
部門別計画
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第４次稚内市総合計画　後期基本計画

分

野

４



94

政策4-1　公共交通を充実させたまちづくり

施策4-1-1　総合的な交通体系を構築します

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

減少し、将来における公共交通全体の衰退が懸念されています。

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

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

て、バスの路線変更や乗合タクシー＊の導入など公共交通体系の変更を行い、併せて観光客

の利用増も図ってきました。

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

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

まちなかへの公共交通による移動の促進も図ってきました。

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

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

業者に委ねてきた交通事業に行政が適切に関与しながら、今後も総合的かつ戦略的な事業を

展開していく必要があります。

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

安定した公共交通を確保します。

１）総合的な交通戦略の推進
　路線バスをはじめとする移動手段の確保、徒歩、自転車、自動車、公共交通の適正な分担など、

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

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

の確保に努めます。また、少人数の多様なニーズに応えるディマンド型輸送＊など、新た

な交通手段の導入を進めます。

３）モビリティ・マネジメント＊の推進
　今後は、公共交通の利用促進だけではなく、歩行者、自転車交通などの多様な交通機関

の利便性の向上を図るとともに、環境保全の側面からも、公共交通による移動を心がける

意識を市民生活に定着させるための啓発と、利用促進のためのソフト事業を推進します。

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

りを環境と併せて考えてもらう機会をつくります。

分

野

４

基本目標４　次世代に向けた住みよいまちを目指して

現状と課題

施策の目的

施策の主な内容

第４次稚内市総合計画　後期基本計画
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第４次稚内市総合計画　後期基本計画

分

野

４

法令の名称：地域公共交通の活性化及び再生に関する法律、道路運送法 

計画の名称：稚内市地域公共交通総合連携計画

施策の成果指標（アウトカム）

協働の指針

関連する主な法令・条例・計画等
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施策4-1-2　都市間交通の基盤整備を進めます

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

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

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

り、３次医療機関＊への搬送時間の短縮など、地域住民の生命を守る救急医療体制づくりに

おいても重要な役割を担っており、さらなる整備促進が期待されています。

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

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

行の確実性や安全性の向上も強く求められています。こうした状況から、これまで以上に地

域が連携し、一丸となって基盤整備に対する要望活動等の取組を進めていく必要があります。

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

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

官民合わせた活動がさらに重要となっています。

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

完了しましたが、引き続き除雪体制の充実等が必要とされています。

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

して位置づけられていますが、引き続き輸出入の拡大などに向けて、港湾機能の充実と整備

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

活路線であるとともに、本市を訪れる観光客が離島へ渡るための交通手段となっており、安

定的な航路の確保と充実が必要とされています。

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

保と地域経済の活性化を実現します。

１）規格の高い道路整備などの推進
　制限速度の緩和措置など、迅速で安全な高速交通ネットワーク＊の構築に向けた道路の

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

早期完成に向け、要望活動を強化します。

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

の高速化が重要であることから、新車両の導入及び鉄路の基盤強化等について、沿線地域

の自治体が一丸となり、これまで以上に強く要望活動を展開します。

３）空港の整備と航空路線の確保拡大の推進
　就航率の向上を図るため、国などに対し、空港の高質化に向けた整備促進に関する要望

を行うとともに、路線の維持・拡大と利便性の向上について、関係団体などと連携し、運

航会社に対して働きかけます。

　また、本市と航空路線で結ばれている地域に向けて、本市の魅力を発信して、関係団体

現状と課題

施策の目的

施策の主な内容

第４次稚内市総合計画　後期基本計画

分

野

４
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第４次稚内市総合計画　後期基本計画

分

野

４

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

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

プロジェクト

施策の成果指標（アウトカム）

協働の指針

関連する主な法令・条例・計画等

などと協力して搭乗率を高める活動を展開し、路線確保に努めます。

４）港湾機能の充実と利礼航路の確保充実
　平成25年度に改訂した港湾計画に基づき、利用者ニーズに合った港湾機能の強化と整

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

宗谷港のマリンタウンプロジェクトを進め、サハリン・プロジェクト＊の動向を踏まえた

施設整備やクルーズ船の入港に合わせた整備を検討します。利尻島・礼文島への航路の確

保と充実については、バリアフリー対応旅客施設を導入し、利用者に優しい旅客機能を有

し、利用客の拡大に務め、継続的に事業者と連絡調整を図ります。
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政策4-2　災害に強いまちづくり

施策4-2-1　防災対策を強化します

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

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

念を覆すばかりか、社会全体に様々な課題を突きつけました。

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

地震や津波、異常気象による災害が起きてもおかしくない状況です。

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

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

対する意識を高めるとともに、市民の安全と財産を守るための体制づくりと基盤整備をさら

に推進していく必要があります。

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

復旧させることができる、災害に強いまちをつくります。

１）防災意識の高揚と伝達システムの充実
　災害に関する広報活動や出前講座を充実させ情報提供を行うとともに、災害時マニュア

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

し、災害への意識の高揚に努めます。また、各関係機関との情報連絡システムの強化・拡

充を図りながら、災害発生時に市民に対し、災害や避難などの情報提供のため、緊急告知

防災ラジオや防災情報メールサービスなど、迅速な情報伝達手段の多様化を図ります。

２）地域防災体制の強化・支援
　災害発生時又は発生するおそれがある場合には、国、北海道等関係機関と連携して市民

の安全の確保等にあたります。

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

等に取り組み、市民や地域の団体等が自ら防災力を高め、「自助＊」「共助＊」「公助＊」の

考え方のもと、それぞれが一体となって活動できる体制づくりを進めます。

３）災害予防の強化
　河川、治水、津波、土砂、がけ崩れなどの災害が予想される危険区域を把握し、予防対

策を推進するとともに、行き止まりや狭あいな道路の解消、住宅密集地の解消や建物の不

燃化などを促進します。特に、海上における流出油防除対策について強化します。

４）耐震診断及び耐震化の促進

分

野

４

現状と課題

施策の目的

施策の主な内容

第４次稚内市総合計画　後期基本計画
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第４次稚内市総合計画　後期基本計画

分

野

４

法令の名称：災害対策基本法

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

条例、稚内市国民保護対策本部及び本市緊急対処事態対策本部条例

計画の名称：稚内市地域防災計画、稚内市国民保護計画

施策の成果指標（アウトカム）

協働の指針

関連する主な法令・条例・計画等

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

に、一般住宅をはじめとする民間の建物に対しても耐震化を促します。また、上・下水道

など建物以外の公共施設についても併せて耐震化を推進します。

５）国民保護法への対応
　テロや武力攻撃等の事態に際しては、全国瞬時警報システム(J-ALERT)＊による情報を活

用し、住民に早期の避難や予防措置を促すため、緊急割込放送による情報伝達を行うととも

に、被害の軽減や速やかな対応ができるよう、関係機関と連携を図り、体制の強化に努めます。



100

政策4-3　調和のとれた持続可能なまちづくり

施策4-3-1　中心市街地の再生を図ります

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

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

に伴う居住人口の減少、高齢化や商店街の衰退などが進み、「マチ」としての求心力が失わ

れつつあったことから、再開発事業に取り組んできました。

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

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

必要があります。

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

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

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

めてきたところです。

　平成24年４月には、再開発ビル「キタカラ」がグランドオープンし、徐々にではありま

すが、にぎわいを取り戻しつつあると言えます。

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

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

き取り組むことが求められています。

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

だれもが安心して暮らせるにぎわいのあるまちにします。

１）にぎわいのある生活街の形成
　中心市街地を稚内固有の文化・歴史を活かした楽しく買い物のできる場所、人が安心し

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

の場としてにぎわいのある生活街の形成を図ります。

２）まちなか居住の推進
　中心市街地をはじめとする周辺地域をにぎわいある生活交流空間とするため、多様なラ

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

じて住宅などの建設を促進し、居住人口の拡大を図ります。

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

ニバーサルデザイン＊化を進めるとともに、商業施設や各種公共施設との間に散策的な歩

分

野

４

現状と課題

施策の目的

施策の主な内容

第４次稚内市総合計画　後期基本計画
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第４次稚内市総合計画　後期基本計画

分

野

４

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

リー法、高齢者の居住の安定確保に関する法律

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

マリンタウンプロジェクト、稚内市住宅マスタープラン

施策の成果指標（アウトカム）

協働の指針

関連する主な法令・条例・計画等

行空間を形成するなど、安心快適な住環境の整備を進めます。

３）みなとの魅力の充実と観光による交流促進
　中心市街地の北側、北ふ頭から中央埠頭、さらには第一副港までのエリアは、北防波堤

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

ますが、「北防波堤ドーム公園」が完成し、「みなとオアシス」、「海の駅」に登録されたこ

とから、「マリンタウンプロジェクト」を進めながらその魅力をさらに高め、観光客の誘

致や大型観光船の誘致を図ります。

４）「マチ」と「みなと」の連携強化
　稚内駅周辺地区に、市街地、観光地への回遊拠点機能や観光拠点機能などを併せ持つ複

合駅舎、緑地を整備し、「道の駅」にも指定されたことから、さらに｢マチ｣と｢みなと｣の

連携強化を図り、周遊ルートを構築し、交通・情報・交流拠点としての機能を持った、人

が集まるにぎわいのあるマチの形成を図ります。
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施策4-3-2　計画的な土地利用を推進します

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

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

市全体を総合的に考えるとともに、個々の地域の特性に配慮していくことも必要です。

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

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

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

クトなまちづくりを進めてきていますが、今後も無秩序に市街地を拡大させないよう、合理

的かつ適正な土地利用を進めていく必要があります。

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

した魅力あふれるまちを目指します。

１）土地利用方針の見直し
　社会情勢の変化に対応し、本市の将来展望に立った望ましい都市形成を図る目的で、市

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

新たな将来に向けた土地利用の基本方針を示し、計画の進行管理を行います。また、国土

利用計画法の基本理念に即した、本市の総合的・計画的な土地利用の基本方針を定める市

町村計画の作成を検討します。

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

を誘導し、都市計画マスタープランに基づき、調和の取れた土地利用と都市計画を推進し

ます。また、機能的な都市活動を確保するため、土地需要の動向を見極めながら商業地と

の調整を図り、合理的な土地利用を推進します。

３）開発の規制・誘導
　開発許可に対しては、稚内市開発行為指導要綱などに基づく適正な規制・誘導を行いま

す。

現状と課題

施策の目的

施策の主な内容

第４次稚内市総合計画　後期基本計画

分

野

４
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第４次稚内市総合計画　後期基本計画

分

野

４

法令の名称：国土利用計画法、都市計画法

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

地域整備計画

施策の成果指標（アウトカム）

協働の指針

関連する主な法令・条例・計画等
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施策4-3-3　生活を支える社会基盤整備を進めます

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

充実が欠かせません。

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

に老朽化が進んでいるものもあります。安全・安心な暮らしを確保するため、これらを今後も

有効に活用していくとともに、適正な維持管理、長寿命化＊などを図っていく必要があります。

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

り、それに対応した環境整備が求められてきています。

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

人の心にも「美しいまち」を印象付けることから、さらなる緑化の推進と地域の特性を活か

した景観の保全・活用が求められています。

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

高速インターネットサービス＊の提供が可能となりました。

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

ザインを取り入れていくことについても、引き続き取り組んでいく必要があります。

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

ていきます。

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

行空間の創出の検討などを進めます。

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

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

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

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

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

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

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

５）公園の整備と緑化の推進
　市民の憩いや休息の場、文化やスポーツ・レクリエーション活動の場、また災害時にお

ける避難場所といった様々な機能や市民ニーズを踏まえ、地区のバランスを考慮しなが

現状と課題

施策の目的

施策の主な内容

第４次稚内市総合計画　後期基本計画

分

野

４
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第４次稚内市総合計画　後期基本計画

分

野

４

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

者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

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

び管理に関する条例、稚内市営住宅条例、稚内市道路の構造の技術的基

施策の成果指標（アウトカム）

協働の指針

関連する主な法令・条例・計画等

ら、適正な公園の配置や整備を進めます。

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

がら、コミュニティ＊との協働による緑化の推進等に努めます。

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

周辺環境との調和を図りながら、地域の特性を活かした景観づくりに配慮します。

７）ユニバーサルデザイン＊の環境整備
　公共施設などの整備にユニバーサルデザインの考え方を取り入れることで、すべての人

にやさしい生活環境整備に努めるほか、市民や事業者に対してユニバーサルデザインの考

え方を啓発していきます。

８）情報格差の解消
　一部地域内で発生している高速インターネットサービスを利用できない世帯の解消に努

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

視聴については、早期解消に向け、関係機関と連帯しながら対応していきます。

９）地籍調査の推進と住居表示の整備
　土地所有者の理解と協力のもと、土地の境界を画定するため調査を行い、社会基盤整備

の効率化を図ります。また、住居表示を進め市民の利便性の向上を図ります。
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第４次稚内市総合計画　後期基本計画

分

野

４

準等を定める条例、稚内市高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に

係る道路の構造に関する基準を定める条例、稚内市普通河川及び準用河

川管理条例

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

営住宅等長寿命化計画、稚内市まちなか居住推進計画、稚内市老朽管更

新計画、稚内市公共下水道整備計画、稚内市緑の基本計画、稚内市都市

公園施設長寿命化計画


