
市長の出張および主な行催事・会議等予定表（平成 25 年 11 月 14 日～12 月中旬） 

 

1 市長の出張予定 

11 月 15 日(金) 東京都 市長と語ろう会および IR 説明会出席のため 

11 月 16 日(土) 鹿児島市 札幌市・鹿児島市 観光・文化交流協定調印式出席等のため（～17 日） 

11 月 18 日(月) 山口市 山口 YCAM 視察のため 

12 月 16 日(月) 東京都 指定都市市長会議出席等のため（～17 日） 

     

2 主な行催事 

月 日 名 称 ・ 内 容 場 所 担当課 

14 日(木) 平成 24 年度札幌市道路維持除雪業務委託等優秀受託者感謝状・表彰状贈呈式

  平成 24 年度に市が発注した除雪業務と雪たい積場管

理業務のうち、その履行成績が特に優秀であった企業

24 社と除雪センター長 3 人に感謝状や表彰状が手渡さ

れます。 

ホテルニュー

オータニ札幌

2階「鶴の間」 

雪対策室計画課 

    211-2682

15 日(金) 平成 25 年度第 2回市長と語ろう会 

  上田市長が札幌圏へ企業立地する際の意思決定を行

った経営者等と意見交換・懇談を行います。 

ルポール麹町

3 階「アメジ

スト」 

さっぽろ産業振興

財団 

    820-2062

17 日(日) 平成 25年度「さっぽろ子どもの権利の日」事業「子どもまちづくりコンテスト」

  子どもに関わる活動を行っている 6団体が「これから

やってみたい取り組み」を発表するほか、参加者団体同

士の意見交換などが行われます。 

エルプラザ 3

階「ホール」 

子どもの権利推進

課 

    211-2942

18 日(月) 第 73 回（平成 25 年度第 4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。 

市本庁舎 12

階「1～3号会

議室」 

都市計画課 

    211-2506

19 日(火) 平成 25 年度さっぽろ市民表彰式 

  札幌のまちづくりに貢献した市政功労者・自治振興功

労者・産業経済功労者・社会教育功労者に表彰状が手渡

されます。 

札幌パークホ

テル 3 階「エ

メラルド」 

秘書課 

    211-2022

19 日(火) 緑の保全パネル展 

  ～22 日。富丘西公園・星置緑地・稲穂ひだまり公園

で 10 年間行われているスズラン等の保全活動につい

て、これまでの活動内容や成果を紹介するパネルが展示

されます。 

市本庁舎 1 階

ロビー 

手稲区維持管理課

    681-4011

20 日(水) さっぽろ雪まつり功労者に対する感謝状贈呈式 

  「さっぽろ雪まつり」の雪像制作に 10 年以上参加し

た大雪像制作ボランティアに感謝状が手渡されます。 

市長会議室 観光企画課 

    211-2376

22 日(金) 平成 25 年度札幌市精神医療審査会合同委員会 

  精神障がい者の人権に配慮しつつ適正な医療および

保護を確保するために、精神科病院の入院患者の処遇等

について審査する「精神医療審査会」が開かれます。 

WEST19 2 階

「研修室 A」 

精神保健福祉セン

ター 

    622-0556

22 日(金) 第 33 回さっぽろホワイトイルミネーション 

  通りの樹木に電飾が施されるほか、大通公園にはシン

ボルオブジェなどが設置されます。会期は、大通会場が

12月 25 日まで、札幌駅前通は平成 26年 2月 11日まで、

南 1 条通は 2 月 14 日までです。この日は、大通公園西

3丁目会場で午後 4時 30 分から点灯式が行われます。 

大通公園西 1  

～3 丁目、札

幌駅前通北 4

条～南 4 条、

南 1 条通西 1

～3丁目 

さっぽろホワイト

イルミネーション

実行委員会（札幌

観光協会内）    

        211-3341



23 日 

(土・祝) 

ふらっとホーム 2013 in 中央区～市民と市長の 2時間談義～  

  無作為に選ばれた区民 1,500 人の中から希望のあっ

た方 8人と市長が、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。 

さっぽろテレ

ビ塔 2 階「し

らかば」 

中央区総務企画課

    205-3216

23 日 

(土・祝) 

水辺の活動発表会 

  北海道トンボ研究会の横山 透会長による「札幌市の

水辺に生息するトンボ類」と題した基調講演の後、市内

の水辺で水環境を保全するまちづくり活動を行ってい

る 4団体が、それぞれの取り組みについて発表します。

エルプラザ 2

階「環境研修

室」 

環境対策課 

    211-2882

26 日(火) シンポジウム「孤立死を考える～ふたつの老いについて～」  

  「ふたつの老い（建物と居住者の両方の老い）」と孤

立死をテーマに、公益社団法人北海道マンション管理組

合連合会の平川 登美雄専務理事らによるシンポジウ

ムが行われます。 

社会福祉総合

センター4 階

「大研修室」 

さっぽろ孤立死ゼ

ロ推進センター 

    708-8686

28 日(木) 平成 25 年第 4回定例市議会本会議（招集日） 

  会期は 12 月 12 日までの 15 日間。代表質問は、12 月

4 日から 6日までの 3日間。 

議場 議事課 

    211-3166

28 日(木) 平成 25 年度札幌市優良工場等表彰式 

  札幌市の商工業の振興や工場・店舗などの資質向上を

目的に、特に優良な工場・店舗や従業員などを表彰しま

す。 

札幌パークホ

テル 3 階「エ

メラルド」 

経済企画課 

    211-2352

29 日(金) 第 12 回ミュンヘン・クリスマス市 in Sapporo  

～12 月 24 日。札幌市とドイツ・ミュンヘン市との姉

妹都市提携30周年を記念して平成14年から開催されて

いる「ミュンヘン・クリスマス市 in  Sapporo」。今年

は国内外から 31 店が出店し、クリスマス雑貨や民芸品

のほかソーセージやワインなどさまざまな商品を販売

します。また、子ども参加型ワークショップなどのイベ

ントも行われます。 

大通公園西 2

丁目、チ・カ・

ホ 

交流課 

211-2032

30 日(土) さっぽろこども環境コンテスト 2013 

  小学生・中学生が取り組んでいる環境活動の発表会を

開催します。発表団体は 11 団体。また、環境活動につ

いて紹介するパネルの展示や、エコマジックショーが行

われます。 

エルプラザ 3

階「ホール」 

環境計画課 

    211-2877

12 月 4 日

(水) 

ふらっとホーム 2013 in 西区～市民と市長の 2時間談義～ 

  無作為に選ばれた区民 1,500 人の中から希望のあっ

た方 7人と市長が、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。 

ちえりあ 2 階

「 中 研 究 室

1」 

西区総務企画課 

    641-6925

5 日(木) 第 15 回札幌ロケーションフォト・ウエディング協議会 

  国内外から新たな観光客を誘致することを目的に、北

海道・札幌の良質なロケーションフォト・ウエディング

の効果的な PR や、ロケーションフォト・ウエディング

の受け入れ体制の充実などに関する事業を行う「札幌ロ

ケーションフォト・ウエディング協議会」が開かれます。

未定 観光企画課 

    211-2376

7 日(土) 「さっぽろシードソン 2013～秋の生き物調査隊」活動報告会  

  今年の10月に札幌市内の公園や緑地等約50カ所で行

った市民参加型の一斉植物調査について、取りまとめた

結果を報告します。 

かでる 2・7 

「大会議室」 

環境対策課（環境

共生推進担当） 

    211-2879



8 日(日) ふらっとホーム 2013 in 厚別区～市民と市長の 2時間談義～  

  無作為に選ばれた区民 1,500 人の中から希望のあっ

た方 8人と市長が、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。 

厚別信濃会館

1階「ホール」 

厚別区総務企画課

    895-2428

10 日(火) さっぽろ未来創造シンポジウム 

  「札幌市まちづくり戦略ビジョン」の完成を広く市民

に周知するため、シンポジウムを開催します。上田市長

の「私たちが目指す札幌の将来」と題したメッセージの

後、株式会社日本総合研究所調査部主席研究員の藻谷

浩介氏による「人口減少と超高齢社会を迎える札幌の未

来」と題した基調講演などが行われます。 

かでる 2・7

「かでるホー

ル」 

政策調整課 

    211-2206

12 日(木) 平成 25 年第 4回定例市議会本会議（最終日） 

  議案に対する委員長報告および討論・採決などが行わ

れます。 

議場 議事課 

    211-3166

17 日(火) 法律とこころで考える市民フォーラム～日常に潜む消費トラブル～ 

  司法書士で札幌司法書士会消費者問題対策委員の

三浦 明裕氏による「日常に潜む消費トラブル」と題し

た講演や、司法書士等による相談会などを行います。 

WEST19 2 階

「研修室」 

精神保健福祉セン

ター 

    622-0556

17 日(火) 札幌スタイル・パサージュ 2013 

  ～22 日。札幌スタイル認証製品や同製品を持つ企業

等のお薦め商品が展示・販売されるほか、ワークショッ

プやオーナメントコンテストなどが行われます。 

大丸藤井セン

トラル 7 階

「スカイホー

ル」 

物づくり産業課 

    211-2362

 


