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１．概要 

テーマ ： 「人が住みたくなるような街並みってなんだろう」（都市基盤分野） 

日 時 ： 平成２９年８月３１日（木） １８：３０～２０：３０ 

場 所 ： 稚内市役所 ５階 正庁 

参加者 ： ４２人 

主 催 ： 稚内市総合計画策定委員会 第２部会 

運 営 ： 会議ファシリテーター普及協会稚内支部（メインファシリテーター 山川・米倉） 

 

【投票結果】 

取り組みのアイディア 票数 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

世代問わず遊べる街（室内ドーム） 14 D 

無電柱化して桜並木に 14 E 

誰でも気軽に遊べる公園 12 B 

街や自然を活用してアクティビティが楽しめる（散歩、サイクリング、ランニング） 7 A 

街そのものが美術館 6 A 

車が無くても大丈夫（歩き、自転車があればどこでもいけます） 6 B 

快適な暮らし（除雪がない街。自然エネルギーで溶かす） 5 C 

電柱のない街（美しい景観） 5 D 

何もない街並み（逆に） 5 E 

安心安全なまちづくり（防災上、医療面、防犯、社会福祉） 5 F 

稚内の自然はそのままで OK（宗谷丘陵・稚内公園の夜景、利尻富士） 4 B 

中央アーケードの活性化（個性的な店の集積、夜間人の通るアーケード） 4 C 

古き良き街並み（昔の中央廉売のような市場の復活、近代化（無電柱）との融合 4 C 

自然景観を活かした街づくり（宗谷丘陵、稚内公園、百年記念塔、外国語表記） 4 F 

生活に近いところで人が集まれるような場所（広場、飲食） 3 A 

親子で外へ（.水で遊べる場所、講演の工夫、総合運動場） 3 C 

農業のできる町（地産地消） 3 D 

子育てしやすい街づくり（公園、キッズスペース、公共のスペースのゆとり、教育） 3 F 

宗谷岬をもっと活用（パワースポット、日本一を売りに） 2 A 

コンセプトを統一した街づくり（色・高さ） 2 B 

ジブリ！！ 2 D 

自由に安全に遊べる海岸・浜辺の公園 2 E 

稚内城（丘の上に避難所を兼ねる） 2 E 

鹿を飼う。何気なく。 2 E 

交通の便の良い街づくり（稚内公園へのアクセス、ロープウェイの復活） 2 F 

商業（観光）の活性化（ロシア、サハリンっぽさ、旅館、アーケード街） 2 F 

魅力ある街並み（稚内公園から絶景をもっとアピール。夜景も風車のライトアップ etc） 1 C 

安心して子育てのできる街（街頭・通学路） 1 D 
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２．グループから出された意見・アイディア等 

Aグループ（三宮、坂田、佐々木(則)、武藤、中野、釜口、佐々木(陽)） 

（１）良い（改善が必要）と思う街並み 

○自然を満喫する街 

 ・アクティビティ。 

 ・夏季のライフスタイルが魅力な街。 

・６～８月くらいは自転車レーンを活用して自転車に乗っている人が多い街。 

・街の中にサイクリングロードやランニングできる道があると良い。 

・稚内、夏涼しく自然が多い。 

・山、海、川を有効活用した街。 

・ウエンナイ川散歩コース。 

○景観のいいところ 

・稚内から見える利尻富士。 

・景色のいいところにグランピングか、キャンプ場を整備。 

・港湾のイルミネーション化、景観美、スポット。 

・声問海岸にパワースポットを作る。 

○稚内の独自性  

・ヨーロッパのように大きな広場があると良い。 

・稚内隣町と隣接していない。 

・稚内、いちばん近い街から 40km離れている逆に血が濃くなる。 

○人が集まる場所 

・副港市場の昔の街。 

 ・人が集まる飲食街の整備、テラスや広場などとの連動＆イベントの組合せ。 

  ・イベントの時期などの整理を。効果的な仕掛け。 

・もっと書物と触れ合える場所。 

・ヨーロッパのように大きな広場があると良い。 

○文化の高い街 

・小さな美術館のような、見て回れる街。 

・地域の建物にアート作品が書いてある街。（落書きではだめ） 

・文化、歴史やメッセージ性があり、地域の人が誇れるもの。 

○てっぺんを売りにする 
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 ・最先端を活かす。 

 ・日本のてっぺん。（日本一・出発点） 

 ・語呂合わせでも良いので名所を作ってしまう。 

 ・てっぺん神社。 

 ・祈願、奉納したら日本一。 

○大沼を活かした街 

 ・大沼ミルクロードから見た。 

 ・サイクリングコース。 

 ・冬の活用。 

○交通の便利な街 

 ・無人の公共交通が運行している街。人手がいらず効率がいい。市内をぐるぐる 10分おきぐらい。 

 ・一枚のパスで 24H、48Hなど自由に行ける街。 

※グランピングとは、グラマラス（魅力的な）と×キャンピング（キャンプ）を組み合わせた造語で、キャン

プ道具を持て言ったり、テントを張ったりすることなく、自然のン下で気軽にキャンプを楽しめるキャンプス

タイルの事。 
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（２）稚内にあってほしい街並み 

 ①生活に近いところで人が集まれるような場所（広場、飲食） 

 ②街や自然を活用してアクティビティが楽しめる（散歩、サイクリング、ランニング） 

 ③街そのものが美術館 

 ④宗谷岬をもっと活用（パワースポット、日本一を売りに） 
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Bグループ（安藤、中川、松永、新井、畑、高林） 

（１）良い（改善が必要）と思う街並み 

○公園 

 ・総合公園。 

 ・きれいなトイレが整備された公園。 

 ・豊平川のような河川敷があると遊べる。 

 ・自然エネルギーパーク（公園）稚内公園。 

 ・公園内にアスレチック遊具があるといいなぁ。 

 ・稚内公園（街並み公園）、子どもが気軽に遊ぶ場所。 

 ・住宅地に大きな公園があったらいい。 

 ・待ち合わせ場所となるモニュメント。 

○統一した景観 

  ・公共施設の色を統一。 

  ・統一した景色。 

  ・建物が低く作られている。 

  ・公共施設のつくり、構えば頑丈、立派。 

  ・コンセプトのない宅地造成。 

  ・中央商店街の街並み。 

  ・景観条例化。 

  ・商店街にテーマづけ。 

  ・海岸エリアから山の手へ。（宅地、商業施設） 

  ・電柱のない街がいい。 

  ・景観。 

  ・近代的。 

○道路・道 

  ・散歩道、サイクリングロード、冬は歩くスキー。 

  ・車社会、フットパス、街道、街並み散策、文化がうすい。 

  ・自転車専用道路の整備で、自転車利用が増える。 

  ・車幅の広い道路。 

  ・街路樹をたくさん増やして名所に。 

  ・桜並木通りの造成。 
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○稚内サイコ― 

  ・宅地にはならない地形、丘陵、手つかずの原野。 

  ・稚内らしさ。 

  ・歴史的建造物、遺産。 

  ・利尻富士がきれいなので、見えるところに別荘があればいいなぁ。 

  ・稚内公園から見る夜景はきれい。 

  ・歴史感。 
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（２）稚内にあってほしい街並み 

①誰でも気軽に遊べる公園 

②車が無くても大丈夫（歩き、自転車があればどこでもいけます） 

③コンセプトを統一した街づくり（色・高さ） 

④稚内の自然はそのままで OK（宗谷丘陵・稚内公園の夜景、利尻富士） 
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Cグループ（神田、西、札場、川瀬、安藤、澤村、中本） 

（１）良い（改善が必要）と思う街並み 

○無電柱化 

・カラスが止まらない。 

・電柱、電線を地中化してすっきりとした街並みにしたほうが良い。 

○水の遊び場 

・市役所の噴水を浅く広く。できれば温水で子供たちがたくさん遊べる。 

・豊平川沿いのような河川敷。（水遊び場 etc） 

○歴史 

・建物色合いに統一感を持たせる。 

・地域によって建物の色を統一。 

・東神楽町の団地。 

・江差町の歴史ある街並み。 

・屋根でも同じ色。 

・昔の中央廉売のような市場復活してほしい。（古き良き建物） 

・歴史の香りのする街並み。建物等（瀬戸邸） 

・古き良き街並み。 

○稚内の顔中央アーケード 

・中央アーケードの設備を（建物）中央に活気を！ 

・中央アーケードに個性的な店やカフェなど集積させる。 

・中央アーケード。 

・活性化。 

・シャッター街を減らそう夜間、人の通る街並み。 

○景観 

・魅力ある景観。 

・大型ショッピングモール。 

・風車。 

・百年記念塔から見る夜景。 

・稚内の夜景は素晴らしい。 

・風車のライトアップ。 

・イカ釣り船、一斉出漁。稚内公園からの眺め。 

・夕日ヶ丘パーキング。 
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○除雪 

・除雪の必要ない街。 

・自然のエネルギーで溶かす。 

○アクティビティー 

・稚内公園を生かしたキャンプ場の整備。 

・ノシャップ公園。 

・総合運動場。（スポーツ施設集約） 
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（２）稚内にあってほしい街並み 

①中央アーケードの活性化（個性的な店の集積、夜間人の通るアーケード） 

②古き良き街並み（昔の中央廉売のような市場の復活、近代化（無電柱）との融合 

③魅力ある街並み（稚内公園から絶景をもっとアピール。夜景も風車のライトアップ etc） 

④親子で外へ（.水で遊べる場所、公園の工夫、総合運動場） 

⑤快適な暮らし（除雪がない街。自然エネルギーで溶かす） 
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Dグループ（西海、原、中山、山口、木全、中村、福岡） 

（１）良い（改善が必要）と思う街並み 

○稚内の良いところ 

・天気が良いとサハリン（異国）が見える。 

・稚内はまなすの坂から降りてくるときの海の見える景色好き。 

・稚内公園からの景色はキレイ。 

・宗谷丘陵はステキ。 

・百年記念塔レインボー？ライトアップあればよい。 

・副港市場の夜、船がカッコイイ。 

・樹木等植物に触れられる。 

・街並み夜景等、風景画しっかり見られる場所。 

・家族での休日がのんびりできる。 

・市内（市街地）で農業ができる。 

・自然と動物すべてに魅力のある町。 

○日々の生活 

・行動範囲が徒歩で可能。 

・コンパクトな街並み。 

・高齢者に優しい街づくり。 

・空き家等の有効活用。 

・どこか１か所稚内オリジナル集落を作っちゃえ。 

・医療の充実をもう少し。 

・ガス等の公共料金をもう少しならないかな。 

・家賃も高い。 

○稚内の悪いところ 

・空港利用の改善。 

・シャッター通りの改善。 

・わくわくするようなアーケード街。 

○夢 

・ジブリの世界のような街並み。 

・モデルルームのようなおしゃれな家々を。 

○MACHI 

・安心・安全な街。 
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・道路がキレイ。 

・坂道が少ない。 

・市民全体で子育てのできる街並み、通学路の整備。 

○環境 

・植樹帯に木が少ない。 

・舗装をしてほしい。維持できない。 

・道路を作るなら公園を。 

・海や川のゴミがなくなったらいいな。 

・花がいっぱい。 

・河川が整備されている。 

○施設 

・アスレチックを。 

・企業を誘致して働く場所を作ること。 

・若い人が働ける場所を作り出す。 

・早朝の散歩が可能な公園等。 

・娯楽が少ない。 

・子どもが遊べる公園が少ない。 

・ちょっとした公園（町内）がもっと欲し

い。空地を利用。 

・泊まれる（素泊まり可）温泉施設があ

れば。 

・総合運動公園陸上競技用。 

・温泉ドームや総合体育館が遠い。 

○電柱 

・無電柱化されたさっぱりした街並み。 

・電柱がなくなると良い。 

・予算。 

・冬の問題。 

○外灯 

・街並みが暗い、街灯をもう少し設置

してほしい。 

・郊外に行くと街頭が少ない。 
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（２）稚内にあってほしい街並み 

①電柱のない街（美しい景観） 

②農業のできる町（地産地消） 

③世代問わず遊べる街（室内ドーム） 

④安心して子育てのできる街（街頭・通学路） 

⑤ジブリ！！  
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Eグループ（石井、阿部、江戸、窪田、高木、岩﨑、橋本） 

（１）良い（改善が必要）と思う街並み 

○商業系 

・商業施設がほぼ郊外。 

・一通りのお店がある。 

・駐車場が少ないかな。 

・アーケードがさみしい。 

・夜もやっている施設を多くしてほしい。 

・空き家、空地が多い。 

・鹿にぶつからない。 

・街路灯が明るい。 

○シンボルとなるもの 

・変わらない。（１００年経っても同じ）（ヨーロッパ風）（お城） 

・同じ（統一）カラー（住宅、商業施設など）。 

・メインストリートがないかも。 

・明るい色の屋根・壁。 

○サクラ 

・桜並木がない。 

・桜並木がある。 

・桜並木があればいいと思う。 

○港・海 

・港（埠頭）の開放（散歩、つり）。 

・水辺で遊べる、くつろげる。 

・港のとおりの船が見えるのが良い。 

・海岸線がよい。 

○エネルギー 

・風力発電が盛ん。 

・電柱、電線も結構好き。 

・太陽光発電。 

○何もないのが逆に良い 

・遠くが見える。 

・空が広い。 
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・夜空がきれい。 

・岬周辺の「さいはて」感もうちょっとほしいか。 

・夜が静か。 

・おだやか。（静か） 

○自然（動物） 

・動物がいる（鹿・アザラシ） 

・自然が多く、動物が見られるのは良い 

○自然との調和 

・走り回れる公園がある。 

・自然を感じやすい。 

・北欧っぽい植生が素敵。 

・丘陵地をうまく利用しては。（展望地、坂の上からの眺め） 

・夕日は素晴らしい。（釧路のような PRを） 

○移動手段 

・ボート、ヨット、馬、車、トロッコ、ロバ、ラクダ。 

・自動車だけでない移動。（海・川） 

・移動手段がメイン。 

○インフラ 

・冬、地下空間 

・除雪が行き届

いている。 

・除雪に特徴あ

り（日々運搬排

雪！！）good 

・歩道が広い

or自動車道。 

・道路が広い。 
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（２）稚内にあってほしい街並み 

①無電柱化して桜並木に 

②自由に安全に遊べる海岸・浜辺の公園 

③稚内城（丘の上に避難所を兼ねる） 

④鹿を飼う。何気なく 

⑤何もない街並み（逆に） 
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Fグループ（瀬川、大西、吉田、佐々木、山本、阿部、上原）  

（１）良い（改善が必要）と思う街並み 

○自然の景観 

・稚内公園の情緒ある風景。 

・ごみが落ちていない街。 

・坂道の途中から海が見える街。 

・増幌地区の平坦な風景に素朴さがある。 

・百年記念塔がから見た夜景の美しさ。 

・宗谷の丘の、風景が好きです。 

・宗谷丘陵のクロユリと宗谷黒牛。 

・外国人の方のための英語の案内板。 

○安心安全な街 

・防災上安心安全な。 

・大雨など災害に強いまち。 

・高次医療が受けられる街。 

・風の強い街なので風車が立つ景観を、その電力を市民に安く提供して。 

・市民生活が安価な町。 

・港をもっと明るく（照明）して歩けるように。 

○街なみ 

・アーケード街のシャッターと早い閉店。 

・小さな商店が数多く残っている所。 

・文化センターの活用。 

○子育て 

・公共スペースにゆとりが欲しい。 

・遊覧船、釣り場がない。海で遊べる環境を。 

・子ども達が外で遊んでいる街。 

・ランニングコース。 

・駅のキッズスペースが出来、中央へ行く機会が増えた。 

・中央に遊べるスペースを。 

・子ども達がお金を掛けずに遊べる場所が欲しい。 

・緑、公園が多い街。 

・子ども達が、遊べる公園。 
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・公園はあるが、遊具が無い。 

・子どもに一定水準以上の教育を受けさせられる街。 

○交通 

・交通インフラが整備された街。 

・歩行者にやさしい道路が整備された街。 

・冬でも稚内公園へ行ける。（観光） 

・百年記念塔があるのに交通手段が無い。 

・港近くで散歩ができるところ。 

○商業 

・観光スポットにお土産

屋さん。 

・ロシア、サハリンっぽ

い街。 

・ロシアの商品、料理、

飲み屋がもっとあっても

良い。 

・魚を積んだトラックが

走っている街。 

・利尻富士の見える西

稚内にホテルを（旅館）を

作る。 
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（２）稚内にあってほしい街並み 

①安心安全なまちづくり（防災上、医療面、防犯、社会福祉） 

②自然景観を活かした街づくり（宗谷丘陵、稚内公園、百年記念塔、外国語表記） 

③子育てしやすい街づくり（公園、キッズスペース、公共のスペースのゆとり、教育） 

④交通の便の良い街づくり（稚内公園へのアクセス、ロープウェイの復活） 

⑤商業（観光）の活性化（ロシア、サハリンっぽさ、旅館、アーケード街） 
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３．アンケート結果 

（１）これからの稚内の街並みがどのようになれば良いと感じましたか？ 

・住んでいる者が良いと思う街並みに（まちづくり）ならなければ、外からも感じていただけないと思い

ます。 

・今回のワークショップが第５次総合計画に反映されば良いが！！ 

・人口の維持が出来れば・・・そのために必要な医療、教育などが充実していればと思う。 

・主に若い世代の人達が稚内に居続けたい、戻ってきたいと思える街になれば良い。 

・高齢者の住みやすい街づくりを・・・ 

・特に不満はありません。アーケード街が気になるくらいです。 

・ないものばかりを欲しがるのではなく、今ある良いものを活用する。きれいな街並みになってほしい

です。 

・年々、外の施設が無くなってきているので、気軽に行ける公園などがあれば良いと思う。 

・高齢化に向けての街づくりを考えて欲しい。道路・交通作り等。 

・家族が楽しめる安全で快適な街。 

・今日出された意見が反映された、稚内になっていけるように願っています。 

・自然と一体となった街並み、公園、広場、アクティビティ。 

・住んで良し、訪れて良しの街並みで機能的になるように考え、ソフトとハードを連動していくと良いと

思います。 

・子どもや若い人が楽しめることが人口増には大切。お年寄りも暮らしやすく両立できればいい。 

・鹿のいる街。でも、きれいな街。 

・住みやすく、楽しく、自信を持って稚内を自慢できる街並みになればいい。 

・自然と共にある町が良いと思います。 

・稚内らしければいい。 

・今ある自然を有効活用できれば無駄の無い、魅力あるまちづくりができるのでは。 

・あまりビルなどを建てないようにした方がいいと思います。 

・市民が安心・安全に住める街が第一！医療の充実がなければ人口は減る一方。 

・今日出た意見のどれか１つでも現実にできればいいなぁと思います。 

・街路樹等があってきれいな街並み。活気がある人が歩いている街並み。 

・未来に残る稚内に。今のいいところを残しつつ変化していくべき。 

・みんなが楽しめる街。安心・安全な街。 

・自然景観を確保しつつ、安心安全な街を目指してほしい。 

・基本的には、みんな同じことを考えているので、子育てできる街を作ると景観も良くなると思います。 
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・あふれる自然を活かしながら、安心安全で子育てと医療の充実がみられる。（街並みと外れますが） 

・稚内に観光等に来た人たちに「どこが良いの？」と聞かれたときすぐに言えるところ３～４か所できれ

ば良い。 

・稚内には、たくさんの良いところがあるので、それをもっとアピールし、みんなが集まる街になると良

いです。桜並木はぜひ実現してほしいです！！ 

・少し近代的でありながら、古き良き街並みを目指して欲しい。 

・稚内らしさとは？を追求することの必要性を感じる。 

・無電柱化になればより景観が良くなると思いました。 

・投票数が多かった通りの街並みを。 

・稚内にしかない街並みを目指す。色合いに統一感を持たせる。 

・無電柱化して桜並木に！！ 

・稚内のポテンシャルを活かし、かつ、快適に近代化を進めていければ。 

（２）参加した感想  （ワークショップ満足度 平均 4.1点／5点満点） 

・色々な視点で意見が出たので、大変良かったと思います。 

・大変面白かった。 

・自分にはない発想を多く実感することができたと思う。 

・様々な意見を聞くことができて、また、非常に楽しく参加することができて良かった。 

・全体的に年齢層が高かったが良いアイディアが出た。 

・若い人たちが意見を言って大変良かった。 

・始めは堅苦しいなぁと、場違いかなと思っていましたが、やっぱりこのファシリテーション会議は違い

ますね。気楽に楽しく中身濃く出来ました。 

・限られた時間の中では、皆さん協力的に意見を出し合っていたのではないかと思います。 

・周りの方々の意見が自分の考えていることより良く面白かった。 

・皆さんと楽しく話し合いが出来た。 

・普段自分の考えていないことがたくさんあった。 

・やわらかく、意見の出しやすい雰囲気であった。 

・このワークショップの話し合った結果が、計画にどう反映されるのかが気になる。 

・意見が多く出て、共感できる内容だった。 

・進行がスムーズ、グループでの話し合いも活発に発言が出て良かった。短時間でまとまっていて良

かったが、複数回行って議論を深めるのも良いのでは？ 

・自由な発想でメンバーのいろいろな意見が聞かれたので有意義でした。今後の仕事にも役立つと

思います。 

・たくさんの意見。たくさんの目指すべき稚内をみんなで考えられたことが良かった。 
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・楽しく話すことができた。今の街並みも意外と好きです。 

・工夫していたのが分かる。 

・進行、運営がスムーズで良かったです。 

・途中からの参加だったので、会話の内容についていけなかった。 

・テーマが広い割に時間が少ない。具体的な落とし込みが足りないと感じる。 

・内容的には５点をつけたかったが、休憩を取ることが出来なかったので減点しました。 

・時間が不足しているように感じる。 

・意見がたくさん出た。 

・時間が程よい。いろいろな業種、世代の人と意見が聞けたので良かった。 

・自由活（闊）達な意見が多く出されたこと。またこういったことを自ら考える場を与えていただき市民

の意識も変わると思う。 

・大変楽しい場でしたが、時間が少なくもう 1時間があれば楽しかったと思います。 

・普段、お付き合いの無いかたと共通の課題で協議できたこと。 

・色々な分野の方と話ができ、稚内に足りないところが見えてきました。 

・色々な職業の方の意見が聞くことができて良かったです。 

・気楽に参加できました。 

・楽しかった。 

・意見がたくさん出ても集約まで持っていくと難しくなるしわかりづらくなる。 

・様々な方の考えを聞けて参考になった。 

・楽しく稚内の事を考えられたので良かったです。 

・様々な意見が聞けて違った視点で物事が見えた。 

（３）自由記載 

・財源に限りがあるとは考えますが、しっかり財源を確保していただき有効活用願います。 

・観光客だけではなく、市民に目を向けることはとても良いことだと思う。 

・いろんな話を聞けて良い経験になった。 

・今日、話し合ったことが少しずつ実現できればいい稚内になるかと思う。 

・進行役のお二人に感謝しております。ありがとうございました。 

・異業種が偏っている？農業従事者がいなかった。 

・あればいいという市民の満足度と、街の価値を上げるために何が必要かの両面で考えると良いと思

います。 

・ご準備等ご苦労されたと思いますが、なかなかない機会だったので良かったです。 

・実現に向けぜひ頑張ってください。 
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・今日のワークショップがどのように生かされていくのかが楽しみです。 

・市職員の方の立ち位置、目線が気になるところでした。ホスト役に回るのではなく、参加者とフラット

の立ち位置で各セッションに加わることが大切かと。 

・気楽に楽しく中身濃くできたと思います。 

・今日は楽しく参加させていただきありがとうございました。 

・従来のワークショップより楽しく、協議できたと思います。 

・ありがとうございました！！進行ステキでした！ 

・ここでの意見が１つでも実現できればいいなと思いますし、今後もこのような場を続けて欲しい。 

・司会進行に余裕が感じられない分困惑した。 

・今後も継続してより良い稚内になればいい。 

・明るい時間帯に行ってほしい。 

・楽しく稚内の事を考えられたので良かったです。 
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４．ワークショップの様子（写真） 

【開始】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【部会長挨拶】        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

【番号決めじゃんけん】  
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【個人意見の書き出し】 
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【意見の共有】  
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【意見のまとめ】  
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【取組の検討】  
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【発表】  
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【投票】 
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