の中には習い事や少年団活動などの自主的な活動が優先となることもあり、参加者
数は現状値と比べて下回った。

－ － － －

基本目標Ⅳ－（５）教育の充実
次の世代を担う児童・生徒一人ひとりが、充実した環境の下、教育を受けることができる体制を整備するとともに、本市で生まれ育った子どもたちが、まち
に愛着や誇りを持ち、本市に住み続け、本市で子どもを産み育てたいという気持ちを育む教育を進めていきます。

①教育環境の充実

指標 現状値 実施年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 目標値

－

年次目標 60.3％ 60.3％



≪2016年度以降の取組に対する改定内容≫

≪改定を必要とする理由≫

総合戦略策定後、上勇知小中学校について2015年度末の閉校を決定し、2棟分が耐震化対象外となった。

また、現在策定中の「稚内市公立学校等施設整備計画」との整合性を図り、耐震化率を上方修正とする。

年次目標 60.3% 62.1% 73.4% 89.5% 92.9%
92.9%

（2019年度）

総合戦略改定④　「小中学校の耐震化率」の目標値の上方修正

実施年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 目標値

年次目標 60.3% 60.3% 69.7% 83.9% 86.9%
86.9%

（2019年度）

実施年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 目標値
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〒097-8686 北海道稚内市中央３丁目13番15号

稚内市まちづくり政策部地方創生課総合戦略推進グループ

電話 0162-23-6192（直通） FAX 0162-23-3281

E-mail tihousousei@city.wakkanai.hokkaido.jp


