「稚内市庁舎建設基本設計書（案）
」に対するパブリック・コメントの実施結果について
●募 集 期 間

令和 4 年 1 月 27 日（木）から２月 18 日（金）まで

●意見提出者

４名

●意 見 件 数

40 件

№

ご意見

回 答

１

「庁舎等の公共建築物における木材利用の促

森林環境譲与税を原資に積み立てている「森林

進に関する法律」について、この度、稚内市庁

環境整備基金」の活用により、庁舎内装の木質

舎新設では取り組む絶好のチャンスだと思い

化を検討しています。

ました。

市民の皆様が多く利用する 1 階の市民利用スペ

道産材の利用促進、地域木材の活用をし、市民

ースや議場などへの使用を検討しています。

に分かりやすく触れやすくしていただきたい。
ぜひ庁舎内装は木質設計を随所に使ってほし
いです。全面でなくても一部を木質デザインに
することでとても温かみのある庁舎になると
思います。
基本方針１…市民を守り、市民にやさしい庁舎
方針にとてもマッチします。建物の構造だけで
なく、市民が集う場所を、環境にやさしく、時
代の変化に対応できる、市民が目で見え、触れ
られる場所を木質で温かく作ってほしいです。
私たちと共に生きるこの稚内で元気に育った
木を使えればとても幸せで温かい町になり、案
にある基本方針と木材利用や木質化は合致し
すぎます。
SDGｓを取り入れた町づくり、未来都市として
の取組みでもあり、森林環境譲与税の活用にも
繋がりますので、ぜひご検討をお願い申し上げ
ます。
２

現在、市民の一人が建設差止の訴訟を行ってい

新庁舎の整備に向けて、本市の考え方にご理解

るとの報道がありました。さしあたり裁判の結

いただけるよう、議会や市民の皆様に対する説

果が確定するまで、事業を停止すべきではない

明会など様々な場面や方法により、市民の皆様

でしょうか。

のご意見も伺いながら検討を進めてきたとこ
ろです。
これまでいただいたご意見も踏まえ、基本構想
や基本計画を策定し、その上で関連予算の議決
もいただいていますので、引き続き事業を進め

てまいります。
３

総事業費約６０億円であったものが、４,０００

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響

万円の増額となったとの報道がありました。積

によって資材や人件費が高騰し、建設工事費が

算の精度が著しく低いといわざるを得ず、今後

上昇傾向となっていますが、できる限り全体事

なし崩し的に拡大していくのではないでしょ

業費を抑制するため、当然ではありますが建物

うか。このため、予算の上限額を決める議会の

の延床面積等も精査しながら検討を進めてい

議決をして、市民の負担が膨らまないようにす

ます。

べきではないでしょうか。

市民の皆様の将来負担を軽減するため、新庁舎
整備の主な財源として、国からの財政措置があ
る有利な地方債「公共施設等適正管理推進事業
費」を活用することとしています。これにより、
地方交付税措置による財政負担の軽減が図ら
れることになります。

４

建設差止の訴訟が提起されているように、市民

「稚内市の事務所の位置を定める条例」の改正

の中での反対意見も多いように思います。この

時期については、建築着工前、もしくは建築完

ため、早急に位置条例の改正について議会の承

了後とするかは法令による規定がないことか

認を求め、決着を図ってはどうでしょうか。

ら、本市としては用地が確定した段階で、議会
へ提案したいと考えています。

５

建設予定地が「土砂災害警戒区域内」であるこ

土砂災害警戒区域内と区域外での建設工事費

とはかねてから報道されていることかと思い

について、いずれに建設する場合も庁舎に必要

ます。市民に対する説明責任を果たすため、仮

とされる建物強度に差異がないことから、土砂

に同じ規模の庁舎を区域内と区域外で建設す

災害警戒区域に建設することによる建設工事

る場合の見積もりの比較を提示すべきではな

費の増額はありません。

いでしょうか。
６

土砂災害警戒区域内のため、市庁舎が罹災する

防災対策拠点となる庁舎とするため、建設場所

可能性が高いと思われますが、その具体的対策

に関わらず、建物の強度を国が定める「官庁施

はどのようなものでしょうか。

設の総合耐震・対津波計画基準」の最高水準と
することや、サーバー室や電気室等を２階以上
に設置することとしています。
建物本体については、上記の強度とすることで
壁面の厚さも十分確保され、土砂災害発生時も
人命の安全確保に加え、庁舎としての機能が維
持可能となります。また、１階の西側（山側）
には可能な限り窓を設置せず、あわせて、市民
の皆様の利用がなく、職員の利用も少ない室を
配置することとしています。
庁舎裏山については、保安林に指定し、北海道
に治山工事を要望しながら、昭和 30 年代から

継続して治山工事を進めていただいています。
裏山一帯の土留めや植栽等を実施していただ
いているほか、今年度も治山ダムの補修等を施
工いただいており、中央地区を含めた市全体と
して確実に安全性が高まっていると認識して
います。あわせて、道が行っている治山工事に
連動し、本市としても裏山の雨水対策の工事を
すでに開始し、新庁舎の供用開始までに完了す
るよう計画的に工事を進めています。
７

豪雨災害による庁舎の罹災のシミュレーショ

建物の強度を、国が定める「官庁施設の総合耐

ンや、その場合の修繕費の予想を市民に提示す

震・対津波計画基準」の最高水準とすることで、

べきではないでしょうか。

豪雨災害による土砂災害が万が一発生した場
合においても、人命の安全確保に加え、庁舎と
しての機能確保が図られる強度としています
が、庁舎裏山についてはこれまでも継続して治
山工事を実施しており、連動して雨水対策の工
事も行っているため、豪雨災害の発生リスクは
減少していると考えています。

８

テレワークがこれだけ進展した状況からすれ

市民の皆様の利便性向上のため、稚内保健福祉

ば、市職員のテレワークを推進すると、このよ

センターの一部機能を新庁舎に集約すること

うな規模の庁舎は不要ではないでしょうか。

や、デジタル化による執務室の省スペース化、
現庁舎に不足していた市民利用スペース及び
防災機能の確保など、必要な条件を整理し、庁
舎規模を算定しています。

９

現在でも健康づくり課や長寿あんしん課が保

市民の皆様の利便性向上のため、様々な手続き

健福祉センターに入居しています。市内の市所

や相談が一箇所で完結するよう検討を進めて

有の空き施設に、特段市民との直接接触が不要

おり、部署によって市民利用の頻度の差はあり

な部署を分散入居させれば、このような規模の

ますが、分散することによるデメリットが大き

庁舎は不要ではないでしょうか。部署をまたぐ

いと考えています。

会議なども、オンラインで行えば何ら問題ない

デジタル化の進展により、オンラインでの会議

のではないでしょうか。

等も増えていますが、市所有の空き施設が少な
いことに加え、改修には多額の費用を要するた
め、分散配置は望ましくないと考えています。
また、高齢者など、オンラインでの対応が困難
な方がいらっしゃることも想定されるため、
様々な手続き等を集約することが望ましいと
考えています。

10

わざわざ今の予定地の地権者を立ち退かせて

庁舎そのものが商業施設のような集客施設と

建設する構想のところ、その理由として繰り返

いう位置づけではありませんが、建設にあたっ

し「にぎわいの創出」としています。そもそも

てはただ単に建て替えるということではなく、

中央地区の人口を減らして「にぎわいの創出」 新庁舎に「まちの賑わいの創出」を求める意見
につながるどころか、減退するのではないでし

や要望があるため、その可能性も考慮する中で

ょうか。

「まちづくり」
「公共・公益機能」「将来展望」
なども評価視点としながら総合的に検討・判断
し、建設予定地を「郵便局横敷地」としていま
す。
「郵便局横敷地」に建設した場合、これまで進
めてきた駅前通り（都市軸）の形成・強化とい
った中心市街地のまちづくりに貢献でき、民間
投資の誘発も促すことが可能となることで、将
来的な経済効果への期待値も高まると考えて
います。

11

現庁舎の解体後の空き地を漫然と駐車場にす

市民アンケートでは駐車場の確保について多

るとのことですが、これも同様に「にぎわいの

くの要望があり、その点を踏まえ十分な広さの

創出」につながらないと思われます。むしろ「に

駐車場を確保したいと考えています。

ぎわいの創出」につながる施設等を同時に整備

中央地区では様々な屋外イベントや、隣接する

すべきではないでしょうか。

総合文化センターでも多くの催しが開かれて
おり、その際の駐車スペースとしても確保する
ことが必要であると考えています。
また、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も有効活用を図
ります。
さらに、
「郵便局横敷地」を取得することで、現
庁舎敷地を今後の公共施設等の建て替え用地
として確保でき、将来、公共施設の更新や集約
化を検討する際には選択肢が広げられると考
えています。

12

13

市民の一人が差止訴訟を提起しているように、 新庁舎の整備に向けて、本市の考え方にご理解
現在の予定地での建設そのものに疑義が呈さ

いただけるよう、これまでも議会や市民の皆様

れています。よって「稚内市住民投票に関する

に対する説明会など様々な場面や方法により、

条例」に基づき、現在の予定地での建設に関す

市民の皆様のご意見を伺いながら検討を進め

る可否について住民投票を実施し、市民の意思

てきましたので、改めて建設場所に関する住民

を明確に確認すべきではないでしょうか。

投票の実施は考えていません。

仮に住民投票に困難が伴うようであれば、全戸

新庁舎の整備に向けて、本市の考え方にご理解

アンケートの実施もあり得るかと思いますが、 いただけるよう、これまでも議会や市民の皆様
どのようにお考えでしょうか。

に対する説明会など様々な場面や方法により、

市民の皆様のご意見を伺いながら検討を進め
てきましたので、改めて建設場所に関するアン
ケートの実施は考えていません。
14

現在進行中の差止訴訟につき、市役所側が裁判

令和３年２月１日から 26 日までの期間で実施

所に提出した資料によると、現庁舎前の空き地

しました「稚内市庁舎建設基本計画（案）」に対

に建設すると、①工事中の現庁舎訪問時におけ

するパブリック・コメントにおいて、
「現庁舎敷

る訪問者の動線の確保の困難，②仮庁舎の確保

地内での建設は、工事期間中における来庁者の

の必要性，③現庁舎と同程度の庁舎を建設する

駐車場や移動経路の確保が課題となることに

場合に「日影規制」に抵触する，④駐車場が確

加え、日照権（日照を確保する権利）の関係か

保できない，⑤幼稚園児の遊び場が消滅すると

ら庁舎の建て方に制約があります。」と回答し

いった問題点が指摘されています。これらにつ

ています。

いて、説明会の場などで、一切説明がなかった

また、市民説明会などでもご質問があった際に

と記憶しております。裁判資料にはこのような

同様の回答をしています。

理由を明記する一方で、なぜ、市民に対する説
明を怠っていたのでしょうか。
15

基本方針に「誰もが親しみの持てる庁舎」を実

市民の皆様が新庁舎に親しみを感じていただ

現するとあるが、なぜ親しみを持つ必要がある

くことで、庁舎が単なる行政手続きの場だけで

のか、また、誰もが親しみを持った結果、市と

なく、憩いの場や休憩スペースなどとして日頃

して何を目指すのか詳しく知りたい。

から気軽にご利用いただき、市民相互の交流や
コミュニケーションの場となることを目指し
ています。

16

基本方針に「市民にやさしい」
「環境にやさしい

「市民にやさしい」とは、ワンフロアサービス

」とあるが、
「やさしい」とはどのようは意味か

やユニバーサルデザイン等を導入することで、

詳しく知りたい。

高齢者や子育て世帯など、誰もが利用しやすい
庁舎とすることを指しています。
「環境にやさしい」とは、省エネルギー化や自
然エネルギーの利用などにより、持続可能な環
境共生型の庁舎とすることを指しています。

17

設計方針に「周囲の公共・公益機能と連携」と

基本設計書（案）に記載している「周囲の公共・

あるが、自衛隊との連携も考慮されているのか

公益機能と連携」とは、稚内総合文化センター

知りたい。国境の街として国防意識があるのか

及び市立稚内病院を想定しています。

知りたい。

自衛隊とはこれまでも災害時の派遣要請や情
報共有を行っており、今後も引き続き連携を図
ります。

18

設計方針に「市民が気軽に立ち寄りやすい庁

１階に計画している市民利用スペースは、主に

舎」とあるが、具体的に市民が立ち寄って何を

休憩や待ち合わせの場として利用していただ

することを想定しているのか詳しく知りたい。 くことを想定していますが、市民の作品展示や
障がい者の就労支援施設等による販売スペー

スなど、市民活動にも対応できるよう検討して
います。
また、４階にはラウンジや議会図書室を設け、
こちらも市民の皆様がご自由に利用いただけ
る場所となっています。
19

「おもいやり駐車場」というネーミングも素晴

全国的にも、車いす利用者や歩行困難などによ

らしいが、ここは市民から公募でネーミングを

り、できるだけ建物に近い位置に駐車する必要

募集してみてもいいのでは。

がある方の駐車スペースを「おもいやり駐車
場」としています。混乱を招かぬよう、当スペ
ースの愛称の募集や名称の変更は予定してい
ません。

20
21

公用車車庫とあるが、自転車なども公用車とし

公用車は非常時にも利用することを想定して

て活用してみてはどうか。

いるため、現状と同数が必要となります。

現庁舎敷地が駐車場となる予定だが、「ときに

様々なイベントとして利用できるよう引き続

はイベント会場として利用」とあり、非常に楽

き検討してまいります。

しみ。バザーやフリーマーケット、コミケ（コ
ミックマーケットの略称）のような同人イベン
トが開催されるといい。また、北門神社祭でも
活用されて欲しい。氷雪の広場の会場としても
活用されるといい。
22

23

職員駐車場は確保されているのか。市民だけで

現在、職員駐車場は周辺の民間駐車場を利用し

なく職員にとっても使いやすい庁舎になって

ていますが、新庁舎建設後も同様に周辺の民間

欲しい。

駐車場を利用する予定です。

裏山の土砂やエゾシカ対策は万全なのか知り

裏山の土砂対策については、№６の回答を参照

たい。

願います。
エゾシカ対策については、庁舎周辺に限らず、
全市的に被害防止のための各種対策を実施し
ています。

24

市民の憩いの場とあるが、中央エリア以外の住

庁舎の整備地区については、「公共交通アクセ

民も集いやすいような工夫が欲しい。

ス性」や「公共交流施設集積度」、
「事業所集積
度」等を踏まえて「中央地区」としており、市
民皆様の利便性も考慮しながら決定していま
す。

25

子どもと来庁しやすいキッズスペースの配置

キッズスペースと隣接して授乳室も配置し、子

が非常にいいと思った。

どもと来庁しても安心して利用できる庁舎を
目指しています。

26

職員の昼食時にも採光し、ゆっくり休息できる

新庁舎は自然採光にも配慮した設計としてお

よう配慮してほしい。

り、昼食時（昼休み）も十分な明るさが確保可

能です。
27

３～４階に母子福祉会の売店または障害者事

売店は市民の皆様も利用しやすいよう１階へ

業所のドーナツ屋など入れられるスペースが

配置することとしています。また、１階の市民

あるといい。

利用スペースは、障がい者の就労支援施設等に
よる販売スペースなど、市民活動にも対応でき
るよう検討しています。

28

緊急時に備えＦＭわっぴ～のサテライトスタ

すでに本市と株式会社エフエムわっかないに

ジオを設けてはどうか。

て協定を結んでおり、緊急時にはＦＭわっぴ～
の放送中に稚内市の情報を割込放送できるこ
ととなっています。さらに、緊急時や災害発生
時には両社で情報共有し、ＦＭわっぴ～のラジ
オ放送にて市民の皆様へ情報発信を行ってい
ます。新庁舎建設後もこれらの取組を継続して
まいります。

29

「おもいやり駐車場」のペンキについて、滑り

庁舎内の床材も含めて、なるべく滑りにくい材

にくい性質の素材を選定して欲しい。市立稚内

質を選定します。

病院のように転倒予防を徹底して欲しい。
30

図書館の分室やぶっくくんの訪問により、気軽

新庁舎では、市民の皆様も気軽に利用しやすい

に立ち寄りたくなる庁舎を目指して欲しい。

開放的な議会図書室を４階に設置します。
ぶっくくんの訪問については今後検討してま
いります。

31

以前アーケード街にあったような稚内北星学

新庁舎には特定の団体等が占有するスペース

園大学のスペースを入れて欲しい。

を設ける予定はありませんが、市民利用スペー
スにて作品展示等の市民活動にも対応できる
よう検討しています。

32

自然光による書類や備品の日焼け防止にも対

書類についてはペーパーレス化を進め、執務室

策を行ってほしい。

内の書類を極力減らす方向で検討しています。
備品については、日焼け防止も考慮したカラー
を選択するなど、対応を検討します。

33

執務スペースについて、個室や仕切りなどで臨

執務スペースもユニバーサルデザインを採用

機応変にパーテーション風にし、発達特性を持

し、誰もが働きやすい環境を整備します。

った職員にとって働きやすいよう配慮して欲
しい。
34

35

議場でサハリンコンサートやエンジェルボイ

議場は、議場閉会中にも有効活用できるよう、

ス、バレエサークルなどの発表会をできるよう

床をフラット形式、備品を収納可能な可動式と

にして欲しい。

します。

地下に核攻撃に備えるシェルターを増築して

現時点では地下シェルターの設置や、将来的な

いく計画を持っていてもいいのでは。

増築は想定していません。

36

新庁舎が完成したら、また第九を歌ったり、Ｎ

新庁舎の完成セレモニーについては、今後検討

ＨＫのど自慢を文化センターに呼んで盛大に

してまいります。

音楽でわっかないを盛り上げて欲しい。
37

庁舎建設について反対する意見ではありませ

これまで、議会での説明や、学識経験者・関係

ん。しかし現庁舎前の市の所有している安全な

団体・公募市民も参加している「庁舎建設検討

土地があるのにも関わらず土石流危険個所に

委員会」での協議だけでなく、市民アンケート、

庁舎を建設しようとする計画自体に疑問を感

市民ワークショップ、基本構想や基本計画など

じています。
（説明不足）

各検討段階における市民説明会及びパブリッ

確かに何回か新庁舎建設の市民説明会を開い

ク・コメントの実施など、様々な場面や方法に

ておりますが、広く市民の声を吸い上げたもの

より、市民の皆様のご意見を伺いながら、本市

にはなっておらず極めて残念です。それと多く

の考え方にご理解いただくよう進めてきたと

の市民はいまだに現庁舎の前側に新庁舎が建

考えています。

設されると思っております。
38

建設費ですが現在計画している予算では間違

全体事業費を抑制するため、当然ではあります

いなく不足すると考えられます。補助金とか有

が建物の延床面積等も精査しながら、検討を進

利な起債を使用するのは理解しますが少しで

めてきました。特に、執務スペースはペーパー

も建設費を減らす為に本当に必要な所に使う

レス化による省スペース化を積極的に図って

ようにして欲しいです。
（床面積がまだ多い）

います。
資材や人件費については、新型コロナウイルス
感染症の感染拡大の影響によって価格が高騰
し、建設工事費が上昇傾向となっていますが、
できる限り建設費を抑制するよう検討を進め
ています。

39

建設後のメンテナンス費用についても検討し

新庁舎の建設にあたっては、建物の長寿命化や

てください。水夢館のような特殊な部材形状は

維持管理費用、修繕や更新費用などのライフサ

絶対に設計に盛り込まない様にお願いします。 イクルコストの低減も考慮しながら検討を進
めています。
また、特殊な部材の使用や施工方法は想定して
いません。
40

駐車場の確保ですが、市役所廻りは青空駐車場

現庁舎周辺の駐車場は民間所有の駐車場であ

が多くみられ土地の有効利用がなされていな

り、立体駐車場を整備することで民間事業者と

い状況です。これでは、中央地区の活性化はあ

競合する可能性があることや、立体駐車場の建

り得ません。是非自走式の立体駐車場を検討し

設には多額の費用を要することなどから、行政

てください。

が整備することは望ましくないと考えていま

※上層階は市の職員等の月決め駐車場にして、 す。
下層部は一般市民が１時間無料で利用でき

ただし、令和４年度末の完成を目指し、都市機

るなどしっかりと計画すべきだと思います。 能や居住機能の誘導区域を設定する「立地適正
（立体駐車場の面積分の除雪がひつようなく

化計画」の検討を進めており、この計画におい

なるのと収入が入る）

て、中央地区に必要な都市機能施設の検討など
を進めていきます。

