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1．定住自立圏及び市町村の名称 

（1）定住自立圏の名称 

宗谷定住自立圏 

 

（2）圏域を形成する市町村の名称 

稚内市 猿払村 浜頓別町 中頓別町 枝幸町 

豊富町 礼文町 利尻町 利尻富士町 幌延町 

 

 

 

2．定住自立圏共生ビジョンの定義 

本共生ビジョンは、定住自立圏構想推進要綱（平成 20 年 12 月 26 日総行応第 39

号総務事務次官通知）第 6 の規定により、圏域の将来像や、定住自立圏形成協定に

基づき関係市町村が連携して推進する具体的な取り組みを記載するものです。 

 

3．定住自立圏共生ビジョンの期間 

平成 28 年度から平成 32 年度までの 5 年間とし、毎年度所要の変更を行います。 
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4．圏域の状況 

（1）圏域の状況 

本圏域は、日本の最北部に位置しており、東部はオホーツク海、西部は日本海に

面し、北部は宗谷海峡を隔てサハリン（旧樺太）を望み、利尻・礼文 2 つの離島を

有している海に囲まれた地域です。総面積は、4,626.07 ㎢で、京都府の面積に匹敵

する大きさであり、東西は約 148 ㎞、南北は約 100 ㎞に及んでいます。人口は、平

成 27 年国勢調査で 67,503 人であり、平成 22 年国勢調査より 5,944 人、平成 17 年

国勢調査より 10,949 人の減少となっています。 

 

本圏域の中心市である稚内市は、二次救急医療機関である市立稚内病院及び、稚

内禎心会病院を有しています。また、国道 40 号、国道 238 号等を運行経路とする

バス路線のターミナルや、利尻島・礼文島との間を結ぶフェリーターミナル、羽田

空港・新千歳空港間を通年運行している稚内空港、重要港湾である稚内港、ＪＲ稚

内駅などの交通インフラ機能、さらには、圏域内住民の文化振興・教養向上等の場

となる稚内総合文化センター、圏域唯一の高等教育機関である稚内北星学園大学

（情報メディア学科）などの都市機能を有しています。 

 

 猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、

幌延町の９連携町村は、利尻・礼文両島及びサロベツ湿原を有する利尻礼文サロベ

ツ国立公園、クッチャロ湖・ベニヤ原生花園等を有する北オホーツク道立自然公園

など雄大な自然環境と、それらから産み出される多様な資源を有しています。 

 

 圏域内の市町村は、住民生活においても密接に関連しており、本市の医療や交通、

教育、商業などの都市機能は、日常的に連携町村から利用され、一方で周辺町村の

魅力ある自然や食、観光資源などの恩恵を受けています。行政事務においても、従

来、観光や消防、福祉などの多分野にわたって連携が図られています。 
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（2）人口 

※数値はいずれも国勢調査による。枝幸町は、合併前の旧枝幸町と旧歌登町の合計。 

※増減率や比率については、小数点第 2 位で四捨五入。 

 

①人口の推移 

市 町 村 名 
平成 12 年 

  （人） 

平成 17 年 

  （人） 

平成 22 年 

（人） 

平成 27 年 

（人） 

H12／H27 

増減率(%) 

稚 内 市 43,774 41,592 39,595 36,380 △ 16.9 

猿 払 村 2,980 2,940 2,825 2,684 △  9.9 

浜 頓 別 町 4,957 4,582 4,168 3,881 △ 21.7 

中 頓 別 町 2,518 2,289 1,974 1,757 △ 30.2 

枝 幸 町 10,509 9,815 9,125 8,437 △ 19.7 

豊 富 町 5,220 4,850 4,378 4,054 △ 22.3 

礼 文 町 3,856 3,410 3,078 2,773 △ 28.1 

利 尻 町 3,417 2,951 2,590 2,303 △ 32.6 

利 尻 富 士 町 3,536 3,239 3,037 2,787 △ 21.2 

幌 延 町 2,835 2,784 2,677 2,447 △ 13.7 

合 計 83,602 78,452 73,447 67,503 △ 19.3 

②高齢者単身世帯数の推移 

市 町 村 名 
平成 12 年 

（人） 

平成 17 年 

（人） 

平成 22 年 

（人） 

平成 27 年 

（人） 

H12／H27 

増減率(%) 

稚 内 市 1,194 1,435 1,820 2,084 174.5 

猿 払 村 85 93 105 115 135.3 

浜 頓 別 町 160 168 190 252 157.5 

中 頓 別 町 78 94 114 132 169.2 

枝 幸 町 361 411 514 551 152.6 

豊 富 町 162 186 220 225 138.9 

礼 文 町 141 159 196 228 161.7 

利 尻 町 147 165 175 212 144.2 

利 尻 富 士 町 168 183 190 217 129.2 

幌 延 町 92 100 118 126 137.0 

合 計 2,588 2,994 3,642 4,142 160.0 
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③年齢 3 区分別人口の推移（注：年少＝15 歳未満、生産＝15－64 歳、老年＝65 歳以上） 

市町村名 区分 
平成 12 年 

(人) 

平成 17 年 

(人) 

平成 22 年 

（人） 

平成 27 年 

（人） 

H12 構成 

比率(%) 

H27 構成 

比率(%) 

H12／H27 

構成比増減(%) 

稚 内 市 

年少 

生産 

老年 

計 

6,277 

29,945 

7,552 

43,774 

5,393 

27,568 

8,631 

41,592 

4,807 

25,125 

9,663 

39,595 

4,304 

21,570 

10,505 

36,379 

14.3 

68.4 

17.3 

 

11.8 

59.3 

28.9 

 

△  2.5 

△  9.1 

11.6 

 

猿 払 村 

年少 

生産 

老年 

計 

527 

1,843 

610 

2,980 

442 

1,874 

624 

2,940 

435 

1,776 

614 

2,825 

416 

1,656 

612 

2,684 

17.7 

61.8 

20.5 

 

15.5 

61.7 

22.8 

 

△  2.2 

△  0.1 

2.3 

 

浜 頓別 町 

年少 

生産 

老年 

計 

738 

3,221 

998 

4,957 

600 

2,876 

1,106 

4,582 

504 

2,516 

1,148 

4,168 

416 

2,218 

1,246 

3,880 

14.9 

65.0 

20.1 

 

10.7 

57.2 

32.1 

 

△  4.2 

△  7.8 

12.0 

 

中 頓別 町 

年少 

生産 

老年 

計 

301 

1,585 

632 

2,518 

261 

1,361 

667 

2,289 

207 

1,057 

710 

1,974 

158 

918 

680 

1,756 

12.0 

62.9 

25.1 

 

9.0 

52.3 

38.7 

 

△  3.0 

△ 10.6 

13.6 

 

枝 幸 町 

年少 

生産 

老年 

計 

1,560 

6,638 

2,311 

10,509 

1,373 

5,977 

2,465 

9,815 

1,174 

5,375 

2,576 

9,125 

990 

4,729 

2,717 

8,436 

14.8 

63.2 

22.0 

 

11.7 

56.1 

32.2 

 

△  3.1 

△  7.1 

10.2 

 

豊 富 町 

年少 

生産 

老年 

計 

792 

3,259 

1,169 

5,220 

647 

3,009 

1,194 

4,850 

528 

2,658 

1,192 

4,378 

477 

2,352 

1,224 

4,053 

15.2 

62.4 

22.4 

 

11.8 

58.0 

30.2 

 

△  3.4 

△  4.4 

7.8 

 

礼 文 町 

年少 

生産 

老年 

計 

492 

2,341 

1,023 

3,856 

386 

1,998 

1,026 

3,410 

316 

1,816 

946 

3,078 

269 

1,561 

943 

2,773 

12.8 

60.7 

26.5 

 

9.7 

56.3 

34.0 

 

△  3.1 

△  4.4 

7.5 

 

利 尻 町 

年少 

生産 

老年 

計 

365 

2,072 

980 

3,417 

300 

1,656 

995 

2,951 

241 

1,465 

884 

2,590 

217 

1,211 

875 

2,303 

10.7 

60.6 

28.7 

 

9.4 

52.6 

38.0 

 

△  1.3 

△  8.0 

9.3 

 

利尻富士町 

年少 

生産 

老年 

計 

420 

2,035 

1,081 

3,536 

353 

1,803 

1,083 

3,239 

342 

1,665 

1,030 

3,037 

340 

1,447 

1,000 

2,787 

11.9 

57.6 

30.6 

 

12.2 

51.9 

35.9 

 

0.3 

△  5.7 

5.3 

 

幌 延 町 

年少 

生産 

老年 

計 

375 

1,853 

607 

2,835 

354 

1,797 

633 

2,784 

328 

1,738 

611 

2,677 

320 

1,478 

649 

2,447 

13.2 

65.4 

21.4 

 

13.1 

60.4 

26.5 

 

△  0.1 

△  5.0 

5.1 

 

合 計 

年少 

生産 

老年 

計 

11,847 

54,792 

16,963 

83,602 

10,109 

49,919 

18,424 

78,452 

8,882 

45,191 

19,374 

73,447 

7,907 

39,140 

20,451 

67,498 

14.2 

65.5 

20.3 

 

11.7 

58.0 

30.3 

 

△  2.5 

△  7.5 

10.0 

 

 ※それぞれの合計は、年齢不詳がいるため総人口と一致しない。 
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（3）圏域市町村の概要 

①稚内市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②猿払村 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【概  要】 

●面積：761.47k ㎡ 

●人口：36,380 人 

●地名の由来 

ヤム・ワッカ・ナイ「冷たい・水（飲

み水）の・川」 

【みどころ】 

●宗谷岬 

●宗谷丘陵（周氷河地形） 

●稚内港北防波堤ドーム 

●稚内公園 

●稚内メガソーラー発電所 

日本のてっぺんに位置する稚内市は、日本最北端の都市で

あり、宗谷岬から直線距離でわずか 43km の地にサハリンの

島影を望む国境の街です。また、水産・酪農・観光を基幹産業

とする宗谷地方の行政、経済の中心地です。 

また、「環境都市宣言」を行い、人と地球にやさしいまちを

目指し、積極的に環境保全活動を行っています。 サハリンを望む宗谷岬 
 

人が行き交う環境都市  わっかない 

【概  要】 

●面積：589.97k ㎡ 

●人口：2,684 人 

●地名の由来 

サル・プツ「葦原の・川口」 

【みどころ】 

●さるふつ公園 

●北オホーツク道立自然公園 

●ポロ沼 

●エサヌカ原生花園 

オホーツク海の海岸線と並走するように通る国道 238 号

沿いに、村のシンボル的存在となっている「さるふつ公園」が

あります。公園内には、インディギルカ号遭難者慰霊碑、キャ

ンプ場、パークゴルフ場等があり、観光の拠点となっています。

また、国内有数の生産量である「ほたて」を主要とする漁業は、

酪農とともに村の基幹産業となっています。 

乳牛感謝の碑・農業資料館・風雪の塔 

 

「豊かな産業がある村」「村民の豊かな暮らしを支える環境が
ある村」「心豊かでステキな人がいる村」 
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③浜頓別町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④中頓別町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【概  要】 

●面積：401.64k ㎡ 

●人口：3,881 人 

●地名の由来 

ト・ウン・ペツ「湖・の(に入る)川」 

【みどころ】 

●クッチャロ湖 

●水鳥観察館 

●ウソタンナイ砂金採掘公園 

●ベニヤ原生花園 

ラムサール条約登録湿地であるクッチャロ湖には、毎年コ

ハクチョウやその他の水鳥が飛来し、優雅な姿を披露します。

また、湖を一望でき、「美人の湯」として人気の浜頓別温泉が、

旅の疲れを癒してくれます。天北地域の酪農基地として発展し

ている酪農とサケ・ホタテ・毛がに等の漁獲を主体とした漁業

を基幹産業とする自然豊かな町です。 

 
水鳥の楽園クッチャロ湖 

白鳥と砂金と温泉のまち 

【概  要】 

●面積：398.51k ㎡ 

●人口：1,757 人 

●地名の由来 

ト・ウン・ペツ「湖・の(に入る)川」 

【みどころ】 

●中頓別鍾乳洞 

●ピンネシリ温泉 

●オートキャンプ場 

●ぺーチャン川砂金掘体験場 

町の中央に敏音知岳がそびえ、頂上からは 360 度の景観

が眺望できます。また、オートキャンプ場も整備され、アウ

トドアライフの醍醐味を楽しむことができます。楽しく砂金掘

りが体験できるぺーチャン川は、ここで集めた砂金で指輪を作

り、恋人にプレゼントした人もいます。また、学術的にも貴

重で北海道天然記念物に指定された鍾乳洞など、自然があふ

れ、緑豊かな森に囲まれた酪農を主産業とする静かな山あいの

まちです。 
鍾乳洞まつり 

北緯 45 度 癒しの里 

ロマン息づく大自然の町－中頓別 



 

 

 

 

⑤枝幸町

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥豊富町

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

枝幸町

した産業の

四方を山稜で囲まれた歌登地区では、温泉付きホテルやコテー

ジ、ゴルフ場などが整備された健康回復村で心身のリ

ュができます。延長

幸地区では、海明けとともに始まるタラバガニや漁獲量日本一

の毛ガニが、枝幸町の名前を全国的にア

っており、毎年

内外からの観光客で賑わいます。

豊富町は、日本最北端の「利尻・礼文・サロベツ国立公

の一角にある

成 17 年ラムサール条約湿地登録）や兜沼公園、効能豊かな

泉質を誇る豊富温泉、澄んだ空気の中でのんびり草を食む乳牛

の楽園・大規模草地があります。また、生乳生産量は管内一と

なっており、四季の変化を感じる自然豊

です。 

⑤枝幸町 

⑥豊富町 

●

●

●

●

●

●

 
枝幸町は、森と海のつながりや豊か

産業の振興等により、多面的なまちづくり

四方を山稜で囲まれた歌登地区では、温泉付きホテルやコテー

ジ、ゴルフ場などが整備された健康回復村で心身のリ

ュができます。延長

幸地区では、海明けとともに始まるタラバガニや漁獲量日本一

の毛ガニが、枝幸町の名前を全国的にア

っており、毎年 7 月には「枝幸かに

内外からの観光客で賑わいます。

●

●

●

●

豊富町は、日本最北端の「利尻・礼文・サロベツ国立公

の一角にある、23,000

年ラムサール条約湿地登録）や兜沼公園、効能豊かな

泉質を誇る豊富温泉、澄んだ空気の中でのんびり草を食む乳牛

の楽園・大規模草地があります。また、生乳生産量は管内一と

なっており、四季の変化を感じる自然豊

 

【みどころ】
●神威岬 

●ウスタイベ千畳岩

●道の駅マリーンアイランド岡

●うたのぼり健康回復村

●三笠山展望閣

●オホーツクミュージア

 
森と海のつながりや豊か

振興等により、多面的なまちづくり

四方を山稜で囲まれた歌登地区では、温泉付きホテルやコテー

ジ、ゴルフ場などが整備された健康回復村で心身のリ

ュができます。延長 58km に達するオホーツク

幸地区では、海明けとともに始まるタラバガニや漁獲量日本一

の毛ガニが、枝幸町の名前を全国的にア

月には「枝幸かに

内外からの観光客で賑わいます。

【みどころ】

●サロベツ原野

●兜沼公園 

●豊富温泉 

●大規模草地牧場

豊富町は、日本最北端の「利尻・礼文・サロベツ国立公

23,000 ヘクタールに及ぶサロベツ原

年ラムサール条約湿地登録）や兜沼公園、効能豊かな

泉質を誇る豊富温泉、澄んだ空気の中でのんびり草を食む乳牛

の楽園・大規模草地があります。また、生乳生産量は管内一と

なっており、四季の変化を感じる自然豊 

【みどころ】

ウスタイベ千畳岩 

道の駅マリーンアイランド岡

うたのぼり健康回復村

三笠山展望閣 

ホーツクミュージアムえさし

森と海のつながりや豊かな自然の

振興等により、多面的なまちづくり

四方を山稜で囲まれた歌登地区では、温泉付きホテルやコテー

ジ、ゴルフ場などが整備された健康回復村で心身のリ

に達するオホーツク

幸地区では、海明けとともに始まるタラバガニや漁獲量日本一

の毛ガニが、枝幸町の名前を全国的にアピールする特産品とな

月には「枝幸かにまつり」が開催され、道

内外からの観光客で賑わいます。 

こころが結ぶ「森と海」
優しさと活気あふれる北の理想郷

【みどころ】

サロベツ原野 

 

 

大規模草地牧場 

豊富町は、日本最北端の「利尻・礼文・サロベツ国立公

ヘクタールに及ぶサロベツ原

年ラムサール条約湿地登録）や兜沼公園、効能豊かな

泉質を誇る豊富温泉、澄んだ空気の中でのんびり草を食む乳牛

の楽園・大規模草地があります。また、生乳生産量は管内一と

なっており、四季の変化を感じる自然豊かな酪農と観光のまち

協働のまちづくり・とよとみ
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【みどころ】 

道の駅マリーンアイランド岡島 

うたのぼり健康回復村 

さし 

な自然の恵みを生か

振興等により、多面的なまちづくりをしています

四方を山稜で囲まれた歌登地区では、温泉付きホテルやコテー

ジ、ゴルフ場などが整備された健康回復村で心身のリフレッシ

に達するオホーツク海に面した枝

幸地区では、海明けとともに始まるタラバガニや漁獲量日本一

ピールする特産品とな

まつり」が開催され、道

こころが結ぶ「森と海」
優しさと活気あふれる北の理想郷

【みどころ】 

豊富町は、日本最北端の「利尻・礼文・サロベツ国立公

ヘクタールに及ぶサロベツ原

年ラムサール条約湿地登録）や兜沼公園、効能豊かな

泉質を誇る豊富温泉、澄んだ空気の中でのんびり草を食む乳牛

の楽園・大規模草地があります。また、生乳生産量は管内一と

かな酪農と観光のまち

自然と人に優しい
協働のまちづくり・とよとみ

 

●面積

●人口

●地名の由来

エ・サ・ウシ「頭が・浜について

恵みを生か

をしています。

四方を山稜で囲まれた歌登地区では、温泉付きホテルやコテー

フレッシ

海に面した枝

幸地区では、海明けとともに始まるタラバガニや漁獲量日本一

ピールする特産品とな

まつり」が開催され、道

こころが結ぶ「森と海」
優しさと活気あふれる北の理想郷

●面積

●人口

●地名の由来

イベ・コル・ペッ「食べ物（魚）

 
豊富町は、日本最北端の「利尻・礼文・サロベツ国立公園」

ヘクタールに及ぶサロベツ原野（平

年ラムサール条約湿地登録）や兜沼公園、効能豊かな

泉質を誇る豊富温泉、澄んだ空気の中でのんびり草を食む乳牛

の楽園・大規模草地があります。また、生乳生産量は管内一と

かな酪農と観光のまち

自然と人に優しい
協働のまちづくり・とよとみ

【概  

面積：1115.93k

人口：8,437

地名の由来 

エ・サ・ウシ「頭が・浜について

る・所

名勝「神威岬」と「流氷」

こころが結ぶ「森と海」
優しさと活気あふれる北の理想郷

【概  

面積：520.69k

人口：4,054

地名の由来 

イベ・コル・ペッ「食べ物（魚）

雄大な景観が望む「サロベツ原野」

自然と人に優しい 
協働のまちづくり・とよとみ

  要】 

1115.93k ㎡ 

37 人 

エ・サ・ウシ「頭が・浜について

る・所 ＝ 岬」

名勝「神威岬」と「流氷」

こころが結ぶ「森と海」 
優しさと活気あふれる北の理想郷 

  要】 

520.69k ㎡ 

054 人 

イベ・コル・ペッ「食べ物（魚）

持つ・川」

雄大な景観が望む「サロベツ原野」

協働のまちづくり・とよとみ 

エ・サ・ウシ「頭が・浜についてい

岬」 

名勝「神威岬」と「流氷」 

イベ・コル・ペッ「食べ物（魚）を・

」 

雄大な景観が望む「サロベツ原野」 

 



 

 

 

 

⑦礼文町

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧利尻町

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

礼文町は、「利尻・礼文・サロベツ国立公園」の中核をなす

日本最北端の離島で、厳しい自然環境が育んだ海抜ゼ

トルより咲き誇る

た、ウニをはじめとする豊饒の海からの新鮮な水

な漁業と観光のまちです。また、

ナリアたち」のロケ撮影を記念し「北のカナリアパーク」が

整備され、新たな観光地としてたくさんの観光客が訪れてい

ます。 

利尻町は、恵まれた自然環境と美しい景観、そして「リ

コンブ」をはじめとする、豊かな利尻の山海の幸と、

人情味のあるもてなし、それが「漁業と観光」という利尻町の

産業の両輪の支えであり、活気と魅力ある町づ

なっています。

礼文町 

⑧利尻町 

●
●
●
●
●
●
●北のカナリアパーク

礼文町は、「利尻・礼文・サロベツ国立公園」の中核をなす

日本最北端の離島で、厳しい自然環境が育んだ海抜ゼ

トルより咲き誇る可憐な高

た、ウニをはじめとする豊饒の海からの新鮮な水

な漁業と観光のまちです。また、

ナリアたち」のロケ撮影を記念し「北のカナリアパーク」が

整備され、新たな観光地としてたくさんの観光客が訪れてい

 

●

●

●

●

●神居海岸パーク

●御崎公園

利尻町は、恵まれた自然環境と美しい景観、そして「リ

コンブ」をはじめとする、豊かな利尻の山海の幸と、

人情味のあるもてなし、それが「漁業と観光」という利尻町の

産業の両輪の支えであり、活気と魅力ある町づ

なっています。 

 

【みどころ】
●スコトン岬
●澄海岬 
●レブンアツモリソウ群生地
●桃岩展望台
●礼文林道コース
●愛とロマンの
●北のカナリアパーク

礼文町は、「利尻・礼文・サロベツ国立公園」の中核をなす

日本最北端の離島で、厳しい自然環境が育んだ海抜ゼ

可憐な高山植物と風

た、ウニをはじめとする豊饒の海からの新鮮な水

な漁業と観光のまちです。また、

ナリアたち」のロケ撮影を記念し「北のカナリアパーク」が

整備され、新たな観光地としてたくさんの観光客が訪れてい

希少な高山植物が咲き誇る最北の花の浮島

【みどころ】

●沓形岬公園

●見返り台公園

●島の駅「海藻の里・利尻」

●利尻山 16

●神居海岸パーク

●御崎公園 

利尻町は、恵まれた自然環境と美しい景観、そして「リ

コンブ」をはじめとする、豊かな利尻の山海の幸と、

人情味のあるもてなし、それが「漁業と観光」という利尻町の

産業の両輪の支えであり、活気と魅力ある町づ
 

【みどころ】
スコトン岬 

レブンアツモリソウ群生地
桃岩展望台 
礼文林道コース 
愛とロマンの 8 時間コース

●北のカナリアパーク 

礼文町は、「利尻・礼文・サロベツ国立公園」の中核をなす

日本最北端の離島で、厳しい自然環境が育んだ海抜ゼ

山植物と風光明

た、ウニをはじめとする豊饒の海からの新鮮な水

な漁業と観光のまちです。また、平成２５年に映画「北のカ

ナリアたち」のロケ撮影を記念し「北のカナリアパーク」が

整備され、新たな観光地としてたくさんの観光客が訪れてい

凛とした空気、青く澄んだ海
希少な高山植物が咲き誇る最北の花の浮島

【みどころ】

沓形岬公園  

見返り台公園  

島の駅「海藻の里・利尻」

16 景 

●神居海岸パーク 

 

利尻町は、恵まれた自然環境と美しい景観、そして「リ

コンブ」をはじめとする、豊かな利尻の山海の幸と、

人情味のあるもてなし、それが「漁業と観光」という利尻町の

産業の両輪の支えであり、活気と魅力ある町づ

未来に誇れる町づくりをめざして
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【みどころ】 

レブンアツモリソウ群生地 

時間コース 
 

礼文町は、「利尻・礼文・サロベツ国立公園」の中核をなす

日本最北端の離島で、厳しい自然環境が育んだ海抜ゼ

光明媚な景勝地、ま

た、ウニをはじめとする豊饒の海からの新鮮な水産物が豊富

平成２５年に映画「北のカ

ナリアたち」のロケ撮影を記念し「北のカナリアパーク」が

整備され、新たな観光地としてたくさんの観光客が訪れてい

凛とした空気、青く澄んだ海
希少な高山植物が咲き誇る最北の花の浮島

【みどころ】 

島の駅「海藻の里・利尻」 

利尻町は、恵まれた自然環境と美しい景観、そして「リ

コンブ」をはじめとする、豊かな利尻の山海の幸と、

人情味のあるもてなし、それが「漁業と観光」という利尻町の

産業の両輪の支えであり、活気と魅力ある町づくりの原動力と

未来に誇れる町づくりをめざして

 

●面積

●人口

●地名の由来

レブン・シリ「沖の・島」

礼文町は、「利尻・礼文・サロベツ国立公園」の中核をなす

日本最北端の離島で、厳しい自然環境が育んだ海抜ゼロメー

勝地、ま

産物が豊富

平成２５年に映画「北のカ

ナリアたち」のロケ撮影を記念し「北のカナリアパーク」が

整備され、新たな観光地としてたくさんの観光客が訪れてい

凛とした空気、青く澄んだ海
希少な高山植物が咲き誇る最北の花の浮島

●面積

●人口

●地名の由来

リ・シリ「高い・島」

利尻町は、恵まれた自然環境と美しい景観、そして「リシリ

コンブ」をはじめとする、豊かな利尻の山海の幸と、温かい

人情味のあるもてなし、それが「漁業と観光」という利尻町の

くりの原動力と

未来に誇れる町づくりをめざして

【概  

面積：81.64k

人口：2,773

地名の由来 

レブン・シリ「沖の・島」

レブンアツモリソウ

凛とした空気、青く澄んだ海
希少な高山植物が咲き誇る最北の花の浮島

【概  

面積：76.51k

人口：2,303

地名の由来 

リ・シリ「高い・島」

島の駅「海藻の里・利尻

未来に誇れる町づくりをめざして

  要】 

81.64k ㎡ 

73 人 

レブン・シリ「沖の・島」

レブンアツモリソウ

凛とした空気、青く澄んだ海 

希少な高山植物が咲き誇る最北の花の浮島

  要】 

76.51k ㎡ 

2,303 人 

リ・シリ「高い・島」 

島の駅「海藻の里・利尻

未来に誇れる町づくりをめざして 

 

レブン・シリ「沖の・島」 

レブンアツモリソウ 

希少な高山植物が咲き誇る最北の花の浮島 

 

島の駅「海藻の里・利尻 
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⑨利尻富士町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩幌延町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【概  要】 

●面積：105.61k ㎡ 

●人口：2,78７人 

●地名の由来 

リ・シリ「高い・島」、平成2 年、 

利尻富士のある町として改称 

【みどころ】 

●利尻山 

●姫沼 

●オタトマリ沼 

●南浜湿原 

火山活動で生まれた利尻島は、すべてが利尻富士の山裾とな
り海抜ゼロメートルまで続いています。また、リシリと名のつ
く高山植物や、澄んだ湖、彫刻のような海岸線など、太古の自
然が今なお残る風景は、清廉で可憐なたたずまいを見せていま
す。また、基幹産業である漁業では、北の荒海にもまれた全国
に名高い「リシリコンブ」の原産地でもあり、澄んだ香りのよ
いダシがとれることで知られています。そして、北の大自然に
恵まれた名水は身体を潤し、離島に湧き出た名湯「利尻富士温
泉」は、利尻山頂を眺めながら、心の疲れを包み込む湯です。 

南浜湿原 

ふるさとの元気と輝きをもとめて 

【概  要】 

●面積：574.1k ㎡ 

●人口：2,447 人 

●地名の由来 

ポロ・ヌプ「大きい・平原」 

【みどころ】 

●サロベツ原野 

●オトンルイ風力発電所 

●トナカイ観光牧場 

●ゆめ地創館 

幌延町は、「利尻・礼文・サロベツ国立公園」の南の玄関口
として、23,000 ヘクタールの広大なサロベツ原野を有する
酪農の町です。町内には、郷土が生んだ書道家、金田心象先生
の書や愛蔵品を展示している「金田心象書道美術館」や、冷涼
な気候を活かした「トナカイ観光牧場」、青いケシなどを栽培
している「北方圏の花園」、原子力機構の「ゆめ地創館」など
文化や娯楽、学習施設が整備されています。夏の名林公園まつ
り、冬のトナカイホワイトフェスタなどのイベントを行って
います。 トナカイホワイトフェスタ 

北半球ど真ん中！北緯 45 度のまち 
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5．定住自立圏のこれまでの取り組み 

 

（1）中心市宣言 

 本市では、平成 21 年 2 月から周辺 9 町村との間で連携の可能性等について協議

を進め、圏域の中心的な役割を担う意思を有することを明らかにする「中心市宣言」

を平成 22 年 3 月 2 日、稚内市議会 3 月定例会において行いました。 

（2）定住自立圏形成協定 

 中心市と周辺町村との間で、連携する項目等について検討・協議を行い、各市町

村議会での議決を経て、平成 23 年 1 月 20 日に宗谷定住自立圏形成協定合同調印

式を実施し、定住自立圏の形成に関する協定を締結しました。また、平成 25 年 12

月 27 日に、公平委員会の共同設置に向けた協定の変更を行っています。 

（3）第１期宗谷定住自立圏共生ビジョンの策定と主な取り組みの経過 

 定住自立圏形成協定に基づき、構成市町村が連携して推進する具体的な取り組み

について、各分野における民間や地域の関係者で構成される、宗谷定住自立圏共生

ビジョン懇談会で議論した結果を踏まえ、平成 23 年 5 月に、第１期宗谷定住自立

圏共生ビジョンを策定しました。 

 

ア．生活機能の強化に係る政策分野 

 産業分野では、豊かな自然や農水産物等の資源を活用し、食のブランド化や周遊

観光ルート、滞在型観光の研究等を行い、地域の特色を生かした広域観光の実現に

より、地域経済への波及効果を拡大しています。 

医療分野では、圏域内の医師数が全道平均を大きく下回る状況の中、市立稚内病

院と圏域内の他の医療機関との情報共有を目的としたネットワーク体制の構築に

向け取り組んでいます。また、産婦人科医師が不在の礼文町に対し、市立稚内病院

が産婦人科医師を派遣し、妊婦健診及び婦人科検診並びに婦人科診療を行うことで、

医療体制を確保し、受診に係る負担を軽減しています。 
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教育分野では、圏域内唯一の大学である稚内北星学園大学が自治体と連携し、生

涯学習機会の拡充を図るとともに、圏域内の図書の相互利用、児童・生徒交流等の

取り組みを進めています。 

その他にも、稚内市消費者センターと町村が連携し、圏域内の消費生活に関する

相談や情報提供、啓発活動を行っています。 

 

イ．結びつきやネットワークの強化に係る政策分野 

圏域住民のニーズに即した交通体系を維持し、将来に亘り持続可能な地域公共交

通の整備・再構築を進めるとともに、利便性や物流機能の向上を図るため、陸・海・

空の交通アクセスの確保と強化等、圏域のネットワーク化に繋がる交通網の整備を

推進しています。 

また、稚内市の光回線整備に伴い、豊富町の携帯電話不通地域解消に向けた取り

組みを行い、当初計画していた不通地域を解消しました。 

 

ウ．圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野 

圏域自治体の各分野における人材育成を推進するため、職員研修を共同実施する

ことにより、人材育成が効率的に推進されるとともに、圏域内の職員間交流を深め

ています。 

 また、平成 26 年 4 月より、圏域内の市町村及び一部事務組合で公平委員会を共

同設置することで、事務の効率化を図っています。 
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6．定住自立圏の形成により目指す圏域の将来像 

 

（1）圏域が目指す将来像 

平成 22 年に 73,447 人であった圏域人口は、平成 27 年 10 月時点で 67,503 人と

なり、5 年間で約 6,000 人も減少しています。さらに、少子化・高齢化が加速度的

に進行しており、生産年齢人口も着実に減少し続けています。  

圏域市町村では、平成 27 年度に人口減少の抑制と活力ある地域社会の創生に向

けて、人口の現状と将来展望を提示する「人口ビジョン」及び、今後 5 年間の目標

や政策の基本的方向、具体的な政策をまとめた「総合戦略」を策定し、各種取り組

みを進めています。 

今後、総合戦略の取り組みをさらに推進し、圏域全体の「地方創生」を実現する

ためには、「宗谷定住自立圏」として、地域間の連携をより一層深めていくことが

必要不可欠です。 

そのため、第 1 期共生ビジョンでの取り組みをさらに推進するとともに、「広域

観光周遊ルート推進事業」による産業の振興や、「移住定住促進事業」による圏域

外からの人口の確保、「機関の共同設置」による圏域自治体機能の強化などの取り

組みを加えた第 2 期共生ビジョンを圏域全体が一丸となって推進し、人口減少の抑

制に努めていかなければなりません。 

本圏域は、定住のために必要な生活機能を圏域全体で確保し、圏域住民が安全で

安心に暮らすことができ、魅力と活力に満ちあふれた圏域を目指します。 

 

（2）圏域における将来推計人口と目標人口 

国立社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」という）による将来推計人口によ

ると、圏域の総人口は、2020（平成 32）年に 64,381 人、2040（平成 52）年に 46,508

人と推計されており、高齢化率については、2040（平成 52）年に 40％を超えると推

計されています。 
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圏域各市町村では、このような状況に歯止めをかけるべく、平成 27 年度に「人口

ビジョン」と「総合戦略」を策定し、各種取り組みを進めているところです。 

本圏域では、各市町村で策定した人口ビジョンを踏まえて、圏域としての目標人口

を設定し、2020（平成 32）年に 63,400 人（高齢化率 32.1％）、2040（平成 52）年に

49,800 人（高齢化率 34.8％）を目指し、圏域各市町村が連携して人口減少の抑制に

繋がる取り組みを進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：1995(H 7)年 ～2015(H27)年：■ 国勢調査 
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7．定住自立圏形成協定に基づき推進する具体的な取り組み 

【取り組み事項一覧】 

視点 分野 施策名 取り組み内容 

生
活
機
能
強
化
に
係
る
政
策
分
野 

産業振興 

圏域観光の推進 

広域観光推進事業 

稚内利尻礼文サロベツ観光誘致宣伝事業 

滞在・体験型観光プログラム開発事業 

広域観光周遊ルート推進事業 

北宗谷地域観光客周遊促進事業 

有害鳥獣被害防止対策 有害鳥獣被害防止対策事業 

水産物の高付加価値化推
進 

水産物高付加価値化推進事業 

港湾・空港の利用促進 港湾・空港利用促進事業 

医療 医療体制の充実 

連携区域における医療ニーズと医療資源(提供体制)の

実態調査 

医療情報のネットワーク化 

医師の労働環境改善事業 

産婦人科医師派遣事業 

福祉 
各種福祉施設のネットワ

ーク化 

子育て支援センター等連携事業 

早期療育通園センター運営事業 

早期療育通園センター交流事業 

在宅医療・介護連携推進事業 

教育・文化 生涯学習機会の充実 

社会教育施設等活用事業 

稚内北星学園大学活用推進事業 

宗谷の歴史遺産調査研究事業 

児童・生徒交流事業 
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視点 分野 施策名 取り組み内容 

生
活
機
能
強
化
に
係
る
政
策
分
野 

教育・文化 

生涯学習機会の充実 

退職教員等人材活用事業 

スポーツ合宿誘致推進事業 

図書サービスのネット 
ワーク化 

広域図書サービス提供事業 

外国語指導助手（ALT）の
効果拡大 

ＡＬＴネットワーク事業 

環境 地域環境圏の構築 環境保全活動推進事業 

防災 圏域内防災体制の整備 災害時相互応援体制整備事業 

その他 消費生活相談体制の強化 消費生活相談体制強化連携事業 

結
び
つ
き
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

強
化
に
係
る
政
策
分
野 

地域公共交通 
生活路線や交通手段の確
保及び強化 

生活交通路線維持事業 

道路等の交通 
インフラ整備 

効率的な交通機能のネット
ワークの形成 

交通インフラ整備推進事業 

移住定住 移住定住の促進 移住定住促進事業 

圏
域
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
能
力
の
強
化
に

係
る
政
策
分
野 

人材の 

育成・強化 

地域の人材の有効活用と
育成・圏域内交流の活性
化 

圏域職員研修事業 

講演会等情報提供事業 

機関の 

共同設置 

自治体事務の効率化と活
用に係る利便性の向上 

公平委員会の共同設置 

行政不服審査会の共同設置 

教育研究所の共同設置 
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ア．生活機能の強化に係る政策分野 

① 産業振興 

①－１圏域観光の推進 

【取り組み内容】 

豊かな自然や農水産物等の資源を活用し、食のブランド化や周遊観光ルート、滞

在型観光等の研究を行い、既存の連携を拡充し、地域の特色を生かした着地型広域

観光の実現により、地域経済への波及効果の拡大を図る。 
 

〈具体的な事業〉 

事 業 名 広域観光推進事業 

関係市町村 全市町村 

事 業 内 容 
圏域の観光資源の魅力を活かし、広域的な観光振興を図る。稚内市観光案内所

を中心に、圏域内 10 市町村の観光情報発信の場として活用する。 

効 果 

広域的に観光振興策に取り組むことで市町村間相互に波及効果が期待できる。

圏域内全市町村の観光情報を適用できる場をつくり、宗谷管内の着地型観光地

としての情報一元化し発信することにより、誘客が図られる。 

事 業 費 

(単位:千円) 

H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 計 

538,961 241,817 231,141 231,141 236,578 1,479,638 

役 割 分 担 各自治体が必要な経費を負担する。 

 

事 業 名 稚内利尻礼文サロベツ観光誘致宣伝事業 

関係市町村 稚内市、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町 

事 業 内 容 
既存の稚内利尻礼文サロベツ観光振興協議会と民間団体が協力・連携しながら、

観光案内版の統一化及び標準化や広告宣伝の共同実施等について取り組む。 

効 果 
利尻礼文サロベツ国立公園を中心とした北宗谷の広域観光の効率的かつ効果的

な誘致宣伝事業の展開を図ることができる。 

事 業 費 

(単位:千円) 

H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 計 

2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 12,250 

役 割 分 担 各自治体が必要な経費を負担する。 

 

  

事業費については、現時点での見込であり、今後変更する可能性があるものとする。 
また、取り組みは行うが具体的な事業費が明確でないものは、   で表記する。 
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事 業 名 滞在・体験型観光プログラム開発事業 

関 係 市 町 村 全市町村 

事 業 内 容 
地場産品、温泉及びスキー場、フットパスコースなど圏域が持つ観光資源を活

用した滞在・体験型観光プログラムの開発に取り組む。 

効 果 滞在型・周遊型観光地としての魅力が向上し、圏域全体の基盤整備が充実する。 

事 業 費 

（単位：千円） 

H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 計 

57,223 71,492 48,552 56,352 33,652 267,271 

役 割 分 担 各自治体が必要な経費を負担する。 

 

事 業 名 広域観光周遊ルート推進事業 

関 係 市 町 村 全市町村 

事 業 内 容 

「日本のてっぺん。きた北海道ルート。」形成計画に基づき、圏域が持つ観

光資源を活用した、滞在・体験型観光プログラムの開発や情報発信、プロモー

ションを行い、インバウンドをはじめとした観光客の周遊を促進する。 

効 果 滞在型・周遊型観光地としての魅力が向上し、圏域全体の基盤整備が充実する。 

事 業 費 

（単位：千円） 

H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 計 

      

役 割 分 担 各自治体が必要な経費を負担する。 

 

事 業 名 北宗谷地域観光客周遊促進事業 

関 係 市 町 村 稚内市、礼文町、利尻町、利尻富士町 

事 業 内 容 
本地域を訪れた個人観光客の利便性向上のため、２次交通機関（フェリー・バ

ス）の乗り放題パスを販売し誘客を図る。 

効 果 個人観光客の本地域で周遊が促進される。 

事 業 費 

（単位：千円） 

H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 計 

5,220 2,000 2,000 2,000 2,000 13,220 

役 割 分 担 各自治体が必要な経費を負担する。 
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①－2 有害鳥獣被害防止対策 

【取り組み内容】 

自然の生態系を保護するとともに、有害鳥獣の有効活用等を含めた有害鳥獣被害

防止対策の連携強化を図る。 

 
〈具体的な事業〉 

事 業 名 有害鳥獣被害防止対策事業 

関 係 市 町 村 全市町村 

事 業 内 容 

有害鳥獣による漁業・農業等の被害情報や具体的対策などについて、情報を共

有するとともに連携体制を強化する。 

捕獲したエゾシカの処理と食肉加工等による地域資源としての有効活用を図

るため、施設整備・利用について、既存施設との連携を踏まえながら検討する。 

効 果 

有害鳥獣による農業等被害及び生活環境被害等の情報を共有し、連携を図るこ

とにより未然防止が期待される。さらには住民生活の安全が確保される。 

地域資源となっているエゾシカ肉の確保が図られる。 

事 業 費 

（単位：千円） 

H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 計 

62,313 61,629 62,629 62,323 62,323 311,217 

役 割 分 担 各自治体が必要な経費を負担する。 

 

①－3 水産物の高付加価値化推進 

【取り組み内容】 

水産業の多様な担い手を育成し、圏域内水産業の振興と活性化を図るため、水産

物の高付加価値化に向けた調査・研究を推進するとともに、協力体制を構築する。 

 

〈具体的な事業〉 

事 業 名 水産物高付加価値化推進事業 

関 係 市 町 村 稚内市、猿払村、浜頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町 

事 業 内 容 

圏域における水産物の高付加価値化実現のために必要な関係機関の支援・協力

等について、自治体間及び地元業者・漁業協同組合との意見交換・協議を行い、

それを基にした取り組みを進める。 

効 果 
水産物の高付加価値化を推進することを通じ、圏域内の水産業の発展が図られ

る。 

事 業 費 

（単位：千円） 

H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 計 

6,697 6,760 6,760 6,760 6,760 33,737 

役 割 分 担 各自治体が必要な経費を負担する。 
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①－4 港湾・空港の利用促進 

【取り組み内容】 

圏域の産業振興のため、港湾・空港の利用促進を図る。 

 
〈具体的な事業〉 

事 業 名 港湾・空港利用促進事業 

関 係 市 町 村 全市町村 

事 業 内 容 

圏域内の港湾及び空港を利用した物流等の可能性について、調査・研究及び

検討を行い、具体的な取り組みに結び付けていく。稚内港については、港湾

施設を圏域の物流の拠点として利用することによる有益な事項について研究

する。また、空港については就航率向上に向けた調査等を行う。 

効 果 
圏域及び各自治体にとってより効率的な物流等システムが構築・推進され、地

域経済の活性化が図られる。 

事 業 費 

（単位：千円） 

H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 計 

14,693 3,970 3,970 3,970 3,970 30,573 

役 割 分 担 各自治体が必要な経費を負担する。 
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② 医療 

②－1 医療体制の充実 

【取り組み内容】 

圏域における医療ニーズと医療資源の実態を把握し、市立稚内病院と圏域内の他

の医療機関との情報共有を目的としたネットワーク体制の構築を図るとともに、医

師の負担軽減に繋がる取り組みを行う。 

 

〈具体的な事業〉 

事 業 名 連携区域における医療ニーズと医療資源（提供体制）の実態調査 

関係市町村 稚内市、猿払村、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町 

事 業 内 容 

患者受診動向、他医療圏域への受診実態、医療従事者の充足状況、医療機器等

の整備状況、各病院の標榜科目の状況、救急医療の実態、医療関係者に対する

意識調査等を行なうことにより、圏域の実態を的確に把握する。 

効 果 
医療ニーズと医療資源を把握することにより、課題の洗い出しと対応方法の検

討に資する。 

事 業 費 

(単位：千円) 

H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 計 

      

役 割 分 担 各自治体が必要な経費を負担する。 

 

事 業 名 医療情報のネットワーク化 

関係市町村 稚内市、猿払村、浜頓別町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町 

事 業 内 容 

道北北部医療連携ネットワークシステム（ポラリスネットワーク）の活用や、

電子カルテシステム、その他の情報連携方法により、最も適した患者医療デー

タ等のネットワーク化を図る。 

効 果 

事前にセンター病院の医師と周辺病院の医師が患者対応を協議できる。また、

救急患者の搬送時などにも事前に情報を確認できるなど、有効な活用が図られ

る。 

事 業 費 

(単位：千円) 

H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 計 

      

役 割 分 担 各自治体が必要な経費を負担する。 
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事 業 名 医師の労働環境改善事業 

関 係 市 町 村 稚内市、猿払村、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町 

事 業 内 容 
周辺医療機関における医師の事務量軽減を目的とした事務職員の研修・養成

を、センター病院において実施する。 

効 果 
医師の事務負担の軽減が図られ、人的資源が不足する中での地域医療の維持に

資する。 

事 業 費 

（単位：千円） 

H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 計 

      

役 割 分 担 各自治体が必要な経費を負担する。 

 

事 業 名 産婦人科医師派遣事業 

関 係 市 町 村 稚内市、礼文町 

事 業 内 容 
礼文町からの要請により市立稚内病院が礼文町国民健康保険船泊診療所に産

婦人科医師を派遣し、妊婦健診及び婦人科検診並びに婦人科診療を行う。 

効 果 
島外に出なければ受診できない離島地域の医療環境が改善されることにより、

受診者への多面的な安心の提供と受診者の負担軽減が図られる。 

事 業 費 

（単位：千円） 

H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 計 

2,494 2,494 2,494 2,494 2,494 12,470 

役 割 分 担 
稚内市は、礼文町への産婦人科医師の派遣を行う。礼文町は妊婦健診等に伴い

発生する費用及び、医師の派遣に要する費用を負担する。 
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③ 福祉 

③－1 各種福祉施設のネットワーク化 

【取り組み内容】 

圏域住民の相互利用と支援体制の整備を進めるとともに、子育てネットワーク

や在宅医療・介護連携等の強化を図る。 

 
〈具体的な事業〉 

事 業 名 子育て支援センター等連携事業 

関 係 市 町 村 全市町村 

事 業 内 容 

子育て支援情報の収集・提供及び支援者の人材育成について、既存のネットワ

ーク（宗谷管内子育て支援センター連絡会）を活用しながら連携を図り、圏域

における子育て支援機能の充実と安心して子育てができる環境整備を促進す

る。 

効 果 
各自治体が持つ子育て支援情報を共有することにより、子育て支援の充実が図

られるとともに、新たな事業の広域実施が期待できる。 

事 業 費 

（単位：千円） 

H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 計 

170,574 164,915 164,915 164,915 164,915 830,234 

役 割 分 担 各自治体が必要な経費を負担する。 

 

事 業 名 早期療育通園センター運営事業 

関 係 市 町 村 稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、利尻町、利尻富士町 

事 業 内 容 

圏域内に設置する児童発達支援事業所等（稚内市早期療育通園センター、南宗

谷子ども通園センター、利尻富士町母子通園センター）において、発達の遅れ

や障がいがある子ども（主に幼児）を対象とした早期療育を行う。 

効 果 
圏域内の発達の遅れや障がいがある子どもが、能力に応じて自立した日常生活

を営むことができるようになる。 

事 業 費 

（単位：千円） 

H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 計 

27,861 28,168 28,168 28,168 28,168 140,533 

役 割 分 担 各自治体が必要な経費を負担する。 
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事 業 名 早期療育通園センター交流事業 

関 係 市 町 村 稚内市、礼文町、利尻富士町 

事 業 内 容 

発達の遅れや障がいがある子ども（主に幼児）を対象とした早期療育を行う「稚

内市早期療育通園センター」、「利尻富士町母子通園センター」、「礼文町母

子通園サブセンター」が連携し、保護者間の交流や職員研修を合同で開催する。 

効 果 
保護者の孤立化解消や子育て力の強化が期待される。また、研修により、職

員の資質の向上が図られ、子どもの健やかな発達を促すことができる。 

事 業 費 

（単位：千円） 

H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 計 

288 288 288 288 288 1,440 

役 割 分 担 各自治体が必要な経費を負担する。 

 

事 業 名 在宅医療・介護連携推進事業 

関 係 市 町 村 稚内市、猿払村、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町 

事 業 内 容 

医療と介護の双方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい

生活を続けられるよう、在宅医療・介護サービスを一体的に提供するために、

在宅に関する医療機関と介護サービス事業所等の関係者の連携を推進する。 

また、関係市町村が連携し、広域連携が必要な事項について協議する。 

効 果 

医療依存度（在宅酸素、人工呼吸器、経管栄養、神経難病、がん末期など）が

高い、終末期などの状態になっても、自宅での生活を選択することができる。 

関係市町村が連携し協力体制を構築することにより、センター病院との連携が

図りやすくなる。 

事 業 費 

（単位：千円） 

H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 計 

4,083 4,100 7,000 7,000 7,000 29,183 

役 割 分 担 

稚内市は、関係町村の連携に係る会議の開催など、保健所の協力を得ながら、

連携町村との調整を図り、在宅における医療と介護の連携体制を整備する。関

係町村は、センター病院と介護サービス事業所等との連携体制を整備するとと

もに、各自治体が必要な経費を負担する。 
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④ 教育・文化 

④－1 生涯学習機会の充実 

【取り組み内容】 

体育・文化施設の相互利用及び、スポーツ合宿誘致推進によるスポーツの振興を

図る。歴史資料等の共有・研究、児童・生徒の交流を行うとともに、稚内北星学園

大学の活用を推進し、地域住民の生涯学習機会の充実を図る。 

 
〈具体的な事業〉 

事 業 名 社会教育施設等活用事業 

関 係 市 町 村 全市町村 

事 業 内 容 

各市町村が持つ体育・文化施設の相互利用を推進し、各施設で行われているイ

ベントや各種講演等の情報交換を行なうことにより、生涯学習の機会を提供す

る。 

効 果 相互交流・学習機会の増加が図られ、圏域住民交流及び活性化へ繋がる。 

事 業 費 

（単位：千円） 

H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 計 

940,100 1,007,380 1,076,117 1,103,475 1,071,365 5,198,437 

役 割 分 担 各自治体が必要な経費を負担する。 

 

事 業 名 稚内北星学園大学活用推進事業 

関 係 市 町 村 全市町村 

事 業 内 容 
圏域内唯一の大学である稚内北星学園大学と連携し、より充実した学習の場を

圏域住民へ提供する。 

効 果 
圏域住民の学習機会増加が図られる。さらには、大学及び住民のスキルアッ

プに繋がる。 

事 業 費 

（単位：千円） 

H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 計 

206,966 210,809 215,849 216,989 216,589 1,067,202 

役 割 分 担 
稚内市北星学園大学の支援については、稚内市が行う。 

大学活用に要する経費は、各自治体が負担する。 

 

事 業 名 宗谷の歴史遺産調査研究事業 

関 係 市 町 村 全市町村 

事 業 内 容 
圏域内における学芸員のネットワークを利用し、様々なテーマで調査研究した

成果を各市町村で巡回展示し、歴史講座を開催する。 

効 果 
歴史調査から地域を探る住民意識の向上が期待されるほか、総合的な学習や観

光誘致等への活用も可能になる 

事 業 費 

（単位：千円） 

H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 計 

117,200 141,305 26,337 25,404 25,384 335,630 

役 割 分 担 各自治体が必要な経費を負担する。 
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事 業 名 児童・生徒交流事業 

関 係 市 町 村 全市町村 

事 業 内 容 児童・生徒を対象とした交流事業を行い、相互の歴史や文化などを学ぶ。 

効 果 交流により視野を広め、郷土を愛する心を育てられる。 

事 業 費 

（単位：千円） 

H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 計 

50 0 50 0 50 150 

役 割 分 担 各自治体が必要な経費を負担する。 

 

事 業 名 退職教員等人材活用事業 

関 係 市 町 村 稚内市、利尻町 

事 業 内 容 学習指導や教育相談、特別支援教育を行うため、退職教員等の人材派遣を行う。 

効 果 
子どもたちが、より学びやすい環境づくりを行うことにより、学力向上が期待

できる。 

事 業 費 

（単位：千円） 

H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 計 

      

役 割 分 担 各自治体が相互に情報交換を行い、必要な経費を負担する。 

 

事 業 名 スポーツ合宿誘致推進事業 

関 係 市 町 村 全市町村 

事 業 内 容 
スポーツ合宿に関する情報の共有・発信及び、体育施設等の調整を行い圏域内

の合宿の取り組みを推進する。 

効 果 圏域内のスポーツ振興と地域の活性化が図られる。 

事 業 費 

（単位：千円） 

H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 計 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 40,000 

役 割 分 担 
稚内市は、各町村に合宿の受入れに関する情報提供等を行う。 

合宿の受入れに要する経費は、各自治体が負担する。 
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④－2 図書サービスのネットワーク化 

【取り組み内容】 

圏域内において、住民がどこの図書館の蔵書であっても身近なところから貸出、

返却のサービスを受けられるよう図書サービスのネットワーク化を図る。 

 
〈具体的な事業〉 

事 業 名 広域図書サービス提供事業 

関 係 市 町 村 稚内市、猿払村、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、幌延町 

事 業 内 容 
圏域内の公共図書館等が連携・協力して図書サービスのネットワーク化を構築

する。 

効 果 
圏域内の住民が、どこの自治体の蔵書であっても身近なところから貸出・返却

できるようになり、情報格差の解消に繋がる。 

事 業 費 

（単位：千円） 

H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 計 

89,985 83,397 81,009 83,399 83,399 421,189 

役 割 分 担 各自治体が必要な経費を負担する。 

 

④－3 外国語指導助手（ＡＬＴ）の効果拡大 

【取り組み内容】 

圏域内の外国語指導助手の効果的・効率的な活用を図るため、英語指導のレッス

ンプランの研究や研修等を行う。 

 

〈具体的な事業〉 

事 業 名 ＡＬＴネットワーク事業 

関 係 市 町 村 稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、豊富町、利尻町、利尻富士町 

事 業 内 容 
管内のＡＬＴの有効活用を図るため、授業の進め方や日本での生活等に関する

情報交換の機会を提供する。 

効 果 効果的・効率的な外国語指導が可能になり、圏域の外国語学力の向上に繋がる。 

事 業 費 

（単位：千円） 

H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 計 

35,109 34,647 34,647 34,647 34,647 173,697 

役 割 分 担 各自治体が必要な経費を負担する。 
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⑤ 環境 

⑤－1 地域環境圏の構築 

【取り組み内容】 

地球温暖化防止に向けた環境保全活動について、各種情報や今後に向けてのビ

ジョンを圏域全体で共有し、循環型社会の形成に係る取り組み等を推進すること

により、地域環境圏の構築を図る。 

 
〈具体的な事業〉 

事 業 名 環境保全活動推進事業 

関 係 市 町 村 全市町村 

事 業 内 容 
圏域内市町村で環境保全活動に対する情報を共有し、循環型社会の形成に係る

取り組みを推進する。 

効 果 

圏域全体で共通の目標を持つことによって、より効果的な取り組みが可能にな

り、行政・事業者・住民各々が主体的に行動を起こせるような、圏域を挙げて

の環境保全活動が推進される。 

事 業 費 

（単位：千円） 

H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 計 

67,781 110,253 54,353 66,744 70,256 369,387 

役 割 分 担 各自治体が必要な経費を負担する。 

 

⑥ 防災 

⑥－1 圏域内防災体制の整備 

【取り組み内容】 

災害の発生に備え、防災関係に関する相互応援体制を確立する。 

 
〈具体的な事業〉 

事 業 名 災害時相互応援体制整備事業 

関 係 市 町 村 全市町村 

事 業 内 容 

圏域内の市町村で相互応援協定を締結し、大規模災害時の相互応援体制の強化

や災害時用備蓄品の相互活用を行う。また、各市町村それぞれが、資機材確保

や各種関係機関と応援協定を締結するなど防災力向上に努める。 

効 果 
各自治体が連携を図ることにより、災害時における圏域全体の防災力が向上す

る。 

事 業 費 

（単位：千円） 

H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 計 

25,143 23,836 23,418 21,715 21,203 115,315 

役 割 分 担 
各自治体が必要に応じて協定を締結する。 

災害時用備蓄品などの費用については、各自治体が必要な経費を負担する。 
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⑦ その他 

⑦－1 消費生活相談体制の強化 

【取り組み内容】 

圏域内の消費生活に関する安全・安心確保のため、多様化する消費生活問題へ

の取り組み体制を強化する。 

 
〈具体的な事業〉 

事 業 名 消費生活相談体制強化連携事業 

関 係 市 町 村 全市町村 

事 業 内 容 
稚内市消費者センターと各自治体が連携し、圏域内の消費生活に関する相談や

情報提供、啓発活動を行う。 

効 果 
消費生活に関する取り組みの効率化及び消費生活相談員の資質向上が図られ、

消費者被害の防止に繋がる。 

事 業 費 

（単位：千円） 

H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 計 

9,807 9,813 9,813 9,813 9,813 49,059 

役 割 分 担 各自治体が必要な経費を負担する。 
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イ．結びつきやネットワークの強化に係る政策分野 

① 地域公共交通 

①－1 生活路線や交通手段の確保及び強化 

【取り組み内容】 

圏域住民の利便性の向上を図るため、圏域内における公共交通手段の確保と強化

を推進する。 

 
〈具体的な事業〉 

事 業 名 生活交通路線維持事業 

関 係 市 町 村 全市町村 

事 業 内 容 

圏域内を結ぶ路線バス等の生活路線を維持するため、運行事業者等に対して支

援を行うとともに、圏域住民の交通手段の確保に向けた調査・研究・要望を行

う。 

効 果 
圏域内における公共交通の利便性が確保されることにより、圏域住民が安心し

て生活できるようになる。 

事 業 費 

（単位：千円） 

H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 計 

248,370 241,850 241,850 241,850 241,850 1,215,770 

役 割 分 担 各自治体が必要な経費を負担する。 

 

② 道路等の交通インフラ整備 

②－1 効率的な交通機能のネットワークの形成 

【取り組み内容】 

圏域住民の利便性や物流機能の向上を図るため、陸・海・空の交通アクセスの確

保と強化等、圏域のネットワーク化に繋がる交通網の整備を推進する。 

 
〈具体的な事業〉 

事 業 名 交通インフラ整備推進事業 

関 係 市 町 村 全市町村 

事 業 内 容 
各自治体が連携しながら、圏域住民の利便性に繋がる道路・空港・鉄道・港湾

等の交通インフラ整備推進に向けた取り組みを行う。 

効 果 

圏域全体で交通インフラ整備を推進することにより、早期整備の実現に繋がる

とともに、各自治体間の連携強化や地域経済の活性化、住民生活の安定等が図

られる。 

事 業 費 

（単位：千円） 

H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 計 

2,343 2,143 2,143 2,143 2,143 10,915 

役 割 分 担 各自治体が必要な経費を負担する。 
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③ 移住定住 

③－1 移住定住の促進 

【取り組み内容】 

圏域内への移住者の増加、定住の促進を図るため、情報の共有や発信など連携体

制を構築する。 

 
〈具体的な事業〉 

事 業 名 移住定住促進事業 

関 係 市 町 村 全市町村 

事 業 内 容 

圏域内外の住民との交流、移住、定住を促進するため、交流、移住、定住に関

する受入体制、体験プログラム、イベント情報などを共有し、情報発信に取り

組む。 

効 果 効率的な情報発信を行うことにより、圏域内への移住人口の増加が図られる。 

事 業 費 

（単位：千円） 

H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 計 

143,524 18,655 18,655 18,655 18,655 218,144 

役 割 分 担 各自治体が必要な経費を負担する。 
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ウ．圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野 

① 人材の育成・強化 

①－1 地域の人材の有効活用と育成・圏域内交流の活性化 

【取り組み内容】 

各分野における圏域としての能力向上を見据えた人材育成を推進する。圏域内に

おける職員研修の充実や住民交流の活性化を図る。 

 
〈具体的な事業〉 

事 業 名 圏域職員研修事業 

関 係 市 町 村 全市町村 

事 業 内 容 
稚内市で実施する職員研修に周辺町村の職員を受け入れるなど、圏域内の自治

体職員の能力向上に向けた研修を共同で実施する。 

効 果 
共同で実施することにより選択可能な研修メニューの幅が広がり、人材育成が

効率的に推進されるとともに、圏域内の職員間交流が深まる。 

事 業 費 

（単位：千円） 

H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 計 

13,524 13,117 13,531 13,117 13,531 66,820 

役 割 分 担 各自治体が必要な経費を負担する。 

 

事 業 名 講演会等情報提供事業 

関 係 市 町 村 全市町村 

事 業 内 容 
圏域内市町村において行政・企業・団体等が開催する各種講演会や勉強会、催

し物等の情報を互いに提供し合い、圏域住民へ周知を図る。 

効 果 
各種講演会等に関する情報を圏域で共有することにより、住民の選択肢が充実

し、学習機会が増えるとともに圏域住民間の交流につながる。 

事 業 費 

（単位：千円） 

H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 計 

750 1,000 1,000 1,000 1,000 4,750 

役 割 分 担 各自治体が必要な経費を負担する。 
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② 機関の共同設置 

②－1 自治体事務の効率化と活用に係る利便性の向上 

【取り組み内容】 

行政委員会等の機関を圏域内で共同設置し、効果的で効率的な事務を推進する。 

 
〈具体的な事業〉 

事 業 名 公平委員会の共同設置 

関 係 市 町 村 全市町村 

事 業 内 容 圏域内市町村及び一部事務組合により公平委員会を共同設置する。 

効 果 事務の効率化や公平委員会事務の専門性・中立性が確保される。 

事 業 費 

（単位：千円） 

H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 計 

645 645 645 645 645 3,225 

役 割 分 担 各自治体が必要な経費を負担する。 

 

事 業 名 行政不服審査会の共同設置 

関 係 市 町 村 全市町村 

事 業 内 容 圏域内市町村により行政不服審査会を共同設置する。 

効 果 事務の効率化や行政不服審査会事務の専門性・中立性が確保される。 

事 業 費 

（単位：千円） 

H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 計 

325 325 325 325 325 1,625 

役 割 分 担 各自治体が必要な経費を負担する。 

 

事 業 名 教育研究所の共同設置 

関 係 市 町 村 全市町村 

事 業 内 容 圏域内市町村により教育研究所を設置する。 

効 果 
学校の教育実践に役立つ調査、具体的資料等の作成や提供、専門性の高い援助

を行うことで、圏域内の教育の充実が図られる。 

事 業 費 

（単位：千円） 

H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 計 

7,166 7,327 7,327 7,327 7,498 36,645 

役 割 分 担 各自治体が必要な経費を負担する。 
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【資料１】

ア　生活機能の強化に係る政策分野
①　産業振興 H28事業費 H29事業費 H30事業費 H31事業費 H32事業費 計

687,557 390,118 357,502 364,996 347,733 2,147,906

①―１　圏域観光の推進

H28 H29 H30 H31 H32 計

538,961 241,817 231,141 231,141 236,578 1,479,638

稚内市 観光客誘致促進事業
通年で観光客の充実誘致のために事業を展開をしている,わっかない
観光活性化促進協議会に事業費補助を行う。

84,500 84,500 84,500 84,500 84,500 422,500

稚内市 宗谷観光連盟負担金
宗谷地方の観光産業、地域経済の発展を目的とした事業を展開する
連盟への負担金の事業費補助を行う。

880 880 880 880 880 4,400

稚内市 誘致宣伝事業 各種媒体を活用した広告宣伝を実施する。 20,485 31,161 20,485 20,485 25,922 118,538

稚内市 圏域情報共有・発信事業
稚内市観光案内所を中心に、圏域内10市町村の観光情報等を発信す
る。

-

猿払村 猿払村観光協会補助金 観光協会に対する補助金の事業費補助を行う。 32,460 35,000 35,000 35,000 35,000 172,460

猿払村 圏域情報共有・発信事業
稚内市観光案内所を中心に、圏域内10市町村の観光情報等を発信す
る。

-

浜頓別町 各種イベント開催事業
イベント充実のために事業展開している観光協会に事業費補助を行
う。

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000

浜頓別町 宗谷観光連盟負担金
宗谷地方の観光産業、地域経済の発展を目的とした事業を展開する
連盟への負担金の事業費補助を行う。

315 315 315 315 315 1,575

浜頓別町 南宗谷観光推進連絡協議会負担金 南宗谷観光推進連絡協議会に対する負担金の事業費補助を行う。 10 10 10 10 10 50

浜頓別町 圏域情報共有・発信事業
稚内市観光案内所を中心に、圏域内10市町村の観光情報等を発信す
る。

-

中頓別町 観光イベント振興事業 北緯４５度夏まつり、北緯４５度しばれまつり運営費の助成を行う。 872 872 872 872 872 4,360

中頓別町 観光協会運営事業補助金 観光協会の事業に対し助成し、観光産業の振興を図る。 5,090 5,090 5,090 5,090 5,090 25,450

中頓別町 南宗谷観光推進連絡協議会負担金 南宗谷観光推進連絡協議会に対する負担金の事業費補助を行う。 10 10 10 10 10 50

中頓別町 観光振興事業
道の駅を拠点とする体験観光や各種イベントを実施し、観光客の集客
促進を図る。

8,741 8,741 8,741 8,741 8,741 43,705

（事業費についてはH28.8時点での見込であり、今後変更していく可能性があるものとする。また、取組は行うが具体的な事業費が明確でないものについて、　　　　　　　　で表記する。

宗谷定住自立圏　事業一覧表

市町村名 事業名 事業概要
事業費（千円）

広域観光推進事業

備考

- 1 -



【資料１】

H28 H29 H30 H31 H32 計

中頓別町 圏域情報共有・発信事業
稚内市観光案内所を中心に、圏域内10市町村の観光情報等を発信す
る。

-

枝幸町 宗谷観光連盟事業 宗谷観光連盟の運営等に対する負担金。 376 376 376 376 376 1,880

枝幸町 各種イベント開催事業
観光協会、各種団体（実行委員会）が開催する観光イベント等に対す
る補助金。

10,487 10,487 10,487 10,487 10,487 52,435

枝幸町 観光プロモーション推進事業
道内外への観光ＰＲ及び特産品販路拡大経費等に対する負担金・補
助金。

1,933 1,933 1,933 1,933 1,933 9,665

枝幸町 観光協会運営事業 観光協会の運営等に対する負担金。 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 92,500

枝幸町 南宗谷観光推進連絡協議会事業 南宗谷観光推進連絡協議会に対する負担金の事業費補助を行う。 10 10 10 10 10 50

枝幸町 圏域情報共有・発信事業
稚内市観光案内所を中心に、圏域内10市町村の観光情報等を発信す
る。

-

豊富町
コミュニティセンター（総合案内所・道の駅・交
流施設）建設事業
駐車場整備事業

アトピー性皮膚炎、乾癬等に効果があるとされ長期療養者の滞在環境
と観光客受け入れ環境を年次計画的に整備する。

310,360 0 0 0 0 310,360

豊富町 日帰り浴場改修事業
アトピー性皮膚炎、乾癬等に効果があるとされ長期療養者の滞在環境
と観光客受け入れ環境を年次計画的に整備する。

-

豊富町 北海道観光機構・宗谷観光連盟等負担金
観光宣伝事業として、特産品ＰＲ及びイベント事業展開に伴う負担金
の補助を行う。

953 953 953 953 953 4,765

豊富町 圏域情報共有・発信事業
稚内市観光案内所を中心に、圏域内10市町村の観光情報等を発信す
る。

0

礼文町 宗谷観光連盟負担金
宗谷地域の観光産業、地域経済の発展を目的とした事業を展開する
連盟への負担金の事業費補助を行う。

373 373 373 373 373 1,865

礼文町 圏域情報共有・発信事業
稚内市観光案内所を中心に、圏域内10市町村の観光情報等を発信す
る。

0

利尻町 宗谷観光連盟負担金 宗谷地方の観光振興推進事業に係る負担金。 250 250 250 250 250 1,250

利尻町 圏域情報共有・発信事業
稚内市観光案内所を中心に、圏域内10市町村の観光情報等を発信す
る。

-

利尻富士町 宗谷観光連盟負担金
宗谷地域の観光産業、地域経済の発展を目的とした事業を展開する
連盟への負担金の事業費補助を行う。

327 327 327 327 327 1,635

利尻富士町 利尻礼文観光振興協議会負担金 利尻礼文観光振興協議会に対する負担金の事業費補助を行う。 750 750 750 750 750 3,750

利尻富士町 利尻富士町観光協会補助金 利尻富士町観光協会に対する負担金の事業費補助を行う。 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 57,500

市町村名 事業名 事業概要
事業費（千円）

備考

- 2 -
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H28 H29 H30 H31 H32 計

利尻富士町 圏域情報共有・発信事業
稚内市観光案内所を中心に、圏域内10市町村の観光情報等を発信す
る。

-

幌延町 宗谷観光連盟負担金
宗谷地域の観光産業、地域経済の発展を目的とした事業を展開する
連盟への負担金の事業費補助を行う。

96 96 96 96 96 480

幌延町 トナカイホワイトフェスタ開催事業
クリスマス時期にトナカイ観光牧場を舞台に、冬の観光イベントを行
い、集客を図る。

806 806 806 806 806 4,030

幌延町 トナカイ観光牧場花壇管理事業 北方圏の花とブルーポピーの観光花壇の整備を行う。 6,393 6,393 6,393 6,393 6,393 31,965

幌延町 トナカイ観光牧場管理委託事業 トナカイ観光牧場の管理委託を行う。 16,415 16,415 16,415 16,415 16,415 82,075

幌延町 おもしろ科学館屋外イベント開催事業
おもしろ科学館の集客のため、屋外でキャラクターショー等を開催す
る。

3,069 3,069 3,069 3,069 3,069 15,345

幌延町 圏域情報共有・発信事業
稚内市観光案内所を中心に、圏域内10市町村の観光情報等を発信す
る。

-

2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 12,250

稚内市
稚内・利尻・礼文サロベツ観光振興協議会負
担金

国立公園地域の観光振興と観光客誘致を目的とした事業を実施する
協議会への負担金の事業費補助を行う。

700 700 700 700 700 3,500

豊富町
稚内・利尻・礼文サロベツ観光振興協議会負
担金

国立公園地域の観光振興と観光客誘致を目的とした事業を実施する
協議会への負担金の事業費補助を行う。

350 350 350 350 350 1,750

礼文町
稚内・利尻・礼文サロベツ観光振興協議会負
担金

国立公園地域の観光振興と観光客誘致を目的とした事業を実施する
協議会への負担金の事業費補助を行う。

350 350 350 350 350 1,750

利尻町
稚内・利尻・礼文サロベツ観光振興協議会負
担金

国立公園地域の観光振興と観光客誘致を目的とした事業を実施する
協議会への負担金の事業費補助を行う。

350 350 350 350 350 1,750

利尻富士町
稚内・利尻・礼文サロベツ観光振興協議会負
担金

国立公園地域の観光振興と観光客誘致を目的とした事業を実施する
協議会への負担金の事業費補助を行う。

350 350 350 350 350 1,750

幌延町
稚内・利尻・礼文サロベツ観光振興協議会負
担金

国立公園地域の観光振興と観光客誘致を目的とした事業を実施する
協議会への負担金の事業費補助を行う。

350 350 350 350 350 1,750

57,223 71,492 48,552 56,352 33,652 267,271

稚内市 滞在・体験型観光プログラム開発事業
圏域が持つ観光資源を活用した滞在・体験型観光プログラムの開発
に取り組む。

-

稚内市 北オホーツク観光ルート開発事業 通過型観光が主となっている北オホーツク観光の開発研究を行う。 -

猿払村 滞在・体験型観光プログラム開発事業
圏域が持つ観光資源を活用した滞在・体験型観光プログラムの開発
に取り組む。

-

猿払村 道の駅「さるふつ公園」管理運営事業 道の駅（さるふつ公園）の管理運営等を行う。 10,823 28,500 10,000 10,000 10,000 69,323

市町村名 事業名 事業概要
事業費（千円）

稚内利尻礼文サロベツ観光誘致宣伝事業

滞在・体験型観光プログラム開発事業

備考

- 3 -
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H28 H29 H30 H31 H32 計

猿払村 北オホーツク観光ルート開発事業 通過型観光が主となっている北オホーツク観光の開発研究を行う。 -

浜頓別町 滞在・体験型観光プログラム開発事業
圏域が持つ観光資源を活用した滞在・体験型観光プログラムの開発
に取り組む。

-

浜頓別町 北オホーツク観光ルート開発事業 通過型観光が主となっている北オホーツク観光の開発研究を行う。 -

中頓別町
鍾乳洞ジオツーリズム創出による地域力再生
プロジェクト事業

鍾乳洞を核としたジオツーリズム活動を推進する。 185 185 185 185 185 925

中頓別町 そうや自然学校事業
自然環境をフィールドとした生涯活動の推進、環境教育、体験型観光
等の活動を地域住民、行政、地域産業等と協働し地域内外の交流を
推進する。

9,896 9,896 9,896 9,896 9,896 49,480

中頓別町 滞在・体験型観光プログラム開発事業
圏域が持つ観光資源を活用した滞在・体験型観光プログラムの開発
に取り組む。

-

中頓別町 北オホーツク観光ルート開発事業 通過型観光が主となっている北オホーツク観光の開発研究を行う。 -

枝幸町 観光拠点施設管理運営事業
保養施設（ホテルニュー幸林、うたのぼりグリーンパークホテル）の管
理運営等に対する負担金。

-

枝幸町 健康回復村管理運営事業 健康回復村施設の管理運営等に対する負担金 -

枝幸町 滞在・体験型観光プログラム開発事業
圏域が持つ観光資源を活用した滞在・体験型観光プログラムの開発
に取り組む。

-

枝幸町
道の駅「マリーンアイランド岡島」管理運営事
業

道の駅（マリーンアイランド岡島）の管理運営等を行う。 7,811 7,811 7,811 7,811 7,811 39,055

枝幸町 北オホーツク観光ルート開発事業 通過型観光が主となっている北オホーツク観光の開発研究を行う。 -

豊富町 温泉スキー場整備事業 安全なスキー場リフト運営のため、定期的な機器点検整備を行う。 5,508 6,100 4,660 27,460 4,760 48,488

豊富町 滞在・体験型観光プログラム開発事業
圏域が持つ観光資源を活用した滞在・体験型観光プログラムの開発
に取り組む。

-

礼文町 滞在まちづくり促進事業
滞在まちづくり促進事業を実施する北宗谷広域観光推進協議会に事
業費補助を行う。

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000

礼文町 滞在・体験型観光プログラム開発事業
圏域が持つ観光資源を活用した滞在・体験型観光プログラムの開発
に取り組む。

-

利尻町 滞在・体験型観光プログラム開発事業
圏域が持つ観光資源を活用した滞在・体験型観光プログラムの開発
に取り組む。

22,000 18,000 15,000 0 0 55,000

利尻富士町 滞在・体験型観光プログラム開発事業
圏域が持つ観光資源を活用した滞在・体験型観光プログラムの開発
に取り組む。

-

事業概要
事業費（千円）

市町村名 事業名 備考

- 4 -



【資料１】

H28 H29 H30 H31 H32 計

幌延町 滞在・体験型観光プログラム開発事業
圏域が持つ観光資源を活用した滞在・体験型観光プログラムの開発
に取り組む。

-

-             -             -             -             -             -                

稚内市 広域観光周遊ルート推進事業
「日本のてっぺん。きた北海道ルート。」形成計画に基づき、滞在・体験
型プログラムの開発や情報発信やプロモーションを行う。

-

猿払村 広域観光周遊ルート推進事業
「日本のてっぺん。きた北海道ルート。」形成計画に基づき、滞在・体験
型プログラムの開発や情報発信やプロモーションを行う。

-

浜頓別町 広域観光周遊ルート推進事業
「日本のてっぺん。きた北海道ルート。」形成計画に基づき、滞在・体験
型プログラムの開発や情報発信やプロモーションを行う。

-

中頓別町 広域観光周遊ルート推進事業
「日本のてっぺん。きた北海道ルート。」形成計画に基づき、滞在・体験
型プログラムの開発や情報発信やプロモーションを行う。

-

枝幸町 広域観光周遊ルート推進事業
「日本のてっぺん。きた北海道ルート。」形成計画に基づき、滞在・体験
型プログラムの開発や情報発信やプロモーションを行う。

-

豊富町 広域観光周遊ルート推進事業
「日本のてっぺん。きた北海道ルート。」形成計画に基づき、滞在・体験
型プログラムの開発や情報発信やプロモーションを行う。

-

礼文町 広域観光周遊ルート推進事業
「日本のてっぺん。きた北海道ルート。」形成計画に基づき、滞在・体験
型プログラムの開発や情報発信やプロモーションを行う。

-

利尻町 広域観光周遊ルート推進事業
「日本のてっぺん。きた北海道ルート。」形成計画に基づき、滞在・体験
型プログラムの開発や情報発信やプロモーションを行う。

-

利尻富士町 広域観光周遊ルート推進事業
「日本のてっぺん。きた北海道ルート。」形成計画に基づき、滞在・体験
型プログラムの開発や情報発信やプロモーションを行う。

-

幌延町 広域観光周遊ルート推進事業
「日本のてっぺん。きた北海道ルート。」形成計画に基づき、滞在・体験
型プログラムの開発や情報発信やプロモーションを行う。

-

5,220 2,000 2,000 2,000 2,000 13,220

稚内市 北宗谷地域観光客周遊促進事業
本地域を訪れた個人観光客の利便性向上のため、2次交通機関（フェ
リー・バス）の乗り放題パスを販売し誘客を図る。

5,220 2,000 2,000 2,000 2,000 13,220

礼文町 北宗谷地域観光客周遊促進事業
本地域を訪れた個人観光客の利便性向上のため、2次交通機関（フェ
リー・バス）の乗り放題パスを販売し誘客を図る。

-

利尻町 北宗谷地域観光客周遊促進事業
本地域を訪れた個人観光客の利便性向上のため、2次交通機関（フェ
リー・バス）の乗り放題パスを販売し誘客を図る。

-

利尻富士町 北宗谷地域観光客周遊促進事業
本地域を訪れた個人観光客の利便性向上のため、2次交通機関（フェ
リー・バス）の乗り放題パスを販売し誘客を図る。

-

合計 603,854 317,759 284,143 291,943 274,680 1,772,379

広域観光周遊ルート推進事業

市町村名 事業名 事業概要
事業費（千円）

北宗谷地域観光客周遊促進事業

備考
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【資料１】

①―２　有害鳥獣被害防止対策

H28 H29 H30 H31 H32 計

62,313 61,629 62,629 62,323 62,323 311,217

稚内市 とど被害防止対策事業 漁業資源の食害、漁具被害防止に係るとどの駆除を行う。 -

稚内市 有害鳥獣被害防災対策事業 有害鳥獣の駆除を行う。 8,154 6,628 6,628 6,322 6,322 34,054

稚内市 有害鳥獣被害防止対策連携強化事業
有害鳥獣による農業等の被害情報や具体的対策などの情報を共有
し、連携を強化する。また、捕獲後の処理及び活用方法について検討
する。

-

猿払村 有害鳥獣駆除事業 有害鳥獣の駆除を行う。 5,000 6,000 7,000 7,000 7,000 32,000

猿払村 有害鳥獣被害防止対策連携強化事業
有害鳥獣による農業等の被害情報や具体的対策などの情報を共有
し、連携を強化する。また、捕獲後の処理及び活用方法について検討
する。

-

浜頓別町 有害鳥獣駆除事業 有害鳥獣の駆除を行う。 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354 11,770

浜頓別町 有害鳥獣被害防止対策連携強化事業
有害鳥獣による農業等の被害情報や具体的対策などの情報を共有
し、連携を強化する。また、捕獲後の処理及び活用方法について検討
する。

-

中頓別町 有害鳥獣駆除事業 有害鳥獣の駆除を行う。 12,820 12,820 12,820 12,820 12,820 64,100

中頓別町 有害鳥獣被害防止対策連携強化事業
有害鳥獣による農業等の被害情報や具体的対策などの情報を共有
し、連携を強化する。また、捕獲後の処理及び活用方法について検討
する。

-

枝幸町 有害鳥獣駆除事業 有害鳥獣の駆除を行う。 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 72,125

枝幸町 有害鳥獣被害防止対策連携強化事業
有害鳥獣による農業等の被害情報や具体的対策などの情報を共有
し、連携を強化する。また、捕獲後の処理及び活用方法について検討
する。

-

豊富町 有害鳥獣被害防止対策連携強化事業
有害鳥獣による農業等の被害情報や具体的対策などの情報を共有
し、連携を強化する。また、捕獲後の処理及び活用方法について検討
する。

-

豊富町 エゾシカ資源有効活用支援事業
有害駆除で捕獲したエゾシカを地域の資源として有効活用するため、
駆除期間に捕獲したエゾシカを食肉処理施設に搬入した場合、補助金
を交付する

400 400 400 400 400 2,000

豊富町 有害鳥獣駆除事業
キツネ・カラス・エゾシカ・アライグマの農業被害防止に係る駆除を行
う。

2,276 2,276 2,276 2,276 2,276 11,380

豊富町 有害鳥獣被害防止対策推進事業
有害鳥獣被害の防止対策や関係機関との連携強化を行っている鳥獣
害防止対策協議会へ活動費用の一部を助成することで、有害鳥獣被
害の防止対策推進を図る。

350 350 350 350 350 1,750

礼文町 有害鳥獣被害防止対策連携強化事業
有害鳥獣による農業等の被害情報や具体的対策などの情報を共有
し、連携を強化する。また、捕獲後の処理及び活用方法について検討
する。

-

利尻町 とど被害防止対策事業 漁業資源の食害、漁具被害防止に係るとどの駆除を行う。 8,472 8,472 8,472 8,472 8,472 42,360

市町村名 事業名
事業費（千円）

事業概要

有害鳥獣被害防止対策事業

備考
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【資料１】

H28 H29 H30 H31 H32 計

利尻町 有害鳥獣被害防止対策連携強化事業
有害鳥獣による農業等の被害情報や具体的対策などの情報を共有
し、連携を強化する。また、捕獲後の処理及び活用方法について検討
する。

-

利尻富士町 有害鳥獣被害防止対策連携強化事業
有害鳥獣による農業等の被害情報や具体的対策などの情報を共有
し、連携を強化する。また、捕獲後の処理及び活用方法について検討
する。

-

幌延町 エゾシカ被害防止対策事業 エゾシカによる農林業被害防止に係る駆除を行う。 6,958 6,800 6,800 6,800 6,800 34,158

幌延町 有害鳥獣駆除事業 キツネ・カラスによる農業被害防止に係る駆除を行う。 687 687 687 687 687 3,435

幌延町 アライグマ被害防止対策事業 アライグマによる農林業被害防止に係る駆除を行う。 417 417 417 417 417 2,085

幌延町 有害鳥獣被害防止対策連携強化事業
有害鳥獣による農業等の被害情報や具体的対策などの情報を共有
し、連携を強化する。また、捕獲後の処理及び活用方法について検討
する。

-

62,313 61,629 62,629 62,323 62,323 311,217

事業名 事業概要
事業費（千円）

合計

市町村名 備考
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①－３　水産物の高付加価値化推進

H28 H29 H30 H31 H32 計

6,697 6,760 6,760 6,760 6,760 33,737

稚内市 資源育成強化対策事業
人工種苗生産、放流試験等に係る経費を補助し、資源生産の安定化
を図る。

3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 18,500

稚内市 水産物高付加価値化推進事業
高付加価値化実現のために必要な意見交換・協議を行い、それに基
づく取組を実施する。

-

猿払村 全国町村水産業振興対策協議会負担金 全国町村水産業振興対策協議会負担金に係る事業費補助を行う。 20 20 20 20 20 100

猿払村 水産物高付加価値化推進事業
高付加価値化実現のために必要な意見交換・協議を行い、それに基
づく取組を実施する。

-

浜頓別町 水産物高付加価値化推進事業
高付加価値化実現のために必要な意見交換・協議を行い、それに基
づく取組を実施する。

-

枝幸町 水産物高付加価値化推進事業
高付加価値化実現のために必要な意見交換・協議を行い、それに基
づく取組を実施する。

-

豊富町 水産物高付加価値化推進事業
高付加価値化実現のために必要な意見交換・協議を行い、それに基
づく取組を実施する。

-

礼文町 水産物高付加価値化推進事業
高付加価値化実現のために必要な意見交換・協議を行い、それに基
づく取組を実施する。

2,937 3,000 3,000 3,000 3,000 14,937

利尻町 水産物高付加価値化推進事業
高付加価値化実現のために必要な意見交換・協議を行い、それに基
づく取組を実施する。

-

利尻富士町 水産物高付加価値化推進事業
高付加価値化実現のために必要な意見交換・協議を行い、それに基
づく取組を実施する。

-

利尻富士町 宗谷管内栽培漁業推進協議会負担金 宗谷管内栽培漁業推進協議会負担金に係る事業費補助を行う。 40 40 40 40 40 200

6,697 6,760 6,760 6,760 6,760 33,737

水産物高付加価値化推進事業

合計

市町村名 事業名 事業概要
事業費（千円）

備考
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①－４　港湾・空港の利用促進

H28 H29 H30 H31 H32 計

14,693 3,970 3,970 3,970 3,970 30,573

稚内市 稚内港港湾計画策定事業
港湾計画の策定により港湾施設の整備・改良等を行い、港湾施設機
能の向上を図る。

-

稚内市 稚内空港高度利用促進事業
航空路線の充実に向けた要望活動を行うとともに、稚内空港高度利用
協議会に参画する。

350 350 350 350 350 1,750

稚内市 港湾・空港利用促進事業
圏域内の港湾及び空港を利用した物流及び、利用促進について検
討・研究を行う。

-

猿払村 空港利用促進事業 圏域内の空港の利用促進について検討・研究を行う。 -

浜頓別町 空港利用促進事業 圏域内の空港の利用促進について検討・研究を行う。 -

中頓別町 稚内空港利用促進事業
圏域内の空港を利用した物流等の可能性を調査・研究及び検討を行
う。

-

枝幸町 枝幸港管理運営事業 枝幸港の管理運営を行う。 10,723 10,723

豊富町 空港利用促進事業 圏域内の空港の利用促進について検討・研究を行う。 -

礼文町 空港利用促進事業 圏域内の空港の利用促進について検討・研究を行う。 -

利尻町 港湾施設の利活用 大型客船寄港に係るタグボートの利活用を行う。 -

利尻富士町 離島航路対策事業補助金
離島航路の維持及び利用促進を図り、離島航路事業者に対し補助金
を交付する。

3,620 3,620 3,620 3,620 3,620 18,100

利尻富士町 離島航空路線維持対策補助金
旅客輸送の確保、空港の効率的な利活用の促進に資するため、航空
路線維持に要する費用に対し補助する。

-

幌延町 稚内空港利用促進 稚内空港ビル㈱への出資、稚内空港高度利用協議会へ参画する。 -

14,693 3,970 3,970 3,970 3,970 30,573

市町村名 事業名 事業概要
事業費（千円）

港湾・空港の利用促進事業

合計

備考
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②　医療 H28事業費 H29事業費 H30事業費 H31事業費 H32事業費 計

2,494 2,494 2,494 2,494 2,494 12,470

②―１　医療体制の充実

H28 H29 H30 H31 H32 計

-             -             -             -             -             -                

稚内市
連携区域における医療ニーズと医療資源（提
供体制）の実態調査

患者受診動向、他医療圏域への受診実態、医療従事者の充足状況、
医療機器等の整備状況、各病院の標榜科目の状況、救急医療の実
態、医療関係者の意識調査等を行い、圏域の実態を把握する。

-

猿払村
連携区域における医療ニーズと医療資源（提
供体制）の実態調査

患者受診動向、他医療圏域への受診実態、医療従事者の充足状況、
医療機器等の整備状況、各病院の標榜科目の状況、救急医療の実
態、医療関係者の意識調査等を行い、圏域の実態を把握する。

-

豊富町
連携区域における医療ニーズと医療資源（提
供体制）の実態調査

患者受診動向、他医療圏域への受診実態、医療従事者の充足状況、
医療機器等の整備状況、各病院の標榜科目の状況、救急医療の実
態、医療関係者の意識調査等を行い、圏域の実態を把握する。

-

礼文町
連携区域における医療ニーズと医療資源（提
供体制）の実態調査

患者受診動向、他医療圏域への受診実態、医療従事者の充足状況、
医療機器等の整備状況、各病院の標榜科目の状況、救急医療の実
態、医療関係者の意識調査等を行い、圏域の実態を把握する。

-

利尻町
連携区域における医療ニーズと医療資源（提
供体制）の実態調査

患者受診動向、他医療圏域への受診実態、医療従事者の充足状況、
医療機器等の整備状況、各病院の標榜科目の状況、救急医療の実
態、医療関係者の意識調査等を行い、圏域の実態を把握する。

-

利尻富士町
連携区域における医療ニーズと医療資源（提
供体制）の実態調査

患者受診動向、他医療圏域への受診実態、医療従事者の充足状況、
医療機器等の整備状況、各病院の標榜科目の状況、救急医療の実
態、医療関係者の意識調査等を行い、圏域の実態を把握する。

-

幌延町
連携区域における医療ニーズと医療資源（提
供体制）の実態調査

患者受診動向、他医療圏域への受診実態、医療従事者の充足状況、
医療機器等の整備状況、各病院の標榜科目の状況、救急医療の実
態、医療関係者の意識調査等を行い、圏域の実態を把握する。

-

-             -             -             -             -             -                

稚内市 医療情報のネットワーク化
「連携区域における医療ニーズと医療資源（提供体制）の実態調査」の
結果を受け、最も適した患者医療データ等のネットワーク化を行う。

-

猿払村 医療情報のネットワーク化
「連携区域における医療ニーズと医療資源（提供体制）の実態調査」の
結果を受け、最も適した患者医療データ等のネットワーク化を行う。

-

浜頓別町 医療情報のネットワーク化
「連携区域における医療ニーズと医療資源（提供体制）の実態調査」の
結果を受け、最も適した患者医療データ等のネットワーク化を行う。

-

豊富町 医療情報のネットワーク化
「連携区域における医療ニーズと医療資源（提供体制）の実態調査」の
結果を受け、最も適した患者医療データ等のネットワーク化を行う。

-

礼文町 高度専門化する医療環境への対応
遠隔診療環境の整備のほか、情報交換を行うための電子カルテシス
テム・画像伝送システムの整備を行う。

-

連携区域における医療ニーズと医療資源（提供体制）の実態調査

医療情報のネットワーク化

事業名 備考事業概要
事業費（千円）

市町村名
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【資料１】

H28 H29 H30 H31 H32 計

礼文町 医療情報のネットワーク化
「連携区域における医療ニーズと医療資源（提供体制）の実態調査」の
結果を受け、最も適した患者医療データ等のネットワーク化を行う。

-

利尻町 医療情報のネットワーク化
「連携区域における医療ニーズと医療資源（提供体制）の実態調査」の
結果を受け、最も適した患者医療データ等のネットワーク化を行う。

-

利尻富士町 医療情報のネットワーク化
「連携区域における医療ニーズと医療資源（提供体制）の実態調査」の
結果を受け、最も適した患者医療データ等のネットワーク化を行う。

-

幌延町 医療情報のネットワーク化
「連携区域における医療ニーズと医療資源（提供体制）の実態調査」の
結果を受け、最も適した患者医療データ等のネットワーク化を行う。

-

-             -             -             -             -             -                

稚内市 医療の労働環境改善事業
周辺医療機関における医師の事務量軽減を目的とした事務職員の研
修・養成をセンター病院において実施する

-

猿払村 医療の労働環境改善事業
周辺医療機関における医師の事務量軽減を目的とした事務職員の研
修・養成をセンター病院において実施する

-

豊富町 医療の労働環境改善事業
周辺医療機関における医師の事務量軽減を目的とした事務職員の研
修・養成をセンター病院において実施する

-

礼文町 医療の労働環境改善事業
周辺医療機関における医師の事務量軽減を目的とした事務職員の研
修・養成をセンター病院において実施する

-

利尻町 医療の労働環境改善事業
周辺医療機関における医師の事務量軽減を目的とした事務職員の研
修・養成をセンター病院において実施する

-

利尻富士町 医療の労働環境改善事業
周辺医療機関における医師の事務量軽減を目的とした事務職員の研
修・養成をセンター病院において実施する

-

幌延町 医療の労働環境改善事業
周辺医療機関における医師の事務量軽減を目的とした事務職員の研
修・養成をセンター病院において実施する

-

2,494 2,494 2,494 2,494 2,494 12,470

稚内市 産婦人科医師派遣事業
礼文町からの要請を受けて稚内市立病院が礼文町国民健康保険船
泊診療所に産婦人科医師を派遣し、妊婦健診及び婦人科検診並びに
婦人科診療を行う。

494 494 494 494 494 2,470

礼文町 産婦人科医師派遣事業
稚内市立病院から礼文町国民健康保険船泊診療所に産婦人科医師
の派遣を受けて、妊婦健診及び婦人科検診並びに婦人科診療を行
う。

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000

2,494 2,494 2,494 2,494 2,494 12,470

市町村名 事業名 事業概要
事業費（千円）

合計

産婦人科医師派遣事業

医師の労働環境改善事業

備考
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【資料１】

③　福祉 H28事業費 H29事業費 H30事業費 H31事業費 H32事業費 計

202,806 197,471 200,371 200,371 200,371 1,001,390

③―１　各種福祉施設のネットワーク化

H28 H29 H30 H31 H32 計

170,574 164,915 164,915 164,915 164,915 830,234

稚内市 ファミリーサポートセンター事業
民間の有償ボランティアの力を借りることにより仕事と家庭の両立を支
援するとともに、幅広い子育て支援を行う。

2,044 2,064 2,064 2,064 2,064 10,300

稚内市 ひとり親家庭等医療費助成事業
保健の向上や、福祉の増進に寄与するため、ひとり親家庭等に対して
医療費の一部を助成する。

28,760 31,140 31,140 31,140 31,140 153,320

稚内市 乳幼児等医療費助成事業
乳幼児の健康増進と健やかな育成を図るため、乳幼児に対して医療
費の一部を助成する。

99,000 102,360 102,360 102,360 102,360 508,440

稚内市 子育て支援センター運営事業 子育て支援センターの運営を行う。 22,359 22,359 22,359 22,359 22,359 111,795

猿払村 子育て支援センター運営事業 子育て支援センターの運営を行う。 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 8,100

猿払村 子育て支援センター等連携事業
子育て支援情報の収集、提供及び支援者の人材育成について、既存
のネットワークを活用しながら連携を図り、圏域における子育て支援機
能の充実と安心して子育てができる環境整備を促進する。

-

浜頓別町 地域子育て支援センター事業
子育て親子の交流並びに育児相談等地域の親子への子育て支援の
充実を図る。

4,691 4,691 4,691 4,691 4,691 23,455

浜頓別町 子育て支援センター等連携事業
子育て支援情報の収集、提供及び支援者の人材育成について、既存
のネットワークを活用しながら連携を図り、圏域における子育て支援機
能の充実と安心して子育てができる環境整備を促進する。

-

中頓別町 地域子育て支援事業
子育て中の家庭支援を目的とし、遊びの提供、各種講演、講座、広報
紙等を通じ、子育て情報提供や相談事業を促進する。

537 537 537 537 537 2,685

中頓別町 子育て支援センター等連携事業
子育て支援情報の収集、提供及び支援者の人材育成について、既存
のネットワークを活用しながら連携を図り、圏域における子育て支援機
能の充実と安心して子育てができる環境整備を促進する。

-

枝幸町 地域子育て支援センター管理運営事業 子育て支援センターの管理運営等を行う。 11,419 - - - - 11,419

枝幸町 子育て支援センター等連携事業
子育て支援情報の収集、提供及び支援者の人材育成について、既存
のネットワークを活用しながら連携を図り、圏域における子育て支援機
能の充実と安心して子育てができる環境整備を促進する。

-

豊富町 子育て支援センター等連携事業
子育て支援情報の収集、提供及び支援者の人材育成について、既存
のネットワークを活用しながら連携を図り、圏域における子育て支援機
能の充実と安心して子育てができる環境整備を促進する。

-

礼文町 子育て支援センター等連携事業
子育て支援情報の収集、提供及び支援者の人材育成について、既存
のネットワークを活用しながら連携を図り、圏域における子育て支援機
能の充実と安心して子育てができる環境整備を促進する。

144 144 144 144 144 720

利尻町 子育て支援センター等連携事業
子育て支援情報の収集、提供及び支援者の人材育成について、既存
のネットワークを活用しながら連携を図り、圏域における子育て支援機
能の充実と安心して子育てができる環境整備を促進する。

0

子育て支援センター等連携事業

市町村名 事業名 事業概要
事業費（千円）

備考
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【資料１】

H28 H29 H30 H31 H32 計

利尻富士町 子育て支援センター等連携事業
子育て支援情報の収集、提供及び支援者の人材育成について、既存
のネットワークを活用しながら連携を図り、圏域における子育て支援機
能の充実と安心して子育てができる環境整備を促進する。

-

幌延町 子育て支援センター等連携事業
子育て支援情報の収集、提供及び支援者の人材育成について、既存
のネットワークを活用しながら連携を図り、圏域における子育て支援機
能の充実と安心して子育てができる環境整備を促進する。

-

27,861 28,168 28,168 28,168 28,168 140,533

稚内市 稚内市早期療育通園センター管理運営事業 通園センターの管理運営等を行う。 16,456 16,761 16,761 16,761 16,761 83,500

猿払村
稚内市早期療育通園センター管理運営負担
金

通園センター負担金に係る事業費補助を行う。 110 110 110 110 110 550

浜頓別町 南宗谷こども通園センター管理運営負担金 通園センター負担金に係る事業費補助を行う。 803 803 803 803 803 4,015

中頓別町 南宗谷こども通園センター管理運営負担金 通園センター負担金に係る事業費補助を行う。 294 294 294 294 294 1,470

枝幸町 南宗谷子ども通園センター管理運営事業 通園センターの管理運営等を行う。 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 44,500

豊富町
稚内市早期療育通園センター管理運営負担
金

通園センター負担金に係る事業費補助を行う。 198 200 200 200 200 998

利尻富士町 利尻富士町母子通園センター管理運営事業 通園センターの管理運営費に事業費補助を行う。 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 5,500

288 288 288 288 288 1,440

稚内市 早期療育通園センター交流事業
通園児やその保護者の交流・通園担当職員の研修などを実施し、通
園センターの資質向上を図る。

-

礼文町 早期療育通園センター交流事業
通園児やその保護者の交流・通園担当職員の研修などを実施し、通
園センターの資質向上を図る。

288 288 288 288 288 1,440

利尻富士町 早期療育通園センター交流事業
通園児やその保護者の交流・通園担当職員の研修などを実施し、通
園センターの資質向上を図る。

-

早期療育通園センター運営事業

早期療育通園センター交流事業

市町村名 事業名 事業概要
事業費（千円）

備考
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【資料１】

H28 H29 H30 H31 H32 計

4,083 4,100 7,000 7,000 7,000 29,183

稚内市 在宅医療・介護連携推進事業

医療と介護の双方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で
自分らしい生活を続けられるよう、在宅医療・介護サービスを一体的に
提供するために、居宅に関する医療機関と介護サービス事業所等の
関係者の連携を推進する。

4,083 4,100 7,000 7,000 7,000 29,183

猿払村 在宅医療・介護連携推進事業

医療と介護の双方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で
自分らしい生活を続けられるよう、在宅医療・介護サービスを一体的に
提供するために、居宅に関する医療機関と介護サービス事業所等の
関係者の連携を推進する。

-

豊富町 在宅医療・介護連携推進事業

医療と介護の双方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で
自分らしい生活を続けられるよう、在宅医療・介護サービスを一体的に
提供するために、居宅に関する医療機関と介護サービス事業所等の
関係者の連携を推進する。

-

礼文町 在宅医療・介護連携推進事業

医療と介護の双方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で
自分らしい生活を続けられるよう、在宅医療・介護サービスを一体的に
提供するために、居宅に関する医療機関と介護サービス事業所等の
関係者の連携を推進する。

-

利尻町 在宅医療・介護連携推進事業

医療と介護の双方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で
自分らしい生活を続けられるよう、在宅医療・介護サービスを一体的に
提供するために、居宅に関する医療機関と介護サービス事業所等の
関係者の連携を推進する。

-

利尻富士町 在宅医療・介護連携推進事業

医療と介護の双方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で
自分らしい生活を続けられるよう、在宅医療・介護サービスを一体的に
提供するために、居宅に関する医療機関と介護サービス事業所等の
関係者の連携を推進する。

-

幌延町 在宅医療・介護連携推進事業

医療と介護の双方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で
自分らしい生活を続けられるよう、在宅医療・介護サービスを一体的に
提供するために、居宅に関する医療機関と介護サービス事業所等の
関係者の連携を推進する。

-

202,806 197,471 200,371 200,371 200,371 1,001,390合計

在宅医療・介護連携推進事業

市町村名 事業名 事業概要
事業費（千円）

備考
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【資料１】

④　教育・文化 H28事業費 H29事業費 H30事業費 H31事業費 H32事業費 計

1,397,410 1,485,538 1,442,009 1,471,914 1,439,434 7,236,305

④―１　生涯学習機会の充実

H28 H29 H30 H31 H32 計

940,100 1,007,380 1,076,117 1,103,475 1,071,365 5,198,437

稚内市 少年自然の家維持管理事業
宗谷管内唯一の青少年教育施設である少年自然の家の円滑な施設
運営に係る事業費補助を行う。

77,871 90,648 49,148 49,148 49,148 315,963

稚内市 社会教育センター管理運営事業
社会教育活動を行う場である社会教育センターの管理運営に係る事
業費補助を行う。

12,743 12,743 76,340 11,225 11,225 124,276

稚内市 青少年科学館管理運営事業 青少年科学館の適切な管理運営に係る事業費補助を行う。 21,678 10,830 9,330 9,335 10,835 62,008

稚内市 青少年科学館主催事業
楽しく遊びながら実験実習をすることにより科学の基礎を学び、理科教
育の底辺を拡大する。

3,998 4,321 4,321 4,321 4,321 21,282

稚内市 水族館施設維持管理事業 水族館施設の適切な管理運営に係る事業費補助を行う。 23,267 11,921 12,119 10,431 10,511 68,249

稚内市 総合文化センター維持管理事業
宗谷管内の文化の拠点として、住民が利用しやすい施設として、適切
な維持管理に係る事業費補助を行う。（老朽化等による改修・整備を
含む。）

62,977 112,351 112,351 112,351 112,351 512,381

稚内市 総合体育館維持管理事業
総合体育館の適切な維持管理に係る事業費補助を行う。（老朽化等
による改修・整備を含む。）

50,537 50,592 50,592 50,592 50,592 252,905

稚内市 スキー場維持管理事業
スキー場の適切な維持管理に係る事業費補助を行う。（老朽化等によ
る改修・整備を含む。）

36,002 50,813 65,324 36,713 46,313 235,165

稚内市 球場・球技場維持管理事業
球場・球技場の適切な維持管理に係る事業費補助を行う。（老朽化等
による改修・整備を含む。）

32,131 37,131 37,131 37,131 37,131 180,655

稚内市 温水プール維持管理事業
温水プール水夢館の適切な維持管理に係る事業費補助を行う。（老朽
化等による改修・整備を含む。）

129,545 160,021 204,005 299,005 299,059 1,091,635

稚内市 北方記念館管理運営事業
北方記念館の適切な維持管理に係る事業費補助を行う。（老朽化等
による改修・整備を含む。）

15,213 15,390 14,987 15,654 15,360 76,604

猿払村 老人憩いの家維持管理事業 老人憩いの家の適切な維持管理に係る事業費補助を行う。 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 7,650

猿払村 農村環境改善センター維持管理事業 農村環境改善センターの適切な維持管理に係る事業費補助を行う。 20,070 8,100 8,100 33,100 8,100 77,470

猿払村 スポーツセンター維持管理事業 スポーツセンターの適切な維持管理に係る事業費補助を行う。 5,190 5,190 5,190 5,190 5,190 25,950

猿払村 村営球場・山村広場維持管理事業 村営球場・山村広場の適切な維持管理に係る事業費補助を行う。 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 5,350

備考市町村名 事業名 事業概要
事業費（千円）

社会教育施設等活用事業
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【資料１】

H28 H29 H30 H31 H32 計

猿払村 村営プール維持管理事業 村営プールの適切な維持管理に係る事業費補助を行う。 6,000 3,290 3,290 3,290 3,290 19,160

猿払村 村営スキー場維持管理事業 村営スキー場の適切な維持管理に係る事業費補助を行う。 10,436 4,100 4,000 6,100 4,600 29,236

猿払村 柔剣道場維持管理事業 柔剣道場の適切な維持管理に係る事業費補助を行う。 899 871 871 871 3,871 7,383

浜頓別町 多目的アリーナ維持管理事業
多目的アリーナの適切な維持管理を行う。（老朽化等による改修・整備
を含む。）

31,171 31,171 31,171 31,171 31,171 155,855

浜頓別町 パークゴルフ場維持管理事業
パークゴルフ場の適切な維持管理を行う。（老朽化等による改修・整備
を含む。）

650 650 650 650 650 3,250

中頓別町 町民センター運営維持管理事業 町民センターの適切な維持管理を行う。 7,421 37,300 9,300 9,300 9,300 72,621

中頓別町 郷土資料館・青少年柔剣道場運営事業 郷土資料館、図書館、柔剣道場の適切な維持管理を行う。 4,936 6,500 24,150 23,800 3,800 63,186

中頓別町 多目的集会施設維持管理事業 多目的集会集会施設の適切な維持管理を行う。 760 1,500 1,000 1,000 800 5,060

中頓別町 創作活動施設運営維持管理事業 創作活動施設の適切な維持管理を行う。 725 1,500 600 950 600 4,375

中頓別町 社会体育施設運営事業 町民体育館の適切な維持管理を行う。 763 1,150 850 850 850 4,463

中頓別町 山村水泳プール運営事業 山村水泳プールの適切な維持管理を行う。 7,584 1,600 1,600 1,600 1,600 13,984

中頓別町 社会教育施設等管理運営事業
寿スキー場、野外レクリエーション施設、寿公園の適切な維持管理を
行う。

21,443 21,000 21,000 21,000 21,000 105,443

枝幸町 中央コミュニティーセンター管理運営事業 中央コミュニティーセンターの管理運営に要する経費。 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 187,500

枝幸町 児童館・フォレストピアホール管理運営事業 児童館・フォレストピアホールの管理運営に要する経費 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 57,000

枝幸町 総合体育館施設管理運営事業 総合体育館の管理運営に要する経費。 49,650 49,650 49,650 49,650 49,650 248,250

枝幸町 スキー場施設管理運営事業 三笠山スキー場の管理運営等に要する経費。 20,109 23,309 25,309 25,309 26,309 120,345

枝幸町 パークゴルフ場施設管理運営事業 パークゴルフ場の管理運営等に要する経費。 28,564 28,564

豊富町 野球場及び陸上競技場管理運営事業
野球場及び陸上競技場の適切な維持管理を行う。（老朽化等による改
修・整備を含む。）

2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 12,500

市町村名 事業名 事業概要
事業費（千円）

備考
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礼文町 総合体育館（潮騒ドーム）維持管理事業
総合体育館の適切な維持管理を行う。（老朽化等による改修・整備を
含む。）

20,800 20,800 20,800 20,800 20,800 104,000

礼文町
自然体験公園（パークゴルフ場）維持管理事
業

パークゴルフ場の適切な維持管理を行う。（コース整備・改修を含む。） 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 12,500

礼文町 スキー場維持管理事業
スキー場の適切な維持管理を行う。（富士見ヶ丘、久種湖畔スキー場
の老朽化等による改修・整備を含む。）

3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 16,000

礼文町 郷土資料館管理運営事業
郷土資料館の適切な管理運営を行う。（老朽化等による改修・整備を
含む。）

1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 5,500

礼文町 町民活動総合センター（ピスカ２１）
文化・コミュニティ活動、軽スポーツの拠点として、更に、歴史博物館
（郷土資料館）を併設し、住民が利用しやすい施設として、適切な維持
管理を行う。（老朽化等による改修・整備を含む。）

17,211 15,000 15,000 15,000 15,000 77,211

礼文町 スポーツ文化交流センター（輝交流館）
文化・コミュニティ活動、軽スポーツの拠点として、住民が利用しやすい
施設として、適切な維持管理を行う。（老朽化等による改修・整備を含
む。）

16,122 15,000 15,000 15,000 15,000 76,122

礼文町 緑ヶ丘スポーツ公園（野球場） 球場の適切な維持管理を行う。（老朽化等による改修・整備を含む。） 4,546 4,000 4,000 4,000 4,000 20,546

利尻町 交流促進施設「どんと」維持管理事業
社会教育活動を行う場である交流促進施設の管理運営を行う。（老朽
化による改修・整備を含む。）

28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 140,000

利尻町 公民館維持管理事業
社会教育活動を行う場である公民館の管理運営を行う。（老朽化によ
る改修・整備を含む。）

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 25,000

利尻町 博物館維持管理事業
社会教育活動を行う場である博物館の管理運営を行う。（老朽化によ
る改修・整備を含む。）

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 25,000

利尻町 総合体育館「夢交流館」維持管理事業
総合体育館の適切な維持管理を行う。（老朽化による改修・整備を含
む。）

17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 85,000

利尻町
運動公園維持管理事業（野球場・テニス・運動
広場）

運動公園の適切な維持管理を行う。（老朽化による改修・整備を含
む。）

3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 17,500

利尻町 パークゴルフ場維持管理事業
パークゴルフ場の適切な維持管理を行う。（老朽化による改修・整備を
含む。）

2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 12,500

利尻町 スキー場維持管理事業
スキー場の適切な維持管理を行う。（老朽化による改修・整備を含
む。）

3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 17,500

利尻町 若者創作活動施設「大志館」維持管理事業
社会教育活動の場である大志館の適切な維持管理を行う。（老朽化に
よる改修・整備を含む。）

700 700 700 700 700 3,500

利尻富士町 総合交流促進施設「りぷら」管理運営事業
地域住民のコミュニティー、交流促進等を図るため総合交流促進施設
を管理運営する。

9,700 9,700 9,700 9,700 9,700 48,500

利尻富士町
総合交流促進施設「北のシーマ」管理運営事
業

地域住民のコミュニティー、交流促進等を図るため総合交流促進施設
を管理運営する。

21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 105,000

利尻富士町 公民館管理運営事業
社会教育及び地域コミュニティを促進するため公民館を管理運営す
る。

15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 77,000

備考市町村名 事業名 事業概要
事業費（千円）
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利尻富士町 郷土資料館維持管理事業
利尻島開拓の歴史的経過を辿り、また観光振興にも資するため管理
する。

1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 7,500

利尻富士町 体育施設運営費 社会体育、スポーツ及びレクリェーションの振興のため運営する。 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 115,000

幌延町 舞台芸術鑑賞事業
コンサートや講演などを招致し、一般町民の舞台芸術に親しむ機会を
提供する。

1,950 1,800 1,800 1,800 1,800 9,150

幌延町 青少年教育振興事業 親子ふれあい人形劇の開催。 100 100 100 100 100 500

幌延町 青少年教育振興事業 町内子どもの集いの開催。 438 438 438 438 438 2,190

206,966 210,809 215,849 216,989 216,589 1,067,202

稚内市 稚内北星学園大学就学支援事業
経済的理由により修学困難な者に対して、修学に必要な資金を無利
子で貸し付ける。

188,000 187,643 187,283 186,923 186,523 936,372

稚内市 大学育英金支給事業
高校を卒業見込みの者で、特定の要件を満たす者に対し、育英金を
支給する。

18,966 23,166 28,566 30,066 30,066 130,830

117,200 141,305 26,337 25,404 25,384 335,630

稚内市 文化財保護事業
文化財等の保全及び活用を行い、郷土資料館での企画展示等を通し
て次世代へ継承する。

4,419 1,501 1,533 600 580 8,633

猿払村 文化財保護事業
文化財等の保全及び活用を行い、郷土資料館での企画展示等を通し
て次世代へ継承する。

0 55,000 55,000

浜頓別町 文化財保護事業
文化財等の保全及び活用を行い、郷土資料館での企画展示等を通し
て次世代へ継承する。

85,507 63,104 3,104 3,104 3,104 157,923

中頓別町 文化財保護事業
文化財等の保全及び活用を行い、郷土資料館での企画展示等を通し
て次世代へ継承する。

26 50 50 50 50 226

枝幸町 オホーツクミュージアムえさし管理運営事業 オホーツクミュージアムえさしの管理運営等を行う。 18,600 13,200 13,200 13,200 13,200 71,400

豊富町 文化財保護事業
文化財等の保全及び活用を行い、郷土資料館での企画展示等を通し
て次世代へ継承する。

1,798 1,600 1,600 1,600 1,600 8,198

礼文町 文化財保護事業
文化財等の保全及び活用を行い、郷土資料館での企画展示等を通し
て次世代へ継承する。

6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 32,500

利尻富士町 文化財保護事業
文化財等の保全及び活用を行い、郷土資料館での企画展示等を通し
て次世代へ継承する。

350 350 350 350 350 1,750

幌延町 埋蔵文化財保護事業
文化財等の保全及び活用を行い、郷土資料館での企画展示等を通し
て次世代へ継承する。

-

宗谷の歴史遺産調査研究事業

稚内北星学園大学活用推進事業

市町村名 事業名 事業概要
事業費（千円）

備考
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50 0 50 0 50 150

稚内市 青少年交流事業
子どもを対象とした交流事業を行い、相互の歴史や文化等を学び、友
好と交流を深める。

-

猿払村 青少年交流事業
子どもを対象とした交流事業を行い、相互の歴史や文化等を学び、友
好と交流を深める。

-

浜頓別町 青少年交流事業
子どもを対象とした交流事業を行い、相互の歴史や文化等を学び、友
好と交流を深める。

-

中頓別町 青少年交流事業
子どもを対象とした交流事業を行い、相互の歴史や文化等を学び、友
好と交流を深める。

-

枝幸町 青少年交流事業
子どもを対象とした交流事業を行い、相互の歴史や文化等を学び、友
好と交流を深める。

-

豊富町 青少年交流事業
子どもを対象とした交流事業を行い、相互の歴史や文化等を学び、友
好と交流を深める。

-

礼文町 青少年交流事業
子どもを対象とした交流事業を行い、相互の歴史や文化等を学び、友
好と交流を深める。

-

利尻町 青少年交流事業
子どもを対象とした交流事業を行い、相互の歴史や文化等を学び、友
好と交流を深める。

50 0 50 0 50 150

利尻富士町 青少年交流事業
子どもを対象とした交流事業を行い、相互の歴史や文化等を学び、友
好と交流を深める。

0

幌延町 青少年交流事業
子どもを対象とした交流事業を行い、相互の歴史や文化等を学び、友
好と交流を深める。

0

-             -             -             -             -             -                

稚内市 退職教員等人材活用事業
教育相談、教育アドバイザーや学力向上に係る学習指導及び特別支
援教育への人材派遣。

－

利尻町 退職教員等人材活用事業
教育相談、教育アドバイザーや学力向上に係る学習指導及び特別支
援教育への人材派遣。

－

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 40,000

稚内市 スポーツ合宿誘致推進事業
スポーツ合宿に関する情報の共有・発信及び、体育施設等の調整を
行い圏域内の合宿の取組を推進する。

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 40,000

猿払村 スポーツ合宿誘致推進事業
スポーツ合宿に関する情報の共有・発信及び、体育施設等の調整を
行い圏域内の合宿の取組を推進する。

－

浜頓別町 スポーツ合宿誘致推進事業
スポーツ合宿に関する情報の共有・発信及び、体育施設等の調整を
行い圏域内の合宿の取組を推進する。

－

中頓別町 スポーツ合宿誘致推進事業
スポーツ合宿に関する情報の共有・発信及び、体育施設等の調整を
行い圏域内の合宿の取組を推進する。

－

退職教員等人材活用事業

児童・生徒交流事業

事業概要
事業費（千円）

備考

スポーツ合宿推進事業

市町村名 事業名
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枝幸町 スポーツ合宿誘致推進事業
スポーツ合宿に関する情報の共有・発信及び、体育施設等の調整を
行い圏域内の合宿の取組を推進する。

－

豊富町 スポーツ合宿誘致推進事業
スポーツ合宿に関する情報の共有・発信及び、体育施設等の調整を
行い圏域内の合宿の取組を推進する。

－

礼文町 スポーツ合宿誘致推進事業
スポーツ合宿に関する情報の共有・発信及び、体育施設等の調整を
行い圏域内の合宿の取組を推進する。

－

利尻町 スポーツ合宿誘致推進事業
スポーツ合宿に関する情報の共有・発信及び、体育施設等の調整を
行い圏域内の合宿の取組を推進する。

－

利尻富士町 スポーツ合宿誘致推進事業
スポーツ合宿に関する情報の共有・発信及び、体育施設等の調整を
行い圏域内の合宿の取組を推進する。

－

幌延町 スポーツ合宿誘致推進事業
スポーツ合宿に関する情報の共有・発信及び、体育施設等の調整を
行い圏域内の合宿の取組を推進する。

－

1,272,316 1,367,494 1,326,353 1,353,868 1,321,388 6,641,419合計

市町村名 事業名 事業概要
事業費（千円）

備考
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【資料１】

④－２図書館サービスのネットワーク化

H28 H29 H30 H31 H32 計

89,985 83,397 81,009 83,399 83,399 421,189

稚内市 図書館資料整備事業
図書購入及び郷土資料の収集・整理等により、蔵書充実を図るととも
に、他館との相互貸借など、質の高い図書サービスの提供を図る。

11,795 12,015 12,015 12,015 12,015 59,855

稚内市 図書館維持管理事業
蔵書管理システムの運用及び施設の維持管理等による利便性の高い
図書サービスを提供する。

29,631 29,835 29,947 29,837 29,837 149,087

稚内市 図書館活動事業
図書館主催事業やイベント活動などを行い、図書館の利用促進を図
る。

14,099 13,900 1,400 13,900 13,900 57,199

猿払村 図書管理蔵書登録用ソフトウェア賃借料 図書管理システムに係る事業費補助を行う。 -

猿払村 移動図書館車維持管理事業

移動図書館車により村内各地域に巡回図書サービスを提供するととも
に、平成30年度に予定している移動図書館車更新によって設備を新し
くするなどし、利用者提供するサービスの向上及び積載図書数の増を
図る。

139 39 10,039 39 39 10,295

中頓別町 図書室運営事業 図書室の充実を図り、計画的に蔵書整備を行う。 3,229 3,229 3,229 3,229 3,229 16,145

枝幸町 図書館管理運営事業 図書館の管理運営を行う。 17,934 10,179 10,179 10,179 10,179 58,650

豊富町 図書室運営事業 図書蔵書検索のネットワーク化によりサービスの充実を図る。 2,258 3,300 3,300 3,300 3,300 15,458

礼文町 図書室管理運営事業
圏域内の公共図書館（室）との連携を図りながら、図書室の効率的な
管理運営を行う。

5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 26,500

利尻町 図書整備事業 図書室の図書、資料を購入する。 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 28,000

89,985 83,397 81,009 83,399 83,399 421,189

備考

合計

市町村名 事業名 事業概要
事業費（千円）

広域図書サービス提供事業
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【資料１】

④―３　外国語指導助手の効果拡大

H28 H29 H30 H31 H32 計

35,109 34,647 34,647 34,647 34,647 173,697

稚内市 外国語指導助手派遣事業
外国語指導助手を配置し、各校に派遣することによって外国語教育の
充実を図る。

11,621 12,595 12,595 12,595 12,595 62,001

稚内市 ＡＬＴネットワーク事業
外国語指導助手のネットワーク化を図り、児童・生徒の国際感覚の醸
成や語学力向上の為、情報交換や指導方法の向上を図る。

-

猿払村 外国語指導助手派遣事業 外国語指導助手の配置に係る事業費補助を行う。 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 22,980

猿払村 ＡＬＴネットワーク事業
外国語指導助手のネットワーク化を図り、児童・生徒の国際感覚の醸
成や語学力向上の為、情報交換や指導方法の向上を図る。

-

浜頓別町 外国語指導助手派遣事業
外国語指導助手を配置して、児童・生徒間の国際感覚の醸成や語学
力向上を図る。

4,376 4,376 4,376 4,376 4,376 21,880

浜頓別町 ＡＬＴネットワーク事業
外国語指導助手のネットワーク化を図り、児童・生徒の国際感覚の醸
成や語学力向上の為、情報交換や指導方法の向上を図る。

0

中頓別町 外国青年招致事業（英語指導助手）
こども館、小中学校、地域の英語サークル等、語学教育の充実を図
り、地域の国際交流を推進する。

4,621 4,000 4,000 4,000 4,000 20,621

中頓別町 ＡＬＴネットワーク事業
外国語指導助手のネットワーク化を図り、児童・生徒の国際感覚の醸
成や語学力向上の為、情報交換や指導方法の向上を図る。

-

豊富町 外国語指導助手（ALT)派遣事業
外国語指導助手のネットワーク化を図り、児童・生徒の国際感覚の醸
成や語学力向上の為、情報交換や指導方法の向上を図る。

5,515 4,700 4,700 4,700 4,700 24,315

利尻町 外国語指導者派遣事業
外国語指導者を配置して、児童生徒の外国語授業や学校内生活での
外国語指導を図る。

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 20,000

利尻町 ＡＬＴネットワーク事業
外国語指導助手のネットワーク化を図り、児童・生徒の国際感覚の醸
成や語学力向上の為、情報交換や指導方法の向上を図る。

-

利尻富士町 外国語教育活動費 外国語教育の活動に係る事業費補助を行う。 380 380 380 380 380 1,900

利尻富士町 ＡＬＴネットワーク事業
外国語指導助手のネットワーク化を図り、児童・生徒の国際感覚の醸
成や語学力向上の為、情報交換や指導方法の向上を図る。

-

35,109 34,647 34,647 34,647 34,647 173,697

事業概要

ＡＬＴネットワーク事業

備考市町村名 事業名
事業費（千円）

合計
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【資料１】

⑤　環境 H28事業費 H29事業費 H30事業費 H31事業費 H32事業費 計

67,781 110,253 54,353 66,744 70,256 369,387

⑤―１　地域環境圏の構築

H28 H29 H30 H31 H32 計

67,781 110,253 54,353 66,744 70,256 369,387

稚内市 不法投棄防止対策事業
廃棄物の不法投棄の未然防止を図り、不適正処理の拡大を防止す
る。

4,009 4,039 4,039 4,039 4,039 20,165

稚内市 緑化推進事業 市民や町内会に苗木を配布し、緑化推進を図る。 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000

稚内市 リサイクルセンター整備事業
リサイクルセンターの設備の改修・整備をすることにより、施設の機能
維持及び処理能力の向上を図る。

-

稚内市 環境基本計画推進事業
「環境基本計画」を策定し、市民・事業者・行政の協働でその推進を図
る。

1,943 4,099 220 220 368 6,850

稚内市 環境保全啓発事業
環境や自然エネルギーに関する講演会、セミナー等を開催し、持続可
能な循環型社会の構築に向け、環境意識を高める。

0 -

稚内市 新・省エネルギー推進事業
風力発電・太陽光発電等地域にやさしいエネルギーの導入や導入施
設の維持管理を行うとともに、省エネ設備や商品の普及を推進し、二
酸化炭素等の排出を抑制し、地球温暖化防止に貢献する。

7,965 7,966 3,534 3,534 3,534 26,533

稚内市 稚内公園風力発電施設維持管理事業
風力発電施設の維持管理を行うとともに、地球環境保全に対する学習
及び意識啓発の場として、更には環境資源や新たな産業抄出のツー
ルとして活用を図る。

6,623 5,713 5,850 5,713 6,063 29,962

稚内市 太陽光発電施設維持管理事業
稚内メガソーラー発電所の維持管理を行うとともに、地球環境保全に
対する学習及び意識啓発の場として、更には環境資源や新たな産業
創出のツールとして活用を図る。

43,091 83,582 35,856 48,384 51,398 262,311

稚内市 宗谷圏域環境保全取組情報連携
圏域を挙げての環境保全活動を行うため、取組情報共有し連携を図
る。

-

猿払村 地球温暖化対策推進事業 地球温暖化対策推進事業に係る事業費補助を行う。 1,800 2,500 2,500 2,500 2,500 11,800

猿払村 宗谷圏域環境保全取組情報連携
圏域を挙げての環境保全活動を行うため、取組情報共有し連携を図
る。

-

浜頓別町 宗谷圏域環境保全取組情報連携
圏域を挙げての環境保全活動を行うため、取組情報共有し連携を図
る。

-

中頓別町 環境審議会開催推進事業
環境保全活動の一環として全町民を対象に豊かな自然発見しらべ活
動を実施する。環境基本条例に基づき町環境審議会を設置し活動を
推進する。

54 54 54 54 54 270

中頓別町 宗谷圏域環境保全取組情報連携
圏域を挙げての環境保全活動を行うため、取組情報共有し連携を図
る。

-

枝幸町 宗谷圏域環境保全取組情報連携
圏域を挙げての環境保全活動を行うため、取組情報共有し連携を図
る。

-

備考事業概要
事業費（千円）

市町村名 事業名

環境保全活動推進事業
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【資料１】

H28 H29 H30 H31 H32 計

豊富町 宗谷圏域環境保全取組情報連携
圏域を挙げての環境保全活動を行うため、取組情報共有し連携を図
る。

-

礼文町 リサイクルステーション設置工事
生活環境の美化・保全のため、ごみを適正に保管処理できるリサイク
ルステーションを設置する。

1,296 1,300 1,300 1,300 1,300 6,496

礼文町 環境保全活動に関する研修講習費
各種研修への参加により環境保全活動に関する情報交換等を行い、
職員の資質向上を図り環境保全活動を推進する。

-

礼文町 宗谷圏域環境保全取組情報連携
圏域を挙げての環境保全活動を行うため、取組情報共有し連携を図
る。

-

利尻町 宗谷圏域環境保全取組情報連携
圏域を挙げての環境保全活動を行うため、取組情報共有し連携を図
る。

-

利尻富士町 宗谷圏域環境保全取組情報連携
圏域を挙げての環境保全活動を行うため、取組情報共有し連携を図
る。

-

幌延町 宗谷圏域環境保全取組情報連携
圏域を挙げての環境保全活動を行うため、取組情報共有し連携を図
る。

-

67,781 110,253 54,353 66,744 70,256 369,387合計

備考市町村名 事業名 事業概要
事業費（千円）
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【資料１】

⑥　防災 H28事業費 H29事業費 H30事業費 H31事業費 H32事業費 計

25,143 23,836 23,418 21,715 21,203 115,315

⑥―１　圏域内防災体制の整備

H28 H29 H30 H31 H32 計

25,143 23,836 23,418 21,715 21,203 115,315

稚内市 災害時相互応援体制整備事業

圏域内の市町村で相互応援協定を締結し、大規模災害時の相互応援
体制の強化や災害時用備蓄品の相互活用を行う。また、各市町村そ
れぞれが、資機材確保や各種関係機関と応援協定を締結するなど防
災力向上に努める。

810 770 770 770 770 3,890

猿払村 災害時相互応援体制整備事業

圏域内の市町村で相互応援協定を締結し、大規模災害時の相互応援
体制の強化や災害時用備蓄品の相互活用を行う。また、各市町村そ
れぞれが、資機材確保や各種関係機関と応援協定を締結するなど防
災力向上に努める。

-

浜頓別町 救命士研修事業
署員を病院並びに消防学校に入所させ、高度な技術を取得させること
により、救急業務の充実強化を図る。

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000

浜頓別町 地域防災計画の改定事業 地域防災計画の改訂、津波ハザードマップを作製。 -

浜頓別町 災害時相互応援体制整備事業

圏域内の市町村で相互応援協定を締結し、大規模災害時の相互応援
体制の強化や災害時用備蓄品の相互活用を行う。また、各市町村そ
れぞれが、資機材確保や各種関係機関と応援協定を締結するなど防
災力向上に努める。

-

中頓別町 災害時相互応援体制整備事業

圏域内の市町村で相互応援協定を締結し、大規模災害時の相互応援
体制の強化や災害時用備蓄品の相互活用を行う。また、各市町村そ
れぞれが、資機材確保や各種関係機関と応援協定を締結するなど防
災力向上に努める。

-

枝幸町 地域防災計画改定事業 地域防災計画の改訂、津波ハザードマップを作製する。 -

枝幸町 救急救命士研修事業
南宗谷消防組合が実施する救急救命士の研修に係る負担金の事業
費補助を行う。

1,243 1,243

枝幸町 災害時相互応援体制整備事業

圏域内の市町村で相互応援協定を締結し、大規模災害時の相互応援
体制の強化や災害時用備蓄品の相互活用を行う。また、各市町村そ
れぞれが、資機材確保や各種関係機関と応援協定を締結するなど防
災力向上に努める。

-

豊富町 災害時相互応援体制整備事業

圏域内の市町村で相互応援協定を締結し、大規模災害時の相互応援
体制の強化や災害時用備蓄品の相互活用を行う。また、各市町村そ
れぞれが、資機材確保や各種関係機関と応援協定を締結するなど防
災力向上に努める。

-

礼文町 災害情報通信事業
災害発生時に必要な情報を提供できるネットワークシステムの管理を
行う。

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 90,000

礼文町 災害時相互応援体制整備事業

圏域内の市町村で相互応援協定を締結し、大規模災害時の相互応援
体制の強化や災害時用備蓄品の相互活用を行う。また、各市町村そ
れぞれが、資機材確保や各種関係機関と応援協定を締結するなど防
災力向上に努める。

-

利尻町 災害時相互応援体制整備事業

圏域内の市町村で相互応援協定を締結し、大規模災害時の相互応援
体制の強化や災害時用備蓄品の相互活用を行う。また、各市町村そ
れぞれが、資機材確保や各種関係機関と応援協定を締結するなど防
災力向上に努める。

-

事業名 事業概要
事業費（千円）

市町村名 備考

災害時相互応援体制整備事業
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【資料１】

H28 H29 H30 H31 H32 計

利尻富士町 救命士養成事業
救急業務の充実強化を図るため、署員を救命士研修所に入所させ、
救命士資格を取得させる。

500 500 500 500 500 2,500

利尻富士町 災害時相互応援体制整備事業

圏域内の市町村で相互応援協定を締結し、大規模災害時の相互応援
体制の強化や災害時用備蓄品の相互活用を行う。また、各市町村そ
れぞれが、資機材確保や各種関係機関と応援協定を締結するなど防
災力向上に努める。

-

幌延町 防災資機材整備事業
災害時に必要な資機材の整備を行い、圏域全体で災害に強い地域づ
くりに努める。

3,590 3,566 3,148 1,445 933 12,682

幌延町 災害時相互応援体制整備事業

圏域内の市町村で相互応援協定を締結し、大規模災害時の相互応援
体制の強化や災害時用備蓄品の相互活用を行う。また、各市町村そ
れぞれが、資機材確保や各種関係機関と応援協定を締結するなど防
災力向上に努める。

-

25,143 23,836 23,418 21,715 21,203 115,315

市町村名 事業名 事業概要
事業費（千円）

合計

備考
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【資料１】

⑦　その他 H28事業費 H29事業費 H30事業費 H31事業費 H32事業費 計

9,807 9,813 9,813 9,813 9,813 49,059

⑦―１　消費生活相談体制の強化

H28 H29 H30 H31 H32 計

9,807 9,813 9,813 9,813 9,813 49,059

稚内市 消費生活安定事業
稚内市消費者センターに消費生活相談員を設置し、消費生活に関す
る相談や苦情を処理し、消費生活の安定と向上を図る。

607 582 582 582 582 2,935

稚内市 消費生活相談体制強化連携事業
稚内市消費者センターと各自治体が連携し、圏域内の消費生活に関
する相談や情報提供、啓発活動を行う。

6,788 6,819 6,819 6,819 6,819 34,064

猿払村 消費生活相談体制強化連携事業
稚内市消費者センターと各自治体が連携し、圏域内の消費生活に関
する相談や情報提供、啓発活動を行う。

205 205 205 205 205 1,025

浜頓別町 消費生活相談体制強化連携事業
稚内市消費者センターと各自治体が連携し、圏域内の消費生活に関
する相談や情報提供、啓発活動を行う。

290 290 290 290 290 1,450

中頓別町 消費生活相談体制強化連携事業
稚内市消費者センターと各自治体が連携し、圏域内の消費生活に関
する相談や情報提供、啓発活動を行う。

177 177 177 177 177 885

枝幸町 消費生活相談体制強化連携事業
稚内市消費者センターと各自治体が連携し、圏域内の消費生活に関
する相談や情報提供、啓発活動を行う。

690 690 690 690 690 3,450

豊富町 消費生活相談体制強化連携事業
稚内市消費者センターと各自治体が連携し、圏域内の消費生活に関
する相談や情報提供、啓発活動を行う。

305 305 305 305 305 1,525

礼文町 消費生活相談体制強化連携事業
稚内市消費者センターと各自治体が連携し、圏域内の消費生活に関
する相談や情報提供、啓発活動を行う。

200 200 200 200 200 1,000

利尻町 消費生活相談体制強化連携事業
稚内市消費者センターと各自治体が連携し、圏域内の消費生活に関
する相談や情報提供、啓発活動を行う。

165 165 165 165 165 825

利尻富士町 消費生活相談体制強化連携事業
稚内市消費者センターと各自治体が連携し、圏域内の消費生活に関
する相談や情報提供、啓発活動を行う。

200 200 200 200 200 1,000

幌延町 消費生活相談体制強化連携事業
稚内市消費者センターと各自治体が連携し、圏域内の消費生活に関
する相談や情報提供、啓発活動を行う。

180 180 180 180 180 900

9,807 9,813 9,813 9,813 9,813 49,059

消費生活相談体制強化連携事業

合計

市町村名 事業名 事業概要
事業費（千円）

備考
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【資料１】

イ　結びつやネットワークの強化に係る政策分野
①　地域公共交通 H28事業費 H29事業費 H30事業費 H31事業費 H32事業費 計

248,370 241,850 241,850 241,850 241,850 1,215,770

①―１　生活路線や交通手段の確保及び強化

H28 H29 H30 H31 H32 計

248,370 241,850 241,850 241,850 241,850 1,215,770

稚内市 天北線生活交通路線維持事業
稚内市と音威子府村を結ぶ路線バス「天北線」を維持するため、路線
バス運行事業者に対して事業費補助を行う。

17,376 17,376 17,376 17,376 17,376 86,880

稚内市 市内生活交通路線維持事業
圏域住民の稚内市内における交通手段を維持するため、市内バス路
線の運行会社へ事業費補助を行う。

28,204 28,204 28,204 28,204 28,204 141,020

稚内市 地域公共交通活性化・再生総合事業 稚内市地域公共交通活性化協議会補助金に係る事業費補助を行う。 22,223 22,223 22,223 22,223 22,223 111,115

稚内市 圏域住民交通利便性研究事業
周辺町村から中心市を訪れる住民及び中心市から周辺町村を訪れる
住民の交通手段確保に向け、調査研究を行う。

-

猿払村 天北宗谷岬線バス通学定期運賃補助事業 通学定期運賃の事業費補助を行う。 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 52,000

猿払村 地方バス路線維持費補助金
稚内市と音威子府村を結ぶ路線バス「天北線」を維持するため、路線
バス運行事業者に対して事業費補助を行う。

15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 79,500

猿払村 猿払村地域公共交通活性化協議会負担金 協議会負担金に係る事業費補助を行う。 100 100 100 100 100 500

猿払村 圏域住民交通利便性研究事業
周辺町村から中心市を訪れる住民及び中心市から周辺町村を訪れる
住民の交通手段確保に向け、調査研究を行う。

-

浜頓別町 天北線生活交通路線維持事業
稚内市と音威子府村を結ぶ路線バス「天北線」を維持するため、路線
バス運行事業者に対して事業費補助を行う。

12,637 12,637 12,637 12,637 12,637 63,185

浜頓別町 浜頓別線生活交通路線維持事業
浜頓別町と枝幸町を結ぶ路線バス「浜頓別線」を維持するために、路
線バス運行事業者に対して事業費補助を行う。

7,013 7,013 7,013 7,013 7,013 35,065

浜頓別町 通学定期運賃補助金 通学生の通学費用軽減を図るため、定期運賃補助金を交付する。 2,394 2,400 2,400 2,400 2,400 11,994

中頓別町 天北線バス路線維持対策補助金
稚内市と音威子府村を結ぶ路線バス「天北線」を維持するため、路線
バス運行事業者に対して支援を行う。

15,983 15,983 15,983 15,983 15,983 79,915

中頓別町 天北線バス定期運賃補助金 通学生の通学費用軽減を図るため、定期運賃補助金を交付する。 1,514 1,514 1,514 1,514 1,514 7,570

枝幸町 浜頓別線生活交通路線維持事業
浜頓別町と枝幸町を結ぶ路線バス「浜頓別線」を維持するために、路
線バス運行事業者に対して事業費補助を行う。

6,526 6,526

豊富町 生活交通路線維持事業
留萌市と豊富町間の公共交通手段確保のため、バス運行会社への補
助を行う。

7,689 7,689 7,689 7,689 7,689 38,445

事業費（千円）

生活交通路線維持事業

市町村名 事業名 事業概要 備考
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【資料１】

H28 H29 H30 H31 H32 計

豊富町 圏域住民交通利便性研究事業
周辺町村から中心市を訪れる住民及び中心市から周辺町村を訪れる
住民の交通手段確保に向け、調査研究を行う。

-

利尻町 離島住民航空運賃助成事業 航空機を利用する住民に対し運賃助成を行う。 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 16,000

利尻町 離島航路離島住民割引事業 離島住民の離島航路利用者への運賃割引を行う。 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 25,000

利尻町 生活路線バス維持事業 島内バス路線の運行事業者への事業費補助を行う。 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 56,500

利尻町 圏域住民交通利便性研究事業
周辺町村から中心市を訪れる住民及び中心市から周辺町村を訪れる
住民の交通手段確保に向け、調査研究を行う。

-

利尻富士町 離島航路住民割引助成金 離島住民の離島航路利用者への運賃割引を行う。 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 29,000

利尻富士町 航空運賃助成補助金
住民の民生安定と向上を図り、航路を維持するため、航路事業者に対
し補助する。

24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 120,000

利尻富士町 生活路線維持補助金 島内バス路線の運行事業者に対して事業費補助を行う。 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 87,500

利尻富士町 圏域住民交通利便性研究事業
周辺町村から中心市を訪れる住民及び中心市から周辺町村を訪れる
住民の交通手段確保に向け、調査研究を行う。

-

礼文町 町内生活交通路線維持事業 町内バス路線の運行事業者へ事業費補助を行う。 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 110,000

礼文町 離島航路運賃割引補助事業 航空機を利用する住民に対し運賃助成を行う。 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 40,500

礼文町 圏域住民交通利便性研究事業
周辺町村から中心市を訪れる住民及び中心市から周辺町村を訪れる
住民の交通手段確保に向け、調査研究を行う。

-

幌延町 生活交通路線維持事業
留萌市－豊富町間の交通手段の確保のため、バス運行会社への補
助を行う。

3,511 3,511 3,511 3,511 3,511 17,555

幌延町 圏域住民交通利便性研究事業
周辺町村から中心市を訪れる住民及び中心市から周辺町村を訪れる
住民の交通手段確保に向け、調査研究を行う。

-

248,370 241,850 241,850 241,850 241,850 1,215,770

市町村名 事業名 事業概要 備考

合計

事業費（千円）
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【資料１】

②　道路等の交通インフラの整備 H28事業費 H29事業費 H30事業費 H31事業費 H32事業費 計

2,343 2,143 2,143 2,143 2,143 10,915

②―１　効率的な交通機能のネットワークの形成

H28 H29 H30 H31 H32 計

2,343 2,143 2,143 2,143 2,143 10,915

稚内市 宗谷地域総合開発期成会負担金
「宗谷地域総合開発期成会」において、圏域内の道路・空港・鉄道・港
湾等の社会資本整備について、国及び北海道へ要望活動を行う。

1,057 1,057 1,057 1,057 1,057 5,285

稚内市
一般国道40号名寄・稚内間整備促進期成会
負担金

道北地域の幹線国道である40号について、規格の高い道路整備の要
請活動を行う。一般国道40号名寄・稚内整備促進期成会負担金の事
業費補助を行う。

126 126 126 126 126 630

猿払村 宗谷地域総合開発期成会負担金
「宗谷地域総合開発期成会」において、圏域内の道路・空港・鉄道・港
湾等の社会資本整備について、国及び北海道へ要望活動を行う。

109 109 109 109 109 545

浜頓別町 宗谷地域総合開発期成会負担金
「宗谷地域総合開発期成会」において、圏域内の道路・空港・鉄道・港
湾等の社会資本整備について、国及び北海道へ要望活動を行う。

118 118 118 118 118 590

中頓別町 宗谷地域総合開発期成会負担金
「宗谷地域総合開発期成会」において、圏域内の道路・空港・鉄道・港
湾等の社会資本整備について、国及び北海道へ要望活動を行う。

96 96 96 96 96 480

枝幸町 宗谷地域総合開発期成会負担金
「宗谷地域総合開発期成会」において、圏域内の道路・空港・鉄道・港
湾等の社会資本整備について、国及び北海道へ要望活動を行う。

200 200

豊富町 宗谷地域総合開発期成会負担金
「宗谷地域総合開発期成会」において、圏域内の道路・空港・鉄道・港
湾等の社会資本整備について、国及び北海道へ要望活動を行う。

128 128 128 128 128 640

豊富町
一般国道40号名寄・稚内間整備促進期成会
負担金

道北地域の幹線国道である40号について、規格の高い道路整備の要
請活動を行う。一般国道40号名寄・稚内整備促進期成会負担金の事
業費補助を行う。

62 62 62 62 62 310

礼文町 宗谷地域総合開発期成会負担金
「宗谷地域総合開発期成会」において、圏域内の道路・空港・鉄道・港
湾等の社会資本整備について、国及び北海道へ要望活動を行う。

95 95 95 95 95 475

利尻町 宗谷地域総合開発期成会負担金
「宗谷地域総合開発期成会」において、圏域内の道路・空港・鉄道・港
湾等の社会資本整備について、国及び北海道へ要望活動を行う。

96 96 96 96 96 480

利尻富士町 宗谷地域総合開発期成会負担金
「宗谷地域総合開発期成会」において、圏域内の道路・空港・鉄道・港
湾等の社会資本整備について、国及び北海道へ要望活動を行う。

100 100 100 100 100 500

幌延町 宗谷地域総合開発期成会負担金
「宗谷地域総合開発期成会」において、圏域内の道路・空港・鉄道・港
湾等の社会資本整備について、国及び北海道へ要望活動を行う。

114 114 114 114 114 570

幌延町
一般国道40号名寄・稚内間整備促進期成会
負担金

道北地域の幹線国道である40号について、規格の高い道路整備の要
請活動を行う。一般国道40号名寄・稚内整備促進期成会負担金の事
業費補助を行う。

42 42 42 42 42 210

2,343 2,143 2,143 2,143 2,143 10,915合計

事業費（千円）

交通インフラ整備推進事業

備考事業概要市町村名 事業名
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【資料１】

③　移住定住の推進 H28事業費 H29事業費 H30事業費 H31事業費 H32事業費 計

143,524 18,655 18,655 18,655 18,655 218,144

③―１　移住定住推進体制の強化

H28 H29 H30 H31 H32 計

143,524 18,655 18,655 18,655 18,655 218,144

稚内市 移住定住促進事業
圏域内外の住民との交流、移住、定住を促進するため、交流、移住、
定住に関する情報を共有し発信等に取り組む。

941 1,128 1,128 1,128 1,128 5,453

猿払村 移住定住促進事業
圏域内外の住民との交流、移住、定住を促進するため、交流、移住、
定住に関する情報を共有し発信等に取り組む。

-

浜頓別町 移住定住促進事業
圏域内外の住民との交流、移住、定住を促進するため、交流、移住、
定住に関する情報を共有し発信等に取り組む。

657 657 657 657 657 3,285

中頓別町 移住定住促進事業
圏域内外の住民との交流、移住、定住を促進するため、交流、移住、
定住に関する情報を共有し発信等に取り組む。

1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 9,350

枝幸町 移住定住促進事業
圏域内外の住民との交流、移住、定住を促進するため、交流、移住、
定住に関する情報を共有し発信等に取り組む。

-

豊富町 移住定住促進事業
圏域内外の住民との交流、移住、定住を促進するため、交流、移住、
定住に関する情報を共有し発信等に取り組む。

-

礼文町 移住定住促進事業
圏域内外の住民との交流、移住、定住を促進するため、交流、移住、
定住に関する情報を共有し発信等に取り組む。

140,056 15,000 15,000 15,000 15,000 200,056

利尻町 移住定住促進事業
圏域内外の住民との交流、移住、定住を促進するため、交流、移住、
定住に関する情報を共有し発信等に取り組む。

-

利尻富士町 移住定住促進事業
圏域内外の住民との交流、移住、定住を促進するため、交流、移住、
定住に関する情報を共有し発信等に取り組む。

-

幌延町 移住定住促進事業
圏域内外の住民との交流、移住、定住を促進するため、交流、移住、
定住に関する情報を共有し発信等に取り組む。

-

143,524 18,655 18,655 18,655 18,655 218,144

備考

合計

市町村名 事業名 事業概要

移住定住促進事業

事業費（千円）
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【資料１】

ウ　圏域マネジメント能力の強化
①　人材の育成・強化 H28事業費 H29事業費 H30事業費 H31事業費 H32事業費 計

14,274 14,117 14,531 14,117 14,531 71,570

①―１　地域の人材の有効活用と育成・圏域内交流の活性化

H28 H29 H30 H31 H32 計

13,524 13,117 13,531 13,117 13,531 66,820

稚内市 職員研修事業
公務を公平に行い、自主性及び創造性に満ちた職員の形成を図るた
め、各種研修を実施する。

5,373 4,966 5,380 4,966 5,380 26,065

猿払村 職員研修事業
公務を公平に行い、自主性及び創造性に満ちた職員の形成を図るた
め、各種研修を実施する。

1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 6,500

浜頓別町 職員研修事業
公務を公平に行い、自主性及び創造性に満ちた職員の形成を図るた
め、各種研修を実施する。

1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 9,000

中頓別町 職員研修事業
公務を公平に行い、自主性及び創造性に満ちた職員の形成を図るた
め、各種研修を実施する。

1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 7,500

枝幸町 職員研修事業
公務を公平に行い、自主性及び創造性に満ちた職員の形成を図るた
め、各種研修を実施する。

1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 9,500

豊富町 職員研修事業
公務を公平に行い、自主性及び創造性に満ちた職員の形成を図るた
め、各種研修を実施する。

819 819 819 819 819 4,095

礼文町 職員研修事業
公務を公平に行い、自主性及び創造性に満ちた職員の形成を図るた
め、各種研修を実施する。

-

利尻町 職員研修事業
公務を公平に行い、自主性及び創造性に満ちた職員の形成を図るた
め、各種研修を実施する。

-

利尻富士町 職員研修事業
公務を公平に行い、自主性及び創造性に満ちた職員の形成を図るた
め、各種研修を実施する。

400 400 400 400 400 2,000

幌延町 職員研修事業
公務を公平に行い、自主性及び創造性に満ちた職員の形成を図るた
め、各種研修を実施する。

432 432 432 432 432 2,160

750 1,000 1,000 1,000 1,000 4,750

稚内市 各種情報提供事業
講演会の開催等の各種情報について、圏域で情報共有や情報交換を
相互に行う。

-

猿払村 各種情報提供事業
講演会の開催等の各種情報について、圏域で情報共有や情報交換を
相互に行う。

750 1,000 1,000 1,000 1,000 4,750

浜頓別町 各種情報提供事業
講演会の開催等の各種情報について、圏域で情報共有や情報交換を
相互に行う。

-

中頓別町 各種情報提供事業
講演会の開催等の各種情報について、圏域で情報共有や情報交換を
相互に行う。

-

圏域職員研修事業

講演会等情報提供事業

事業費（千円）
事業概要事業名市町村名 備考
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H28 H29 H30 H31 H32 計

枝幸町 各種情報提供事業
講演会の開催等の各種情報について、圏域で情報共有や情報交換を
相互に行う。

-

豊富町 各種情報提供事業
講演会の開催等の各種情報について、圏域で情報共有や情報交換を
相互に行う。

-

礼文町 各種情報提供事業
講演会の開催等の各種情報について、圏域で情報共有や情報交換を
相互に行う。

-

利尻町 各種情報提供事業
講演会の開催等の各種情報について、圏域で情報共有や情報交換を
相互に行う。

-

利尻富士町 各種情報提供事業
講演会の開催等の各種情報について、圏域で情報共有や情報交換を
相互に行う。

-

幌延町 各種情報提供事業
講演会の開催等の各種情報について、圏域で情報共有や情報交換を
相互に行う。

-

合計 14,274 14,117 14,531 14,117 14,531 71,570

事業費（千円）
市町村名 事業名 事業概要 備考
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②　機関の共同設置 H28事業費 H29事業費 H30事業費 H31事業費 H32事業費 計

8,136 8,297 8,297 8,297 8,468 41,495

②―１　自治体事務の効率化と活用に係る利便性の向上

H28 H29 H30 H31 H32 計

645 645 645 645 645 3,225

稚内市 公平委員会の共同設置 圏域内市町村及び一部事務組合により公平委員会を共同設置する。 579 579 579 579 579 2,895

猿払村 公平委員会の共同設置 圏域内市町村及び一部事務組合により公平委員会を共同設置する。 7 7 7 7 7 35

浜頓別町 公平委員会の共同設置 圏域内市町村及び一部事務組合により公平委員会を共同設置する。 7 7 7 7 7 35

中頓別町 公平委員会の共同設置 圏域内市町村及び一部事務組合により公平委員会を共同設置する。 6 6 6 6 6 30

枝幸町 公平委員会の共同設置 圏域内市町村及び一部事務組合により公平委員会を共同設置する。 11 11 11 11 11 55

豊富町 公平委員会の共同設置 圏域内市町村及び一部事務組合により公平委員会を共同設置する。 10 10 10 10 10 50

礼文町 公平委員会の共同設置 圏域内市町村及び一部事務組合により公平委員会を共同設置する。 7 7 7 7 7 35

利尻町 公平委員会の共同設置 圏域内市町村及び一部事務組合により公平委員会を共同設置する。 10 10 10 10 10 50

利尻富士町 公平委員会の共同設置 圏域内市町村及び一部事務組合により公平委員会を共同設置する。 5 5 5 5 5 25

幌延町 公平委員会の共同設置 圏域内市町村及び一部事務組合により公平委員会を共同設置する。 3 3 3 3 3 15

325 325 325 325 325 1,625

稚内市 行政不服審査会の共同設置 圏域内市町村により行政不服審査会を共同設置する。 275 275 275 275 275 1,375

猿払村 行政不服審査会の共同設置 圏域内市町村により行政不服審査会を共同設置する。 -

浜頓別町 行政不服審査会の共同設置 圏域内市町村により行政不服審査会を共同設置する。 -

中頓別町 行政不服審査会の共同設置 圏域内市町村により行政不服審査会を共同設置する。 -

枝幸町 行政不服審査会の共同設置 圏域内市町村により行政不服審査会を共同設置する。 -

備考

行政不服審査会の共同設置

市町村名 事業名 事業概要
事業費（千円）

公平委員会の共同設置
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H28 H29 H30 H31 H32 計

豊富町 行政不服審査会の共同設置 圏域内市町村により行政不服審査会を共同設置する。 -

礼文町 行政不服審査会の共同設置 圏域内市町村により行政不服審査会を共同設置する。 -

利尻町 行政不服審査会の共同設置 圏域内市町村により行政不服審査会を共同設置する。 -

利尻富士町 行政不服審査会の共同設置 圏域内市町村により行政不服審査会を共同設置する。 -

幌延町 行政不服審査会の共同設置 圏域内市町村により行政不服審査会を共同設置する。 50 50 50 50 50 250

7,166 7,327 7,327 7,327 7,498 36,645

稚内市 教育研究所の共同設置 圏域内市町村により教育研究所を設置する。 7,166 7,327 7,327 7,327 7,498 36,645

猿払村 教育研究所の共同設置 圏域内市町村により教育研究所を設置する。 -

浜頓別町 教育研究所の共同設置 圏域内市町村により教育研究所を設置する。 -

中頓別町 教育研究所の共同設置 圏域内市町村により教育研究所を設置する。 -

枝幸町 教育研究所の共同設置 圏域内市町村により教育研究所を設置する。 -

豊富町 教育研究所の共同設置 圏域内市町村により教育研究所を設置する。 -

礼文町 教育研究所の共同設置 圏域内市町村により教育研究所を設置する。 -

利尻町 教育研究所の共同設置 圏域内市町村により教育研究所を設置する。 -

利尻富士町 教育研究所の共同設置 圏域内市町村により教育研究所を設置する。 -

幌延町 教育研究所の共同設置 圏域内市町村により教育研究所を設置する。 -

合計 8,136 8,297 8,297 8,297 8,468 41,495

教育研究所の共同設置

市町村名 事業名 事業概要
事業費（千円）

備考
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宗谷定住自立圏共生ビジョン懇談会開催要綱 

 

 

（開催） 

第１ 宗谷における人口定住に必要な生活機能の確保による定住自立圏の形成に

当たり、圏域の将来像及び定住自立圏形成協定に基づき推進する具体的な取

組内容等を記載する宗谷定住自立圏共生ビジョンの策定に資するため、宗谷

定住自立圏共生ビジョン懇談会（以下「懇談会」という。）を開催する。 

（協議内容） 

第２ 懇談会は、宗谷定住自立圏共生ビジョンの策定（変更を含む。）のための協

議を行う。 

（構成） 

第３ 懇談会の構成員は、15 人以内とする。 

２ 構成員は、定住自立圏形成協定に関連する分野の関係者等の中から、稚内市

長が依頼する。 

（構成員に参集を求める期間） 

第４ 構成員に参集を求める期間は、２年とする。ただし、再依頼を妨げない。 

２ 補欠の構成員に参集を求める期間は、市長が定める。 

（座長及び副座長） 

第５ 懇談会に座長及び副座長を各１人置く。 

２ 座長は、市長の指名する構成員をもって充て、副座長は、座長の指名する構

成員をもって充てる。 

３ 座長は、会務を総理する。 

４ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるとき、又は座長が欠けたときは、

前項に規定する事務を代理する。 

（会議） 

第６ 懇談会の会議は、座長が進行する。 

２ 座長は、必要があると認められるときは、構成員以外の者を出席させ、説明

又は意見を求めることができる。 

（事務局）
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第７ 懇談会の事務を処理するため、事務局を稚内市まちづくり政策部秘書政策課に置く。 

（その他） 

第８ この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則(平成23年2月1日) 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成23年２月１日から施行する。 

（構成員の任期の特例） 

２ この要綱の施行後、最初に委嘱される宗谷定住自立圏共生ビジョン懇談会の委員の

任期は、第４第１項の規定にかかわらず、当該委嘱の日から平成25年３月31日ま

でとする。 

附 則（平成28年４月１日） 

この要綱は、平成28年４月１日から施行する。 
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宗谷定住自立圏共生ビジョン懇談会構成員名簿 
 

 

（期間：平成 28年 7月 22日～平成 30年 7月 21日） 
 

氏名 団体等名・役職名 分野 

瀬川 耕市 稚内観光協会 事務局長 産業振興 

鈴木 雄一 稚内商工会議所 事務局長 産業振興 

山岸 敏道 稚内漁業協同組合 業務部長 産業振興 

田中 俊美 
道北勤医協 宗谷友の会 会長 
地域医療を考える稚内市民会議 事務局員 

医療 

糀屋 義明 社会福祉法人稚内市社会福祉協議会 事務局長 福祉 

江川 善次 稚内市教育研究所 所長 教育・文化 

山本 尚男 
稚内市環境づくり会議 会長 
稚内消費者協会 副会長 環境・消費 

石橋  徹 宗谷バス株式会社 営業部副部長 地域公共交通 

富田 伸司 稚内建設協会 副会長 
道路等の交通インフラの

整備 

（座長） 

遠藤 孝夫 
稚内北星学園大学 教授 人材の育成・強化 

 

 

オブザーバー 

猿払村 浜頓別町 中頓別町 枝幸町 豊富町 礼文町 

利尻町 利尻富士町 幌延町 北海道宗谷総合振興局 

 
 

事務局 

稚内市まちづくり政策部秘書政策課 
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