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はじめに 
 

 

市役所本庁舎は昭和 42 年の建設から既に 50 年以上が経過し、建

物・設備の老朽化や耐震性への対応に加え、ユニバーサルデザインへ

の対応や防災拠点機能の確保など、建物の性能や機能面で多くの課題

を抱えています。 

 

こうしたなか、近年では、熊本地震や北海道胆振東部地震が発生し、

災害対策本部となる自治体庁舎の多くが被害を受け、災害復旧や復興

に影響を与えました。防災機能や市民生活に直結する行政機能の確保

が重要であることを改めて認識したところです。 

 

このことから、安心して利用できる新庁舎整備に向けて、市民の皆

さんにもご参加いただき「稚内市庁舎建設検討委員会」を設置して、

現庁舎の抱える課題の整理や、庁舎整備の必要性、基本的な考え方な

どについて議論を重ね、令和 2 年 10 月に「稚内市庁舎建設基本構

想」を策定しました。 

 

庁舎の建設候補地は、「まちづくり」「公共・公益機能」「防災」「ア

クセス性」「事業の実現性」の視点から検討し、市民説明会や検討委員

会等での意見を踏まえ、「現庁舎周辺」に決定しました。 

 

本計画は、基本構想で掲げた基本的な考え方に基づき、具体的な導

入機能や施設規模、建設位置など、基本的な整備方針について示した

ものです。 

 

今後は、本計画を指針とし、基本設計に反映してまいります。 
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Ⅰ．基本計画について 

１．基本計画の位置づけ 

現庁舎は建築から 50 年以上が経過し、「施設・設備の老朽化」「耐震強度不足」などの課

題を抱えています。 

災害時には、司令塔機能や一時的な避難場所となる防災機能の重要性、市民の利便性向上

や感染症対策など多くの課題を解決するため、令和２年10月に「稚内市庁舎建設基本構想」

を策定しました。 

本計画は、この「基本構想」の基本的な考え方に基づき、検討委員会や市民説明会、パブ

リックコメント等の意見を踏まえ、新庁舎に導入する機能や施設規模、建築計画や事業計画

などをより具体化し、今後の設計や工事を進めるうえでの基本的な整備方針を整理したもの

です。 

 

 

 

 

 

 

  

市民ワークショップの様子 市民説明会の様子 
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２．関連計画との整合 

基本計画の策定にあたっては、次に示す関連計画との整合性を図ります。 

 

(1) 第５次稚内市総合計画（平成 31 年 3 月） 

第５次稚内市総合計画は、2019 年度から 2028 年度までの 10 年間におけるまちづく

りの指針を示した、稚内市において最も上位の計画です。 

新庁舎整備にあたっては、「総合計画」に掲げる将来像の実現に向けたまちづくりの拠

点として、その役割が発揮できる計画とします。 

 

(2) 稚内市都市計画マスタープラン（平成 14 年３月／平成 27 年 3 月改定） 

稚内市都市計画マスタープランは、土地利用や都市施設の都市計画の基本方針を示し、

概ね 20 年後を目標として策定したもので、庁舎整備については中央地区の整備方針に基

づき進めます。 

 

(3) 稚内市都市再生ビジョン（平成 16 年 3 月） 

(4) 稚内市市街地総合再生計画（平成 16 年 3 月） 

(5) 稚内市中心市街地活性化基本計画（平成 21 年 6 月／平成 24 年 3 月変更） 

稚内市中心市街地活性化基本計画は、市街地の再生に向け、稚内市の中心市街地にふさ

わしい機能構成と合理的な土地利用及び市街地環境の整備改善の方向づけを行ったもので

す。 

新庁舎の整備にあたっては、これまで進めてきた中央地区のまちづくりを踏まえ、「マ

チ」と「みなと」が一体となった都市構造の形成や、駅前通を都市軸として位置づけ、人

の流れを中心市街地全体へ波及、連鎖することを目指します。 

 

(6) 稚内市公共施設等総合管理計画（平成 28 年２月） 

稚内市公共施設等総合管理計画は、今後一斉に大規模改修や建て替えの時期を迎える公

共施設等に対して、総合的・計画的な管理を推進していくことを目指し、その中長期的な

取り組みの方針を示したものです。 

新庁舎の整備にあたっては、「総合管理計画」で示している、他の公共施設との複合化

や更なる機能集約化も視野に、市民の利便性や行政機能の強化を図ります。 

 

(7) 稚内市緑の基本計画（平成 16 年 9 月／平成 29 年 9 月改定） 

稚内市緑の基本計画は、都市公園の整備方針や、公共公益施設の緑化、緑地協定、住民

参加による緑化活動など、緑のオープンスペースに関する総合的な計画です。 

新庁舎の整備にあたっては、「緑の基本計画」の基本理念・基本方針に基づき、緑化重

点地区に位置付けられている中心市街地地区の緑化形成を図ります。 
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(8) 稚内市地域防災計画（昭和 37 年 12 月／令和元年 10 月修正） 

稚内市地域防災計画は、災害予防等事前対策、災害応急対策、災害復旧・復興対策を定

め、災害発生時に住民の生命、身体及び財産を保護することを目的とした計画です。 

新庁舎の整備にあたっては、災害対策本部や一時的な避難場所を有する防災拠点として、

災害に強い安全・安心な庁舎を目指します。 
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Ⅱ．新庁舎建設の検討経緯 

１．現庁舎の現状と課題 

(1) 耐震性の状況 

平成 23 年 12 月に実施した庁舎耐震調査において、耐震性が不足しており、震度６強

以上の地震に対して倒壊または崩壊する危険性が高いと診断されています。 

 

(2) 老朽化の状況 

建設から 50 年以上が経過し、庁舎の老朽化に伴い壁や柱の亀裂・雨漏りなどの多くの

課題を抱えており、これまで修繕を重ねながら対応してきましたが、修繕費が年々増加し

ている状況にあります。また、エレベーターや空調機は経年劣化により、故障時の交換部

品の確保も困難な状況にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 狭隘化の状況 

狭隘化により、市民窓口が庁舎外に分散していることで、市民は１つの用件に対し複数

の窓口に行かなければならず、ワンストップサービスが提供されていないほか、市民のプ

ライバシーを確保するための相談室や、ゆとりある待合スペース、キッズコーナーの確保

が困難な状況にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開口部まわりの壁の仕上げ材の剥離 雨漏りによる天井の腐食 

スペースが不足している執務室 危険な露出配線 
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(4) ユニバーサルデザインへの対応の状況 

障がい者用トイレが１階のみの設置になっているほか、エレベーター内や庁舎内の車い

すでの移動が制限されるなど、多くの課題を抱えており、来庁するすべての市民が利用し

やすいように、ユニバーサルデザインへの対応が課題となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 環境への配慮の状況 

暖房設備や空調設備・照明設備は旧式のため、非効率で環境負荷が大きくなっています。

窓枠も気密性が低いため、環境配慮に対する対策が困難な状況となっています。 

 

(6) 防災拠点機能の状況 

非常用発電機が備え付けられていないため、停電時には電源供給が不可能となり、情報

通信機器の停止及び停電などにより防災拠点としての機能が果たせなくなる可能性があり

ます。 

 

(7) 感染症対策の状況 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、庁舎では各窓口において飛沫感染予防

のため間仕切りの設置を行いましたが、仮設的な対応にとどまっています。 

  

車いすが転回できないエレベーター 応急的に設置されたスロープ 
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２．庁舎整備の必要性 

現庁舎は、建物・設備の老朽化や耐震強度不足などの課題も多く、大きな地震に対して倒

壊する危険性が高いため、利用する市民の皆さんや職員の安全性、災害時の防災拠点機能な

どを確保する観点から、「建て替え」により整備します。 

 

(1) 耐震強度不足 

震度６強以上の揺れに対して倒壊または崩壊の可能性があるため、庁舎の耐震化が必要

です。 

 

(2) 老朽化対策 

建設から５０年以上を過ぎており、屋上防水対策、空調・配管設備更新、外壁タイル剥

落防止策等の大規模修繕が必要です。 

 

(3) 災害時対応 

災害時の司令塔機能や一時的な避難場所として使用することも想定した庁舎とする必要

があります。 
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３．建設候補地 

基本構想において、新庁舎の建設候補地は、「まちづくり」「公共・公益機能」「防災」「ア

クセス性」「事業の実現性」の視点から検討し、市民説明会や検討委員会等での意見を踏ま

え、「現庁舎周辺」に決定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜現庁舎周辺の概要＞ 

用途地域 ハザードマップ 

  

現庁舎周辺の概要 

用途地域 
商業地域 

第一種住居地域 

津波浸水 

予測 
なし 

指定建蔽率 
商業地域：80% 

第一種住居地域：60% 

土砂災害

警戒 
警戒区域・特別警戒区域あり 

指定容積率 400％ 

周辺環境 

現庁舎周辺の大部分は稚内市の所有の

土地・建物となっているが、一部住宅

地や民間の土地となっている。 日影規制 第一種住居地域はあり 

主な道路 
道道 106 号線 

（幅員 15m） 

稚内総合文化センターや市立稚内病院など

公共・市民サービスが集中している。 
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Ⅲ．庁舎整備に向けた基本的な考え方 

１．新庁舎の基本理念・基本方針 

 

 

 

 

市民の安全・安心を確保し、来庁者の利便性や職員の業務効率の向上による質の高い市

民サービスを提供できる機能性と、ライフサイクルコストを低減する経済性を兼ねそなえ

た庁舎を目指します。 

また、市民が親しみ、集い、明るいまちの未来に向けて、主体的・積極的にまちづくり

に参加でき、緊急時には周囲の公共・公益機能等と連携し迅速に対応できる庁舎を目指し

ます。 

 

 

ワンストップサービスなどを導入し、高齢者や子育て世帯など、誰もが相談しやすく利

用しやすい庁舎を整備します。また、災害時には災害対策本部や一時的な避難場所を有す

る防災拠点として、地震や津波などの災害に強く緊急時に迅速に対応する安全・安心な庁

舎を整備します。 

 

 

行政手続きだけでなく、市民が気軽に集い、活発にコミュニケーションを図る場を確保

しながら、市民がまちづくりの主体となる庁舎を整備します。 

 

 

まちの課題解決のため、市民だけでなく、周囲の公共施設等や企業、団体等と連携を深

め、新庁舎周辺地区をはじめとした地域活性化を先導する庁舎を整備します。また、まち

の文化・歴史を象徴し、市外のビジネス客や観光客にも利用され、本市の魅力をアピール

できる庁舎を整備します。 

 

 

「環境都市わっかない」を体現する庁舎とするため、省資源・省エネルギーのさらなる

推進を目指した環境負荷の低減に配慮した庁舎を整備します。 

 

 

先端技術を活用しながら多様化する行政需要や、社会環境の変化に対応した使い方がで

きるような、柔軟性のある庁舎を整備します。また、緊急時に迅速に対応することができ

る、周囲の公共・公益機能等との連携拠点として庁舎を整備します。 

基本理念：市民の安全・安心を支え、誰もが親しみの持てる庁舎 

基本方針１：市民を守り、市民にやさしい庁舎 

基本方針２：市民が集い、活動拠点となる庁舎 

基本方針３：地域活性化を先導し、まちの顔となる庁舎 

基本方針４：環境にやさしく、効率的な庁舎 

基本方針５：時代の変化に対応できる機能的な庁舎 
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Ⅳ．新庁舎導入機能 

基本方針に基づく新庁舎に求められる具体的な導入機能を次のように設定します。 
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１．執務機能 

(1) 執務室 

・執務室はオープンスペース（見通しの良い開放的な空間）を基本とし、必要に応じて移動

間仕切り等で仕切れるような柔軟性を重視した設計とします。 

・机の配置は、コンパクトかつ柔軟で効率的な職場配置を可能とするユニバーサルレイアウ

トを導入します。 

・ユニバーサルレイアウトの採用により規則的な机の配置となり、利用スペースの効率化

が図られます。 

・執務室と通路・来庁者利用スペースは明確に区分し、窓口カウンターは個人情報の保護

を考慮した配置とします。 

 

・ユニバーサルレイアウトの導入に伴い、「机」を動かすのではなく、「人」が動くとうい

う考え方になります。基準となる大型テーブルを連続的に配置し、組織変更や人事異動

に伴う人員配置が生じた場合でも、最低限の什器の移動で迅速にレイアウト変更が可能

となり、レイアウト変更にかかる職員の負担軽減やコスト削減につながります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 従来型のレイアウト ユニバーサルレイアウト 

レイアウト図 

 

 

 

 

 

 

 

 

「島」構成 

 

原則、課や係ごとに「島」を構成。 

課や係を単位とした「島」の構成を原則 

とするが、人数によっては、課や係が混 

在する場合がある。 

スペースの 

有効活用 

「島」を構成する机の数や位置により、 

スペースに無駄が生じる。 

規則的な配置と固定化により、スペース 

利用の効率化が図れる。 

コミュニケー 

ション 

課や係内のコミュニケーションが図りや 

すい。 

課や係内に加えて、課や係を超えたコミ 

ュニケーションが図りやすい。 

ユニバーサルレイアウト導入イメージ 
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(2) 会議室、相談室、打合せスペース 

・会議室は、会議形態、利用人数に合わせ柔軟に利用できるよう、移動間仕切り等で分割

して使用できる設計とします。会議運営に必要な大型モニターやプロジェクター、スク

リーン等の情報通信環境を整備します。 

・相談室は、複数の部署と共有することを前提に、プライバシーにも配慮しながら効率的な

配置とします。 

・日常的に必要となる打合せスペースを各フロアに確保します。また、打合せ時間の短縮

化を図ることを目的に、立式の打合せテーブルの設置も検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 資料保管スペース、書庫 

・執務室内の資料保管スペースや庁舎内の書庫は、行政手続きのオンライン化や電子決裁、

文書管理システムの導入などに伴うペーパーレス化の状況に応じて、効率的な配置とし

ます。 

 

  

※人員が増減した際に、4 人から 3

人や5人並びなどに変更すること

も可能です（その際は１人あたり

の机専有幅が増減します）。 

※感染症対策のため、椅子の並びを

互い違いにすることも可能です 

レイアウト例 

プロジェクターを用いた会議室 立式の打合せスペース 
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２．窓口サービス機能 

(1) 窓口及び各部署の配置 

・市民の利用頻度の高い窓口・部署をできるだけ低層階に集中させ、関連部署を近接させ

るなど利便性の高い配置とします。 

 

(2) ワンフロアサービス、ワンストップサービスの検討 

・窓口機能は、来庁者の利用頻度が最も高い機能であることを踏まえ、窓口での各種手

続きが円滑に行われ、かつ、来庁者が安心して相談ができる利用しやすい窓口サービ

スを目指して、ワンフロアサービスとワンストップサービスの２つの形態について比

較検討しました。 

 

項目 ワンフロアサービス ワンストップサービス 

概要 

担当部署ごとに窓口は分かれるが、市民利

用の多い申請・届出、証明書発行などの窓

口をワンフロアに集約して配置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

住民票、戸籍、年金、保険、福祉関係など、

様々な手続きを一箇所で済ますことができ

る総合窓口を配置する。 

メリット 

・関連する窓口を集約配置することで、手

続きにかかる移動距離が短くなる。 

・対応窓口が明確で専門的な対応が可能と

なる。 

・空いている窓口から手続きを済ますこと

で効率よく手続きができる。 

・複数の手続き等が一箇所で済むため、市

民の移動がない。 

・ワンストップ窓口のためわかりやすい。 

・証明書発行などの事務に適している。 

デメリット 

・手続きごとに窓口を移動しなければなら

ない。 

・窓口業務のわかりやすい案内表示が必要と

なる。 

・来庁者が集中した場合、短時間で済む手

続きと時間がかかる手続きが混在するた

め、待ち時間が長くなる。 

・専門的な制度説明や相談が伴う場合は、

担当窓口への移動が必要。 

 

・ワンストップサービスは、来庁者にとって利便性は高いものの、待ち時間が長くなる課

題があることから、ワンフロアサービスを基本とします。 

・時期によって来庁者が増加する窓口もあることから、申請業務等を集中的に受け付け

る窓口（シーズンカウンター）の設置も検討します。 
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(3) 窓口カウンターについて 

・窓口カウンターは椅子式を基本とし、高齢者や車いす利用者など誰にでも使いやすいカ

ウンターを設置します。 

・待ち時間の負担を軽減し、受付順を明確にするため、番号案内による受付方式を検討し

ます。 

・新型コロナウイルスのような感染症対策として、クリアパネル等を窓口に設置します。 

・来庁者のプライバシーを確保するため、視線に配慮したカウンターや相談ブース、防音

性が確保された相談室などを整備します。 

・来庁者が申請書を手書きする負担を軽減し、窓口手続きの簡素化・効率化を図るため、 

マイナンバーカードやＯＣＲ(※)を活用した申請書の作成支援システム等の導入を検討

します。 

・市民の利便性向上のため、簡易な手続きについては、活動拠点センターなど身近な公共

施設で行えるよう検討を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(※) ＯＣＲ（Optical Character Reader） 

：手書きの文字や印刷された文字を読み取り、データと照らし合わせ文字を判断し、

電子テキスト化する装置のこと。 

 

 

 

 

プライバシーに配慮した窓口 番号案内表示を用いた窓口 
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３．ユニバーサルデザイン 

(1) 案内機能 

・誰もがわかりやすい総合案内表示とします。 

・窓口表示は、大きさ、配色、番号表示など、 

ユニバーサルデザインを採用します。 

・来庁者の用件を把握し、スムーズに担当部

署へ取次ぎが行えるよう、総合案内を設置

します。 

 

(2) 移動空間 

・出入口や通路の段差をなくし、車いすやベ

ビーカー利用者が余裕をもって通れるゆとり

のある通路幅を確保します。 

・床材は滑りにくい材質のものを使用し、ス

ムーズな移動を確保します。 

・視覚障がい者の方が不便にならないよう、誘

導ブロック等の設置場所について検討しま

す。 

・入口付近に優先駐車場を設け、雨天時も濡れ

ずに移動できるように庇等の設置を検討しま

す。 

 

(3) トイレ、キッズスペース 

・子どもと来庁しても安心して利用できるよ

う、キッズスペース、授乳室、オムツ替えス

ペースを配置します。また、トイレにはベ

ビーチェアを設置します。 

・車いすやオストメイトなどに対応した多目

的トイレを設置します。 

  

色分けされた窓口表示 

ゆとりのある通路幅の確保 

窓口の近くに設置されたキッズスペース 
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４．防災拠点機能 

災害非常時に市民の安全を守り、迅速な災害対応及び復旧作業を進めるための防災拠点機

能を整備し、行政活動の継続性を確保します。 

 

(1) 耐震性能 

①耐震安全性の確保 

・新庁舎の耐震安全性の基準については、国土交通省による「官庁施設の総合耐震・対

津波計画基準」に準じ、災害応急対策活動に必要な官庁施設として備えるべき耐震安

全性を確保します。 

 

【官庁施設の総合耐震・対津波計画基準】 

部位 分類 耐震安全性の目標 

構
造
体 

Ⅰ類 

大地震動後、構造体の補修をすることなく建築物を使用できることを目標とし、

人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られるものとする。（重要度係数

1.5） 

Ⅱ類 

大地震動後、構造体の大きな補修をすることなく建築物を使用できることを目

標とし、人命の安全確保に加えて機能確保が図られるものとする。（重要度係数

1.25） 

Ⅲ類 

大地震動により構造体の部分的な損傷は生じるが、建築物全体の耐力の低下は

著しくないことを目標とし、人命の安全確保が図られるものとする。（重要度係

数1.0） 

非
構
造
部
材 

A類 

大地震動後、災害応急対策活動等を円滑に行ううえで、または危険物の管理の

うえ支障となる建築非構造部材の損傷、移動等が発生しないことを目標とし、

人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られるものとする。 

B類 
大地震動により建築非構造部材の損傷、移動等が発生する場合でも、人命の安

確保と二次災害の防止が図られていることを目標とする。 

建
築
設
備 

甲類 

大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られているとともに、大

きな補修をすることなく、必要な設備機能を相当期間継続できることを目標と

する。 

乙類 
大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られていることを目標と

する。 

 

・現在の耐震基準では、震度 6 強の地震に対して倒壊しないような強度が求められてい

ます。 

・新庁舎は、防災対策の拠点となる施設であることから、構造体「Ⅰ類」、非構造部材

「Ａ類」、建築設備「甲類」に相当する性能を持たせる方針とし、十分な耐震安全性

を確保します。 

・構造体「Ⅰ類」の設定とするために、現在の耐震基準の 5 割増しの構造強度設計を行

います。  
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②構造方式の検討 

・新庁舎における構造方式として、「耐震構造」「制振構造」「免震構造」のそれぞれに

ついて比較しました。新庁舎の耐震安全性の基準である構造体「Ⅰ類」については、

いずれの構造方式を採用しても確保できますが、それぞれのメリット・デメリットを

検証したうえで構造方式を決定する必要があります。 

 

【構造方式の比較表】 

 耐震構造 制振構造 免震構造 

概念図 

   

特 徴 

・地震力に対し剛強な架構で

抵抗する構造形式。 

・建物の揺れはあっても倒壊

はしない。 

・建物内に配置したダンパー

などの制振部材により、地

震の揺れを吸収する構造

形式。 

・建物と基礎の間の免震部材

により、地盤と切り離すこ

とで、主架構に伝わる地震

力を低減する構造形式。 

メリット 

・一般的な構造であり、コス

トが安い。 

・長い工期を必要としない。 

・免震構造ほどではないもの

の、建物の揺れが抑えられ

る。 

・超高層ビルやマンションに

適している。 

・最も建物の揺れを抑えるこ

とができ、空間の自由度の

制約も生じない。 

・ロッカーなどの転倒や散乱

を免れるため、業務の復旧

が早い。 

デメリット 

・地震による揺れが大きいた

め、ロッカーや設備は転倒

に備えて固定する必要があ

る。 

・耐震基準Ⅰ類とする場合は、

柱、梁を大きくする、また、

大地震では、補修費が大き

くなる場合がある。 

・制振ダンパーをバランスよ

く配置するために、空間の

自由度の制約を受ける可

能性がある。 

・免震構造ほどではないもの

の、コストが高い。 

・大地震などの災害後に点検

費用が必要である。 

・イニシャルコストが最も高

い。 

・免震装置の定期的点検費

用が必要である。 

・大地震などの災害後に点検

費用及び一部補修費用が

必要。 

・施工の難易度が上がり、か

つ工期が長くなる。 

 

「耐震構造」 

耐震構造は、コストが安価であり工期も短く、施工にあたっては、特殊な技術を必要

としないため、最も一般的な構造方式として多くの建物で採用されています。ただし、

地震による揺れが大きいため、ロッカーなどの転倒防止やサーバー室には免震床の設置

などが必要となります。 

「制振構造」 

耐震構造に比較して、地震時の揺れは少ないが、制振ダンパーの設置による空間の制

約が発生する可能性があります。超高層ビルなどに適した構造方式ですが、改修工事で

の採用が多く自治体庁舎の新築にはほとんど採用されていません。コストは、耐震構造
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より高くなります。 

「免震構造」 

免震構造は、３つの中で最も揺れを抑えることができる構造方式になります。揺れに

対して、特に高い制御性や大規模地震後の補修費削減を必要とする建物に適しています。

ただし、耐震構造に比較して建設コストが 5～10％高く、免震装置の定期点検費用など

ランニングコストも発生します。また、一般的には設計期間が耐震構造に比較して 5 か

月程度、工期も数か月長く必要になります。 

 

③構造種別の検討 

・建物の構造種別には、主に「鉄筋コンクリート造（RC 造）」「鉄骨鉄筋コンクリート

造（SRC 造）」「鉄骨造（S 造）」があります。 

・新庁舎では、今後の設計段階において、利用する市民や職員の安全性、施設の耐久性、

施工性、経済性などについて十分検討し、設計条件や要求性能に応じた構造種別を決

定します。 

 

【構造種別の比較表】 

 鉄筋コンクリート造 

（RC 造） 

鉄骨鉄筋コンクリート造 

（SRC 造） 

鉄骨造 

（S 造） 

特 徴 
・標準スパン６～９m 程度。 ・標準スパン 10～12m 程

度。 

・大スパン構造の構成には極

めて有利。 

メリット 

・コンクリートは耐火性能に

優れた材料であり、S 造と

比べて耐火性能の確保が

容易。 

・遮音性能、防振性能に優れ

ている。 

・コンクリートの外壁とな

り、強度、耐久性能に優れ、

最も実績が豊富。 

・コンクリートは耐火性能に

優れた材料であり、S 造と

比べて耐火性能の確保が

容易。 

・遮音性能、防振性能に優れ

ている。 

・コンクリートの外壁とな

り、強度、耐久性能に優れ

る。 

・比較的建物自重が軽く、基

礎に要するコストが低くな

る。 

・工事現場での作業期間が

短く、外壁等は乾式工法と

なるため、工期は比較的短

い。 

デメリット 

・建物自重が重く、基礎に要

するコストが高くなる。 

・他の構造に比べて大スパン

構造には不利であるが、PC

梁の採用により対応可能。 

・建物自重が重く、基礎に要

するコストが高くなる。 

・鉄骨と鉄筋の取り合いなど

納まりが複雑。 

・RC造に比べ鉄骨工事の期

間分工期が長くなる。 

・使用上の振動等が伝わるこ

とがある。 

・性能を維持するためには、

外装材の仕上げや継目の

止水剤のメンテナンスが必

要。 

・使用する鉄骨部材によって

は、発注、製作に長期間必

要となる場合がある。 

・他の構造に比べて耐用年数

が短い。 
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(2) ライフラインの確保 

①活動支援室の確保 

・災害対策活動を進めるための電気室や機械室、サーバー室等は、浸水・土砂流入対策

のため 2 階以上の上層階へ設置します。 

・地震災害対策として、サーバー室床の免震化を検討します。 

②電気・水道・通信等のバックアップ 

・災害時などの非常時の対応として、最低限「72 時間」のバックアップ機能を確保し、

初動からの確実な災害対応を可能とするとともに、被災時においても一定の行政機能が

維持できるよう計画します。 
 

【災害時のライフライン確保】 

ライフライン 
災害時対応設備 

整備するもの 整備を検討するもの 

電 力 非常用発電機、72 時間の燃料備蓄 太陽光発電システムと蓄電池 

上水道 受水槽（貯水槽）  

下水道  雨水利用、トイレ用汚水貯留槽 

空 調 サーバー室の個別空調化 可搬式ヒーターの備品 

通 信 

災害時優先電話、防災行政無線、Ｊアラー

ト、北海道総合行政情報ネットワークシ

ステム 

無料公衆無線 LAN 設置、衛星電話 

 

(3) 災害対策本部機能の整備 

・災害に関する情報収集、情報に基づく判断及び決定を迅速かつ適切に行うため、災害対

策の各班が一同に作業できるスペースと会議を適時に開催できるスペースの確保、また

は隣接した会議室等との連携について検討します。 

・災害対策本部会議室の設置階は 2 階以上と

し、市長室と防災担当部署などの関係する

諸室をできるかぎり近接させます。 

・災害対策本部会議室の設備は、非常用発電装

置による電源の確保、電話回線などの通信手

段のほか、対策の指揮伝達や円滑な情報共

有、また市民への情報提供に必要な情報通

信機器等の充実を図ります。 

 

(4) 備蓄品の確保 

・災害時の一次避難者や支援者、職員へ供給する 3 日分の食料品や、災害用毛布などの非

常時用備蓄品を保管します。 

  

映像伝送システムを活用した災害対策本部 
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５．交流機能 

新庁舎には、市民が気軽に訪れて集える場所として、市民活動を支援し、交流や集い

を創出する、まちづくりの拠点として活用できる雰囲気づくりを目指します。 

 

(1) 市民利用スペース 

・市民が気軽に休憩や待ち合わせなどに利用で 

きる市民利用スペースの設置を検討します。 

・市民利用スペースは、市民の作品を展示する

場や、障がい者の就労支援施設等による販

売スペースなど、様々な市民活動に対応でき

るスペースとしても検討します。 

・一時的に市民が多く集まる期日前投票や確

定申告などの際には、市民利用スペースも活用しながらスペースの有効活用を図ります。 

 

(2) その他 

・市民の利便性向上のため、無料公衆無線 LAN、自動販売機コーナー、ＡＴＭコーナー、

売店等の設置を検討します。 

・庁舎整備に合わせて緑地を整備し、緊急時にも有効活用可能な広場を確保します。 

・来庁者が稚内の豊かな自然や風景を眺望でき、また、一時的な避難場所としても活用で

きる展望スペースについて検討します。 

 

  

様々な企画を展示するコーナー 

カフェが併設された市民利用スペース 一時避難場所としても活用できる展望デッキ 
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大型タブレットモニターによる防災情報の発信 デジタルサイネージによる観光情報発信 

６．情報発信機能 

大型モニターやデジタルサイネージといった情報発信機器を導入し、市政情報や防災情報、

観光案内などの情報発信機能の充実を図ります。また、多言語による案内や、障がいのある

方にも配慮した情報発信の方法も検討します。 

 

・電 光 案 内 板：デジタルサイネージによる市政情報や観光情報等の情報発信 

・各種情報コーナー：イベントのパネル展示、パンフレットの設置コーナー、まちの文化・

歴史等の紹介コーナー 
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中央地区のグランドデザイン 

７．連携機能 

地域活性化を先導する新庁舎とするためには、新庁舎、稚内総合文化センター、市立稚内

病院とで形成する１つの拠点と、多くの市民や観光客が集まり、すでに１つの拠点となって

いるキタカラとを連携させ、２つの拠点間に人の流れを創出することが求められています。 

キタカラでは、交通結節点として交通情報や市内観光情報の発信を行い、新庁舎では中心

市街地で開催されるイベント情報の発信など、各拠点で機能を補完し合い、まち全体として

市民の利便性向上や地域活性化を推進することが重要となります。 

また、令和３年度からは、都市機能や居住機能の誘導などを盛り込んだ「立地適正化計画」

の策定作業を予定しており、20 年後を見通したまちづくりを目指します。 

さらに、まちの活性化や賑わいづくりを企画・運営する市民団体や学生・生徒、民間企業

との連携をより強化するため、市民が気軽に参加できるオープンスペースでのセミナー開催

や、ビジネス客と気軽に打ち合わせができるスペースの確保等の検討も必要となります。 

施設と施設の連携に加え、人と人とを連携させる仕組みを検討し、地域活性化を先導する

庁舎を目指します。 
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８．環境負荷の低減、ライフサイクルコスト低減 

(1) 環境負荷の低減 

新庁舎の建設にあたっては、空調・照明などにおける高効率機器の採用や高い断熱性を

有する外壁の採用、自然通風・再生可能エネルギー等の自然エネルギーを最大限に活用し、

省エネルギー性能と快適性を両立した環境配慮型の庁舎を目指します。 

特に、電力については、現在設立を検討している「地域エネルギー会社」による再エネ

比率の高い電力の調達を進めるほか、市が所有する風力発電設備の電力を有効に活用する

等、エネルギーの地産地消を推進し、脱炭素社会の実現を目指します。 

①再生可能エネルギーの導入 

・太陽光発電や太陽熱設備の導入を目指します。 

・融雪設備や空調設備に地中熱の有効活用を検討します。 

②省エネルギー化、自然エネルギーの有効活用 

・ＢＥＭＳ（「ベムス」：ビルエネルギーマネジメントシステム）(※)を活用することで、

エネルギー使用量や室内環境を把握し、電力負荷の低減とピークカットを行います。 

・雨水利用などの水資源の有効活用について検討します。 

・熱と電気を無駄なく利用できるコージェネレーションシステムの導入を検討します。 

・自然採光、自然通風等の自然エネルギーを有効活用します。 

・外壁や屋根の断熱性能を高めるほか、窓には複層ガラス等、環境負荷の低減を図りま

す。 

・空調・換気・照明・給湯等、施設機器の高効率化を目指します。 

 

(※) ＢＥＭＳ（Building Energy Management System） 

：ビルの機器・設備等の運転管理によってエネルギー消費量の削減を図るためのシス

テムのこと。 
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(2) ライフサイクルコストの低減 

新庁舎建設にあたっては、建築物の長寿命化、維持管理費用、修繕や更新費用などの

ライフサイクルコストの低減に考慮した庁舎を目指します。 

①柔軟性の確保 

・改修や利用変更に対応できる柔軟性を確保するため、費用対効果を見極めながら、移

動間仕切りの採用など、将来の行政需要や社会環境の変化に対応できるフレキシビリ

ティの高い構造・設備とします。 

②耐久性の確保 

・ライフサイクルコストの最適化を図りつつ適切に修繕することにより、大規模な修繕

を行わずに長期的に構造耐力上必要な性能を確保します。 

③保全性への配慮 

・長期的な経済性を確保しつつ、維持管理が効率的かつ安全に行うことができるように

配慮します。また、材料、機器等の互換性及び汎用性の確保などにより、経済的かつ

容易に更新を行えるよう配慮します。 

・外壁面や内部空間は、汚れにくく清掃のしやすい材料の選定や形状に配慮します。 

・配管・配線・ダクトスペースは、点検や保守などが容易に行えるよう配慮します。 

・機器搬入路の確保などにより、設備機器等の更新が経済的かつ容易に行えるよう配慮

します。 
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▲ ▲ ▲ 

▼ 

▶ 

▶ 

◀ 

◀ 

▲ ▲ ▲ 

▲ ▲ ▲ 
▼ ▼ ▼ 

９．議会機能 

議会機能については、議決機関としての独立性を確保するとともに、市民が身近に感じる

ことができる環境づくりや、効率的な構造と柔軟な活用ができる議会フロアの整備を検討し

ます。 

議会閉会中には議場等を有効活用できるようにすることや、本会議と各種委員会における

会議場所の配置や併用等について検討します。 

 

(1) 議場 

①席配置 

「直列配置型」（従来型） 

・議員席と執行部席が対面す

る形式であり、視線を確保す

るための段差が計画しやす

く、他の諸室との連携もと

りやすい効率的な配置です。 

 

「対面配置型」 

・議場の４方向に議長席、執

行部席、議員席、傍聴席を

配置する形式であり、議員

席と傍聴席が重ならず、議

場の一体感が生まれる配置

です。 

 

②床形式 

「フラット形式」 

・床に段差を設けない形式です。机や椅子などの什器

を可動型にすることで、開放的な空間を生み出せる

ため、利用目的の自由度を高めることができます。 

 

 

「段床形式」 

・あらかじめ床に段床を設ける形式です。見通しが良

いためこれまでは最も一般的に用いられてきた形式

です。 
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議会開会中の様子 

利用の自由度を高める可動式の机・椅子、フルフラットの議場 

会議室として利用している様子 

(2) 傍聴席 

・市民にとって傍聴しやすい環境づくりや、議会中継に適した構造とします。 

 

(3) 議会関連諸室 

・議会関連諸室は、正副議長室、議会応接室、議会図書室など必要な規模や機能を整備しま

す。 

・各諸室は必要に応じて、防音対策やプライバシーの確保について配慮します。 

・議員控室は、会派構成の変化に対応できるような設えとします。現状の個室型に加え、

省スペースとなる集合型についても検討します。 

・委員会室は、移動間仕切りで区分して利用できる構造とし、多目的な活用を検討しま

す。 

  

http://www.kotobuki-seating.co.jp/cd/sites/files/_another/modal_03527_chiyoda-ward-office-assembly-hall_FDD4472.jpg
http://www.kotobuki-seating.co.jp/cd/sites/files/_another/modal_03527_chiyoda-ward-office-assembly-hall_FDD4559.jpg
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公共・公益連携拠点のイメージ 

緊急時にも活用可能な広場 

１０．連携拠点機能 

新庁舎は、稚内総合文化センターや市立稚内病院と公共・公益機能の連携拠点を形成し、

市民活動や市民交流の場を充実させるとともに、行政・保健福祉手続きの集約により市民の

利便性を向上させます。また、災害時においては情報・物資・人材等の共有・連携により、

迅速かつ的確な対応が可能になります。 

広場や駐車場は、平常時にはイベント会場として、災害時には屋外の一時避難場所や緊急

車両の待機スペースなどとして有効活用を図ります。 

 

 

 

  

市役所 

文化センター 

広場 
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１１．デジタル化の推進 

新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中、市民や企業だけでなく、行政においても

リモートワークやオンライン会議などへの対応が必然となりました。 

国の政策においてもデジタル庁の創設が予定されるなど、デジタル化への取り組みは最重

要課題として推進されることが予想され、本市としても積極的に進めていくことが求められ

ています。 

本市では新庁舎整備を機に、市民の利便性向上や行政運営の効率化を目指し、情報通信基

盤の整備や行政・防災・観光情報等の発信、ペーパーレス化による省スペース化など、国の

動向も踏まえながら様々な分野でのＩＴ技術の導入を進めます。 

 

・会議室には、会議運営に必要な大型モニターやプロジェクター、スクリーン等の情報通

信環境を整備します。 

・執務室内の資料保管スペースや庁舎内の書庫は、行政手続きのオンライン化や電子決裁、

文書管理システムの導入などに伴うペーパーレス化の状況に応じて、効率的な配置とし

ます。 

・来庁者が申請書を手書きする負担を軽減し、窓口手続きの簡素化・効率化を図るため、 

マイナンバーカードやＯＣＲを活用した申請書の作成支援システム等の導入を検討しま

す。 
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Ⅴ．新庁舎の施設計画 

１．新庁舎の施設規模 

新庁舎の施設規模は、現庁舎の機能として不足している『市民利用スペース』や『防災機

能』などを考慮しながら、執務室の省スペース化などを踏まえ、施設規模を算定します。 

 

(1) 想定職員数 

・市民の利便性向上のために、現在の稚内市保健福祉センターの一部機能を新庁舎へ移転

することを検討しており、新庁舎での正職員数は、基本構想で示している 276 人を想

定します。 

 

(2) 想定延床面積の算定 

＜行政事務機能＞ 

行政事務機能に必要な面積は、新庁舎に配置を想定する職員数と議員定数を踏まえ、「国

土交通省新営一般庁舎面積算定基準」や「公共施設等適正管理推進事業債」における標準

面積をもとに算定します。 

執務室の省スペース化を進める一方、分散する窓口業務を集約することを想定し、現在行

政事務機能として使用している面積を超えない範囲で必要な算定します。 

＜議会機能＞ 

議員数は、「稚内市議会議員定数条例」で定める１8 人とします。 

  議会機能に必要な面積は、行政事務機能と同様に「国土交通省新営一般庁舎面積算定基

準」をもとに、現状の議会事務局職員数と議員定数から必要面積を算定することに加え、

この算定基準に含まれない正副議長室、議会応接室、議会図書室は、今後必要な面積を

算定します。 

＜新たな機能＞ 

新庁舎整備にあたって、新たな機能として『市民活動機能（市民利用スペース）』や『防

災機能』を導入する必要な面積を今後算定します。 

区  分 現状面積 延床面積 

①行政事務機能 6,100 ㎡ 基本設計の中で 

最終的な面積を 

算定します 

②議会機能 838 ㎡ 

③市民活動機能・防災機能 ― 

合  計 6,938 ㎡ 約 7,000 ㎡ 

 

新庁舎の延床面積は、約 7,000 ㎡を想定します。 
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２．建設位置 

(1) 検討経過 

令和元年 11 月に稚内市庁舎建設検討委員会を設置した後、基本構想の策定作業を開

始し、検討委員会での議論を中心にしながら、市民説明会、パブリックコメント、市民

アンケート等で市民の皆さんの意見を踏まえ、検討を進めてきました。 

基本構想においては、「まちづくり」「公共・公益機能」「防災」「アクセス性」「事業の

実現性」の評価視点から総合的に判断し、建設候補地を「現庁舎周辺」としたところで

す。 

その後、基本構想でも示している「中央地区のグランドデザイン」をもとに、現庁舎

周辺での建設位置について検討を進め、「マチ」と「みなと」の一体化による都市軸（駅

前通り）の形成や、「キタカラ」と「新庁舎を中心とした公共・公益機能の連携拠点」の

２つの拠点間に新たな人の流れを創出させ、中心市街地に波及、連鎖させることや、民

間投資を誘発することを目指す建設位置として、「郵便局横敷地」が望ましいと考えてい

ます。 
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(2) 建設敷地の詳細 

郵便局横敷地は民有地であり、現在、住宅、店舗、駐車場として利用されています。道

路を挟んだ北側には稚内郵便局があり、キタカラに続く都市軸（駅前通り）に面していま

す。 

 

郵便局横敷地 

 

項 目 説 明 

①まちづくり 

 新庁舎が都市軸(駅前通り)に面することで、キタカラとの拠点間で新たな人の流れ

を創出させ、中心市街地へ波及、連鎖させることを目指すとともに、民間の投資も

誘発させていく。 

②公共・ 

公益機能 

 新庁舎と稚内総合文化センター、市立稚内病院等が連携する公共・公益機能の拠点

を形成することができ、現庁舎敷地も活用することで、現状以上の駐車場の確保が

可能となり、緑地空間との一体的な整備も可能となる。 

③防災 
 新庁舎建設敷地及び駐車場敷地が土砂災害警戒区域に含まれるが、建築基準法上、

特に建物建設に対する規制はない。 

④アクセス性 
 公共交通によるアクセス性は高く、駐車場は現庁舎敷地も活用することで、現状以

上の台数を確保できる。 

⑤事業の実現性 

 民有地のため、用地取得に時間を要し、事業スケジュールが長引く可能性がある。 

 用地取得に係る費用が必要となることから、事業費が増額となる。 

 現庁舎や駐車場を現状と同様に運用しながら、建設工事が可能となる。 

 都市計画の用途区域の変更が必要となる。 

⑥将来展望  現庁舎敷地を、今後の公共施設等の建て替え用地として確保可能となる。 
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３．階構成・ゾーニング 

(1) 基本的な考え方 

・低層階には市民利用の多い部署を配置します。 

・中層階以上には、特定の目的を持った市民や事業者などの利用が多い部署を配置します。 

・業務効率や災害時の対応に配慮して部署を配置します。 

・議会機能は、独立性を考慮して配置します。 

・機械室や電気室は、土砂災害や浸水へのリスクを考慮して配置します。 

 

※具体的な階構成・ゾーニングは基本設計の平面検討において検討します。  
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Ⅵ．事業計画 

１．発注方式の検討 

(1) 発注方式の基本的な考え方 

新庁舎建設にあたっては、市庁舎建設に充当可能な地方債である「公共施設等適正管理

推進事業債」を活用することを想定しています。その活用要件は「令和２年度の実施設計

の着手」となっており、令和２年度中に基本・実施設計を一括で発注する必要があります。 

 

(2) 発注方式の方針 

「ＰＦＩ方式」は、民間が資金調達を行うことで、財政支出の平準化が図られるメリッ

トがあるものの、庁舎は直営のため運営面での民間事業者の創意工夫や財政負担の軽減効

果が限定的となることが懸念されます。 

「リース方式」は、参画する事業者が見込めないことや、直営に比べ単年での支払額は

安価となるものの、支払期間の総額としては増額となります。 

「設計施工分離発注方式（従来方式）」は、行政が公共施設の設計をし、建設工事を業

務ごとに個別に発注する最も一般的な方式で、地方債の要件を満たすことが可能です。 

「設計施工一括発注方式（ＤＢ方式）」は、行政が資金調達を行い、民間事業者に設計、

建設工事を一括で発注する方式で、事業者選定手続きの期間が必要となるため、設計の発

注スケジュールに遅れが生じ、地方債の要件を満たさない可能性があります。 

「技術協力・交渉方式（ＥＣＩ方式）」は、概ね従来方式と同様でありますが、設計段

階から建設企業が参画し、建設の実施を前提として設計に対する技術提案を行う方式です。

基本・実施設計を発注したうえで、基本設計後に事業者選定を行うため、地方債の要件を

満たすことは可能ですが、ECI 方式の事業に参画できる企業が限定的となることが懸念さ

れます。 

以上のことから、「公共施設等適正管理推進事業債」の活用や地域経済への波及効果を

十分考慮し、発注方式は「設計施工分離発注方式（従来方式）」が望ましいと考えられま

す。 
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２．概算事業費及び財源の検討 

(1) 概算建設工事費の算定 

近年の道内の他の庁舎建設事例を参考にすると、A 市と B 市の建設工事費単価の平均

は１㎡当たり 59.0 万円（税込）となっています。 

【道内の庁舎整備事例】（税込） 

自治体名 

建設工事費 

(建電機) 

（千円） 

総事業費 

（千円） 

延べ床面積 

（㎡） 

建設工事費単価 

（千円/㎡） 
耐震性能 発注方式 スケジュール 出典 

A 市 6,153,000 7,989,000 10,719.91 574 

SRC 造 

一部 S 造 

(耐震構造) 

設計施工 

分離 

工事中 

2019 年 11 月着工 
実施設計書 

B 市 3,602,000 4,459,000 5,932.15 607 
S 造 

(耐震構造) 

設計施工 

分離 

工事中 

2019 年 8 月着工 
実施設計書 

 

北海道地区の建設物価動向（建設資材、労務単価）は現在上昇傾向であり、今後も型枠、

鉄筋など労働者不足は改善されない状況が続くと考えられることから、上昇傾向で推移する

と予想されていますので、建設着工時までには単価上昇率を年 5.0％～6.0％程度と見込み、

70 万円／㎡の建設工事費単価と想定します。 

 

(2) 概算事業費の算定 

前述で設定した建設工事費単価に、前章で想定した新庁舎の面積 7,000 ㎡を乗ずると

以下の通りとなります。 

社会情勢の変動により建設費の上昇の可能性もあることから、今後の設計段階において

もさらなる縮減・効率化に努めます。 

【概算事業費】（税込） 

種   別 金   額 備   考 

建設工事費 ４９．０億円 新庁舎の建設工事費 

解体工事費及び 

外構工事費 
６．０億円 

既存施設の解体費 

駐車場等整備費 

その他経費 ５．０億円 概算補償費等 

合   計 ６０．０億円  

 

(3) 概算事業費の財源見通し 

新庁舎建設事業の財源は、「公共施設等適正管理推進事業債」の活用を予定しています。

対象事業費の 90％まで地方債を充当することができ、その対象事業費のうち 75％の元利

償還金（利息を含む借金返済額）に対し、30％は国からの地方交付税として財政措置され

ます。 

また、新庁舎に導入を検討している機能に関連した各種補助事業なども引き続き検討し

ていきます。 
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【財源内訳】（税込） 

種   別 金   額 備   考 

地 方 債 ５２．３億円 
公共施設等適正管理推進事業債 

一般単独事業債 

一 般 財 源 ７．７億円  

合   計 ６０．０億円  
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３．事業スケジュール 

新庁舎建設の主な財源として、「公共施設等適正管理推進事業債」の活用を見込んでいる

ため、令和 2 年度中に実施設計の着手を目指します。 

今後のスケジュールは、令和２年度に基本設計・実施設計への着手を行い、令和 5 年度に

建設工事に着手し、令和 7 年度に新庁舎供用開始、令和 8 年度に新庁舎整備の完了を想定

しています。 

 

項目 
令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

6 年度 

令和 

7 年度 

令和 

8 年度 

基本構想・

基本計画 

 
       

基本設計・

実施設計 
        

建設工事         

解体工事         

外構工事         

 


