
庁舎整備事業に係る「基本設計」の検討状況について

稚内市 建設産業部 都市整備課
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基本方針

１－１ 基本的な考え方

「稚内市庁舎建設基本構想」及び「稚内市庁舎建設基本計画」で掲げた「基本理念」や「基本方針」から、新庁舎の設計方針を定めます。

１
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基本方針１ … 市民を守り、市民にやさしい庁舎 ⇒ 災害に強い安全な庁舎

基本方針２ … 市民が集い、活動拠点となる庁舎 ⇒ 市民が気軽に集い、憩いの場やコミュニケーションを図る場となる庁舎

基本方針３ … 地域活性化を先導し、まちの顔となる庁舎 ⇒ 市民だけでなく、周囲の公共施設等と連携を深める庁舎

基本方針４ … 環境にやさしく、効率的な庁舎 ⇒ 省資源・省エネルギー・環境負荷の低減に配慮した庁舎

基本方針５ … 時代の変化に対応できる機能的な庁舎 ⇒ デジタル化など、社会環境の変化に対応可能な柔軟性のある庁舎

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

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。



基本方針１
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１－２ 設計方針

※各項目の内容は次ページ以降でご説明します。

（１）災害対策拠点として市民の安全・安心を支える庁舎

・地震や津波などの災害に強く、災害対策本部としての機能が維持できる高い耐震性を持つ構造とします。

・災害対策本部としての活動に必要な電力や給水などの設備のバックアップを確保します。また、津波などの浸水対策として、サーバー室や機械室等は

２階以上の上層階に配置します。

・災害対策本部の立ち上げなど、災害時にも素早く対応可能なレイアウトとします。

（２）市民が親しみを感じ、まちづくりの拠点となる庁舎

・キタカラや周辺の公共公益施設からアクセスしやすく、連携がしやすい配置とします。

・市民が利用する窓口は、１・２階に集約し、わかりやすい配置とします。

・ユニバーサルデザインや、わかりやすいサイン計画によって、誰もが利用しやすい庁舎とします。

・市民利用スペースは、市民が気軽に立ち寄りやすく、活動しやすい配置とします。

・デジタル技術を導入し、市民の利便性を向上させるとともに、新型コロナウイルス感染症のような感染症に対する防止対策を図ります。

・敷地内の緑化を図り、緑化重点地区となっている中心市街地に「みどり」を拡げるきっかけとなる庁舎とします。

（３）「環境都市わっかない」を象徴する持続可能な環境配慮型庁舎

・「ゼロカーボンシティ」のシンボルとなるＺＥＢ庁舎を目指します。

・太陽光発電や地中熱ヒートポンプなどを導入し、省エネルギーの実現を目指します。

・電力の自己託送（※１）を行うなど、庁舎で使用する電力の再生可能エネルギー比率を高めます。

・維持管理しやすい建物とし、ライフサイクルコストの低減を図ります。

※１ 自己託送 … 所有する設備で発電した電気を、一般送配電事業者の送配電網を通じ、発電設備の設置場所とは別の場所にある自社工場などに送電する仕組み。
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２－１ 敷地概要 ２－２ 建物概要

項 目 内 容 備 考

地名地番

（新庁舎建設予定地）

稚内市中央３丁目２番、11番
令和３年取得予定

（現庁舎敷地）

稚内市中央３丁目1２番、13番

敷地面積

（新庁舎建設予定地）約5,400㎡

（現庁舎敷地） 約7,800㎡

項 目 内 容 備 考

構 造 鉄筋コンクリート造

階 数 地上４階

建物高さ 約20ｍ

駐車台数

（新庁舎建設予定地）

約40台（予定）

来庁者用、

おもいやり駐車場

（現庁舎敷地）

約100台（予定）

来庁者用、

公用車用

駐輪台数 約20台（予定） 来庁者用

床面積

延床 約6,500㎡

（内訳）４階 約1,500㎡／３階 約1,400㎡／

２階 約1,800㎡／１階 約1,800㎡

付属施設 公用車車庫 10台分

【西側（山側）から見たイメージ図】



３－１ 土地利用

建設予定地内での配置３
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（１）新庁舎建設予定地

・新庁舎がまちの顏となるよう「マチ」と「みなと」を結ぶ

都市軸（駅前通り）に面した建設予定地北側に配置します。

・建設予定地南側に来庁者用の駐車場を整備し、現庁舎敷地と

一体的な利用を可能とします。

（２）現庁舎敷地

・現庁舎解体後の跡地は、来庁者や稚内総合文化センターの利

用者をはじめ、中央地区を訪れる市民や観光客などに広く利

用していただける 駐車場 や、緑豊かな憩いの場を整備します。

・現庁舎前庭広場や駐車場は、とき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。

地域活性化を先導する新庁舎とするため、「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を

目指し、新庁舎を配置します。

【現況配置図】

【中央地区のグランドデザイン】



３－２ アプローチ・動線

建設予定地内での配置３

5

・駅前通り側からの歩行者は、主に正面玄関を利用いただき、

歩行者と自動車の動線を分離しながら安全性を高めます。

・建設予定地南側の駐車場は、周辺施設と一体的な利用が可能

となるよう検討します。

・来庁者の多くを占める自動車の利用者に配慮し、駐車場側に

も玄関を計画します。

・公用車は、現庁舎敷地に整備する駐車場及び公用車車庫へ

配置します。

３－３ 外構

（１）駐車場

・新庁舎建設予定地内と現庁舎敷地内に、来庁者の駐車スペースを

確保します。

（２）緑化空間

・バス通りに面した東側に緑地帯を設けます。

・現庁舎前庭を再整備し、緑豊かな市民の憩いの広場を計画します。

【バス通り側イメージ図】【配置計画図】
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【配置計画図】



４－１ 基本的な考え方

フロアレイアウト４
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（１）来庁者及び職員の利便性が高まる平面計画や動線計画とします。

（２）来庁者と職員の動線を分け、セキュリティを高めます。

（３）バリアフリー及びユニバーサルデザインの考え方をもとに、誰もが

使いやすい建物とします。

（４）東側に開放的な市民利用スペースを配置し、内外の活動が相互に

感じられる計画とします。

（５）浸水や土砂流入対策として、サーバー室や機械室などは２階以上の

上層階に配置します。

４－２ フロアレイアウト

（１）１階

・市民の利用が多い窓口及び市民利用スペースを配置します。

・現在、保健福祉センターに配置されている「健康づくり課」と「長寿

あんしん課」を本庁舎へ配置します。これにより、様々な手続きや

相談が一箇所で可能となります。

・来庁者が目的の窓口をひと目でわかりやすい配置とします。

・子どもと来庁しても安心して利用できるよう、キッズスペースや授乳

室を配置します。

・市民利用スペースは、市民が気軽に立ち寄りやすく、利用しやすい

設えや配置とします。また、一時的に市民が多く集まる期日前投票や

確定申告などの際は、移動間仕切りで個室としながら、当スペースを

有効活用します。さらに、災害時の一時的な避難場所としての活用も

想定しています。

・市民も利用しやすいよう、収入印紙等も購入可能な売店は１階に配置

します。



フロアレイアウト４
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これまで５階にあった売店を１階に配置。

市民が気軽に休憩等で利用できるスペースを配置。

また、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も活用します。

さらに、災害時の一時的な避難場所としての

活用を想定。

目的の窓口がわかりやすいよう、カウンターを

一方向に配置。

また、カウンターには、隣合わせの来庁者との

視線に配慮した仕切り等を設置。

キッズスペースと授乳室を隣接して配置。

また、どのカウンターからも見渡しやすい

位置に配置する。

職員が利用する更衣室や物品庫等は、

西側にまとめて配置。

できる限り、ワンフロアで手続き等が可能となるよう

市民の利用が多い部署を１階に集約して配置。

車での来庁が多いことから、

駐車場側にも玄関を設置。

プライバシーを確保するため、市民

の往来が少ない位置に相談室を配置。

【１階のフロアレイアウト】

ストレッチャーも乗せられる

規格のエレベーターを採用。

車いすやベビーカー利用者が利用しやすいよう、

出入口や通路の段差をなくすとともに、余裕の

持った通路幅を確保する。

デジタル化を進め、可能な限り書面での申請をなくすとともに、

来庁前に申請情報を事前入力可能なシステムの導入により、

手続きの簡素化・効率化を図る。

あわせて、記載台も減らすことが可能となり、省スペース化を進めることが可能。



（２）２階

・不定期に発生する申請事務を行う市民や、契約行為等に訪れる事業者

の利用が多い窓口を配置します。

・中央に通路を配置し、来庁者の動線が短く行政サービスを提供しやす

い配置とします。

・事業者等と打合せを行うコーナーを各所に配置します。

（３）３階

・市長室などの特別職室や企画・管理部門を配置し、平常時や災害時も

指揮命令が届きやすい計画とします。

・市長室、副市長室、応接室を「マチ」や「みなと」を眺望できる配置

とし、来訪者を迎えます。

・災害時には会議室を災害対策本部とし、近接する防災担当部署が

素早く対応可能なレイアウトとします。

・北側屋上は、災害時の避難場所としても活用することを検討します。

（４）４階

・議場を中心とした議会諸室を配置します。

・市民が自由に利用できるラウンジ（展望スペース）を計画します。

フロアレイアウト４
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デジタル化・窓口機能

５－１ 基本的な考え方

・デジタル技術の革新が進む中、新庁舎においても積極的にデジタル化を進め、市民の利便性向上や行政運営の効率化を進めます。また、今後もデジタル

社会がより一層進展すると考えらえるため、社会の変化に対応可能な柔軟性のある庁舎とします。

・デジタル技術の導入により、新型コロナウイルス感染症のような感染症に対する防止対策も図ります。

５
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５－２ 具体的な内容

（１）窓口・申請手続き

・「ワンフロアサービス」を基本とします。

・書面での申請を可能な限りなくし、窓口手続きの簡素化・効率化を図ります。

・一度作成した申請データが、複数の手続きにおいて活用できる仕組みを検討

します。

・各種申請等がオンラインで完結するシステム整備や、身近な公共施設等で行政

サービスを提供できるよう検討します。

（２）その他

・デジタルサイネージなどの情報発信機器を導入し、市政情報や防災情報、観光

などをわかりやすく伝えられる情報発信機能を構築します。

・無料公衆無線ＬＡＮ（Ｗｉ－ｆｉ）を設置し、市民がインターネット環境を

利用する際の費用負担を軽減します。これにより、災害時の一時的な避難者も、

費用負担なく情報収集が可能となります。

【北見市の窓口の様子】

記載台のない窓口



防災

６－１ 基本的な考え方

・災害対策本部としての救援活動や災害復旧活動が十分に行えるよう、地震や津波、水害、土砂災害などのリスクに対応した性能を確保します。

・ＢＣＰ（事業継続計画）を遂行できる計画とします。

６
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６－２ 具体的な対策・ＢＣＰ

（１）地震

・建築基準法に定められている耐震基準の５割増しの構造強度とし、大地震の際にも防災拠点としての機能が維持できる耐震性を確保します。

・構造方式は「耐震構造」とし、一部サーバー室には免震床を採用します。

（２）津波・水害・土砂災害

・新庁舎の西側（山側）には、倉庫など来庁者が利用しない諸室を配置するとともに、鉄筋コンクリート造の強固な構造とします。

・サーバー室や機械室などは２階以上の上層階に設け、浸水や土砂流入被害から防ぎます。

（３）ライフラインの確保

・災害時に備えて非常用の自家発電設備を設けます。また、72時間分の燃料を確保します。

・上水道が途絶した場合でも一定期間給水を行える計画とします。

・災害時に下水道本管が途絶しても排水できるよう、ピットに非常用排水槽を設け、トイレを使用できるようにします。

・災害時に必要な毛布などの非常時用備蓄品を保管します。

（４）災害発生時の対応

・市民利用スペースを一時期的な避難場所として活用します。

・津波が発生した場合を想定し、屋外から直接３階屋上スペースに上がれる階段を設置します。

・現庁舎敷地を、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活用します。



７－１ 基本的な考え方

環境負荷の低減７
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・「環境都市わっかない」や「ゼロカーボンシティ」のシンボルとなる庁舎とします。

・電力の自己託送を行うなど、庁舎で使用する電力の再生可能エネルギー比率を高めます。

・積雪寒冷地である地域特性を踏まえて、環境負荷と維持管理コストを抑えた庁舎とします。

・省エネルギー化のため、自然エネルギーを最大限活用するパッシブ技術（昼光利用や自然換気など）を積極的に採用します。

７－２ 具体的な設備等

（１）合理的で低負荷な建築計画

・高断熱の窓・ガラスを採用することで建物の断熱性能を向上させ、外気温の影響による冷暖房負荷を軽減し、エネルギー使用量を低減します。

・外気導入時に室内から排出する空気と熱交換することで、空調負荷を低減します。

・自然採光と昼光センサーにより照明器具の明るさを抑えるとともに、全館ＬＥＤ照明を採用することで、照明エネルギーを削減します。

・エコマテリアル（優れた特性や機能を持ちながら、より少ない環境負荷で製造、使用、リサイクルまたは廃棄でき、さらに人に優しい材料もしくは

材料技術）の採用を検討します。

（２）自然エネルギーの利用

・建物のフロア内もしくはフロアを通じて自然換気ができるように計画し、機械設備に頼らない換気システムの採用を検討します。

・太陽光発電や地中熱ヒートポンプなどを導入します。

・自己託送制度により、市が所有する風力発電でつくられた電力を庁舎で活用し、脱炭素化を図ります。

・地域エネルギー会社から市内の風力発電やメガソーラーでつくられた電力の供給を受け、再生可能エネルギー比率を高めます。



環境負荷の低減７
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※ ＺＥＢとは…

Net Zero Energy Buildingの略称で「ゼブ」と呼び、建物で消費する一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物のこと。

（３）環境配慮の評価

・ＣＡＳＢＥＥ（建築環境総合性能評価システム）やＺＥＢ（ネット・ゼロ・エネルギービル）など、建物の省エネルギー・環境配慮の程度を評価する

指標がありますが、新庁舎はコストに配慮しながら「ＣＡＳＢＥＥ－Ｓ」や「ＺＥＢ－Ｒｅａｄｙ」を取得できるように計画します。

【イメージ図】



８－１ 概算事業費等

概算事業費・予定スケジュール８
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想定される事業費は表のとおりです。

詳細な事業費については、今後進める実施設計の中で具体的な

検討を行います。

８－２ 予定スケジュール

名 称 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・外構工事 6.0 億円
既存施設の解体費

駐車場等の外構工事費

その他経費 5.0 億円 補償費等

合 計 60.0 億円

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

月 上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期

設 計

庁舎建設

附属棟建設

解体・撤去

外 構
（現庁舎敷地）

基本設計 実施設計

建設工事

建設工事

現庁舎・車庫棟 解体・撤去

外構工事

供用開始


