連

載

中心市街地の再生に向けて ～認定基本計画の取り組み～

稚内市中心市街地活性化基本計画の概要
稚内市建設産業部都市再生対策課

1．はじめに

山本

純

利用されており、稚内市はもとより宗谷圏域の中心
地として発展してきました。

稚内市は、北緯 45 度に位置し、面積 760.8㎢の日

しかしながら、昭和 51 年の 200 海里法の施行に

本最北端の都市である。東はオホーツク海、西は日

よる漁獲高の急激な落ち込みに伴い主要産業であっ

本海に面し、北は宗谷海峡を挟んで僅か 43㎞の地に

た水産業の衰退や昭和 50 年代後半には南地区での

サハリンの島影を望む国境の街です。

住宅開発や大型店舗の進出が活発になり居住人口の

古くから沖合底引漁業を中心とした水産の街とし

流出が一層加速する一方で、中心市街地では建物の

て発展し、現在は水産業に加え「酪農」・「観光」を

老朽化やモータリゼーションへの対応の遅れ等が相

基幹産業とする宗谷圏域の行政、経済の中心地であ

まって中心市街地の衰退が顕著化してきた。

ります。
また、北方圏諸国への玄関口である本市は、隣国
サハリンとは、教育・文化・経済をはじめ様々な分
野で幅広い国際交流を積極的に進めております。

3．全国都市再生のための緊急措置
～ 稚内から石垣まで ～
2．中心市街地の概要
稚内駅を中心とした中央地区は多くの小売商業
者、都市機能が集積しており、フェリーターミナル、

平成 14 年 4 月

内閣官房都市再生本部において

「身の回り」の生活の質の向上と「地域経済・社会」
の活性化を図るため、
「全国都市再生のための緊急措
置～稚内から石垣まで～」が決定された。

バスターミナル、JR 稚内駅などの主要交通機関、市

全国都市再生のための緊急措置では、都市再生の

内の金融機関が集中し、市役所、市立病院などの公

推進にあたって浮き彫りになった課題について、全

共機関が立地する都市機能が整った地区であり、特

国各地から様々な提案あり、本市提案の「都市観光

に市立稚内病院は宗谷管内唯一の総合病院であり、

の推進～海に開かれた交流拠点の形成～」が指定を

利尻・礼文の離島、周辺町村を含めた多くの住民に

受けることとなった。
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の「都市観光の推進～海に開かれた交流拠点の
形成～」が指定を受けることとなった。
また、同年 12 月に開催された「全国都市再生
また、同年 12 月に開催された「全国都市再生に関

に関する首長・有識者懇談会」では、小泉内閣
する首長・有識者懇談会」では、小泉内閣総理大臣
総理大臣から都市再生の推進目標として「日ロ
から都市再生の推進目標として「日ロ友好最先端都
市」の命名を受けた。
友好最先端都市」の命名を受けた。

③ 観光による交流促進
【目 標 １】：街歩きが楽しいマチ
【数値目標】：中心市街地の歩行者交通量

【目標 1】：街歩きが楽しいマチ

平成：中心市街地の歩行者交通量
19 年度
平成 24 年度
【数値目標】
約年度
938 人
平成 19

平成 24 年度

1,079 人

約 938
1,079 人
【目
標 人２】：住みたい・住み続けたいマチ
【目標 2】：住みたい・住み続けたいマチ

【数値目標】：中心市街地の定住人口

【数値目標】：中心市街地の定住人口

平成 19 年度

平成 19 年度

人
2,5762,576
人

平成 24 年度

平成 24 年度

2,584 人

2,584 人

【目
標 ３】：人が集まるマチ
【目標
3】：人が集まるマチ

稚内市中心市街地活性化基本計画の概要
【数値目標】：中心市街地の年間主要施設入込客数

【数値目標】：中心市街地の年間主要施設入込客数

稚内市建設産業部都市再生対策課
平成 19 年度

平成 19 年度

240,900 人
427,100 人
��目標�成のための主な事業

��基本計画の策定
「小泉元内閣総理大臣から命
小泉元内閣総理大臣から命名された
平成１７年度に旧法に基づき策定された稚内
��基本計画の策定
名された直筆キャッチフレーズ」
直筆キャッチフレーズ

山本

平成 24 年度

240,900 人

純

平成 24 年度
427,100 人

�稚内駅前地区�一�市街地再開発事業

��目標�成のための主な事業

市中心市街地活性化基本計画の基本方針・中心
平成１７年度に旧法に基づき策定された稚内

「マチ」と「みなと」が一体となった魅力あ
6．目標達成のための主な事業

市街地活性化目標の検証と評価及び改正中心市
市中心市街地活性化基本計画の基本方針・中心

る都市構造の形成に向けて、JR 稚内駅周辺に複

4．基本計画の策定
街地活性化法の趣旨を踏まえ、79ｈａの事業区
市街地活性化目標の検証と評価及び改正中心市

�稚内駅前地区�一�市街地再開発事業

■稚内駅前地区第一種市街地再開発事業
「マチ」と「みなと」が一体となった魅力あ

合交流施設（駅舎・交流施設・住宅整備等）と
「マチ」と「みなと」が一体となった魅力ある都

る都市構造の形成に向けて、JR 稚内駅周辺に複

域の中で、平成
21 年 6 月～平成 25 年３月まで
平成 17 年度に旧法に基づき策定された稚内市中

して、交通・情報・観光・暮らしの総合的な拠
市構造の形成に向けて、JR 稚内駅周辺に複合交流施

の３年
10 カ月間で民間と行政が連携を図りなが
心市街地活性化基本計画の基本方針・中心市街地活

点整備を図る。
設（駅舎・交流施設・住宅整備等）として、交通・

性化目標の検証と評価及び改正中心市街地活性化法
ら、実現可能な
44 事業を中心市街地活性化基本

情報・観光・暮らしの総合的な拠点整備を図る。
この複合交流施設には公共床として「地域交

の趣旨を踏まえ、79ha の事業区域の中で、平成 21
計画に盛り込み中心市街地の活性化を推進する

点整備を図る。
この複合交流施設には公共床として「地域交流セ
流センター」
、商業機能として映画館や飲食等の

年 6 月～平成 25 年 3 月までの 3 年 10 カ月間で民間
こととした。

ンター」
、商業機能として映画館や飲食等の機能を
この複合交流施設には公共床として「地域交
機能を持った「賑わい再生拠点」
、交通機関とし

街地活性化法の趣旨を踏まえ、79ｈａの事業区
域の中で、平成 21 年 6 月～平成 25 年３月まで
の３年 10 カ月間で民間と行政が連携を図りなが
ら、実現可能な 44 事業を中心市街地活性化基本
計画に盛り込み中心市街地の活性化を推進する
と行政が連携を図りながら、実現可能な 44 事業を中
心市街地活性化基本計画に盛り込み中心市街地の活
こととした。

��中心市街地活性化の方針・目標・数値
性化を推進することとした。

合交流施設（駅舎・交流施設・住宅整備等）と
して、交通・情報・観光・暮らしの総合的な拠

持った「賑わい再生拠点」、交通機関として「JR」

流センター」
、商業機能として映画館や飲食等の
て「ＪＲ」
「バス」
、24 時間トイレ、高齢者向け
「バス」、24 時間トイレ、高齢者向け賃貸住宅等を整

機能を持った「賑わい再生拠点」、交通機関とし
賃貸住宅等を整備し、中心市街地の拠点整備と
備し、中心市街地の拠点整備とする。

て「ＪＲ」
「バス」、24 時間トイレ、高齢者向け
する。

目標

��中心市街地活性化の方針・目標・数値
中心市街地地区が今後も宗谷圏域の拠点都市

5．中心市街地活性化の方針・
目標
として発展を続けていくためには、これまでの
目標・数値目標
中心市街地地区が今後も宗谷圏域の拠点都市

賃貸住宅等を整備し、中心市街地の拠点整備と
する。

ような人口増加と経済の拡大を前提とした政策

中心市街地地区が今後も宗谷圏域の拠点都市とし
として発展を続けていくためには、これまでの
から、高齢化・少子化・過疎化が進む成熟社会
て発展を続けていくためには、これまでのような人
に向けて都市の活力を維持向上することが必要

口増加と経済の拡大を前提とした政策から、高齢化・

であり、中心市街地が持つ既存ストックの有効

少子化・過疎化が進む成熟社会に向けて都市の活力

活用と「マチ」と「みなと」の連携を図り、南

を維持向上することが必要であり、中心市街地が持

北にバランスのとれたコンパクトな市街地を形

つ既存ストックの有効活用と「マチ」と「みなと」

「再開発ビル
再開発ビル イメージ」
イメージ

成するため、３つの方針と目標の設定を行った。
の連携を図り、南北にバランスのとれたコンパクト
【基本方針】
な市街地を形成するため、3 つの方針と目標の設定

�地域交流センター
■地域交流センター
くつろぎ・憩いの空間として、市民・観光客の交
くつろぎ・憩いの空間として、市民・観光客

を行った。
① 賑わいある生活街の形成

② 「マチ」と「みなと」の連携強化

流の場とし、また、子育て支援や町内会活動・研修
の交流の場とし、また、子育て支援や町内会活

【基本方針】
③ 観光による交流促進

会・セミナー等が開催できる、地域交流センターを整
動・研修会・セミナー等が開催できる、地域交

【目 標 １】：街歩きが楽しいマチ

流センターを整備し、中心市街地への賑わい創

【数値目標】：中心市街地の歩行者交通量

出及びコミュニティの向上を図る。

①

賑わいある生活街の形成

② 「マチ」と「みなと」の連携強化
③

観光による交流促進

平成 19 年度

平成 24 年度

約 938 人

1,079 人

【目 標 ２】：住みたい・住み続けたいマチ

備し、中心市街地への賑わい創出及びコミュニティ
の向上を図る。
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動・研修会・セミナー等が開催できる、地域交 12 月～２月の 3 カ月間、イルミネーションのロ
連

流センターを整備し、中心市街地への賑わい創 ングラン点灯と、バレンタインディを最終日と
載

出及びコミュニティの向上を図る。

度

して、スノーキャンドル、かまくらの灯りによ
キャンドル、かまくらの灯りによる幻想的な空間を

る幻想的な空間を創り出し、冬を楽しむ魅力あ
創り出し、冬を楽しむ魅力あるまちの形成を図る。

人

るまちの形成を図る。

チ

度

人

稚内市中心市街地活性化基本計画の概要
稚内市建設産業部都市再生対策課

数

山本

地域交流センター（プレイルーム）イメージ
「地域交流センター（プレイルーム）イメージ」

度

■ストリートギャラリーとパフォーマンス事
■駅前広場整備事業
稚内市中心市街地活性化基本計画の概要

人

稚内市建設産業部都市再生対策課
山本 純
駅前の円滑な交通処理と駅利用者の利便性と
店のウインドウや店舗の一部、アーケー
■駅前広場整備事業

稚内ゆきあかり推進事業の様子
駅前の円滑な交通処理と駅利用者の利便性と安全
安全性の向上を図るため、バス・タクシー・一
ギャラリーやステージとして解放し、様々
「稚内ゆきあかり推進事業の様子」
■
■駅前広場整備事業
ストリートギャラリーとパフォーマンス事業
性の向上を図るため、バス・タクシー・一般車の通
般車の通行を一体的に整備する。
示会や路上ライブ、パフォーマンスを実施
■ストリートギャラリーとパフォーマンス事業
行を一体的に整備する。
駅前の円滑な交通処理と駅利用者の利便性と
店のウインドウや店舗の一部、アーケードを
また、
「マチ」と「みなと」への豊かな歩行者
その際、まち全体で来訪者に、４つのど
店のウインドウや店舗の一部、アーケードをギャ
また、
「マチ」と「みなと」への豊かな歩行者空間
全性の向上を図るため、バス・タクシー・一
ギャラリーやステージとして解放し、様々な展
ラリーやステージとして解放し、様々な展示会や路
を確保し、中心市街地への回遊性を高めながら中心
空間を確保し、中心市街地への回遊性を高めな
運動を展開する。
（「イス」
「トイレ」
「お茶
車の通行を一体的に整備する。
示会や路上ライブ、パフォーマンスを実施する。
上ライブ、パフォーマンスを実施する。
市街地の活性化に寄与する。
がら中心市街地の活性化に寄与する。
荷物あずかり」）
その際、まち全体で来訪者に、4 つのどうぞ運動
た、
「マチ」と「みなと」への豊かな歩行者
その際、まち全体で来訪者に、４つのどうぞ

を確保し、中心市街地への回遊性を高めな

を展開する。（「イス」
「トイレ」
「お茶」
「お荷物あず
運動を展開する。
（「イス」
「トイレ」
「お茶」
「お

中心市街地の活性化に寄与する。

荷物あずかり」）

かり」）

駅前広場 イメージ」
イメージ
「駅前広場

「路上ライブの様子」
■街なか居住再生ファンド活用事業
■街なか居住再生ファンド活用事業
年々減少する中心市街地人口を回復させるため、

年々減少する中心市街地人口を回復させるた
「駅前広場
イメージ」

■観光マイスター推進事業

路上ライブの様子
街なか居住再生ファンドを活用し、中心市街地地区
観光を基幹産業とする街として、市民一
「路上ライブの様子」
め、街なか居住再生ファンドを活用し、中心市
に高齢者向け賃貸住宅（36 戸）、グループホーム（18
■街なか居住再生ファンド活用事業
とりが「わが街を知る」ための学習機会を
■観光マイスター推進事業
■観光マイスター推進事業
室）を整備することにより、街なか居住の推進が図
街地地区に高齢者向け賃貸住宅（３６戸）
、グル
々減少する中心市街地人口を回復させるた
するとともに、稚内の街に誇りを持ち「わ
観光を基幹産業とする街として、市民一人ひとり
られ、居住、公共、公益、利便、サービスのバラン
観光を基幹産業とする街として、市民一人ひ
ープホーム（１８室）を整備することにより、
街なか居住再生ファンドを活用し、中心市
を語る」ガイドの達人として認証・登録す
が「わが街を知る」ための学習機会を提供するとと
スのとれた市街地の再生・活性化を図る。
街なか居住の推進が図られ、居住、公共、公益、
とりが「わが街を知る」ための学習機会を提供
もに、稚内の街に誇りを持ち「わが街を語る」ガイ
とで、稚内観光の振興及びホスピタリティ
地区に高齢者向け賃貸住宅（３６戸）、グル
利便、サービスのバランスのとれた市街地の再
するとともに、稚内の街に誇りを持ち「わが街
ドの達人として認証・登録することで、稚内観光の
■稚内ゆきあかり推進事業
向上、中心市街地の活性化に寄与する事業
ホーム（１８室）を整備することにより、
振興及びホスピタリティーの向上、中心市街地の活
冬の長い夜を彩る「北の街灯り事業」として、12
生・活性化を図る。
を語る」ガイドの達人として認証・登録するこ
て実施する。
か居住の推進が図られ、
居住、
公共、公益、
性化に寄与する事業として実施する。
月～ 2 月の 3 カ月間、
イルミネーションのロングラン
とで、稚内観光の振興及びホスピタリティーの
点灯と、バレンタインディを最終日として、スノー
、サービスのバランスのとれた市街地の再
■稚内ゆきあかり推進事業
向上、中心市街地の活性化に寄与する事業とし
活性化を図る。
冬の長い夜を彩る「北の街灯り事業」として、
て実施する。
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月～２月の
3 カ月間、イルミネーションのロ
■稚内ゆきあかり推進事業

とで、稚内観光の振興及びホスピタリティーの ・動物園の無い稚内で身近に動物と触れ合う
向上、中心市街地の活性化に寄与する事業とし

機会を提供するため、中心市街地を会場に

が

て実施する。

稚内駅前動物園を開催する。

新

る

ん

稚内市中心市街地活性化基本計画の概要

り

稚内市建設産業部都市再生対策課 山本 純

稚内市中心市街地活性化基本計画の概要

商店街振興計画策定事業

（2）稚内ニューイヤーコンサート
稚内市建設産業部都市再生対策課 山本 純

の顔である中央商店街、駅前商店街の両

・中心市街地の空き店舗を活用し、地元出身

を再生し、かつての賑わいを取り戻すた

アーティストを招いて 1 年を締めくくるニ

観光マイスターバス研修の様子
「観光マイスターバス研修の様子」

（2）稚内ニューイヤーコンサート

�商店街振興計画策定事業

■商店街振興計画策定事業
店街振興計画（H21～H25）を策定し、各

稚内駅前動物園の様子
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