
市長の出張および主な行催事・会議等予定表（平成22年9月10日～10月上旬） 

 

1 市長の出張予定  なし 

 

2 主な行催事 

月 日 名 称 ・ 内 容 場 所 担当課 

11日(土) ふらっとホーム2010 in 東区～市民と市長の2時間談議～ 

  無作為に選ばれた「市民アンケート」の対象者から抽選

で選ばれた7人の市民と市長が、札幌のまちづくりについ

てひざを交えて気軽にじっくりと対話します。 

東区民センタ

ー3階「視聴覚

室」 

東区総務企画課 

代741-2400

11日(土) さっぽろ圏大地の恵みフェア～さっぽろハーベストランド収穫祭～ 

  ～12 日。「さっぽろハーベストランド」の農畜産物等の

直売や各市町村が自慢の料理を提供するコーナーが設け

られるほか、食育に関する講演などが行われます。 

さとらんど 

「さとらんど

交流館」 

農業支援センター 

787-2220

11日(土) 下水道科学館フェスタ2010 

  ～12日。下水道の仕組みについて楽しく学べる講座やク

イズラリーのほか、「創成川水再生プラザ」の見学会など

が行われます。 

下水道科学館 下水道科学館 

       717-0046

13日(月) 第9回札幌市子どもの権利委員会 

  札幌市が策定する子どもの権利に関する施策の推進計

画等について調査・審議する「札幌市子どもの権利委員会」

が開かれます。 

市本庁舎18階

「第一常任委

員会会議室」 

子どもの権利推進

課 

     211-2942

13日(月) 第54回（平成22年度第3回）札幌市都市計画審議会 

  都市計画に関する事項について調査・審議する「札幌市

都市計画審議会」が開かれます。 

STV北2条ビル

6階「会議室」 

都市計画課 

     211-2506

14日(火) 平成22年度札幌市防災会議 

  「札幌市地域防災計画」の作成および推進のため設置さ

れた「札幌市防災会議」が開かれます。 

札幌グランド

ホテル2階「金

枝の間」 

危機管理対策室 

     211-3062

14日(火) 第3回札幌市住まいの協議会 

  札幌市における住宅に関する重要事項について審議す

る「札幌市住まいの協議会」が開かれます。 

市本庁舎18階

「第一常任委

員会会議室」 

住宅課 

     211-2807

14日(火) 平成 22年度札幌市環境衛生及び食品衛生関係保健所長表彰式 

  環境衛生・食品衛生に関する施設で、特に衛生状態が優

秀で他の模範となる営業施設に対し、矢野保健所長から表

彰状が手渡されます。 

WEST19 5 階

「講堂」 

生活環境課 

     622-5182

15日(水) さっぽろふるさとの森づくり植樹祭 

  市民との協働で進めるみどり豊かなまちづくりの一環

として、約500人の市民がナナカマドやケヤマハンノキな

ど14種の苗木4千本を植樹します。 

山口緑地 みどりの推進課 

     211-2522

15日(水) 創造都市さっぽろセミナー 

   大阪市立大学大学院の佐々木 雅幸教授が「ユネスコ創

造都市ネットワークと経済活性化について」と題して講演

するほか、参加者と意見交換します。 

市本庁舎18階

「第四常任委

員会会議室」 

政策企画部企画課 

     211-2192



16日(木) 第10回市民動物園会議 

  円山動物園で改革の指針「札幌市円山動物園基本構想」

の理念に沿った運営管理が行われているかを審議する「市

民動物園会議」が開かれます。 

円山動物園 

「動物園プラ

ザ」 

円山動物園経営管

理課 

     621-1426

17日(金) さっぽろオータムフェスト2010 

  ～10月3日。北海道・札幌の「食」をテーマに、道産食

材を使った料理や飲み物が提供されるほか、ステージイベ

ントや携帯電話を利用したスタンプラリーなどが行われ

ます。 

大通公園西 4

～8丁目 

さっぽろオータム

フェスト実行委員

会（観光企画課内）

       211-2376

17日(金) 平成22年度第1回札幌市消費生活審議会 

  市民の消費生活の安定や向上を図るための施策やその

実施に係る事項を調査・審議する「札幌市消費生活審議会」

が開かれます。 

エルプラザ 2

階「会議室3・

4」 

市消費者センター 

       211-2245

19日(日) ‘10青少年のための科学の祭典北海道大会 

  ～20日。鉄粉と着火装置を使った花火を作製するコーナ

ーや、ストローで飛行機を作るコーナーなど、さまざまな

実験や体験ができる約20のブースが設けられます。 

青少年科学館

2階「特別展示

室」 

青少年科学館 

     892-5001

20日 

(月・祝) 

さっぽろサケフェスタ2010 

  生きているサケに触れることができる「タッチプール」

や館内を回りサケに関するクイズに答える「クイズラリ

ー」のほか、おいしいサケの見分け方講座など各種イベン

トが行われます。 

豊平川さけ科

学館 

豊平川さけ科学館 

     582-7555

21日(火) 平成22年第3回定例市議会本会議（招集日）  

   会期は10月 29 日までの39日間。代表質問は、27日か

ら29日までの3日間。 

議場 議事課 

     211-3166

21日(火) 元気カフェ オープンセレモニー 

  元気カフェの運営事業者「株式会社 宮田屋珈琲」の

宮田 一也代表取締役や運営に協力する「社会福祉法人

ともに福祉会」の池田 哲子理事長からのあいさつがある

ほか、札幌にゆかりのある島みや えい子氏による音楽演

奏などが行われます。 

市本庁舎 1 階

元気カフェ 

障がい福祉課 

     211-2936

21日(火) 第2回札幌市総合交通計画策定委員会 

  札幌市のあるべき将来都市像の実現に向け、短・中期に

おける交通施策を体系化した「交通戦略」を幅広い観点か

ら検討する「札幌市総合交通計画策定委員会」が開かれま

す。 

STV北2条ビル

地下 1 階「会

議室A・B」 

交通計画課 

     211-2275

22日(水) ふらっとホーム2010 in 厚別区～市民と市長の2時間談議～

  無作為に選ばれた「市民アンケート」の対象者から抽選

で選ばれた7人の市民と市長が、札幌のまちづくりについ

てひざを交えて気軽にじっくりと対話します。 

リユースプラ

ザ 

厚別区総務企画課 

   代 895-2400

22日(水) 第15回札幌市公共事業評価検討委員会 

  公共事業の効率性や透明性を確保するため、国土交通省

所管の補助事業を再評価する「札幌市公共事業評価検討委

員会」が開催されます。 

札幌市民ホー

ル 2 階「会議

室1・2」 

土木部業務課 

     211-2612

23日 

(木・祝) 

市長とおしゃべりしませんか 

  「まちづくり活動への参加」をテーマに、さぽーとほっ

と基金登録団体の皆さんが、上田市長と一緒に「おしゃべ

り」します。 

イオン平岡店

1階「センター

コート」 

市民自治推進課 

（市民活動協働推

進担当） 

     211-2942



23日 

(木・祝) 

平成22年度少年国際交流事業報告会 

  平成 22 年度の少年国際交流事業に参加した中学生・高

校生が、その体験などについて報告します。 

STV北2条ビル

6階「会議室」 

子どもの権利推進

課 

     211-2942

23日 

(木・祝) 

動物愛護フェスティバル2010 

  「みんなで考えよう 不幸な犬ねこを減らすために」と

題した講座が開かれるほか、7 月に募集した「ペットの飼

い方マナー標語」の入賞者の表彰、盲導犬・警察犬による

デモンストレーションなどが行われます。 

さっぽろばん

けいスキー場

「ロッジ」ほ

か 

動物管理センター 

     736-6134

25日(土) さぽーとほっと基金公開プレゼンテーション（第2次審査）

  「さぽーとほっと基金（札幌市市民まちづくり活動促進

基金）」から助成を受けるため応募した団体のうち、第１

次審査を通過した 14 団体が、それぞれの事業についてプ

レゼンテーションします。 

エルプラザ 2

階「1・2 号会

議室」 

市民自治推進課 

（市民活動促進担

当） 

     211-2964

26日(日) 平成 22 年度札幌市職員採用（短大の部、資格・免許職、高校の部、民間企業等経験者の部）試験

  札幌市職員採用試験（短大の部、資格・免許職、高校の

部、民間企業等経験者の部）の第1次試験が札幌大学と札

幌開成高校で行われます。民間企業等経験者の部は、東京

（学校法人立志舎5号館）でも行われます。 

札幌大学ほか 任用課 

     211-3143

26日(日) 札幌中央卸売市場開設50周年記念「さっぽろ市場まつり」 

  普段は入場できない市場施設を開放し、マグロの解体

ショーおよび即売会や青果物の模擬競り販売などが行わ

れるほか、運搬用三輪車「ターレット」の試乗コーナーな

どが設けられます。 

中央卸売市場 中央卸売市場管理

課 

     611-3111

27日(月) 平成22年度灯油宅配用タンクローリーの計量器検査 

  ～10月7日。南区・白石区・手稲区の営業所等のタンク

ローリー約390台を検査します。 

南区土木セン

ター裏 ほか 

計量検査所 

     846-6681

28日(火) 第5回札幌市共同住宅ごみ排出マナー改善対策連絡協議会 

  札幌市と不動産関連団体等が定期的に情報交換を行い、

共同住宅居住者へのごみ排出ルールの周知方法や不適正

排出への対策などについて協議する「共同住宅ごみ排出マ

ナー改善対策連絡協議会」が開かれます。 

市本庁舎地下

2階「1号会議

室」 

環境事業部業務課 

     211-2916

10.1 (金) 食と健康づくりフェスティバル2010 シンポジウム 

  「作って、食べて、健康に！」をテーマに、TEAM NACS

のリーダーの森崎 博之氏による講演や、同氏と食育イン

ストラクターの八代 華代子氏によるトークショーなど

が行われます。 

ホテルモント

レ エーデル

ホフ札幌12階

「ベルクホー

ル」 

健康企画課 

     622-5151

2日(土) ふらっとホーム2010 in 手稲区～市民と市長の2時間談議～

  無作為に選ばれた「市民アンケート」の対象者から抽選

で選ばれた 10 人の市民と市長が、札幌のまちづくりにつ

いてひざを交えて気軽にじっくりと対話します。 

手稲コミュニ

ティセンター

2階「第1・第

2会議室」 

手稲区総務企画課 

    代 681-2400

2日(土) こどものまち「ミニさっぽろ2010」 

  ～3 日。公共機関や飲食店などが多数設置された仮想の

まちで、子どもたちが自分で職業を選び、給与をもらい、

買い物や食事などをすることで、働くことの楽しさや世の

中の仕組みを学びます。 

アクセスサッ

ポロ 

子どもの権利推進

課 

     211-2942



2日(土) 生物多様性トークショー「地球のいのち、つないでいこう」

  旭山動物園の坂東 元園長や円山動物園の酒井 裕司

園長らによるパネルディスカッションが行われ、動物たち

のおかれている現状などについて話し合われます。 

円山動物園 

「動物科学館」 

環境対策課（環境

管理担当） 

     211-2879

3日(日) 第35回札幌マラソン 

  男女ハーフマラソンのほか、車いす5キロメートル、フ

ァンペア（小学生4～6年生と保護者のペア）3キロメート

ルなど、さまざまな種目が行われます。マラソン選手の

エリック・ワイナイナさんも参加予定。 

真駒内セキス

イハイムスタ

ジアム 

さっぽろ健康スポ

ーツ財団 

     530-5562

4日(月) 家庭ごみ収集方法等に関する調査研究委員会 

  ごみ収集やごみステーションなどに関する課題に対応

していくため、収集方法の改善およびその他の方策につい

て、他都市の事例などを踏まえながら財団法人地方自治研

究機構と共同で調査・研究する「家庭ごみ収集方法等に関

する調査研究委員会」が開かれます。 

STV北2条ビル

6 階「1～3 号

会議室」 

環境事業部業務課 

     211-2916

6日(水) SAPPOROショートフェスト2010 

  ～11 日。世界 87 カ国、2,781 本の応募作品の中からノ

ミネートされた作品 81 本が順次上映されるほか、昨年度

の作品部門グランプリ作品「Veramints」のマーク・

クラステ監督や今回審査員を務める岩井 俊二監督によ

るトークイベントなどが行われます。 

ホワイトロッ

クシアターほ

か 

産業振興課 

     211-2379

 


