
市民が主役のまちづくり 
 

～暮らしやすいまちを作るのは市民1人1人～ 

札幌市 市民文化局 
市民自治推進室 市民自治推進課 
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札幌市職員採用セミナー 



「まちづくり」ってなんだろう？ 

札幌市自治基本条例 http://www.city.sapporo.jp/shimin/jichi/kihon/index.html 

 市民が主役となって議会や行政と協働し、まちづくりを進めていくことを明確にするた
め、「自分たちの地域のことは、自分たちで考え、決め、そうして行動する」という理念
のもと、平成19年４月1日施行。札幌市では、この理念を基に、業務を行っています。 
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みんなが自分の役割を果
たし、協力しながら、まち
づくりをしていくんです。 

まちづくりの
「最高規範」
です！ 



「まちづくり」ってなんだろう？ 

 

●地域の清掃や花植えなど市民一人ひとりが力を合わせ
て、暮らしやすいまちを作るという活動 
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    まちづくりとは・・・ 
 誰もが快適に暮らせるようにするための活動のこと。 

●道路や建物、公園などの施設の整備など、都市計画に関わるものも「まち
づくり」ですが、本稿では上記の考え方を基本としていきます。 

自治基本条例
でいう 



地域では、様々な団体が協力してまちづくりを
行っています。 

「まちづくり」ってなんだろう？ 
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町内会 学校 
ＰＴＡ 

民生 
委員 

商店街 
ＮＰＯ 企業 

個人 

福祉 
施設 

ボラン 
ティア 

地域に住む、皆さ
ん方も、まちづくり
活動を構成する一
人なんです！ 



「まちづくり」ってなんだろう？ 

こうした団体や活動を市役所が応援しています。 
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札幌市役所 区役所 

まちづくりセンター 

10区 
 
市民部 
 地域振興課 
 

市内に87か所 

市民文化局 
 
地域振興部 
市民自治推進室（部に準ずる所） 
 



区役所地域振興課の業務 
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区役所地域振興課の業務 

• 地域のまちづくり活動の支援に関すること 

• 住民組織（町内会・自治会等）の振興に関すること 

• 各種統計調査の実施に関すること 
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ほかにも… 
・青少年健全育成のための各種事業の推進及び成人式に関すること。 
・地域住民の生涯学習に係る事業の企画、調整及び実施に関すること。 
その他、まちづくりセンターとの連絡調整、連携、区民センターや地区センターに関
することなど、多岐にわたり、地域の振興に関わる業務に携わっています。 
 



 区役所地域振興課 
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地域のまちづくり活動への支援 
 区や地域の特性を活かした元気で魅力あふれる地域づくりを進めるた
め、様々な事業を通じて、市民自治の精神に基づく市民の主体的なまち
づくり活動を支援する。 

区や地域の 
特性って？ 

例えば、 
ランドマーク 

例えば、特産物や 
地域の文化など 



 区役所地域振興課 
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地域のまちづくり活動への支援 
各区・地域の特性を活かし、様々な支援策・振興策を実施しています。 

健康・スポーツ 
イベントの実施 

区民まつり・地
域のまつり 

町内会への 
参加促進 

地域の魅力発信 
パンフレットの作成 
イベントの実施など 

防災講演の実施 

DIG 
（災害図上訓練）

の実施 

支援策・振興策の例 



厚別区 

ピカットくん 

 区役所地域振興課 
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キャラクターを使った魅力発信 

清田区 

きよっち 

西区 
さんかくやまべェ 

東区 

タッピ― 

白石区 

しろっぴー 

北区 

ぽっぴぃ 

じっちい 

手稲区 
ていぬ 

まっちい 

市民自治推進室 

めーたん 

豊平区 
こりん 

各区には様々なキャラクターがおり、地域の魅力を発信しています。 



 区役所地域振興課 
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まちづくりのためのデータの収集 
  

まちづくりを行うために必要な各
種統計調査 
 
・国勢調査（5年ごとに実施・次回は今年） 
・経済センサスなどの統計調査 
 



 区役所地域振興課 
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市民の皆さんにわかりやすい情報を提供し、市民の皆さんの声を
市政につなぐ市役所の最前線の窓口であるとともに、地域課題解
決の支援をするところ。 

まちづくりセンターとは？ 

まちづくりセンターと協力した地域支援 
 まちづくりセンターと協力して、地域活動活性化のための支援をし
ています。 

○設置数 市内87か所（出張所２か所含む） 
○運営形態 区の課相当の組織 
○職員配置 所長（課長職）１名、支援員（会計年度任用職員）２名 
○配置基準 概ね中学校区に1か所の配置 
 （原則として人口１万人～３万人をカバー） 



 区役所地域振興課 
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まちづくりセンターの 
５つの役割 

まちづくりセンター 

地域課題に対す
る情報収集、 

提供 

諸証明の 
取り次ぎ 

地域の 
まちづくり 
活動の支援 

地域の活動主体
のネットワーク化

支援 
地域における 

情報交流の促進 

まちづくりセンター 

住民票や
印鑑証明

など 
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市民文化局市民自治推進課の業務 



 市民文化局市民自治推進課の業務 
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・市民自治の推進に関すること。 

・地域のまちづくり活動の支援に関すること。 

・住民組織の振興の総括に関すること。 

その他、まちづくりセンターとの運営に関することなど、市民自治の推進に関わるこ
とや、区地域振興課の業務の総括、連携に関する業務に携わっています。 
 
 



 市民文化局市民自治推進課 
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改めて、まちづくりとは・・・ 
 誰もが快適にくらせるようにするための活動のこと。 
 地域の清掃や花植えなど市民一人ひとりが力を合わせて、暮らしや
すいまちを作るという活動も、道路や建物、公園などの施設の整備も 
「まちづくり」。 

町内会・自治会 

地域で活動の中核を
担っているのは 

地域のまちづくり活動活性化には、町内会・自治会への支援が重要 
札幌市の町内会の状況は？ 
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札幌市の町内会・自治会等加入率の推移 

町内会の加入状況(全市） 

全 市 
単町数 連町数 人    口 総世帯数 加入世帯数 加入率 

2,192 90  1,970,591  964,707  673,230  69.79%  

R2.1.1現在 
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加入率
69.79％ 

加
入
率 

％ 

加
入
世
帯
数 

町内会への加入世帯は増加していますが、分母となる総世帯数の増加幅が大きいため、 
加入率は低下傾向にあります。 



町内会 

活動 

活性化 

活動 

PR 

活動自体の
活性化 

（ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
等） 

企業 

連携 

町内会の活動活性化への支援 

①マチトモキャンペーン 

②不動産団体等との連携 ③活動の支援 
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• ＣＭやポスターによる啓発、 
  パンフレット等の配布 
• イベントの開催 

• 不動産関連５団体等と協定 
• 不動産仲介や入居時に啓発 

• 先進事例の共有 
• 意見交換会の開催 

町内会は、地縁をもとに形成された
任意団体ですので、強制的に加入を
勧めることはできません。 
そこで、市民自治推進課では、３つ
の方針で町内会を支援しています。 



①マチトモヒーロー（マチトモキャンペーン） 
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夏まつりでのＰＲ 

ポスター、動画の作成 
動画は「マチトモ」で検索 



集合住宅等（分譲、賃貸）の対策が大きな課題 
※ 町内会長アンケートや各まちづくりセンターへの 
  ヒアリング調査などを参考 
 
  
  不動産団体等との連携（協定書締結） 
      不動産関連団体５団体、 
      引越事業者等と連携。 
 
 ①地域への新規転入者に対し、町内会活動に関するパンフレット等を 
  不動産業者・引越業者から配布、加入につなげられるよう連携。 
 ②各団体会員への意識啓発のため、団体で行う研修会などで、町内会 
  の役割などの研修を実施。 
 ③団体のイベントとあわせ、マチトモの啓発を実施。 

②不動産関連団体等との連携 
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③町内会活動の支援 
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町内会未来塾 

〇テーマ別の講座 
 ・役員の担い手確保 
 ・町内会の情報発信について 
 ・地域住民のニーズに合った運営 
 
〇それぞれの講座ごとに、ワークショップ
などをあわせて実施 

町内会そのものへの支援として、 
・町内会未来塾 
・町内会アドバイザー派遣 
 の事業を行っています。 



③町内会活動の支援 
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町内会アドバイザー派遣 

町内会では、住んでいる家族の層や、周辺
の環境などにより、それぞれに異なった課
題を抱えています。 
 
そういった町内会へ、アドバイザーを派遣
して支援を実施しています。 
 
【実施例】 
〇地域住民のニーズ把握 
〇SNSなどを活用した情報発信の手法 
〇町内会活動の担い手創出 
 
 
 



③町内会活動の支援 

「町内会活動のヒント」 
○ワークショップにより作成 
 市内10区の町内会役員の参加 
 +大学生 
○２つのテーマ 
 『町内会加入促進』 
 『町内会の担い手』 
 

●さまざまな地域で取り組まれているノウハウやアイデアを広く知ってもらう。 
●アイデアを活用し、町内会・自治会の活動や取組を活性化してもらう。 

 町内会活動に関する情報発信 
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活動を行う上で参考になる事柄を冊子等にまとめ、町内会へ配布しています。 



③町内会活動の支援 

●さまざまな地域で取り組まれているノウハウやアイデアを広く知ってもらう。 
●アイデアを活用し、町内会・自治会の活動や取組を活性化してもらう。 
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町内会活動に関する情報発信 

「あたらしい町内会へ」 
〇20～40代の若い世代が町内会活動に 
参加するためのヒント 
 

「町内会への加入声かけ参考書」 
〇地域で加入の呼びかけをする際に 
役立つ内容 



地域活動へ
の支援 

若者の 
まちづくり
参加促進 

新たな 
活動の場 
創出支援 

地域活動への支援 

地域活動の 
 拠点づくりを支援 小学生～大学生、若者が 

まちづくり活動に親しむための取組 
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・地域活動を行うために必要な 
 「場」の整備補助 ・小学生向けのまちづくりゲーム 

 （MaG)の開発・普及 
・ボランティア活動の体験や、 
 地域の方々との意見交換・交流 

町内会に対してだけではなく、地域の
まちづくり活動に対しても様々な支援
を行っています。ここでは、当課が実
施している取組をご紹介します。 



若者のまちづくり参加促進 
小学生を対象とした取組 
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● 「まちづくりゲーム（ＭａＧ）」の開発・活用 
 ・楽しみながらまちづくりについて学べる、札幌市オリジナルのゲーム 
 ・小学３・４年生を対象とした「ミニさっぽろ」で体験 
 ・小学校の授業での活用、児童会館などへの貸し出し 



若者のまちづくり参加促進 

●地域の方々との意見交換会の実施（中学生） 
 ・町内会の方と、地域の魅力や課題について、ワールドカフェ形式で意見交換 
 ・意見交換を通じ、身近なまちづくりを考えるきっかけとする。 

●雪まつりなどでのボランティア体験（高校生） 
 ・ボランティア活動を通じ、日常的なまちづくり活動のきっかけづくりにつなげる。 

中学生・高校生を対象とした取組 
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若者のまちづくり参加促進 

● 「まちフェス」の実施 
 ・大学生・若者のサークルやNPOによる、まちづくり活動の発表の場 

 ・準備、運営まで大学生・若者による実行委員会が行う 

地域と学生を結びつける取組 
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地域活動の場の支援 
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新たな活動の場創設支援事業 

●空き家などを整備・改修し、新たな地域活動の拠点へ 
●市民グループからのどのような活動を行うのか、企画提案を公募し、審査
を経て、改修費用を補助。 

例）人と人のつながりの希薄化や、子どもの見守り・居場所づくりなどの課題から、安心安全で顔の   
  見えるつながりづくりを目的とし、誰でも集える場として、空き家を活用し、こども食堂を計画 



終わりに～私たちと一緒に考えませんか 
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市 民 ま ち づ く り 活 動 
（暮らしやすいまちを実現する活動） 

福祉 
子育て 

緑化・花植え 

にぎわいづくり 
お祭りへの参加 

交流 
防災 

ゴミ拾い 
節電 

寄附・募金 

ゴミ減量・分別・リサイクル 

企業・商店街 町内会・自治会 

学校・ＰＴＡ 
個人・家庭 

ＮＰＯ 

除雪・雪マナー 

高齢者の健康づくり 

企業 
ボランティア 

主役は市民一人ひとり！ 
ボランティア

グループ 

老人クラブ・
サークル 

あいさつ・声かけ・見守り 

文化・芸術活動 

皆さんも生活しているさっぽろのまち。 
そうした地域、札幌市をより良くするために、市の職員として、私たちと一緒に考えて行きませんか。 
 



ありがとうございました 
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