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１．  有識者会議  

 

 

本戦略の改定に当たっては、ICT 及びその活用策等について幅広い知見を持つ有識者の意

見を参考とするため、「札幌市 ICT活用戦略検討有識者会議」を設置しました。 

 

札幌市 ICT活用戦略検討有識者会議委員 

役 職 氏  名 所       属 

座 長 山本 強 北海道大学産学・地域協働推進機構 特任教授 

委 員 

石田 崇 一般社団法人さっぽろイノベーションラボ 代表理事 

伊藤 博之 
一般社団法人北海道オープンデータ推進協議会 理事長 
NoMaps実行委員会 委員長 

入澤 拓也 一般社団法人北海道 IT推進協会 会長 

加納 尚明 特定非営利活動法人札幌チャレンジド 理事長 

越塚 登 
東京大学大学院情報学環・学際情報学府 
情報学環長・学際情報学府長 

酒井 裕司 
一般財団法人さっぽろ産業振興財団 専務理事 
一般社団法人札幌圏地域データ活用推進機構 理事 

高橋 尚人 札幌市立大学 特任准教授 

田澤 由利 
株式会社ワイズスタッフ 代表取締役 
株式会社テレワークマネジメント 代表取締役 

日浅 尚子 株式会社北海道新聞社 常勤監査役 

（五十音順・敬称略） 

オブザーバー 

氏  名 所      属 

安西 祐一郎 独立行政法人日本学術振興会 顧問 

鈴木 勇人 総務省北海道総合通信局情報通信部 情報通信振興課長 

千葉 繁 北海道総合政策部情報統計局 情報政策課長 

（五十音順・敬称略）  
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札幌市 ICT活用戦略検討有識者会議の開催経過 

 

回 開催日 内 容 

第 1回 
令和元年（2019年） 

9月 4日（水） 
・座長の選任 
・札幌市 ICT活用戦略改定について 

第 2回 
令和元年（2019年） 

10月 2日（水） 
・札幌市 ICT活用戦略改定案（骨子）の検討につ
いて 

第 3回 
令和元年（2019年） 

10月 24日（木） 
・札幌市 ICT活用戦略改定案（素案）の検討につ
いて 
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２．  戦略案に対する市民意見  

 

１．パブリックコメントの実施概要 

(1) 意見募集期間 

令和２年（2020年）２月 10日（月）～３月 10日（火） 

(2) 意見提出方法 

郵送、FAX、電子メール、持参 

(3) 資料の配布・公表場所 

札幌市役所本庁舎（5 階まちづくり政策局政策企画部 ICT 戦略推進担当課、２階市政刊
行物コーナー）、各区役所総務企画課広聴係、各まちづくりセンター、ホームページ 

２．意見の概要 

(1) 意見提出者数・意見数 

意見提出者数：５人  意見数：12件 

(2) 意見提出者の年代の内訳 

 

(3) 意見提出者の提出方法の内訳 

 

(4) 意見内容の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※ 構成比の算出は四捨五入しているため、合計値と構成比の累計値は一致しません。 

ご意見の概要と札幌市の考え方についての詳細は以下からご覧になれます。 

https://www.city.sapporo.jp/kikaku/ictplan/ 

 

年 代 
19歳 
以下 20代 30代 40代 50代 60代 

70歳 
以上 不明 合 計 

人 数 ０人 １人 ２人 ０人 １人 ０人 ０人 １人 ５人 

 
 

提出方法 郵 送 FAX 電子メール 持 参 合 計 

提出者数 ０人 ２人 ３人 ０人 ５人 

 

改定（案）の項目 件 数 構成比 

第１章 札幌と ICT ０件  0.0％  

第２章 札幌市 ICT活用戦略改定の背景 ７件  58.3％  

第３章 札幌市 ICT活用戦略の基本方針 ０件  0.0％  

第４章 イノベーション・プロジェクト ０件  0.0％  

第５章 ICT活用施策 ２件  16.7％  

第６章 札幌市 ICT活用戦略の推進に向けて １件  8.3％  

全般に関する意見 １件  8.3％  

その他の意見 １件  8.3％  

合  計 12件  100.0％  
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３.  「ICT 活用施策」に係る事業一覧  

 

第５章の ICT活用施策のうち、令和２年度（2020年度）以降に実施する事業について、下

記のとおり事業内容を具体化し、着実に推進します。 

 
 
 

事 業 名 担当部局 

広報一般事務費 総務局広報部 

都心エネルギープラン推進費 まちづくり政策局政策企画部 

公共交通次世代連携対策費 
まちづくり政策局総合交通計画部 

地域公共交通利用環境改善費 

歴史文化のまちづくり推進費 市民文化局文化部 

斎場運営体制構築費 
保健福祉局保健所 

健康寿命延伸に係る取組検証費 

区健康寿命延伸推進費 保健福祉局保健所、手稲区保健福祉部 

地域子育て支援推進費 
子ども未来局子育て支援部 

保育所等 ICT化推進補助金 

子どもの権利救済機関運営管理費 子ども未来局子どもの権利救済事務局 

大型ごみ収集インターネット受付事業費 環境局環境事業部 

住宅・建築物の光熱費等の見える化推進費 環境局環境都市推進部 

 

 

 
 

事 業 名 担当部局 

災害対策統合システム構築費 危機管理対策室危機管理対策部 

冬のみちづくりプラン推進費 建設局土木部 

河川情報システム更新事業 下水道河川局事業推進部 

消防施設庁舎監視システム更新整備費 消防局総務部 

NET119緊急通報システム整備費 

消防局警防部 
ヘリコプターテレビ電送システム更新費 

多重無線システムのネットワーク機器更新費 

消防救急デジタル無線システムのネットワーク機器更新費 

 

 

 
 

事 業 名 担当部局 

首都圏シティプロモート推進費 総務局東京事務所 

製造業生産性向上支援費 経済観光局産業振興部 

暮らしの質の向上（生活）  

安全・安心の実現（生活）  

産業の振興（経済）  
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スタートアップ創出支援費 

経済観光局産業振興部 
IT利活用ビジネス拡大費 

xR・ｅスポーツ関連支援費 

ICC事業推進費 

観光情報発信費 

経済観光局観光・MICE推進部 

観光イベントにおけるインバウンド対応強化費 

キャッシュレス推進費 

観光客受入環境整備費 

総合案内板設置費 

観光案内所運営費 

観光分野における ICT推進費 

市内周遊交通推進費 

訪日外国人旅行者等受入環境整備事業 交通局高速電車部 
 
 
 
 

事 業 名 担当部局 

障がい者 ITサポートセンター運営費 保健福祉局障がい保健福祉部 

IT産業人材確保支援費 経済観光局産業振興部 

テレワーク・業務管理システム普及促進費 
経済観光局雇用推進部 

札幌UIターン就職支援費 

 

 
 
 

事 業 名 担当部局 

みらい IT人材育成費 経済観光局産業振興部 

教育の情報化推進費 
教育委員会生涯学習部 

家庭教育推進費 

課題探究的な学習モデル研究費 
教育委員会学校教育部 

いじめ対策自殺予防費 

 

 

 
 

事 業 名 担当部局 

財務会計システム再構築費 会計室会計管理課 

文書管理関係費（総合文書管理システム再構築関係） 
総務局行政部 

モバイルワーク実証実験費 

広報一般事務費 総務局広報部 

情報基盤維持管理費 

総務局情報システム部 ハイブリッドクラウド基盤構築費 

札幌市情報通信伝送路リスク分散対策費 

障がい者コミュニケーション促進費 保健福祉局障がい保健福祉部 

多様な雇用と働き方の創造（経済）  

人材の育成（教育）  

効率的で信頼される行政（行政）  



 

 

 


