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１．第４次稚内市総合計画の概要 

(1) 計画期間 

平成 21年度～平成 30年度（10年間） 

(2) 計画構成 

基本構想：将来像とそれを実現するための基本方針（10年間） 

基本計画：施策の基本的な方向性と施策の体系（前期 5年間、後期 5年間） 

実施計画：具体的な事業の内容（前期 5年間、後期 5年間） 

(3) 将来都市像 

人が行き交う環境都市わっかない 

(4) 基本構想の体系 
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政策 0-1 持続可能な地域社会づくり 

政策 0-2 パートナーシップによるまちづくり 

政策 0-3 健全で適正な自治体経営 

 

政策 1-1 地域・家庭における教育力の向上 

政策 1-2 時代に即した学校教育の推進 

政策 1-3 活気あふれる学びの場づくり 

政策 2-1 健康づくりの推進と医療の充実 

政策 2-2  

政策 2-3  

政策 3-1 安心して暮らせるまちづくり 

政策 3-2 暮らしを支える生活環境づくり 

政策 3-3 環境問題への積極的な取組 

政策 4-1 公共交通を充実させたまちづくり 

政策 4-2 災害に強いまちづくり 

政策 4-3 調和のとれた持続可能なまちづくり 

政策 5-1 自然を活用した産業の体質強化 

政策 5-2 誇れる稚内ブランドの確立 

政策 5-3 地域経済を支える未来の芽を育成 

政策 5-4 地域資源の再発見・世界への発信 

0.地域経営(自治) 

環境と調和する自立した

社会を目指して 

基本目標 政  策 

1.教育・文化 

心豊かな人と文化をはぐく

むまちを目指して 

2.保健・医療・福祉 

みんなで育てる笑顔あふ

れるまちを目指して 

3.環境・生活 

4.都市基盤 

次世代に向けた住みよい

まちを目指して 

5.産業振興 

自然と共生した活力ある

産業が躍動するまちを目

指して 
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２．人口の推移 

 
※ 資料：住民基本台帳（各年 12月末日現在（H29は 9月末日現在）） 

※ 平成 24年から、住民基本台帳法による世帯数・人口は、外国人を含む 

 

 

 
※ 資料：稚内市統計書 
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３．これまでの主な変化等 

年次 主要事項 

平成 21年 ㈱稚内水産公社の解散 

 家庭系ごみの有料化開始 

 稚内空港 2,200m滑走路の供用開始 

平成 22年 ㈱稚内シーポートプラザの解散 

 定住自立圏構想の中心市宣言 

 駅前再開発ビル内に映画館がオープン 

平成 23年 富磯小学校新校舎の完成 

 周辺 9町村と宗谷定住自立圏形成協定の締結 

 環境都市宣言 

 太陽光発電実証研究施設の市への譲渡（稚内メガソーラー発電所） 

 市長・市議会議員選挙、工藤広市長初当選 

 乗合タクシーの本格運航、天北線バスの路線変更 

平成 24年 稚内駅周辺整備事業の完成、キタカラグランドオープン 

 稚内市バイオエネルギーセンターの本格始動 

 稚内市防災ガイドマップの全戸配布、標高表示看板の設置 

 鹿児島県枕崎市と友好都市を締結 

 稚内ブランド認証制度の創設 

 宝来地区 10階建て市営住宅の完成（2棟目） 

 波止場プロムナードの完成 

 稚内市民便利帳の全戸配布 

平成 25年 旧瀬戸邸が北海道登録有形文化財に指定 

 緊急告知防災ラジオの全戸配布開始 

 関西線・中部線の休止、FDA名古屋・稚内チャーター便の運航 

 東中学校新校舎の完成 

平成 26年 市立稚内病院で電子カルテシステムの稼動開始 

 テレビ北海道（TVH）の中継局開局 

平成 27年 西小中学校の閉校 

 稚内港ボーディングブリッジの供用開始 

 日ロ定期フェリー運航会社の撤退 

 地域医療を考える稚内市民会議の設立 

平成 28年 上勇知小中学校の閉校 

 南地区活動拠点センターのオープン 

 広域観光周遊ルート「日本のてっぺん。きた北海道ルート」の認定 

 サハリン定期航路の再開 

 観光スポットへの無線 LANの整備 
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４．検証の方法 

第４次総合計画がスタートした平成 21年度から現在までの主な取組や成果、

課題、今後の展開等について、市職員で組織する「第５次稚内市総合計画策定

委員会」において検証を行い、報告書として取りまとめた。 

検証作業については、担当部課で行った「前期・施策評価（平成 24年度）」

及び「後期・施策評価（平成 29年度）」の結果を踏まえるとともに、市民の行

政サービスに対する満足度や今後の優先度等を把握するために実施した「まち

づくりに関するアンケート調査（平成 29年度）」の結果も参考としながら実施

した。 

なお、本報告書での検証については、基本構想で定めている「基本目標」及

び「政策」の検証を主とし、基本計画・実施計画で定めている各施策・事業に

ついては、稚内市行政評価実施要領に基づき、その都度、行政評価を行い、成

果や課題、今後の展開等を取りまとめていることから、そちらの結果を参照い

ただきたい。 

 

【検証項目】 

基本目標 基本目標の達成状況 
政策の検証結果等を踏まえて、基本目

標の達成状況を整理 

 
検証結果を踏まえた

今後の方向性 

基本目標の達成状況や政策の検証結果

等を踏まえて、今後の方向性を整理 

政  策 主な取組と成果 
施策評価の結果等を踏まえて、現在ま

での主な取組と成果を整理 

 未達成の課題 
施策評価の結果等を踏まえて、現状に

おける未達成の課題を整理 

 今後の展開 
施策評価の結果等を踏まえて、今後に

向けた展開を整理 

 

【検証経過】 

年 月 内   容 

平成 24～25年度 前期・施策評価の実施 

平成 29年 6月～ 後期・施策評価の実施 

平成 29年 7月～ まちづくりに関するアンケート調査の実施 

平成 29年 9月～ 策定委員会（各部会）における検証作業 

平成 29年 11月 各担当部課における報告書の確認 

平成 29年 11月 庁内会議（部長会議）への報告 
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５．検証結果 

分野 0：地域経営（自治） 

【基本目標】 

環境と調和する自立した社会を目指して 

本市は、人々の生活や生命を支える自然エネルギー及び食料の生産地として、

また、サハリンとの玄関口、宗谷地域における住民の生活圏の中心都市としての

特徴を積極的に活かし、環境と調和しながら持続的に発展を遂げるまちづくりを

目指します。 

住民が主体となり、自ら考え・行動し・行政と力を合わせて解決を図っていく

住民主体の地域自治の実現を目指します。 

市民サービスの充実を図り、市民が安心して住み続けることができる豊かな地

域社会を築き、だれもが暮らし続けたいと思える魅力あるまちづくりを目指しま

す。 
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基本目標の達成状況 

○ 環境と調和する自立した社会を目指し、平成 23年３月「環境都市」を

宣言し、環境に関する取組をさらに進めるとともに、市民一人ひとりが環

境に対する意識を高め、自ら参加・行動を推進してきた。 

○ 我が国のエネルギー供給基地として、エネルギー自給率 100％を目指

し、良好な風況を活かした風力発電施設の導入や、送電網整備実証事業の

誘致、太陽光発電事業の実証研究など、再生可能エネルギーの導入・拡大

を推進する一方で、景観の保全、希少動植物の保護や生態系の維持にも取

り組んできた。 

○ 本格的な人口減少社会を迎える中で、宗谷地域の中心市として、平成 23

年１月、宗谷管内９町村と「定住自立圏形成協定」を締結し、これまで２

期にわたり「宗谷定住自立圏共生ビジョン」を策定し、医療や環境、産業

など様々な分野において、連携・役割分担をしながら、安心して暮らせ

る、魅力ある地域を形成してきた。 

○ 住民主体の地域自治の実現を目指し、平成 19年４月に「稚内市自治基

本条例」を制定し、情報共有、参画、協働を基本原則に、まちづくり委員

会や町内会などの活動への支援、コミュニティ活動の拠点となる活動拠点

センターや町内会館、生涯学習総合支援センターなどの整備・充実に努

め、協働によるまちづくりを進めてきた。 

○ 市民サービスの充実を図るため、職員の研修機会の充実を図りながら、

コミュニケーション能力や組織マネジメント能力の向上に努めるととも

に、国や北海道から必要な権限・財源の移譲を受け、行政サービスの向上

を図ってきた。 

○ 少子高齢化の進展により、社会保障費の増加や老朽化した公共施設の改

修・更新にかかる経費が増加する中、徹底した事務事業の見直し、アウト

ソーシング等により、歳出の抑制をはじめ、収納率向上対策や滞納整理の

強化、課税客体の適正な把握に努めながら税収を確保し、健全な財政状況

の維持と持続可能な財政運営に努めてきた。 
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検証結果を踏まえた今後の方向性 

○ 多発する大規模な自然災害や原子力発電所の事故を契機に、エネルギー

への関心が高まる中、本市が持つ地域特性を活かし、今後も再生可能エネ

ルギーの導入・拡大を図るとともに、再生可能エネルギーから大量に発生

する余剰電力を活用した水素事業の取組を進めながら、大規模発送電基地

の実現とエネルギー地産地消の両立を目指す。 

○ 人と地球にやさしいまちを目指し、景観や自然環境の保全、環境美化の

推進、省エネルギーの取組を市民とともに進めていく。 

○ 今後、ますます人口減少や少子高齢化が進行し、市民ニーズが多様化す

ると予想され、まちづくり委員会や町内会、ＮＰＯ法人の果たす役割はさ

らに重要となってくることから、まちづくり委員会のあり方の検証、コミ

ュニティ活動への支援、活動拠点の整備・充実を進め、コミュニティ活動

の活性化を図る。 

○ 積極的な情報発信やふれあいトークなどの市民と行政が意見交換する機

会の拡充、審議会委員の一般公募やパブリックコメント等を実施し、協働

によるまちづくりを推進する。 

○ 人口減少や少子高齢化により、財政規模の縮小や社会保障費の増大、公

共施設の維持管理費用の増大など、行財政運営を取巻く環境が厳しくなる

中、効果的・効率的な行財政運営を進めるため、徹底した事務事業の見直

しや、定員管理の適正化を図るとともに、長期的な視点で実施効果の高い

施策に財源を優先配分するなど、限られた財源の「選択と集中」を基本

に、行財政改革を推進し持続可能な財政運営を進めていく。 
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〔政策 0-1〕持続可能な地域社会づくり 

地域の資源を活用し、魅力あるまちづくりを進めるとともに、様々な地域間

交流の機会を通じて稚内の持つ魅力を発信し、定住・移住する人の受け入れを

促進します。 

また、海外や国内の様々な地域と、人・物・文化など幅広い分野において交

流を促進することにより、交流人口を増やし地域の活力を高めて、にぎわいの

あるまちづくりを目指します。 

さらに、市民一人ひとりが健康や環境問題に関心を持ち、行動することによ

り、本市のみならず、社会全体が将来にわたって持続できるよう、地域として

できることを積極的に取り組みます。 

◆ 主な取組と成果 〔政策 0-1〕持続可能な地域社会づくり 

○ 持続可能な地域社会の実現に向けて、再生可能エネルギーや広域観光な

ど、地域の資源・特性を活かした産業振興を進め、安定した就労の場を創

出した。 

○ 若い世代が結婚し、安心して子どもを産み育てられるよう、結婚・妊

娠・出産・子育てに対する支援を行うとともに、将来にわたり安全で安心

して住み続けられるよう、地域医療の充実をはじめとする環境整備に努

め、定住の促進を図ってきた。 

○ 地域とのふれあいや、生活環境を実際に体験することで、観光に訪れた

だけでは味わえない本市の魅力を知ってもらい、移住するきっかけとなる

よう、ちょっと暮らし移住体験事業を開始し、移住の促進を図ってきた。 

○ 友好都市の沖縄県石垣市と鹿児島県枕崎市とは、市民訪問団による相互

交流をはじめ、スポーツ・文化交流のほか、特産品の販売などの経済交流

等も積極的に行ってきた。また、サハリン州の友好都市 3市との教育・文

化・スポーツ交流を行い、両国の相互理解を深めてきた。 

○ 豊かな自然や、かけがえのない地球環境をより良好なものとして、次の

世代に引き継ぐため、「環境都市宣言」を行い、自ら環境保全活動に参加

し、環境に負荷をかけない行動を推進してきた。 

○ 我が国のエネルギー供給基地として、エネルギー自給率 100％を目指

し、全国に先駆けて再生可能エネルギーの導入や再生可能エネルギー施設

の誘致、実証研究のフィールドとして様々な取組を行ってきた。 

○ ごみの分別・減量、リサイクルの推進を図るとともに、不法投棄やごみ

のポイ捨てをしないモラルの向上、地域をあげてのクリーン作戦の実施な

ど、「クリーンアップわっかない」に取り組んできた。 
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◆ 未達成の課題 〔政策 0-1〕持続可能な地域社会づくり 

○ 人口減少の克服に向け、産業振興を核とした雇用の創出や、安心して結

婚・出産・子育てが出来る環境の整備など、様々な施策に取り組んできた

が、人口減少に歯止めがかかっていない状況にある。 

○ 移住相談者数、移住体験住宅の利用者数は、年々、増えているものの、

なかなか移住に結びついていない状況にある。近年、移住希望者のニーズ

が多様化し、併せて自治体間での競争が激しくなる中、単に「冷涼」「自然

の豊かさ」などの地域特性だけでは、移住者の確保は困難な状況になって

いる。 

○ 全国的に人口減少が叫ばれる中、移住・定住の促進に合わせて、今後も

友好都市との交流の継続・活発化を図るとともに、外国人観光客の誘客や

合宿誘致、イベントの創出による交流人口の拡大を図っていくことが課題

となっている。 

○ 環境基本計画策定時の市民アンケート調査では、「環境都市宣言」や「環

境基本計画」に対する認知度が 20％と低い状況にあり、十分に市民周知が

されているとはいえない状況にある。 

○ ごみの分別については、これまでの普及啓発により、市民や事業者への

意識の醸成は図られつつあるものの、依然として市民一人あたりの総排出

量は全国・全道平均を大きく上回る状況となっている。 
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◆ 今後の展開 〔政策 0-1〕持続可能な地域社会づくり 

○ 人口減少の克服に向けては、地域の資源・特性を活かした産業振興によ

り、安定した就労の場を創出するとともに、若い世代が結婚し、安心して

子どもを産み育てられるよう、結婚・妊娠・出産・子育てに対する継続的

な支援を行っていく。 

○ 将来にわたって、安全で安心して住み続けられるよう、地域医療の充実

をはじめとする環境整備など、関係機関と連携を強めながら、様々な施策

を今後も講じていく。 

○ 地域の優れた魅力や特色を広く発信し、外国人観光客の誘客や合宿誘

致、イベントの創出など、交流人口の増加に向けて取り組んでいく。 

○ 移住、定住を促進するため、地域特性のみならず、住宅や仕事といった

移住希望者の多様化するニーズを捉えた独自施策を展開していく。 

○ グローバル化が急速に進む中、近年、本市を訪れる外国人観光客が増加

していることから、グローバル化に即応できる人材の育成に努めていく。

また、市民と外国人との交流機会や異文化・生活習慣の違いについて、相

互理解が促進されるような取組を推進していく。 

○ 「環境都市わっかない」の構築のため、改めて環境都市宣言の目的や理

念について市民周知を図るとともに、市民全体で地球環境の負荷低減に向

け、市民や事業者の環境全般に対する自主的な取組を推進していく。 

○ 大規模発送電基地の実現とエネルギー地産地消の両立を目指し、送電網

整備実証事業を確実に推進するとともに、今後、大規模風力発電施設にお

いて大量に生じると予想される余剰電力の活用に関する仕組みづくりや、

ライフラインの強靭化、エネルギー関連事業の創出等による雇用拡大、資

金循環などを通じて地域経済へ波及させる仕組みを構築していく。 

○ 再生可能エネルギーの導入にあたっては、施設の整備と景観の保全との

調和を図るとともに、希少動植物の保護や生態系の維持に配慮していく。 

○ ごみの排出を抑制するとともに、発生したごみの 3R（発生抑制・再使

用・再生利用）の取組の徹底を図るとともに、環境学習や啓発活動を通じ

て、環境問題に対する意識の醸成を高めていく。 
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〔政策 0-2〕パートナーシップによるまちづくり 

将来の地域づくりを担い、地域の課題解決のために主体的に活動する人材を

発掘・育成するとともに、町内会をはじめ地域で活動する各種団体同士の連携

を促し、団塊の世代や高齢者の社会参画の場でもあるコミュニティ活動を活性

化します。 

また、地域の課題に対して最も身近なところで的確に対応するため、市内を

一定の範囲で複数の区域に分け、そこに住む住民が主体となって行政との役割

分担のもと、その区域の自治を直接行う地域自治の仕組みづくりに向けて、市

民とともに検討していきます。 

市民の意見を市政に反映させ、参画と協働による市民主体のまちづくりを進

めます。 

◆ 主な取組と成果 〔政策 0-2〕パートナーシップによるまちづくり 

○ 平成 19年 4月、「稚内市自治基本条例」を制定し、情報共有、参画、協

働を基本原則とし、市民が主役のまちづくりの実現に向け、市民が主体的

に市政運営に関わり、力を合わせて地域の課題を自ら解決できるよう、協

働によるまちづくりを進めてきた。 

○ 市民や団体、グループ等と市長が直接意見交換できる機会として「ふれ

あいトーク」や「おでかけミーティング」を開催し、市民の声を市政や施

策に反映させる取組を進めているほか、各種審議会やパブリックコメン

ト、市民アンケート調査・ワークショップ等を実施し、広く市民意見を聴

取している。 

○ 市民に行政の取組をしっかりと知っていただくために、広報紙やホーム

ページ、FMラジオ等の様々な媒体を活用し、市民にとって必要な情報を

よりわかりやすく発信している。 

○ 少子高齢化やライフスタイルの変化に対応し、地域の課題を地域自らが

取り組み、課題解決に向けて主体的に行動する場として、15のまちづくり

委員会を組織し、花いっぱい運動やアイスキャンドルイベント等の活動を

行ってきた。 

○ まちづくり委員会や町内会活動、ボランティア活動を支援する拠点とし

て活動拠点センターや生涯学習総合支援センターの整備・充実に努めてき

たほか、行政と協働によるまちづくり活動を行う団体等に対し、新たな助

成制度を創設し、コミュニティ活動を支援してきた。 
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◆ 未達成の課題 〔政策 0-2〕パートナーシップによるまちづくり 

○ 市民アンケート調査では、65.9％の市民が自治基本条例を「知らない」

と答えており、条例が制定され 10年が経過しているが、自治基本条例が

浸透されているとはいえない状況にある。 

○ 広く市民の意見を市政に反映させるため、各種審議会委員の一般公募や

パブリックコメント等を実施しているが、委員の応募者数やパブリックコ

メントの意見数はまだまだ少ない状況にある。 

○ 市民アンケート調査において、41.0％が市民に対する市からの情報発信

が「足りない」と答えており、市民が必要とする情報提供が十分に発信さ

れているとはいえない状況にある。 

○ 地方分権一括法の施行に合わせてスタートしたまちづくり委員会は、地

域の課題を地域自らが取り組み、課題解決に向け主体的に行動する場とし

て設置されたが、本来の目指すべき活動とはなっていない状況にある。 

○ まちづくり委員会のスタートから 15年以上が経過し、この間、社会を

取り巻く環境も大きく変化していることから、まちづくり委員会のあり方

について再考する必要がある。 

○ 本市のコミュニティを支えてきた町内会は、加入率の減少や担い手の不

足・固定化などの課題を抱えているほか、活動の拠点となる町内会館の老

朽化や維持・運営にも多くの課題を抱えている。 
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◆ 今後の展開 〔政策 0-2〕パートナーシップによるまちづくり 

○ 自治基本条例の認知度を高めるため、各種情報媒体を活用しながら周知

活動に努め、市の最高規範である自治基本条例の理念に基づく市政運営を

行い、より一層、協働のまちづくりを進めていく。 

○ 「ふれあいトーク」や「おでかけミーティング」は、市民と市長が、地

域の将来を語り合える場として有効な手段であるため、今後も継続すると

ともに、各種審議会委員の一般公募やパブリックコメント等の継続的な実

施により、市民の声を市政や施策に反映させていく。 

○ 広報紙やホームページ、ラジオなど様々なメディアを活用して、市民に

とって必要な市政情報をわかりやすく発信し、市民に親しまれ、信頼され

る広報施策を展開していく。また、広報紙やホームページ等に加え、ＳＮ

Ｓ等の新しい情報発信ツールを活用し、より早く・より正確な情報発信に

努めていく。 

○ まちづくり委員会の活動が停滞していることから、まちづくり委員会や

町内会連絡協議会など、関係者と協議を重ねながら、今後のまちづくり委

員会のあり方について検討を進めていく。 

○ 人口減少、少子高齢化や核家族化の進行により、人とのつながりが希薄

化する中、町内会やＮＰＯ法人、ボランティア団体の役割はますます重要

となっていることから、町内会への加入促進、地域活動やボランティア活

動への参加を呼びかけ、協働によるまちづくりの実現を目指す。 

○ 町内会館の老朽化や維持・運営については、地域によっておかれている

状況が違うことから、地域とともに課題解決に向け協議を進めていく。 
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〔政策 0-3〕健全で適正な自治体経営 

市民が、安心してこのまちに住み続け、このまちを次の世代へと継承できる

よう、健全で持続可能な財政構造の確立を推進します。 

そのため、自主財源の確保に努め、限られた財源の中で、効果的な行政サー

ビスを提供するため、既存の制度や施策の徹底した見直しを行い、健全な財政

運営に努めます。 

また、経営感覚を持った職員の育成に努めるとともに、情報通信技術等の活

用により市民にとって利便性の高い行政サービスの提供に努める一方、必要に

応じて職員が出向くなど、顔が見え、安心して利用できる“市民の役に立つ”

市役所づくりを目指します。 

さらに、本市の基礎自治体としての機能の充実強化を図り、宗谷地域の中心

としての本市の位置付けや役割を認識しながら、生活圏を共有する住民の利便

性を向上させるためにも、多様な形態での広域行政のあり方について積極的に

検討し、さらなる効率的、効果的な行政サービスの提供を図っていきます。 

◆ 主な取組と成果 〔政策 0-3〕健全で適正な自治体経営 

○ 平成 24年度に策定した中期財政計画に基づき、徹底した事務事業の見

直しや、指定管理者制度などのアウトソーシング等を実施し、これにより

各年次で見込まれていた財源不足を解消し、基金についても計画を上回る

残高を保有するなど、健全な財政状況を維持してきた。 

○ 市税収入を確保するため、収納率向上対策をはじめ、滞納整理の強化や

課税客体の適正な把握に努めた。さらに、いつでも納税できる体制を整備

するためコンビニ収納を開始するとともに、滞納者の経済状況に応じて分

割納付などの納税相談を行い、税収の確保に努めてきた。 

○ 公共施設へのニーズや、必要とされる規模・量を把握し、的確に対応す

るため、平成 27年度に稚内市公共施設等総合管理計画を策定し、公共施

設の長寿命化を図りながら適切な維持・保全に努めてきた。 

○ 質の高い行政サービスをより効果的・効率的に提供していくため、職員

研修の充実を図り、コミュニケーションや組織マネジメント能力の向上に

努めてきた。 

○ 宗谷管内 9町村と締結した「定住自立圏形成協定」に基づき、宗谷定住

自立圏共生ビジョンを策定し、医療や環境、産業など様々な分野におい

て、中心市として圏域の暮らしに必要な都市機能の確保に努めるととも

に、連携町村の持つ資源や地域性を活用して、圏域住民が安心して暮らし

続けられるよう、相互に役割分担をしながら連携協力を図ってきた。 

○ 市民に身近な基礎自治体として、国や北海道から必要な権限・財源の移

譲を受け、行政サービスの向上を図ってきた。 



分野 0：地域経営（自治） 

16 

◆ 未達成の課題 〔政策 0-3〕健全で適正な自治体経営 

○ 徹底した事務事業の見直し等により、財政の健全性を示す主な指標は、

概ね改善傾向で推移しているが、財政構造の弾力性を示す経常収支比率は

依然として高い状況となっている。 

○ 平成 28年度から開始したコンビニ収納の効果検証を行うとともに、新

たな収納率向上対策の検討、受益者負担を基本とした、使用料、負担金の

見直しや減免基準のあり方を整理し、収入確保に努める必要がある。 

○ 団塊の世代の大量退職等に伴い、職員構成が大きく変化している中、人

材育成を基本とした人事評価を定着させるとともに、医療・福祉部門、土

木建築部門の技術系の職員の確保が課題となっている。 

○ 人口減少と多様化する市民ニーズに対応し、市町村が持続可能な行政サ

ービスを提供していくためには、広域的な連携がこれまで以上に重要とな

っている。 

◆ 今後の展開 〔政策 0-3〕健全で適正な自治体経営 

○ 限られた財源の「選択と集中」を基本に、内部管理経費の削減や既存事

業の見直しなどの取組により、効果的・効率的な財政運営を行うととも

に、使用料、負担金の見直しや減免基準のあり方、新たな収納率向上対策

について検討を進め、必要な財源確保に努めていく。 

○ 多くの公共施設が老朽化の問題を抱えていることから、平成 27年度に

策定した「稚内市公共施設等総合管理計画」を必要に応じて見直し、改善

を図るとともに、個別施設計画の見直しを行いながら長期的な視点を持っ

て公共施設の総合的かつ計画的な管理に努めていく。 

○ 多様化する市民ニーズに対応するため、職員個々の能力向上、事務の効

率化を図るとともに、各部署における業務量や課題を検証しながら、職員

の適性を踏まえた効果的な職員配置と職員数の適正化を進めていく。 

○ 人口減少が進む中、継続して効果的・効率的な行政サービスの提供や、

生活圏を共有する住民の利便性の向上には、広域連携が欠かせない取組で

あるため、宗谷管内の中心市として連携町村と協議を重ねながら、宗谷管

内の中心市として広域行政のあり方について検討を進めていく。 

○ 今後においても国や北海道から権限を委譲し、市民サービスの向上を図

っていく。 
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分野 1：教育・文化 

【基本目標】 

心豊かな人と文化をはぐくむまちを目指して 

本市における子育ての取組の指針でもある「子育て平和都市宣言」や「子育て

提言」のもと、これまで取り組んできた子育て運動を基に、学校・家庭・地域が

連携を強化することで、子ども達の豊かな人間性、自ら学ぶ学習意欲、健康と体

力の向上を図り、「生きる力」をはぐくみます。 

一人ひとりが学校・家庭・地域社会など様々な場で共に学び合いながら、スポ

ーツ・芸術・文化に親しみ、だれもが生きがいを持ち、健康で豊かな人生を送る

ことができる地域社会を創造し、心豊かな人と文化をはぐくむ活力あるまちを目

指します。 
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基本目標の達成状況 

○ 子どもたちの「生きる力」をはぐくむため、「子育て提言」に基づき、行

政をはじめ、学校、ＰＴＡ、町内会など、様々な団体で構成される稚内市

子育て推進協議会が中心となり、多くの子育て運動に取り組んだ。 

○ 多様な問題を抱える子どもや家庭に対し、中学校区単位における支援ネ

ットワークを形成し、「子ども支援指針」に基づき、学校、関係機関、団

体、家庭、地域の連携をさらに強化し、適切な指導・助言（支援）を行っ

た。 

○ 市民一人ひとりが健康で心豊かな生活を送れる地域社会を創造するた

め、最北端平和マラソンやジュニアスポーツ等を開催し、スポーツに親し

み、参加できる環境づくりを進めたほか、語学、軽運動、趣味に応じた市

民講座の開催、各種団体のニーズに応じた出前講座、さらには地域を学ぶ

稚内学を開催し、多岐にわたる学習支援体制の充実を図った。 

○ 稚内市文化事業振興協議会や稚内市文化協会等を支援し、演劇、クラシ

ック、歌謡曲、古典芸能など優れた文化鑑賞の機会を創出した。 

○  稚内市の気候と既存の宿泊施設を活用し、積極的に各種スポーツ団体の

合宿誘致を進めた。併せて、地元スポーツ少年団等の競技力の向上のた

め、講習会等も開催した。 
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検証結果を踏まえた今後の方向性 

○ 近年、社会問題となっているスマホやネット等への依存問題により、学

力をはじめ、体力や運動機能の低下が顕著に見受けられる。その他にも、

コミュニケーション力の低下やストレスの蓄積など、「生きる力」をはぐく

むための弊害となる要因が多く存在することから、行政、学校、家庭、地

域が一体となった取組を、重点的かつ継続的に進める必要がある。 

○ 子育て支援施策は、「稚内市子ども・子育て支援事業計画」や「子ども支

援指針」に基づき、さらなる対策を図っていく。また、子育ての担い手と

なる人材の確保のため、保育所や幼稚園による子育て支援のみならず、育

児経験豊かな主婦やＰＴＡ等の協力、高齢者の参画を得るなどし、地域の

ニーズに応じた子育て支援の充実を図る。 

○ 生涯学習のさらなる充実を図るため、各種団体と連携し、新たな学習メ

ニューの構築など、「学ぶ意欲の向上」や「協働のまちづくりへの還元」に

繋がる取組を進める。 
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〔政策 1-1〕地域・家庭における教育力の向上 

家庭は教育の出発点であり子どもの教育に第一義的な責任を有していること

から、生活習慣をしっかりと身に付け、心身ともに健やかな成長が図られるよ

う、家庭の教育機能を高めるための取組を行うとともに、保育所と幼稚園など

の就学前児童の教育環境の整備を図ります。 

地域においては、各種団体の連携強化を図り、市民一人ひとりが子どもと家

庭を大切にする視点に立ち、“地域全体で子育てを応援する風土”を創造し、家

庭を築き「子どもを育てるよろこび」を実感できる地域社会の形成を目指しま

す。 

◆ 主な取組と成果 〔政策 1-1〕地域・家庭における教育力の向上 

○ 稚内市子育て推進協議会を中心として、「子育て提言」を根付かせる取組

を進めてきた。特に、「スマホ・ネット問題」については、講演会や学習会

を実施し、保護者や子ども達に問題意識の高まりと規則正しい生活の重要

性について理解を促した。 

○ 平成 28年度には、子育て平和都市宣言から 30周年を迎え、記念講演会

を開催するなど、地域ぐるみで行う子育ての大切さについて再認識した。 

○ 次代を担う子ども達の健やかな成長を支援するため、稚内市子育てファ

イル「あゆみ」を、段階的に子どもがいる家庭に配布した。 

○ 在宅育児支援事業として、各幼稚園等による幼児教室や、地域子育て支

援センターによる子育て家庭への支援・相談等を実施してきた。 

○ 質の高い幼児教育・保育を提供するために、施設における環境整備と、

幼稚園教諭や保育士等のための研修機会を支援し、幼児教育・保育の充

実・強化を図った。 

○ 稚内市幼保小連絡協議会において、幼稚園、保育所、小学校の連携を図

るとともに、就学前教育アドバイザーを配置し、各幼稚園・保育所への巡

回相談や保護者等との懇談を行い、課題のある子どもをもつ家庭に対し

て、就学支援を実施した。 

○ 複雑多岐にわたる個々のケースに合わせ、きめ細やかな対応が可能とな

るよう、稚内市教育相談所や適応指導教室「つばさ学級」に、スクールソ

ーシャルワーカーやスクールカウンセラーを配置し、体制強化を図った。

また、市内４地区の中学校区単位からなる、地区別ネットワークを設置

し、地域全体で子どもを見守る体制を構築した。 

○ スクールガードボランティアの見守り活動により、安全・安心な登下校

の確保が図られたとともに、挨拶等の触れ合いにより、子ども達のコミュ

ニケーション力も向上した。 
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◆ 未達成の課題 〔政策 1-1〕地域・家庭における教育力の向上 

○ 児童生徒が抱える問題や子育てに関する相談件数は減少傾向にあるが、

その一方、複雑で問題解決に時間を要する事案や、家庭環境など学校以外

の要因による問題が増え、家庭まで踏み込んだ対応が求められる困難なケ

ースが増えている。 

○ 地域ぐるみの子育て支援の推進にあたり、スクールガードボランティア

の高齢化が進んでおり、これからの人材確保が必要である。また、地域社

会全体で子どもを育てる観点から、幼稚園・保育所における取組を通じ

て、家庭・地域の教育力の向上が必要である。 

 

◆ 今後の展開 〔政策 1-1〕地域・家庭における教育力の向上 

○ 多様な児童問題に対応する支援者のスキルアップを図るとともに、有資

格者等の配置を検討し、関係機関との協力・連携を図りながら、地域ぐる

みでの助け合い・支え合いをより深め、子どもと家庭を応援する取組を進

める。 

○ 地域ぐるみの子育て支援については、地域人材の協力を得て推進してい

く。また、幼稚園や保育所、家庭、学校、地域が連携して、家庭や地域の

教育力の向上を目指す。 
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〔政策 1-2〕時代に即した学校教育の推進 

子ども達が社会の著しい変化に対応できるよう、豊かな人間性や自ら学び・

自ら考える力といった「生きる力」をはぐくみます。 

その基礎を形作るために「確かな学力の定着」、「学校における体験活動の充

実」、「いじめのない学校づくり」の一層の充実を図り、時代に即した学校教育

を進めます。 

また、次代を担う子どもたちの教育環境のより一層の充実を図るため、地域

に根ざした高校・大学教育の推進を図るとともに、学校、家庭、地域、行政が

それぞれの役割を再認識し、連携して取り組みます。 

◆ 主な取組と成果 〔政策 1-2〕時代に即した学校教育の推進 

○ 子ども達が、「確かな学力」、「豊かな人間性」、「健康と体力」の３つの要

素からなる「生きる力」を、小中学校９年間で身に付け、社会の著しい変

化に対応できるよう、各学校へ市費負担教員、特別支援教育支援員、学校

図書協力員、外国語指導助手（ALT）などを採用・配置した。 

○ 子ども達の基礎学力の定着を目的に、退職教員を活用した放課後学力グ

ングン塾を実施するとともに、小中学校再編計画に基づき、学校の統廃合

に努め、規模の適正化を図った。 

○ 「土曜授業」として、学校・家庭・地域が連携し、役割分担をしなが

ら、多様な学習、文化やスポーツ、体験活動等の機会を設けるなど、子ど

も達に豊かな教育環境を提供し、教育の一層の充実を図った。 

○ 高等教育の充実と環境整備のため、北海道稚内高等学校の普通科と商業

科への単位制導入に関わる要望書を北海道教育委員会へ提出し、平成 31

年度から普通科と商業科に単位制が導入されることとなった。 

○ 地域に根ざし、支えられる大学として、市民が気軽に学ぶ機会が得られ

るよう、地域への開放に努め、生涯学習の場として市民向けの講座を開催

した。 
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◆ 未達成の課題 〔政策 1-2〕時代に即した学校教育の推進 

○ 近年、子ども達が、家の中で過ごす時間が増えているにも関わらず、家

庭における学習時間が減少している傾向にあり、学力や体力・運動能力の

低下を招いている要因として、スマホ、タブレット、テレビゲーム等への

依存が考えられる。「生きる力」を構成する３つ要素の向上・充実を図るた

めの取組が必要である。 

○ 小中一貫による教育体制の構築に関して、市内一部の小中学校間におい

ては、双方の教員による研究会の実施や教員の相互乗り入れ、教科連携な

どを実施し、従来からの「小中連携」から「小中一貫」の段階へと進めて

きているが、まだ時間を要する状況にある。 

◆ 今後の展開 〔政策 1-2〕時代に即した学校教育の推進 

○ 学力検査の結果などの検証を踏まえ、子ども達一人ひとりが学ぶ意欲や

課題を見つけ、自らが主体的に取り組むことができる環境づくりを目指

し、家庭及び学校と連携を図りながら学力の基礎・基本の定着に取り組ん

でいく。 

○ 子ども達の豊かな人間性や社会性を育むための体験的な活動（ボランテ

ィア活動・自然体験活動）の充実や、「健康と体力」の向上に取り組むた

め、今後も、家庭教育や社会教育さらには子育て運動との連携を強めてい

く。また、スマホやテレビゲーム等の使用について家庭で話し合い、家族

の約束で節度ある使用が出来るよう引き続き促していく。 

○ 「生きる力」が着実に身につくよう、子ども達の成長・発達段階に応じ

た適切な教育支援を行うため、地域における教育的機能を最大限に活用

し、中学校区単位を基盤とした「連携から一貫へ」の歩みをさらに深化さ

せていく。 

○ 大学については、本市の生涯学習の一拠点と位置付け、産官学による共

同研究の推進や生涯学習機会の提供に取り組み、大学の知的財産と地域産

業の結びつきを強めるよう努める。 
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〔政策 1-3〕活気あふれる学びの場づくり 

市民一人ひとりが主体的に学習に取り組むことができる環境の整備を図ると

ともに、市民参画による学習機会の充実に努め、活気あふれる学びの場を創り

ます。 

また、『スポーツ都市宣言』のまちとして、生涯にわたるスポーツ活動を通

じ、健康体力づくりの推進を図るとともに、豊かな心と体をはぐくむため風土

に根ざした芸術文化活動の充実を図ります。 

さらに地域性や時代のニーズに合った高等教育の充実を図り、ともに喜びと

責任を分かち合いながら学ぶ社会教育活動を推進して、市民がいきいきと暮ら

すことができる地域社会を目指します。 

◆ 主な取組と成果 〔政策 1-3〕活気あふれる学びの場づくり 

○ 市民ニーズに即した市民講座、出前講座、さらには地域を学ぶ稚内学を

開催し、多岐にわたる学習支援体制の充実を図った。 

○ 他都市との青少年交流事業を長年に渡り継続して実施し、異文化の体験

や学校交流、集団行動を通じて、多くの子どもたちの社会性をはぐくん

だ。 

○ 稚内市文化事業振興協議会や稚内市文化協会等を支援し、演劇、クラシ

ック、歌謡曲、古典芸能など優れた文化鑑賞の機会を創出した。 

○ 生涯スポーツ社会の実現及び市民皆スポーツの定着を図るため、最北端

平和マラソンや親子スポーツ教室、ジュニアスポーツ等を開催し、スポー

ツに親しみ、参加できる環境づくりを進めた。 

○ 平成 25年に国の登録有形文化財として登録を受けた市内の歴史的建造

物である旧瀬戸邸をはじめ、市内に残る様々な文化財を保存するととも

に、広く公開し歴史や文化に触れる機会を促進した。 
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◆ 未達成の課題 〔政策 1-3〕活気あふれる学びの場づくり 

○ 行政が事業を企画・実施し、市民の参加を呼び掛けるばかりでなく、市

民一人ひとりが自主的に参加し、学ぶことの大切さや喜びを感じることが

出来るような事業の進め方を検討するとともに、学んだ成果を生かせる機

会を拡充していくことが必要である。 

○ 文化・芸術を身近に感じられる環境づくりとして、従来進めてきた優れ

た芸術・文化に触れる機会としての「鑑賞型」と、稚内独自の文化として

市民が自分たちの手で作り上げる「市民参画型」を目標としているが、「市

民参画型」については、具体的な取組が不足している。 

○ 文化団体における人材の高齢化が進んでおり、次世代へ文化を継承する

ための人材育成が必要である。また、貴重な文化財を後世に伝えていくた

め、展示・収蔵施設が不足している状況にある。 

○ 社会教育、文化、スポーツなどの各施設における老朽化が進んでおり、

利用者の利便性・安全性を考慮し、施設の改修計画の策定が必要である。 

◆ 今後の展開 〔政策 1-3〕活気あふれる学びの場づくり 

○ 生涯学習のさらなる充実を図るため、各種団体と連携しながら、新たな

学習メニューの構築や関心の高い分野について学びの場を創出し、「学ぶ意

欲の向上」や「協働のまちづくりへの還元」などに繋がる取組を進める。 

○ 自然体験学習や他都市との青少年交流事業を継続し、心豊かな青少年の

育成に努めるとともに、地域の文化・伝統を継承するために、人材の育成

や普及活動を促進していく。 

○ 「スポーツ都市宣言」のまちとして、生涯スポーツの推進については、

今後も年齢や目的に応じた各事業を実施していく。また、競技力向上のた

め、スポーツ合宿において、講習会や公開練習などトップレベルの指導を

受けることができる機会を創出する。 

○ 文化財の保管や管理、展示方法等を検討し、稚内市の歴史・文化を提供

する場を作り、後世に伝えるための取組を引き続き実施していく。 

○ 社会教育、文化、スポーツなどの各施設において、他公共施設と併せ、

全庁的に統廃合や新設などを検討していく。 
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分野 2：保健・医療・福祉 

【基本目標】 

みんなで育てる笑顔（ほほえみ）あふれるまちを目指して 

赤ちゃんからお年寄りまで一人ひとりが社会の一員であることを認め合い、お

互いの個性を尊重し、ともに助け合いながら自分らしく生きがいを持って暮らす

ことができる地域社会の実現を目指します。 

住民の多様なニーズに応えていくために、市民の自らの意思と行動力を培い、

市民や関係団体、事業者、地域と連携を図りながら、社会情勢の変化に対応した

施策の推進に努めるとともに、行政サービスや地域サポートなどが、しっかりと

行き届いたまちづくりを進めます。 
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基本目標の達成状況 

○ 開業医誘致助成制度の創設により、医師の確保に努めるとともに、特定

不妊治療費助成事業や妊婦健康診査を拡充し、妊娠を望む夫婦や妊娠期の

健康づくりの充実を図り、市民が安心して生活できるよう、健康づくりの

推進と医療の充実、子どもたちが健やかに生まれ育つ環境づくりに取り組

んできた。 

○ 地域福祉計画を策定し、高齢者、児童、障がい者などの分野ごとの「縦

割り」ではなく、住み慣れた地域で行政と市民が一体となって支え合う総

合的な地域福祉の推進に取り組んできた。 
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検証結果を踏まえた今後の方向性 

○ 誰もが喜びとゆとりの中で安心して出産し、親子が心身とも健やかに成

長できるように、地域・社会が一体となって子育てに取り組める環境づく

りを引き続き行っていく。 

○ 依然として医師が不足している状況の中、市民アンケート調査やワーク

ショップにおいても、医師不足による不安について多くの意見が出され

た。今後も、地域が一体となって、医療を守り支える「地域医療を考える

稚内市民会議」等において、医療環境を改善するための対応策等の検討を

行い、地域医療体制の充実を図る。 

○ 制度や分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超え

て、地域住民が「我が事」として参画する地域共生社会の実現に向けた考

え方の整理が必要である。また、高齢者、障がい者、児童・子育て、生活

困窮者等の問題解決の入口ともいえる相談体制の充実・強化を図る。 
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〔政策 2-1〕健康づくりの推進と医療の充実 

市民が安心で健やかに生活できるよう、健康診査等の受診を促進し、疾病予

防・生活習慣病予防支援としての事業推進を図り、生涯を通じた心とからだの

健康づくりを支援します。 

また、地域医療・救急医療・広域医療のニーズに即した医療体制の充実、関

係機関との連携強化を図るとともに、周辺の町村も含めた地域のセンター病院

として、市立稚内病院の機能充実に努めます。 

◆ 主な取組と成果 〔政策 2-1〕健康づくりの推進と医療の充実 

○ がん検診の普及啓発や個別勧奨を行うとともに、がん検診に係る無料ク

ーポン券の交付や乳がん検診と骨粗鬆症検診の同日実施など、検診の利便

性を図った。また、平成 26年度から中高校生を対象にピロリ菌除菌事業

を実施し、胃がん等疾病予防に取り組んだ。 

○ 高齢者インフルエンザ及び肺炎球菌予防接種事業の実施や、「水夢館」を

活用した健康推進事業、介護予防事業を行い、健康の保持・増進を図っ

た。 

○ 開業医誘致助成制度の活用により、制度開始から 5件の診療所が開院し

た。また、平成 27年 10月には、市内 19の団体で構成する「地域医療を

考える稚内市民会議」を設立し、地域が一体となって本市の医療を守るた

めの取組を進めた。 

○ 市民に対し、適正な救急外来の受診を意識させるよう、市内全戸へ救急

受診チャートを配布したほか、市立稚内病院では研修医・医学生を積極的

に受け入れることにより、初期臨床研修医が増加し、医師確保に繋がっ

た。 
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◆ 未達成の課題 〔政策 2-1〕健康づくりの推進と医療の充実 

○ 特定健康診査の受診率及び特定保健指導の実施率が低い状況であること

から、受診率や実施率の向上について対策が必要である。 

○ 常勤医不在の診療科が多いことなどから、安定した医療体制が求められ

ている。 

○ 地域医療・救急医療のニーズに即した医療体制については、北海道が示

した「地域医療構想」を踏まえ、検討が必要である。 

◆ 今後の展開 〔政策 2-1〕健康づくりの推進と医療の充実 

○ 特定健康診査及び特定保健指導については、医師会等との連携を図り、

市民周知や啓発活動をさらに強化していく。 

○ 検診の受診勧奨や疾病・介護予防の普及啓発など、地域保健推進委員と

連携を継続し、健康の保持・増進を図る。 

○ 市民ぐるみで医療を守り支える取組を推進するとともに、市民が安心し

て適切な医療を受けられる体制の構築を目指す。 

○ 市民アンケート調査では、がん検診についての意見が多かったことか

ら、受診に対する利便性の向上や効果的な周知について検討していく。 

○ 市立稚内病院が地域センター病院としての機能を発揮するためには、常

勤医確保が最優先事項であるため、引き続き医師確保に努めていく。 
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〔政策 2-2〕子どもたちが健やかに生まれ育つ環境づくり 

だれもが喜びとゆとりの中で安心して出産し、親子が心身とも健やかに成長

できるように、地域・社会が一体となって子育てに取り組める環境を整えると

ともに、経済的な不安や養育面での不安を抱える親が増加していることから、

地域の中で安心して暮らすことができるサポート体制の充実を図ります。 

◆ 主な取組と成果 〔政策 2-2〕子どもたちが健やかに生まれ育つ環境づくり 

○ 子どもたちが健やかに育つよう、健康診査や健康相談等を通じて、心身

の成長をはぐくむ環境づくりに努めた。また、思春期の子どもを対象にし

た「赤ちゃんふれあい体験事業」を実施し、生命の大切さや家庭の役割に

ついて理解を深めた。 

○ 定期予防接種については、水痘、B型肝炎、日本脳炎ワクチンが開始さ

れ、医療機関の協力を得て、接種しやすい体制を整えるとともに、疾病の

まん延防止と重症化予防に向けた環境づくりに取り組んだ。 

○ 子育てボランティアで構成する稚内市子育て支援ネットワークを組織

し、地域全体で子育て力の向上を図った。平成 27年度には増幌放課後子

ども教室、平成 28年度には南児童館を開設、平成 29年度からは新たに病

児保育事業を実施し、地域の中で安心して暮らすことができるサポート体

制の充実を図った。 
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◆ 未達成の課題 〔政策 2-2〕子どもたちが健やかに生まれ育つ環境づくり 

○ 安心して妊娠・出産に繋げることが困難なケースも増えており、母親教

室や妊婦健康診査等、妊娠・出産期の支援の充実・強化が必要である。 

○ 待機児童数が増加していることから、保育士等の確保を含め対策の検討

が必要である。 

◆ 今後の展開 〔政策 2-2〕子どもたちが健やかに生まれ育つ環境づくり 

○ 特定不妊治療費の助成事業等については、継続して実施するとともに、

一般不妊治療や不育症治療費の助成についても検討する。 

○  「稚内市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、待機児童の解消に努

める。 

○  ライフステージに合わせた子育て情報や制度の PRについて、時代に即

した新たな周知方法を検討する。 
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〔政策 2-3〕支え合いだれもが安心して暮らせるまちづくり 

「ともに生き、ともに支え合う」という精神のもと、地域に住む一人ひとり

が福祉への関心を高め、社会を担う一員として積極的に参加する、地域福祉を

推進します。 

高齢になっても、障がいがあっても、できる限り住み慣れた地域で自立した

生活を送れるよう社会基盤の充実に努めるほか、学習や就労、行事などの多様

な活動への参加を促進し、だれもが生きがいを感じ、安心して暮らせる環境づ

くりを進めます。 

また、様々な不安や悩みに応じる相談体制の充実と支援を行うとともに、地

域コミュニティやボランティア活動との連携により、生活機能の低下を未然に

防止するための取組や、介護者等の負担軽減を図ります。 

◆ 主な取組と成果 〔政策 2-3〕支え合いだれもが安心して暮らせるまちづくり 

○ 平成 23年度に子ども・子育て、高齢者、障がい者に関する計画を包含

した「稚内市地域福祉計画」を策定し、基本理念である「みんなの笑顔が 

かがやくまち わっかない」を目指し地域福祉を推進してきた。 

○ 高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けるため、地域包括ケアシステムの

構築を進めるとともに、障害者差別解消法の施行に伴い、職員対応要領の

制定や、ユニバーサルデザイン化を念頭に置いた公共施設の改善を図るな

ど、だれもが暮らしやすい環境づくりに努めてきた。 

○ 障がいに関する相談支援の中核的な役割を担う機関として、基幹相談支

援センターを設置したほか、自立支援協議会を立ち上げ、支援の在り方や

課題について協議し、相談支援体制の充実を図ってきた。 

○ 認知症初期集中支援チームの設置により、対象者等を早期の支援へ繋げ

るとともに、認知症地域支援推進員の配置や家族会・認知症カフェを立上

げ、家族支援や地域との繋がりを作るなど、認知症の方を取り巻く支援体

制づくりに取り組んできた。 

○ 介護予防サポーター等の養成や生活支援コーディネーターを配置し、生

きがいや介護予防・生活支援へつながることが期待される住民主体の通い

の場も増加した。 

○ 在宅医療と介護の連携に係る取組や市民への普及啓発を推進し、地域包

括ケアの充実に取り組んできた。 

○ 生活困窮者自立支援法の施行に伴い、包括的かつ継続的な相談支援や住

居確保給付金の支給などの支援を行った。 
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◆ 未達成の課題 〔政策 2-3〕支え合いだれもが安心して暮らせるまちづくり 

○ 一人暮らしや認知症の高齢者が増加しており、多様な生活支援サービス

の創出、見守り体制づくりの強化が必要である。 

○ 障がいに対する理解が不足しており、誤解や偏見が見受けられる。ま

た、障がい者が就労する企業が少ない現状であり、経済的自立が進まない

一因となっている。 

○ 複合的な問題を抱える家庭が増加しており、相談内容が多様化・複雑化

するなかで、制度や枠組みを超えて相談支援できる体制が必要である。 

◆ 今後の展開 〔政策 2-3〕支え合いだれもが安心して暮らせるまちづくり 

○ 住民自身が取り組む「自助」、支え合う地域づくりの「共助」、公的サー

ビスである「公助」が適切に機能し合う仕組みを整備し、さらなる地域福

祉の推進を図っていく。 

○ 市民アンケート調査において、「介護や福祉」に関する情報が不足してい

るとの回答が多くあったことから、相談窓口や制度のさらなる周知を図っ

ていく。また、多様化・複雑化する福祉の相談へ対応するため、関連する

部署間での連携強化を図っていくとともに、市民が利用しやすい本来のワ

ンストップ体制の再整備が求められている。 
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分野 3：環境・生活 

【基本目標】 

自然と共存し、安全・安心に暮らせるまちを目指して 

安心して快適に暮らすことができる生活環境づくりや、社会基盤整備を通し

て、行政と市民、企業・団体などが協働して活動を行い、だれもが安全・安心に

暮らすことができるまちづくりを目指します。 

地球規模の環境・資源問題が深刻化する中、本市は自然エネルギーの活用に積

極的に取り組むとともに、自然環境の保全に努め、恵み豊かな地球環境を次の世

代へと引き継いでいきます。 

市民一人ひとりが地球社会の一員として環境負荷の低減に積極的に貢献する活

動を行うことにより、環境が向上して市民生活を豊かにする、環境と生活が共存

し好循環するまちをつくります。 
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基本目標の達成状況 

○ 市民が安全・安心に暮らせるまちづくりとしては、一定程度掲げている

目標を達成できている状況である。 

○ 安全なまちづくりという点では、市民全体で地域を見守る意識が定着

し、特に町内会をはじめとする地域の人々の協力によるスクールガード

は、子どもたちの通学を見守る活動として、根付いた取組となっている。

また、犯罪の抑止力効果が期待できる青色防犯パトロールも継続的に取り

組んでいる。 

○ 冬の生活で重要視される除雪対策については、除雪委託業者の減少に対

応するため地区割りの再編を行い、業務の継続性及び作業効率の向上を図

り、市民の冬の生活路の確保に努めている。 

○ 安心できるまちづくりという点では、これまで距離的なハンディキャッ

プがあった遠隔地での救命率の向上を図るため、遠隔地９地区の消防団員

をファーストレスポンダーとして養成し、ＡＥＤを活用した救命活動の取

組を進めている。 

○ 自然と共存するまちづくりとしては、地球環境負荷の低減や地球温暖化

防止の貢献につながる、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー

の導入拡大を官民あげて取り組んできた結果、市内の消費電力の約９割を

賄うことが可能な規模となっている。 

○ 近年では、エゾシカによる市民の生活環境への影響を及ぼす事例や、ア

ライグマによる農業被害などが相次いでおり、それぞれの個体数増加を抑

制するべく、効果的な捕獲に取り組んでいる。 
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検証結果を踏まえた今後の方向性 

○ 消費生活の向上、交通安全対策、防犯対策、消防・救急体制の充実、冬

の除雪対策、生活環境の確保について、まずは継続的に取り組んでいかな

ければ、市民の安全・安心な暮らしを維持することはできないと考える。 

○ 歯止めのきかない人口減少や今後も進む高齢者の増加など、年々変化す

る社会情勢をしっかり見据えて、先手を打てるように常に情報収集に努

め、市民が暮らしていきたいと思えるような方策を講じていかなければな

らないと考える。 

○ 現在策定中の環境基本計画に基づき、ごみ減量化や資源のリサイクル、

省エネルギーの推進など、地球環境負荷の低減を図るほか、自然環境を守

り共存する社会を目指し、市民・事業者とともに「環境都市わっかない」

として、これまで以上に取組を進めていく。 

○ 持続可能な地域社会の構築には、優れた自然環境や多様なエネルギー資

源など、他の地域には無い、本市ならではの独自性や優位性を生かす取組

として、地球温暖化防止に貢献する再生可能エネルギーの普及・拡大と有

効活用が重要である。 

○ 再生可能エネルギーによって生み出された電力や、余剰電力を活用して

生成した水素などを、直接的または間接的に市民や事業者に還元できるよ

うな仕組みづくりが実現できれば、暮らし続けていきたいという考えの一

つの要素になり得ると考える。 
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〔政策 3-1〕安心して暮らせるまちづくり 

消費生活における被害を未然に防止し、消費者の自立と保護を進めるととも

に、犯罪のないまちづくりのための防犯活動、交通安全対策の推進、消防・救

急体制の充実などに取り組みます。 

行政や市民、企業・団体などが相互に連携し、市民一人ひとりが安全に安心

して暮らせる環境をつくります。 

◆ 主な取組と成果 〔政策 3-1〕安心して暮らせるまちづくり 

○ 消費生活においては、消費生活セミナーや消費生活展を稚内消費者協会

と共同開催し、消費者被害防止啓発として出前講座や訪問啓発等を実施し

てきた。平成 24年度からは、消費生活に関する相談体制の充実を図り、

相談受付業務や啓発活動、情報提供に取り組んできた。 

○ 環境に配慮した消費活動の促進では、事業者の協力のもと、市内 3箇所

のスーパーや食料品店でレジ袋削減運動等を実施してきた。 

○ 交通安全対策においては、交通安全運動期間の街頭啓発や指導等の実

施、小学校等における青空教室や各種講習会を開催した。また、学校交通

安全指導員の人員確保が課題であったが、地道な知人への働きかけにより

解決され、通学時などの児童生徒の安全確保体制が充実した。 

○ 防犯対策においては、関係機関と連携した啓発活動や、市公用車による

青色防犯パトロールなど、抑止力効果のある活動を実施してきた。また、

スクールガード活動の継続により、子どもが安全に通学できる環境を整

え、一定の評価を受けている。 

○ 消防体制においては、事業所への立ち入り検査を実施し、避難訓練指導

の強化を図った。また、一般家庭への防火訪問時の住宅用火災警報器設置

普及啓発により、設置率が上昇した。 

○ 消防設備では、給水活動や特殊火災に対応する消防車両を更新するとと

もに、消防救急デジタル無線の整備を行い、体制強化や通信エリアの拡大

による機動力・秘匿性の向上を図った。 

○ 救急体制の新たな試みとして、市内の遠隔地における心肺停止患者の救

命率向上のため、消防団員をファーストレスポンダーとして養成し、救命

活動の実績をあげている。 
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◆ 未達成の課題 〔政策 3-1〕安心して暮らせるまちづくり 

○ 消費生活では、消費生活相談員の継続的かつ資格保有者確保をはじめ、

多様化する相談に対応した相談員の相談対応スキルの向上が課題となって

いる。 

○ 消費生活に関する相談件数は徐々に減っているものの、昨今では情報化

が進み多様化する手口などが増える中で、潜在被害者がいると考えられる

ことから、消費者意識の高揚に関しては、情報提供や啓発機会の一層の増

加を図らなければならない状況となっている。 

○ レジ袋削減運動は、ある程度浸透しているが頭打ちの状況であるため、

違った視点での取組が必要となっている。 

○ 交通安全対策では、事故件数や死傷者数が減少している成果も見られる

が、新たに高齢者の交通安全対策が必要な状況となっている。 

◆ 今後の展開 〔政策 3-1〕安心して暮らせるまちづくり 

○ 消費生活の向上に向け、消費生活相談員の継続的な確保や能力向上を図

り、多様化するトラブルに対応できる体制を構築するとともに、消費者意

識の高揚のため、出前講座の実施など積極的に啓発活動を進めていく。ま

た、食品ロス対策などについても広く情報発信して、市民ぐるみで取り組

んでいく。 

○ 交通安全対策では、交通事故や飲酒運転の根絶を目指し、交通安全教育

や交通マナーの向上を目的とした参加・体験型教室の実施など、効果的な

活動を継続するとともに、高齢者の事故防止や免許返納の推進などに取り

組んでいく。 

○ 犯罪認知件数は減少傾向だが、より安全・安心なまちづくりを進めるた

め、関係機関・団体と協力して防犯の啓発活動を進めていく。 

○ 青色防犯パトロールは継続して実施し、犯罪の抑止効果を向上させ、市

民ぐるみで犯罪のない社会の構築を目指す。また、交通事故被害者や犯罪

被害者などの各種相談に対して、相談者のニーズにあった窓口へつなぐ庁

内体制の確立を図っていく。 

○ 消防・救急体制については、今後も継続して消防力の体制維持・強化を

図るため、車両及び資機材の整備、高度化する救急業務に対応する救命士

の育成強化を図っていく。 
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〔政策 3-2〕暮らしを支える生活環境づくり 

衛生的環境を確保するための環境美化活動や衛生環境の保全、公衆衛生の向

上に取り組み、暮らしやすい生活環境づくりを進めます。 

また、一年の３分の１にも及ぶ積雪期を厄介者として扱うばかりでなく、明

るく楽しみながら克服するため、行政や市民、企業・団体が協力し合いなが

ら、積雪寒冷地での生活を快適に過ごせる環境をつくります。 

◆ 主な取組と成果 〔政策 3-2〕暮らしを支える生活環境づくり 

○ 稚内市雪対策基本計画の基本理念のもと、市道の除雪管理・出動基準を

示すとともに、市民の雪出しマナーについて協力を仰いでいくため、広報

紙での周知や各町内会における除排雪の説明会などを実施した。 

○ 道路の安全確保として、融雪剤散布機の設置や砂箱の増設を行った。ま

た、除雪委託業者の撤退や重機・オペレータ不足により、除雪体制の見直

しが必要となったため、地区割りを４地区に再編し、業務の継続性及び作

業効率の向上を図った。 

○ 除雪弱者といわれる高齢者や障がい者の生活を支えるため、町内会・社

会福祉協議会・ボランティア団体と連携を図り、除雪対策に取り組んだ。 

○ 冬を楽しむイベントとして、わっかない氷雪の広場、宗谷ふれあい公園

スノーランド、全国犬ぞり稚内大会などを実施した。 

○ 衛生環境の取組として、不法投棄等防止監視員を２名配置し、市内の巡

回パトロールを行っており、不法投棄は年々減少傾向にある。また、町内

会単位で減量等推進員を配置し、ごみ減量化や適正排出の取組を行うとと

もに、ボランティア処理券の交付等、清掃活動への参加推奨により、市民

一人ひとりの環境美化推進の意識の定着を図ってきた。 

○ 騒音、振動、悪臭については、北海道と連携し指導等を行い、公害の発

生を未然に防いできた。また、畜犬登録や狂犬病の予防接種の実施によ

り、防疫環境を維持しているとともに、外国船の畜犬の持ち込みに対して

港内の見回りを実施してきた。 

○ 稚内聖苑においては、待合室の増設や火葬炉の改修などを実施し、施設

を利用する遺族に対し利用環境の向上を行った。また、稚内霊園では、草

刈や清掃を行い、冬季は通行止めとなっているお彼岸にバス運行を行い、

霊園利用者の利便性の向上に努めてきた。 

○ し尿処理については、下水道供用区域外は浄化槽による水洗化を進めて

きており、水洗化されていない世帯はし尿汲み取りを行っている。 
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◆ 未達成の課題 〔政策 3-2〕暮らしを支える生活環境づくり 

○ 道路への雪出しや路上駐車などの除雪ルールやマナーの徹底の問題は、

広報紙や住民説明会で周知しているものの、依然として改善されていない

状況にある。 

○ 家電リサイクル法の施行から十数年経過したが、不法投棄の中で廃家電

の投棄が多く、さらなる対策が必要となっている。 

○ 狂犬病予防注射接種率が 70％前後と伸び悩んでいる状況であり、狂犬病

の発生や蔓延の防止を図るため、予防注射接種率の向上、また畜犬登録の

推進を図っていかなければならない。 

○ 水洗化については動きが鈍化してきており、新たな促進策の検討が必要

となっている。 

◆ 今後の展開 〔政策 3-2〕暮らしを支える生活環境づくり 

○ 快適な冬の暮らしを支援するため、今後も持続可能な安定した除雪体制

を構築していく。また、高齢者や障がい者などの除雪弱者に対しては、地

域やボランティア団体と連携を図っていく。 

○ 市民の除雪ルールやマナーについては、広報紙やホームページでの呼び

かけをはじめ、町内会への説明会などを通じて、継続して周知の徹底を図

っていく。 

○ 冬を楽しむイベントについては、気象に左右される雪像製作の雪確保の

ほか、会場までの道路の通行確保などについて、関係機関と連携を図り、

冬や雪を“厄介者”扱いしない暮らしづくりを目指していく。 

○ 不法投棄件数ゼロに向けての巡回パトロール・啓発活動を強化していく

とともに、畜犬登録の推進に努め、予防注射接種率の向上に繋がるよう広

く周知していく。 
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〔政策 3-3〕環境問題への積極的な取組 

自然エネルギーを含むクリーンなエネルギーの開発・研究、活用などに積極

的に取り組むとともに、省エネルギーや資源の節約など「もったいない」を意

識した環境に配慮した生活を進めます。 

また、多様な生物の命をはぐくむ豊かな自然環境を守り、育て、次代に引き

継いでいくため、自然環境の保全や緑化などの推進、環境学習に取り組み、循

環型社会の推進を図ります。 

◆ 主な取組と成果 〔政策 3-3〕環境問題への積極的な取組 

○ 本市ではこれまで、東中学校の校舎や市営住宅に太陽電池パネルを設置

するなど、行政が率先して、再生可能エネルギーの導入に努めてきた。平

成 23年度からは、稚内メガソーラー発電所で発電した電力を大沼球場及

び道立ふれあい公園へ供給し、電力の有効活用を図った。 

○ 省エネルギーの推進については、庁内においてノーマイカーデーの実施

や冬期間の節電などを行い、一定の成果を挙げているほか、公共灯のＬＥ

Ｄ化や町内会への防犯灯のＬＥＤ化の助成を行い、環境負荷の低減を図っ

た。 

○ 一般廃棄物処理については、一人一日当たりのごみ排出量は、平成 21

年度に家庭ごみの有料化の際に減少した。また分別収集は、平成 26年度

から小型家電の回収が加わり 17品目となり、これら分別品目の拡大によ

り、リサイクル率が向上した。 

○ バイオエネルギーセンターの稼働に伴い、生ごみの中間処理が開始さ

れ、発生するバイオガスによる発電やＣＮＧの収集車への燃料利用、残渣

の肥料化などにより、ごみの減容化が図られた。 

○ エゾシカによる生活環境被害、交通事故の未然防止並びに林業、農業被

害の拡大防止のため、宗谷総合振興局、猟友会等との連携を図り、個体数

の維持に努めてきた。アライグマは非常に繁殖率が高く、特に農村部での

個体数の増加が見られ、農業被害が増加していることから、箱わな数を毎

年増やし、個体数の抑制に努めた。 

○ コウホネ沼のある勇知海岸の浸食が著しく、北海道において護岸対策の

工事を行っているとともに、下勇知地区の住民で構成されている浜勇知自

然愛護協議会が中心となり、ボランティアによる国立公園浜勇知園地内の

清掃を行った。 
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◆ 未達成の課題 〔政策 3-3〕環境問題への積極的な取組 

○ さらなる再生可能エネルギーの導入にあたっては、地産地消を中心とし

たスマートコミュニティの構築を図っていく必要があり、そのためには、

出力変動に対応するためのシステムや蓄電池の導入、電力会社の既存の送

配電ネットワークの有効活用が必要である。 

○ 二酸化炭素排出量の少ない再生可能エネルギー由来水素を効果的・効率

的に活用できる新たな取組が必要である。 

○ 省エネルギーの取組としては、節電やノーマイカーデーなどを行ってい

るが、環境都市としてふさわしい取組とするべく、市民や事業所などへの

さらなる拡大が必要である。 

○ ごみの分別や減量について、様々な広報等を行い、リサイクル率は向上

しているものの、一人一日当たりのごみ排出量はほぼ横ばいの状況であ

り、全道 35市中 35位という不名誉な状況が続いている。 

○ エゾシカ対策では、住宅街でのエゾシカ捕獲が銃捕獲の規制により、年

に 1度（裏山捕獲 50頭）しか行えないことから、個体数の増加による市

街地での生活環境被害が拡大している。住宅街での効果的な捕獲方法を早

急に見つけ、個体数減少に向けての対策が課題となっている。 

○ アライグマ対策では、捕獲数が増加しているものの、繁殖数の増加に対

応できていない状況であり、個体数の減少に向けての対策が課題となって

いる。 
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◆ 今後の展開 〔政策 3-3〕環境問題への積極的な取組 

○ 再生可能エネルギーのさらなる導入拡大に向け、発電した電力を送電す

る送電線網の整備を進めていく。また、固定価格買取制度による売電のみ

ならず、電力会社の送配電網の活用や自営線敷設などを組み合わせたスマ

ートコミュニティの構築に向け検討を進めていく。 

○ 次世代クリーンエネルギーとして注目されている水素の生成・貯蔵・活

用に向けた本格実証への移行を目指し、新たな取組を進めていく。 

○ 温室効果ガスの削減による地球温暖化防止への貢献やエネルギーライフ

ラインの強靭化を図るとともに、地域内での資金循環や新たな雇用の創出

を図り、再生可能エネルギーを地域の新たなビジネス、産業として波及で

きるよう検討していく。 

○ ごみの減量化に向け、他市の例なども参考にしながら、「環境都市わっか

ない」として、３Ｒ（発生抑制、再使用、再生利用）の取組の徹底を図る

とともに、環境学習や啓発活動を通じて、環境問題に対する意識を高めて

いく。また、適正な廃棄物処理のため、次期最終処分場整備やリサイクル

センターの更新に取り組んでいく。 

○ エゾシカの対策は、今後も様々な被害防止のために、猟友会、各関係機

関と連携協力するとともに、市街地対策を含め、あらゆる捕獲手段方法を

研究、検討しながら捕獲目標数を確実に達成し、個体数の減少と被害防止

を強化していく。 

○ これまで捕獲したエゾシカは処分場へ運ばれていたが、民間のシカ肉加

工施設が建設されたことから、捕獲したエゾシカの処理の流れや加工肉の

流通形態等を注視し、今後の方策を検討していく。 

○ アライグマの対策は、箱わなの補充を継続的に行い、より効果的に設置

することで、急激な個体数の増加を食い止め、被害防止を強化していく。 

○ 今後もコウホネ沼の植生管理を行い、保全に向けた取組を進めていく。 
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分野 4：都市基盤 

【基本目標】 

次世代に向けた住みよいまちを目指して 

少子化・超高齢社会に対応し、「だれにでも」、「どんな時でも」人にやさしい

まちづくりを進めます。 

道路や港湾、公共交通、住宅、防災対策などの社会基盤を整備し、次世代に向

け、安全・安心な住みよいまちを目指します。 

都市機能を集積し、住む魅力、訪れる魅力を高め、にぎわいがあり、調和のと

れたまちを創造します。 
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基本目標の達成状況 

○ 公共交通の充実に向けて、地域内と都市間の両面で公共交通の維持確

保、利便性の向上を図るため、様々な取組を実施してきた。地域内の公共

交通に関しては、地域に望ましい公共交通の姿を明らかにした計画策定へ

の着手や、交通空白地域等の移動手段確保などを実施してきた。 

○ 本市と各地域を結ぶ陸路、空路、海路については、国道 40号の高規格

道路の整備に向けた要請や、稚内空港の滑走路延長、冬期就航率向上に向

けた改善策の取りまとめ、さらに「稚内港港湾計画」の策定、フェリータ

ーミナルへのボーディングブリッジの整備などを実施した。 

○ 災害に強いまちづくりに向けては、自主防災組織結成の推進、防災ガイ

ドマップ等の作成と全世帯への配布など、市民の防災に対する意識高揚を

図るとともに、災害情報等の迅速・確実な情報伝達手段として、緊急告知

防災ラジオの全世帯貸与を行った。 

○ 災害時における各種事業者との応援協定の締結や、災害種別ごとの避難

場所等の指定を進めるとともに、町内会の協力により避難行動要支援者へ

の個別計画の作成に着手し、備蓄品等についても計画的な整備を進めた。 

○ 耐震化の促進に関しては、計画的な耐震診断の実施により、基準を満た

していない公共施設等の改修を進め、成果指標における目標を達成した。 

○ 中心市街地の活性化については、駅前再開発事業による「キタカラ」の

グランドオープンや、道の駅としての指定、さらに中央商店街と連携した

各種事業を実施し、多くのにぎわいを創出した。また、空き店舗の利用促

進を図るため、新たに制定した「中小企業振興基本条例」をもとに、新規

創業者や中小企業者に対する支援を実施した。 

○ 「マチ」と「みなと」の一体感を生み出すため、稚内駅前周辺から北防

波堤ドームまで親水護岸を含めた遊歩道の整備を実施した。 

○ 計画的な土地利用の推進については、少子高齢化や再生可能エネルギー

の活用など都市を取り巻く状況変化や新たなまちづくりの課題に対応する

ため、「稚内市都市計画マスタープラン」の改定を行った。 

○ 生活を支える社会基盤の整備については、優先順位を定めた道路整備の

実施、河川改修における国直轄事業化及び北海道による整備事業化への要

請、上・下水道施設の更新・補修・耐震化を計画的に実施するとともに、

情報格差地域の解消を図るため、光ファイバー網の空白地域において超高

速インターネットサービス環境の整備を実施した。 
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検証結果を踏まえた今後の方向性 

○ 本市の総合的な交通体系のあり方については、市民・関係事業者ととも

に検討を進め、より利便性の高い移動手段の確保と効率的な公共交通体系

の構築を進めていく。 

○ 「人」や「モノ」の安定的な移動・輸送環境を構築するとともに、快適

性や利便性を向上させるため、本市と各地域を結ぶ都市間交通の充実・強

化を図っていく。 

○ 市民の安全・安心な暮らしの確保に向けては、社会基盤の適切な維持管

理を前提に災害に強いまちづくりを進め、市民の防災意識を高めるための

取組を積極的に推進していく。 

○ 「稚内市都市計画マスタープラン」に基づき、本市各地区の特性に応じ

た機能、環境の充実を図り、都市機能がコンパクトに集積した市街地を形

成するとともに、「まち」と「みなと」が一体となった賑わいのあるまちづ

くりを進めていく。さらに、世代問わず、より身近なところで豊かな暮ら

しが実感できる都市空間（機能）の創造を推進していく。 

○ アンケート結果から見える都市基盤への満足度と重要度の関係性から、

中心市街地の再生、総合的な公共交通のあり方と都市間交通の基盤整備、

防災対策の強化について、より積極的な施策の推進を図っていく。 
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〔政策 4-1〕公共交通を充実させたまちづくり 

まちづくりや高齢化社会、環境保全など様々な課題と関連する公共交通のあ

り方を、地域全体でしっかりと議論し、広大な面積をもつ本市の地域性を考慮

しながら、市民の生活に欠かせない移動手段の確保に努めます。 

公共交通の利便性の向上や維持確保に向けた取組のほか、地域が抱える課題

等の解決に向けて、交通事業者、市民、行政が協働して総合的な交通計画の検

討を進め、公共交通を効果的に活用した環境にやさしいまちを目指します。 

◆ 主な取組と成果 〔政策 4-1〕公共交通を充実させたまちづくり 

○ 交通事業者等とともに協議会を組織し、「稚内市地域公共交通総合連携計

画」を策定し、地域公共交通の活性化のため事業を推進してきた。また、

交通に関わる地域課題が多様化する中、「連携計画」の取組や成果を引き継

ぎ、「まちづくり」と一体的に考え、地域にとって望ましい公共交通の姿を

明らかにした「地域公共交通網形成計画」の策定に着手した。 

○ 公共交通の利便性確保のための取組として、乗合タクシ－の運行、スク

ールバスへの市民混乗、期間限定の空港・フェリーターミナルを結ぶバス

運行を実施し、交通空白地域等の移動手段の確保を図った。 

○ 国道 40号の高規格道路整備の早期完了に向けた要請や、稚内空港滑走

路の延長、冬期就航率向上に向けた改善策の取りまとめ、また「日本海側

拠点港」への選定と計画目標を盛り込んだ「稚内港港湾計画」の策定、末

広ふ頭東岸壁への大型クルーズ船寄港対応の整備、フェリーターミナルへ

のボーディングブリッジの整備等を実施した。 
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◆ 未達成の課題 〔政策 4-1〕公共交通を充実させたまちづくり 

○ 公共交通利用者の減少による交通網の衰退が懸念される中、市民や観光

客にとって利便性の高い公共交通の確保と効率的な運行体系のあり方な

ど、総合的な交通戦略に基づいた取組が求められている。 

○ 鉄道の高速化に向けた要望活動については、沿線自治体と一丸となり継

続して展開してきたが、ＪＲ北海道での車両トラブルをはじめ、宗谷本線

における普通列車の減便、特急列車の途中乗換などによる運行見直し、さ

らには単独で維持困難線区の発表など、鉄道の高速化に向けた動きが鈍化

し、「宗谷本線の維持・存続」に向けた取組が急務となっている。 

○ 航空路線において運航休止となった関西・名古屋季節便の早期再開と、

稚内空港の冬期就航率向上に向けた改善策の実現が必要である。 

○ 稚内港の航路、泊地の水深不足による大型貨物船の入港不可を解消する

ため、国直轄事業による事業化の推進が必要である。 

 

 

◆ 今後の展開 〔政策 4-1〕公共交通を充実させたまちづくり 

○ 徒歩、自転車など多様な移動手段の利便性向上を図るとともに、環境保

全の側面からも、公共交通利用促進のための啓発活動を実施する。 

○ 国道 40号の高規格道路未事業区間の早期事業化に向け、関係市町村と

連携し国への要望活動を継続実施する。 

○ 稚内空港の冬期就航率向上に向けた改善策の実現に向け、関係省庁への

要望活動を継続実施する。また、2020年の道内７空港一括民間委託に向

け、関係機関等と連携した取組を進めることにより、稚内空港の利用拡大

及び機能・利便性の向上や、空港等とのアクセスの充実、さらには交流人

口拡大による地域経済の活性化へ結び付けていく。 

○ 稚内港における航路、泊地の国直轄事業による早期事業化への取組と、

稚内港の地理的優位性を活かし、サハリンプロジェクトや北極海航路等に

おける拠点港構築に向けて取組を進める。 

○ 外国人観光客の増加を見据えた外国語でのアナウンスや案内表示など、

公共交通における外国人観光客の受入環境を整備する。 
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〔政策 4-2〕災害に強いまちづくり 

市民の安全・安心な暮らしを確保するため、災害の発生に備え、道路、河

川、海岸、急傾斜地等の整備や、防災体制の強化、消防力の充実を図るととも

に、災害発生時には、市民の安全を守りつつ早期に都市機能が復旧できるよ

う、災害に強いまちづくりを進めます。 

◆ 主な取組と成果 〔政策 4-2〕災害に強いまちづくり 

○ 東日本大震災を契機として国民の防災への意識が高まるなか、自主防災

組織の結成推進や、防災ガイドマップの作成及び全世帯配布を実施すると

ともに、災害情報等のより迅速・確実な情報伝達手段として、緊急告知防

災ラジオの全世帯貸与を行った。また、難聴地域である宗谷岬・東浦地域

の中継局整備を進め、平成 30年度に完了する予定となっている。 

○ 災害種別ごとの避難場所、避難所、津波避難ビル等の指定を進めるとと

もに、各種事業者との災害時における応援協定や、避難行動要支援者の避

難計画を策定し、町内会の協力を得ながら具体的な個別計画の作成を進め

た。 

○ 災害時の備蓄品目及び備蓄場所の見直しと計画的な備蓄を進めた。 

○ 新たな津波浸水想定をもとに作成したハザードマップを全戸配布すると

ともに、大雨被害対策として土嚢ステーションの設置を進めた。 

○ 計画的な耐震診断の実施により基準を満たしていない公共建築物の改修

を進めるとともに、ライフラインの一つである水道管の耐震化を進めた。 
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◆ 未達成の課題 〔政策 4-2〕災害に強いまちづくり 

○ 公共建築物及び水道管の耐震化については、順次整備を進めているとこ

ろであるが、特に市民が多く利用する施設の耐震化については、財源を含

めた早急な検討が必要となっている。 

○ 地域の避難計画が未作成であることから、ワークショップ等を通じて、

作成を進める必要がある。 

○ 市民のさらなる防災意識高揚のため、新たに稚内市版防災ガイドブック

の作成を進める必要がある。 

○ 近年、増加傾向にある大雨被害について、発生時の減災対応及び早期復

旧への対策強化と、未然に防止するための取組について重要度が高まって

いる。 

 

 

 

◆ 今後の展開 〔政策 4-2〕災害に強いまちづくり 

○ 市民の防災意識を高めるため、自主防災組織の結成、地域独自の防災訓

練の実施、防災士取得への積極的なアプローチ、防災地理情報システムを

活用した具体的な避難経路をもとに、ワークショップ等でのより効率的な

方法について検討を進めていく。 

○ 稚内市版防災ガイドブックについては、先進都市のものを参考にしつ

つ、今までの防災ガイドマップに防災知識・情報を加えたものとし、作成

後に全世帯へ配布する。 

○ 大雨災害等に関する迅速・確実な情報の収集と市民への情報伝達手段の

多様化を進めるとともに、被害発生時における早期初動体制の確保や、被

害が予想される区域の把握と予防対策を推進する。 
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〔政策 4-3〕調和のとれた持続可能なまちづくり 

これまでに整備してきた道路・港湾・公園など、産業や生活の基盤となる社

会資本を点検し、有効活用を図りながら、生活のために必要な機能を集約した

効率的なまちづくりを進めます。 

また、本市の特性とそれぞれの地域の個性を活かし、都市の環境と自然が調

和したまちづくりを進め、魅力と活気にあふれるまちを目指します。 

さらに、美しいまちなみやだれもが利用しやすく住みやすいまちづくりを進

め、住む魅力を高めます。 

◆ 主な取組と成果 〔政策 4-3〕調和のとれた持続可能なまちづくり 

○ まちなか居住の推進を図るため、「まちなか居住ポータルサイト」の拡充

と住宅相談事業を実施した。 

○ 中心市街地活性化に向けた具体的な取組を進めるため中心市街地周遊導

線計画を策定し、観光客や市民が周遊する導線の設定を行った。また「キ

タカラ」のグランドオープンと「道の駅」としての指定、さらに中央商店

街との連携による各種事業の展開によりにぎわいを創出した。 

○ 中心市街地活性化基本計画区域内の空き店舗を利用した起業に対する支

援を行ったほか、中心市街地商店街の空き店舗活用を図るため、新規創業

者や既存中小企業者に対する支援制度を構築した。 

○ 「みなとオアシスわっかない（北防波堤ドーム～副港市場のエリア）」や

「わっかない海の駅（ポートサービスセンター・副港市場）」の認定の他、

北防波堤ドーム公園でのイベント開催など、みなとの魅力充実と活用に取

り組むとともに、「マチ」、「みなと」の一体感を生み出すため、稚内駅前周

辺から北防波堤ドームにおいて、親水護岸を含めた遊歩道を整備した。 

○ 少子高齢化の進行や低炭素型都市構造への転換、防災減災に対する意識

の高揚など、都市を取り巻く状況が大きく変化し、新たなまちづくりへの

課題に対応するため、稚内市都市計画マスタープランの改定を行った。 

○ 優先順位を定めた道路整備の実施や、河川改修における国直轄事業化及

び北海道による整備事業化への要請、上・下水道施設の更新・補修・耐震

化の計画的な実施、また、空き家等の適正管理に関する条例の制定及び市

内全域を対象とした空き家の実態調査等を実施した。 

○ 光ファイバー網空白地域において、国の交付金を活用した整備を進め、

市内のほぼ全域で超高速インターネットサービスの提供を可能とした。 

○ 計画的な土地利用を促進するため、北地区において地籍調査を実施し

た。 
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◆ 未達成の課題 〔政策 4-3〕調和のとれた持続可能なまちづくり 

○ 道路等の公共土木施設の老朽化に伴い、予防保全対策を進める必要性が

ある。 

○ クサンル川の河川改修事業の早期完了、上・下水道施設の耐震化等未実

施箇所の早期実施を進める必要がある。 

○ 市民の憩いや休息の場、スポーツ・レクリエーション活動の場など、緑

化の推進と、適正な公園の配置・整備を促進する必要がある。 

 

◆ 今後の展開 〔政策 4-3〕調和のとれた持続可能なまちづくり 

○ 中心市街地へのさらなる賑わいを創出するため、市民や観光客、老若男

女、世代を問わず、様々な人々が多様な目的で訪れることのできる生活・

交流空間の場の形成を促進し、市民に親しまれ「マチ」と呼ばれてきたこ

ろの求心力を取り戻すとともに、利便性の高い中心市街地の再生を目指

す。 

○ 「稚内市公共施設等総合管理計画」に基づき、公共土木施設の長寿命化

や、国・北海道と一体となった社会基盤整備を推進する。 

○ 公園施設の長寿命化や安全・安心に利用できる公園の維持を図る。 

○ 市民や地域の安全確保や生活環境の保全のため、管理不全な空き家等の

所有者へ適正管理を促す。 

○ 上・下水道の安定的運用のため、耐震化の促進や老朽施設の改善を図

る。 

○ より身近な場所における憩いの場の整備、地域の特性を活かした都市景

観づくりや住み続けたくなる空間デザインを意識した整備を推進してい

く。 
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分野 5：産業振興 

【基本目標】 

自然と共生した活力ある産業が躍動するまちを目指して 

水産業や農業をはじめとする多様な産業分野との連携を進めながら、食や自

然、文化などの地域の資源と地理的優位性を最大限に活かした観光や貿易の振興

を図り、活力ある産業が躍動するまちを目指します。 

環境との共生を基本に消費者が求める安全で安心な“食”を国内外に供給し、

国際競争力に強い第一次産業の基盤を創ります。 

環境や福祉をはじめとする生活関連の産業を創出するとともに、様々な産業が

強い絆で結ばれた新たな産業の姿を目指します。 
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基本目標の達成状況 

○ 水産業における生産基盤の拡大を図るため、漁港等の整備や国の補助制

度を活用した沖合底曳新造船の建造を行ったほか、安全・安心を基本とし

た国内外に誇れる水産物の供給を実現するため、高品質・高付加価値化へ

の取組を進めた。 

○ 水産物の品質・衛生水準向上のための技術的指導講習会の開催や、経営

近代化のための漁船改造費用に対する支援の実施など漁業経営基盤の強

化・充実を図った。さらに、水産資源の管理・拡大のため栽培漁業等に対

する支援を実施した。 

○ 農業生産基盤の整備事業が切れ目なく実施されたほか、新規就農者等の

事業借入金に対する利子補給事業などを実施し、農業経営の安定化を図っ

た。 

○ 農家負担軽減のため、酪農ヘルパー補助事業の実施や、環境保全型・資

源循環型農業を促進するため、農業用廃プラスチックの適正処理や堆肥舎

の設置を進めた。さらに、関係機関と連携し、農業被害防止のため野生鳥

獣の捕獲強化を図った。 

○ 森林の有する公益機能の発揮を図るため、地域内の森林整備を積極的に

実施し、間伐材の有効利用を促進するとともに、林業従事者及び森林所有

者への支援を行い、林業労働力の確保を図った。さらに、市民植樹祭や市

民への苗木の無料配布などの緑化推進事業を通じて、木や森の大切さな

ど、「木育」に対する取組を実施した。 

○ 地域ブランドの確立に向け「稚内ブランド推進協議会」を設立し、各種

イベントによるＰＲなど、稚内ブランド認定品をベースとした情報発信を

行うとともに、消費者から信頼されるブランド力を確立するため、講習会

等を開催し、事業者の経営力向上に取り組んだ。 

○ 安全性と品質向上の観点から、ＨＡＣＣＰ導入を促進するため、水産加

工業に対する施設整備への支援制度を新設した。 

○ 商店街の活性化に対する取組や空き店舗の解消、中小企業に対する新商

品開発や人材育成に対する支援を行ったほか、新規創業者に対する支援制

度を創設した。また、これらの支援制度を踏まえ、新たに稚内市中小企業

振興基本条例を制定し、制度の拡充を図った。 
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○ 再生可能エネルギーなどの環境資源を活用した地元企業の異業種参入

や、新規事業へ挑戦する企業が生まれているとともに、産業クラスター研

究会の取組により、地域資源の研究及び特許申請、製品開発が進められ、

新たな会社の設立に繋がった。 

○ 雇用対策として季節労働者の通年雇用に向けた各種事業を展開し、地元

高校生に対する就職支援として合同企業説明会の実施や各種セミナーなど

を開催した。 

○ 市民の観光ホスピタリティ向上に取り組むとともに、着地型観光コンテ

ンツを創出し、観光地としての魅力向上を図った。また、外国人観光客の

利便性向上を図るための環境整備を進め、ＳＮＳ等での情報発信を積極的

に行った。さらに、広域観光周遊ルート「日本のてっぺん。きた北海道ル

ート」が観光庁から認定を受け、様々なルート開発が行われた。 

○ 企業へのセールス活動を実施するため、企業情報の収集を行った。ま

た、再生可能エネルギーの固定価格買取制度の導入と送電量の見直しによ

り、市内企業のエネルギー分野への参入が進んでいる。さらに、稚内市企

業立地促進条例の適用を受け操業を開始した事業者に対し、助成や減税な

どの支援を行った。 

○ 稚内国際文化交流協議会の事業を通じて文化交流・青少年交流を進める

とともに、国際化に即応できる人材の育成と国際感覚の涵養、善隣友好の

相互理解を深めてきた。 

○ これまでのサハリンとの交流をより確かなものにするため、友好都市と

経済交流促進に向けた取組を推進するとともに、サハリンとの物流を促進

するため、道北９市が連携しユジノサハリンスク市において物産展を開催

することで、安心・安全な道北の「食」に対する認知度の向上を図った。 
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検証結果を踏まえた今後の方向性 

○ 漁業生産基盤の安定化を図るため、関係機関と連携し、継続して漁場整

備や漁港施設等の機能充実を促進するとともに、漁業収益を向上させる操

業・生産体制の確立に向け、引き続き、担い手確保対策や漁業被害の防

止、漁労装備や機器の近代化及び経済効率の高い漁船への転換を進めるな

ど、経営基盤強化への取組を推進していく。 

○ 水産資源の管理・拡大に向けた取組を推進し、水産物の安定した供給体

制の確保を図るとともに、生産物の高品質・高付加価値化への取組を推進

していく。 

○ 農業生産性の向上を図るため、草地改良等の基盤整備を引き続き推進す

るとともに、野生鳥獣による農業被害の低減や新規就農・後継者育成など

の担い手育成対策を促進し、生産基盤の安定化を図っていく。 

○ 農業経営の多角化や分業化、農地流動化制度の活用を促進するととも

に、ゆとりある農業経営を推進するため、酪農ヘルパー制度の充実に向け

て取組を推進していく。さらに、安全・安心で良質な農畜産物を消費者に

届けるため、環境保全に配慮した農業を推進していく。 

○ 森林の有する公益機能の向上のため、森林整備を積極的に実施し、間伐

材の有効利用を促進するとともに、植樹等の緑化推進事業を通じて「木

育」への取組を推進していく。また、林業従事者や森林所有者への支援を

行い、林業労働力の確保と林業経営の安定化を図っていく。 

○ 稚内が誇る食や観光資源、地域文化や歴史等を、市民と共に、世界が認

める稚内ブランドへと育て、市民自らが自慢できる地域ブランドとしての

確立を目指していく。また、稚内ブランドとして認定された「食」の安全

性や品質の向上のほか、高付加価値化や、地域資源を活用した新たな商品

開発、販路拡大等の取組に対し、積極的な支援を行っていく。 

○ 地域資源を活用した新規産業の創出や既存産業の活性化を加速化させ、

地域外からの資金の獲得と域内循環に重点をおいた経済活動への仕組みを

構築するとともに、中小企業の活性化や起業への取組に対する支援を積極

的に推進していく。 

○ 子育て世代の労働環境づくりを推進するとともに、産業教育の強化によ

る学卒者の地元就職への底上げや、大学進学者のＵターン就職の促進な

ど、関係機関と連携し世代に応じた雇用促進策を進めていく。 
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○ 稚内・コルサコフ間を結ぶサハリン定期航路の存在、ロシア極東開発が

進む中にあって物流等の拠点と成り得る可能性を持つ稚内港を有すること

など、国内に例のない本市の優位性を十分に発揮し、世界に目を向けた国

際都市として、関係機関及び民間企業と連携した戦略的な物流施策を展開

していく。 

○ サハリン州各都市との交流事業を通じて育んできた関係性を、将来に向

けてさらに深めていくため、特に未来を担う若い世代の関わりを促してい

くほか、人と物の流れを絶やさぬよう、引き続き、サハリン（ロシア極東

地域）との経済・友好交流の推進に取り組んでいく。 

○ 観光ニーズや旅行形態等の多様化が進むなか、関係団体等と連携した戦

略的な観光客の誘致活動を展開するとともに、着地後の利便性や満足度の

向上のため、官民一体となった受入環境の充実を図り、観光客に選ばれる

「観光地づくり」を進めていく。 

○ 広域連携による幅の広い観光振興策を講じていくとともに、集客力の高

いイベントコンベション等の誘致を促進するなど、経済の好循環を生み出

せる観光産業の発展を目指していく。 

○ アンケート結果における市民満足度と施策重要度の関係性から、「雇用・

労働の安定と中小企業の経営支援」「観光を核とした産業振興」「地域特性

を活かした新産業の創出」「サハリンとの経済交流の促進」といった項目に

ついて、満足度が低く、かつ、重要度が高い結果となっており、これらに

ついての積極的な施策を展開していく。 
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〔政策 5-1〕自然を活用した産業の体質強化 

本市の経済成長を支えてきた沖合漁業の安全で安定した操業体制の確立を図

るとともに、資源管理型漁業の推進により沿岸漁業の経営の安定化をはかりま

す。 

また、安全・安心で良質な農畜産物を安定的に生産していくため、生産基盤

の強化と農業経営の安定化を図ります。 

海洋資源の保全や地球温暖化の抑制に効果が期待される森林の育成に努める

等、恵まれた自然を活用しながら、国際競争力に強い第一次産業の基盤をつく

ります。 

◆ 主な取組と成果 〔政策 5-1〕自然を活用した産業の体質強化 

○ 漁業における生産基盤の整備として、東浦漁港の漁船大型化に対応した

拡張整備や宗谷港の船舶上架施設への整備に着手するとともに、「もうかる

漁業創設支援事業」の活用による省エネ型新造船の建造を行った。また、

地方卸売市場内に海水滅菌装置を導入し、水産物全体の鮮度維持及び付加

価値の向上を図った。 

○ 漁業経営基盤の強化対策として品質・衛生水準向上を図るための技術的

指導講習会の開催のほか、経営近代化のための漁船の改造等費用に対する

支援、水産加工業者が行う輸出促進や品質向上のために行う施設整備への

補助制度を新設した。 

○ 水産資源の管理・拡大を図るため、ウニ、ナマコの種苗生産から放流ま

での栽培漁業を促進するとともに、増養殖による安定生産に向けた技術開

発への補助制度を新設した。また、近年増加傾向にあるトド・アザラシの

漁業被害に対し、関係機関等と連携し防止対策への取組を進めてきた。 

○ 農業における生産基盤の整備として、勇知地区の農地機能回復に向けた

国営農地防災事業が採択、事業着手されたほか、道営事業として草地整

備、農道整備、営農用水整備が継続的に実施された。 

○ 農業経営の安定化を図るため、ＧＩＳを活用した農地管理と農協との情

報共有を進めるとともに、農業経営基盤強化及び新規就農者の事業借入金

に対する利子補給事業を実施した。 

○ 農家の負担軽減のため酪農ヘルパー補助事業の実施や、稚内市大規模草

地による預託牛の哺育・育成の促進、コントラクターやＴＭＲセンターの

活用による分業化、乳牛と併せて肉用牛を飼養することにより経営の多角

化が図られた。また、環境保全型・資源循環型農業の促進のため、農業用

廃プラスチックの適正処理や堆肥舎の設置を進めた。 
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○ 担い手の育成強化対策として、稚内市担い手育成総合支援協議会を中心

に、新・農業人フェアへの参加、農業関係の大学での就農相談窓口の開設

を継続的に実施し、新規就農及び後継者就農へ繋がった。 

○ 農業被害防止のため、エゾシカやアライグマなどの野生鳥獣の捕獲を強

化するため、猟友会等の関係機関で構成する稚内市鳥獣被害防止対策協議

会の設立、また、猟友会のハンターを中心とした稚内市鳥獣被害対策実施

隊を設置し、被害防止を図った。 

○ 森林の有する公益機能の発揮を図るため、地域内の森林整備を積極的に

実施し、間伐材の有効利用を促進するとともに、林業従事者及び森林所有

者への支援を行い、林業労働力の確保を進めた。 

○ 木育への取組として、市民植樹祭や市民への苗木の無料配布、緑の募

金、町内会等への苗木の提供などの緑化推進事業を実施し、木や森の大切

さや暮らしと木の関わりなどについて市民への理解を深めた。 
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◆ 未達成の課題 〔政策 5-1〕自然を活用した産業の体質強化 

○ 水産業に関わる担い手対策が喫緊の課題であり、就業希望者を受け入れ

る漁業者の選定や生活支援の充実、また、安定した漁業生産基盤を確保す

るための増養殖施設等の整備が求められている。 

○ 草地整備や農道整備事業については、例年、要望が多数にのぼることか

ら、最大効果を発揮するため関係機関と連携し、事業を実施してきたとこ

ろであるが、地域のニーズに対応しきれていない現状となっている。 

○ 新規就農者や農業後継者の担い手不足による地域農業の衰退が懸念され

るところであり、関係機関と連携した積極的な取組が必要となっている。 

○ エゾシカやアライグマの農業被害対策については、エゾシカ捕獲目標頭

数の達成や、箱わなによるアライグマの捕獲など、実績をあげているもの

の、繁殖能力の高さから生息数が増加傾向にあり、対策への強化が求めら

れている。 

○ 間伐等の施業による森林の適切な保全を図るため、新たな林道や作業道

の整備を進める必要がある。 
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◆ 今後の展開 〔政策 5-1〕自然を活用した産業の体質強化 

○ トドやアザラシによる漁業被害の減少に向け、追い払いや駆除などの取

組を強化するとともに、ハンター不足解消のため、漁業者を中心とした担

い手の増加を図る。 

○ 新規漁業就業者に対する受入体制の構築及び支援策の充実強化を進め、

新規漁業就業者の増加を図る。 

○ 沖合漁業の安定操業と生産体制を向上させるため、国の制度等を活用し

た漁船の適切な維持・更新や、沿岸漁業における資源管理型漁業を促進す

るとともに、安全・安心な水産物の提供を根幹に高付加価値化への取組を

進め、さらなる漁業経営の安定化を図る。また、漁業協同組合等と連携

し、市民・観光客が本市の豊かな海の恵みを実感できる漁村空間等の創出

を図る。 

○ 農業生産基盤の整備を促進するため、安定した予算の確保や、より効率

的な事業の実施について国・道に対し要望活動を実施していく。また、エ

ゾシカやアライグマなどの野生鳥獣による農業被害対策の強化、さらに

は、農業用廃プラスチック適正処理等の環境保全型・資源循環型農業を促

進するため、経営者の意識向上への取組を強化する。 

○ 農業生産環境の向上や経営体質の強化、農業経営者の生活環境をゆとり

あるものとするため、農地の流動化制度の積極的な活用を図るとともに、

ヘルパー等の労働力確保に向けた取組を推進する。 

○ 担い手の育成については、関係機関との連携を強化し、新規就農者や後

継者の確保等、効果的な事業を展開する。また、自然と調和した美しい農

村風景を生み出すことにより、農業に親しむ機会を創出し、農村地区の活

性化を図る。 

○ 民有林の無立木地解消と森林の保全を推進するため、継続的な森林整備

を実施し、間伐材の利用促進を図るとともに、緑化推進事業により木に関

する理解を深める取組を強化する。 
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〔政策 5-2〕誇れる稚内ブランドの確立 

本市の豊かな自然に育まれた新鮮な食材を活用して、水産業、農業と商工業

等との連携・共同により、安全性と品質にこだわった食づくりを進め、消費者

から信頼されるブランド力をもった食品を創ります。 

また、市民にも愛されるブランドとして育てていくため地元での消費の拡大

を図ります。 

◆ 主な取組と成果 〔政策 5-2〕誇れる稚内ブランドの確立 

○ 地域ブランドの確立に向け、稚内ブランド推進協議会を立ち上げると同

時に、独自の認証制度を創出し、ホームページやパンフレットによるＰＲ

をはじめ、最北端・食マルシェや道内外で開催する観光物産展、各事業者

が出展する商談会において、認定品をベースとし、稚内の名を全国に発信

してきた。 

○ 消費者から信頼されるブランドとするため、認定基準や審査会によるブ

ランド認定を基本とするとともに、消費者目線によるパッケージデザイン

の講習会やインターネットによる販路拡大セミナーなどを開催し、経営力

の向上や販路のさらなる拡大に取り組んできた。 

○ 安全性と品質向上の観点からＨＡＣＣＰ導入を促進するため、水産加工

業に対する施設整備への支援制度を新設した。 
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◆ 未達成の課題 〔政策 5-2〕誇れる稚内ブランドの確立 

○ 稚内ブランド認定品は、各種イベントにおけるＰＲやふるさと納税の返

礼品登録により、認知度は徐々に向上しているが、市民に対する認知度を

さらに高めるため、地元取扱店の増加と市民による消費拡大を図り、市民

が愛するブランドとして定着させるための取組が必要である。 

◆ 今後の展開 〔政策 5-2〕誇れる稚内ブランドの確立 

○ 消費者に対する稚内ブランド認定品の信頼度を高め、市民自らが自慢で

きるブランドへ育てるとともに、全国への情報発信をもって「稚内」全体

のイメージ向上に結び付けることが重要であることから、ブランド認定品

の高付加価値化をより一層推進し、観光資源、地域文化や歴史も含め、世

界に誇れる地域ブランドの確立を目指す。 

○ 中小企業振興基本条例の制定による支援制度の周知及び利活用を推進

し、新商品の開発や販路拡大を支援することで、民間事業者の意欲創出を

図る。 
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〔政策 5-3〕地域経済を支える未来の芽を育成 

消費者のニーズに応える魅力ある店づくりやロシアなどの外国人や国内から

の観光客の購買を促す環境を創出し、商業の振興を図ります。 

また、新たに起業を目指す人や別な業種に挑戦する企業、そして農林水産業

の経営者などが生産した物を活用して、新しい産業を創出しようとする取組を

応援し、地域産業を取り巻く環境の変化にゆるがない産業構造を目指します。 

さらに中小企業の経営支援を行い雇用・労働環境の安定化を図ります。 

◆ 主な取組と成果 〔政策 5-3〕地域経済を支える未来の芽を育成 

○ 中小企業振興助成金による商店街の活性化や新製品開発、人材育成に対

して支援を行ったほか、平成 24年度から３年間、中心市街地の活性化を

目的とした起業化支援を行い、空き店舗情報の把握と起業に対する助成を

行った。 

○ 平成 27年度からは道北地域創業支援事業計画に基づき、新規創業を目

指す者に対して、セミナーの開催や相談体制の整備を行ったほか、平成 29

年度には中小企業振興基本条例を制定し、それに基づく本市独自の助成制

度として、新規創業者支援事業助成金を創設するとともに、これまでの新

商品開発や人材育成に対する助成制度を拡充した。 

○ サハリンのメディア招聘によるプロモーションや、サハリン旅行会社の

招聘及びモニターツアーを実施するとともに、定期航路の利用者に対する

インセンティブ事業を実施するなど、サハリンからの購買力流入の促進を

図った。 

○ 地元企業による異業種への参入として、再生可能エネルギー施設整備に

よる新会社の設立や、新たな農産物が誕生するなど、新規事業に挑戦する

企業が生まれているとともに、本市の資源である海産物や農産物などを加

工した製品開発が進んでおり、「稚内ブランド」認定と連携しながら、その

取組に対し支援を続けてきた。 

○ さらに農水産物のみならず、産業クラスター研究会の取組により、地域

資源としての稚内層形質頁岩の研究や特許申請、製品化に取り組み、市内

企業から新たな会社の立上げに至っている。 

○ ほたて貝殻など未利用水産廃棄物の資源化に向けて取り組み、公共事業

の泥ねい対策や土壌改良資材として有効活用されている。 

○ 雇用対策としては、季節労働者の通年雇用に向けた各種事業を展開した

ほか、地元高校生に対する就職支援として、合同企業説明会や各種セミナ

ーなどを開催し、平成 28年度における新規高卒者の就職内定率は 100％と

なった。 
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◆ 未達成の課題 〔政策 5-3〕地域経済を支える未来の芽を育成 

○ 中央商店街への賑わいを取り戻すため、イベントの開催や空き店舗対策

など、商店街自身が様々な事業に取り組んできたが、思うような結果に結

びついていない現状となっている。 

○ 新規産業を創出するための積極的な支援と制度の充実・強化、既存産業

の活性化を図るための高付加価値化への取組、マーケティングの活用によ

る原材料・製品等の良質化及び流通・販売の安定化、地域資源の有効活用

と産業化への取組が求められている。 

○ 人手不足を解消するための新規学卒者や就職希望者への支援や、Ｕター

ン等対策も含めた積極的な労働力の確保のほか、本市出身の就職希望者を

増やすため、義務教育期間における地域産業教育等を通じた郷土愛の醸成

が求められている。 

○ サハリンとの経済交流を促進するため、定期航路を確実に継続し、人

流・物流の加速化に向けて、積極的な支援や取組を行う必要がある。 

○ 本市のみならず広域での産業連携をはじめ、同業種間や異業種間など、

幅広い分野における連携体制の構築推進と情報共有の機会創出が求められ

ている。 

 

◆ 今後の展開 〔政策 5-3〕地域経済を支える未来の芽を育成 

○ 企業間連携や６次産業化による地域資源を活用した地元加工による製品

化を促進し、経済の好循環を生みだすため、地域外から資金を稼ぎ、地域

内で資金を循環させる仕組みを構築していく必要がある。 

○ 人口流出に歯止めをかけるために、関係機関と連携しながら世代に応じ

た雇用促進策を展開するとともに、子育て世代が安心して就労できる労働

環境の整備や、産業教育をより一層強化するため、企業と学校の連携を図

り、学卒者の地元就職に結びつく事業を展開する。 
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〔政策 5-4〕地域資源の再発見・世界への発信 

経済波及効果が高い観光関連産業の振興を図り、本市の産業全体の活性化を

図ります。そのため、第一次産業などとの連携を強化しながら、食や自然、文

化などの地域の資源と地理的優位性を最大限に活かして、国内外からの観光集

客力を高めます。 

また、企業の立地環境として本市の優位性を国内外に強くアピールして、精

力的に企業誘致活動を行うとともに、自然エネルギーを活用した新たな産業の

創出を図ります。 

サハリンとのこれまで培ってきた交流をより確かなものに発展させ、稚内港

の整備及び貿易の拠点としての物流機能の充実や定期航路の充実、そしてサハ

リン事務所の機能強化などにより、貿易の促進を図ることで、本市の経済の発

展を図ります。 

◆ 主な取組と成果 〔政策 5-4〕地域資源の再発見・世界への発信 

○ 観光客に対する市民レベルでのホスピタリティ向上を図るため、「観光マ

イスター」養成と資格取得のための検定試験を実施し、合格者のためのフ

ォローアップにも取り組んできた。 

○ 着地型観光コンテンツの充実を図るため、観光協会と連携し「まち歩

き」事業の構築や、宿泊事業者等との連携による利尻礼文サロベツ国立公

園内にある浜勇知展望休憩施設を活用した「朝カフェ」事業を展開した。 

○ 外国人観光客が増加し国を挙げてその誘客に取り組む中、市内の観光ス

ポット５カ所に無料公衆無線ＬＡＮ環境（ＷＩＦＩ）の整備を進め、スマ

ートフォン等での情報入手が日常的に行われている外国人観光客の利便性

向上を図った。 

○ スマートフォンが普及する中、ＳＮＳを活用した情報発信を定期的に実

施するとともに、外国人観光客の誘致も視野に入れ、紙媒体からＷＥＢへ

の情報発信へ広告宣伝手法の一部見直しを図った。 

○ 平成 28年に広域観光周遊ルート「日本のてっぺん。きた北海道ルー

ト」が観光庁から認定を受け、本市から旭川、札幌までを中心軸として、

日本海側とオホーツク海側の両軸からなる広域周遊ルートの開発に取り組

み、海外へのプロモーション事業のほか、２次交通における実証実験、観

光コンテンツの開発などを実施した。 

○ 通年での観光施策を検討・実施できる体制を整えるため、新たに「わっ

かない観光活性化促進協議会」を設立するとともに、これまで直接的に観

光産業に関わりのなかった団体等も含めた組織構成としたことで、様々な

視点や新たな観光資源の開発に向けた取組を進めた。 
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○ 稚内空港と全国各地を結ぶチャーター事業の実施により、これまで様々

な地域から観光客が本市を訪れている一方、休止となった名古屋・関西便

については、関係自治体及び関係機関とともに、再開に向けた粘り強い要

望活動を実施した。 

○ 新産業創出事業として業種を絞り込んだピンポイントの企業誘致戦略に

基づき、可能性の高い企業へのセールス活動を実施するため企業情報の収

集を行った。 

○ 再生可能エネルギーの固定価格買取制度の導入と送電量の見直しによ

り、市内企業による自然エネルギー分野への参入が進んでいる。また、本

市の企業立地促進条例の適用を受け、道外本社の水産加工会社が平成 28

年度に操業を開始しており、北海道と連携した助成や減税などの支援を行

った。 

○ 稚内国際文化交流協議会の交流事業を通じて、文化交流や青少年交流を

進めるとともに、国際化に即応できる人材の育成と国際感覚の涵養、善隣

友好の相互理解を図ってきた。また、培ってきた交流をより確かなものに

するため、友好都市経済交流促進会議をサハリン・稚内交互に開催し、友

好都市と経済交流促進に向けた取組について、毎年確認している。 

○ サハリンとの物流を促進するため、道北９市が連携し、ユジノサハリン

スク市において物産展を開催することで、安心・安全な道北の「食」に対

する認知度の向上を図った。 

○ 本市とコルサコフ間を結ぶ定期航路の日本船社撤退により、平成 28年

からロシア船社が航路運航を引き継いだが、従来の貨客船から旅客専用船

に変更となり、物流への対応が必要となったことから、民間事業者の貨物

船チャーター支援策を実施し、物流の維持・確保を図った。 

○ 定期航路の継続と安定運航を図るため、乗客確保対策として、サハリン

のメディア招聘によるプロモーションや、サハリン旅行会社の招聘及びモ

ニターツアーを実施するとともに、定期航路の利用者に対するインセンテ

ィブ事業を実施した。また、サハリン旅行を扱う国内旅行会社への航路の

プロモーションを行ったほか、航路ＰＲのためのリーフレット・ポケット

ガイドを製作し誘致活動を展開した。 
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◆ 未達成の課題 〔政策 5-4〕地域資源の再発見・世界への発信 

○ 本市で受入が可能なイベントコンベンション規模の整理とプロモーショ

ンを行うための地域資源及び観光コンテンツなど宣伝素材の洗い出しのほ

か、誘致に向けた組織体制の確立が求められている。 

○ 広域観光周遊ルート「日本のてっぺん。きた北海道ルート」事業完了後

における各種事業の推進体制を持続・発展させるために、新たな組織の設

立が求められている。 

○ 本市の魅力を高めるための観光コンテンツの開発や着地型（体験型）観

光の創出、既存観光資源の磨き上げのほか、外国人観光客を意識した利便

性・快適性の向上や、観光客の消費意欲を喚起する施策の構築など、観光

関連事業者はもとより、それ以外の団体・個人も含め、地域一丸となった

観光客の受入体制の整備と誘客への取組が求められている。 

○ 企業誘致への取組を推進するため、誘致する企業を絞り込んだ戦略的な

セールス活動を行う必要がある。 

○ 物流を促進するために、本市の都市機能や港湾機能、物流拠点としての

可能性と、既存の物流システムやルート等を踏まえ“どんな貨物”を“ど

こに運ぶのか”を関連企業とともに見定めつつ、稚内港を利用した本格的

物流ルートの構築に向け、より専門的な知識と官民一体となった事業展開

が求められる。 

○ ユジノサハリンスク市でのアンテナショップの開設が未設置の状況とな

っており、今後は道北９市の対応協議による方向性が求められている。 
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◆ 今後の展開 〔政策 5-4〕地域資源の再発見・世界への発信 

○ イベントコンベンションやフィルムコミッションなど、観光客も含めた

交流人口拡大に直結する事業の実施については、関係機関等と連携し、積

極的な情報発信と受入環境の充実・強化を図るとともに、広域観光周遊ル

ート「日本のてっぺん。きた北海道ルート」で構築された各種事業を推進

するため、ＤＭＯ組織の設立も視野に入れた取組を進める。 

○ 「観光」するための旅行者や旅行形態が大きく変化しつつある中、これ

までの観光施策にも変化が求められており、「最北端」の強みを活かしつ

つ、地域資源の磨き上げや観光コンテンツ等を創出し、市民レベルでの観

光客の受入体制の充実を図るため関係機関と連携した取組を進める。 

○ 企業誘致については、国の法改正や施策の方向性についての適切な対応

に努めるとともに、本市の環境資源である再生可能エネルギーなど、業種

を絞り込んだピンポイントの企業誘致戦略を立案し、魅力ある支援制度の

創設及びセールス活動を精力的に進める。 

○ 物流の活性化を図るため、本市の港湾機能等の充実を図り、関連企業と

連携しつつ、稚内港を物流拠点とした物流ルートの構築に向けた取組を進

めていく。 

○ サハリンとの物流を促進するため、地域商社の設立やサポートデスクの

設置に向けて調査・研究を進めるとともに、稚内港での集荷が図られるよ

う、民間貨物船チャーターに対する支援を継続し、稚内・コルサコフ間の

物流の周知を行う。 

○ サハリンとの定期航路において、現行の旅客専用船に代わる貨客船によ

る運航を目指し、航行可能な船舶の調査を行い、早期実現に向けた取組を

進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


