


 

 
はじめに  〜「つづける、つなぐ、つぎへ」という決意を胸に〜 

 

 

 194 万人もの人口を擁する大都市へと成長を遂げてきた私たちの街・札幌は、今、大き

な転換期を迎えています。 

 札幌市の人口は、ここ数年のうちに減少局面に転じると推計され、このままでは、平

成 72 年（2060 年）には約 143 万人まで人口減少が進み、高齢化率も 44％まで上昇する

と見込まれています。 

 また、昭和 47 年（1972 年）に、アジアで初となる冬季オリンピック札幌大会を開催し、

世界都市の一つに数えられるまでに発展してきた私たちの街・札幌は、オリンピック開

催や、同年の政令指定都市移行に伴って整備が進められた、地下鉄や道路などの都市基

盤や学校などの公共施設が、今後一斉に大量更新の時期を迎えます。 

 このような厳しい時代において、人々が安心して暮らしていくために、私たちがまず

取り組まなければならないことは、人々の働く場を確保することです。特に、若い世代

が地元で就職できるようにすることが何より大切であり、そして、その若い世代が結婚

し、安心して子どもを産み、育てていけるような街にしていくことが必要なのです。 

 また、あらゆる世代において、誰もが健康で安心して暮らせる街にすることはもちろ

んのこと、超高齢社会を迎える中、高齢者が、その豊富な経験や知識を生かしながら、

生涯現役として社会に貢献できるような街にしていくことも必要です。 

 札幌はハード・ソフトの両面で、街を創り変えていくべき時期に来ています。 

 今こそ、市民、企業、行政が力を合わせ、様々な課題に取り組むとともに、国内外か

らもっと人、モノ、情報などを引きつけ、都市の魅力を更に高め、それがまた、人、モ

ノ、情報などを引きつけるという好循環を形成していかなければなりません。 

 先人達が築き上げ、人々を魅了してやまない私たちの街・札幌。 

 多くの市民が好きだと思い、全国一と評される魅力的な街・札幌であり続けたい、そ

して、その誇れる街・札幌を次の世代である子どもたちにつないでいきたい、そのよう

な決意「つづける、つなぐ、つぎへ」を胸に、私は札幌のまちづくりに取り組んでいき

ます。 

 

 

平成 27 年（2015 年）12 月 
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