
平成23年度　市民参加の実施結果

アンケート調査 23年12月 10,000人を対象に実施、回収率56.3％

http://www.city.sapporo.jp/kikikanri/

説明会 23年8月 １回開催、各21人参加

http://www.city.sapporo.jp/kikikanri/

市民アンケート 23年6月 10,000人を対象に実施、回収率27.2％

市民会議 23年7～9月

6回開催
上記市民アンケートに回答された方のうち、
市民会議への参加を希望された方の中から、
性別、年齢層、住所のバランスを考慮して選
出。

市民ワークショップ
（さっぽろ1000人ワールドカフェ）

23年7月 440人参加（定員1,000人）

市民ワークショップ
（さっぽろ未来カフェプロジェクト）

23年9月～ 7団体が実施、310人参加

市民ワークショップ
（テーマ別ワークショップ）

23年10月 68人参加

市民ワークショップ
（ミニさっぽろ2011へのブース出展）

23年10月 小学3～4年生を対象に、315人参加

市民ワークショップ
（さっぽろ未来カフェin東京）

24年1月 36人参加

市民ワークショップ
（子ども議会）

24年1月 小学5年生～高校生まで55人が参加

市民ワークショップ
（国際交流ワールドカフェ）

24年2月 中学生・高校生59人参加

市民ワークショップ
（まち「つながる」ワークショップ）

24年3月 10区で開催、228人参加

札幌市まちづくり戦略ビジョン審議
会

23年8月～
審議会4回、地域・コミュニティ部会1回、経
済・雇用部会1回、都市構造部会2回

http://www.city.sapporo.jp/kikaku/vision/index.html

パブリックコメント 23年11月～12月 4人から15件の意見

官民連携会議 22年7月～23年11月
戦略策定のために、産業や観光など、シティ
プロモート分野に知見の高いメンバー（市民）
とともに、計5回の会議を開催した。

http://www.city.sapporo.jp//kikaku/citypromote/plan.html

一般市民アンケート 22年12月1日～12月27日
20歳以上の男女10,000人を対象
回答率50.8％

市民意見募集 23年6月10日～8月31日
ハガキ、FAX等で意見・提言を募集
35人　53件の意見

子ども出前講座 23年6月17日～7月6日
市内小学校、中学校、高校の計7校　18クラス
425人　1,031件の意見

シンポジウム 23年7月7日 約200名来場

市民会議 23年7月23日
「札幌市まちづくり戦略ビジョン」の市民会議
を活用　25名参加

パブリックコメント 23年10月11日～11月9日 132人から300件の意見

キッズコメント 23年10月11日～11月9日 429人から823件の意見

http://www.city.sapporo.jp/chosei/3-new-plan/

行政評価委員会 23年7月～12月頃 委員会5回、ヒアリング3回

行政評価に関するアンケート 通年 寄せられたアンケート回答数0件

市民評価 23年10月 参加した市民68名

指標達成度調査 24年2月 市民3,000人に送付し、回答率44.5％

http://www.city.sapporo.jp/somu/hyoka/

意見募集 23年7～8月 24人から27件の意見

市民会議 23年7月23日 26人参加

子ども出前講座 23年6月～7月 7校、12回実施、約530人参加

子ども意見募集 23年10月～11月 265人から328件の意見

パブリックコメント 23年10月～11月 313人から384件の意見

http://www.city.sapporo.jp/suishinshitsu/gyokaku/index.html

危機管理対策室
危機管理対策部
危機管理対策課
011-211-3062

すべての予算小事業とその施策を対象と
して、施策や事業の有効性や、事業の必
要性、効率性などを評価する。

 市民参加実施結果
［政策・施策・事業名］

内容

危機管理意識調査

札幌市土砂災害
避難地図の作成

危機管理対策室
危機管理対策部
危機管理対策課
011-211-3062

実施結果  担当局部課

交流・定住人口の獲得、外貨の獲得など
といったシティプロモートの重要性が年々
高まってきている一方、人口減少社会を
迎え、世界の社会経済情勢にも大きな変
化が生まれている今、都市戦略の転換が
求められています。
そのため、これまでの大量消費の価値観
や、右肩あがりの経済成長時代の考え方
を再検証しながら、新たな時代に向けて
「魅力都市さっぽろシティプロモート戦略」
を策定いたしました。

市長政策室
政策企画部

企画課
011-211-2192

札幌市の目指すべき都市像、まちづくり
の基本的な方向性、まちづくりの重点戦
略などを盛り込んだ、新たな札幌市のまち
づくりの基本的指針を策定します。
（計画期間：平成25～34年）

市長政策室
政策企画部

企画課
011-211-2192

実施時期

北海道による土砂災害特別警戒区域等
の指定にあわせて、土砂災害避難地図
（ハザードマップ）をワークショップを通じ
て作成する。

市民参加の実施手法

札幌市では、災害に強いまちづくりを推
進するため、様々な防災対策に取り組ん
でいるが、市民の災害に対する関心度等
を調査することにより、今後のより実効性
ある防災対策を推進するために、政）市民
の声を聞く課において実施する「市民アン
ケート」を通じて、調査を行う。

市長政策室
改革推進部

推進課
011-211-2036

市長政策室
改革推進部

推進課
011-211-2036

今後4年間の施政方針である「さっぽろ元
気ビジョン第3ステージ」を確実に実現す
るため、重点的・優先的に推進するべき施
策・事業を定めた計画

市長政策室
政策企画部
政策調整課

011-211-2206

平成２３年度～２６年度を計画年度とす
る、行財政改革に関するプランを策定す
る。

札幌市まちづくり
戦略ビジョン

魅力都市さっぽろ
シティプロモート戦略

第3次札幌
新まちづくり計画

札幌市行財政
改革推進プラン

行政評価制度
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平成23年度　市民参加の実施結果

 市民参加実施結果
［政策・施策・事業名］

内容 実施結果  担当局部課実施時期市民参加の実施手法

アンケート 23年4月～24年3月
大人４９人、子ども5人のモニターを対象に実
施

会議 9月1日、2日 大人２4人

研修 23年6月～24年2月
キックオフ講座1回、基礎編6回、実践編2
テーマ各3回実施（市民延べ253人が受講）

懇談会 24年1月～3月 会議２回開催

http://www.city.sapporo.jp/kokusai/index.html

白石区複合庁舎整備に関する検討会 23年10月～24年4月 5回開催

説明会 23年12月2日
50名参加（対象：計画地を中心に概ね500ｍ
圏内の住民、事業者等）

パブリックコメント 24年2月～3月 19人1団体から計80件の意見

http://www.city.sapporo.jp/shimin/shisetsu/index.html

アンケート 23年12月
3,000人への郵送・区役所等への配架　回収
数635

ワークショップ 24年1月 190人が参加承諾、46人が参加（定員50人）

http://www.city.sapporo.jp/shimin/jichi/kihon/torikumi/hyoka/index.html

市民自治推進会議 23年4月～24年3月 23年度は7回開催。

http://www.city.sapporo.jp/shimin/jichi/kihon/torikumi/suisinkaigi/index.html

ワークショップ 23年9月 48人が参加承諾、29人が参加（定員30人）

ワークショップ 23年8月
61人が参加承諾、57人が参加。JCから99人
が参加。

本部委員会 23年8月2日
市民公募委員を含めた委員９名が参加（1回
開催）

事業検討部会 23年11月30日、24年2月29日
市民公募委員を含めた委員５名が参加（2回
開催）

審査部会 23年４月～24年３月
市民公募委員を含めた委員５名が参加（15回
開催）

http://www.city.sapporo.jp/shimin/support/jyourei/table/t01_top.html

審議会（検討部会） 23年4月～24年3月頃

23年12月に第２次基本計画の方向性につい
て審議会へ諮問を行い、審議会の中に検討
部会を立ち上げ、検討を行っている。
（検討部会：４回開催）

市民アンケート 23年12月 10,000人を対象に実施、回収率：56.3％

若年者を対象とした消費生活アン
ケート調査

23年12月 5,000人を対象に実施、回収率：57.5％

http://www.shohi.sl-plaza.jp/

市民まちづくり局
市民自治推進室
市民自治推進課
011-211-2253

市民まちづくり活動の促進に関し必要な
事項について調査審議等を行う。

市民まちづくり局
市民自治推進室

市民活動促進担当課
011-211-2964

18歳から29歳までの若年層を対象に、若
者の地域のまちづくり活動への参加やま
ちづくりセンターのあり方などについて
ワークショップを行う。

市民まちづくり局
市民自治推進室
市民自治推進課
011-211-2253

札幌市自治基本条例第31条に基づき、
市民自治によるまちづくりの施策等の評
価を行う。

市民まちづくり局
市民自治推進室
市民自治推進課
011-211-2253

広報さっぽろ、広報番組への意見を定期
的に送付してもらい、誌面の編集や番組
作成の参考にするための調査。

市長政策室
広報部
広報課

011-211-2036

札幌市の市民自治に関する取組等につ
いて、無作為抽出により選定された市民
がワークショップ等を通じて評価・改善へ
の意見出しなどを行う。合わせて、自治基
本条例に関するアンケート調査を実施。

市民まちづくり局
市民自治推進室
市民自治推進課
011-211-2253

白石区役所などの公共施設を地下鉄白
石駅前に隣接する市有地（南郷通1丁目
南）に移転し、複合庁舎として整備する
（平成23年度は基本計画の策定）。

市民まちづくり局
地域振興部

区役所整備担当課
011-211-2176

平成14年10月に策定した同プランを改訂
し、総合的な国際戦略のとりまとめを行う。

総務局
国際部
交流課

011-211-2032

市民と共に学ぶまちづくり推進研修「ジョ
イまちゼミナール」を実施し、まちづくり推
進研修モデルを構築した。

総務局
自治研修センター

研修担当課
011-866-3666

市民まちづくり局
市民生活部

消費者センター
011-211-2245

20歳から40歳までの青年層がまちづくりに
参画していくための方策等を意見交換す
るワークショップを行う。

現計画が平成24年度いっぱいで計画期
間を終えることから、今後5年間の第２次
計画について、東日本大震災の後のライ
フスタイルの見直し等を取り入れつつ検
討を進めている。

市民まちづくり
活動促進テーブル

市民と共に学ぶ
まちづくり推進
モデル事業

広報モニター、
子ども広報モニター

調査

札幌市国際化
推進プラン

白石区複合庁舎等
整備

平成23年度
市民による集中評価

会議

市民自治推進会議

若者と地域の
つながりミーティング

青年による
札幌のための

討議会

札幌市消費者
基本計画
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平成23年度　市民参加の実施結果

 市民参加実施結果
［政策・施策・事業名］

内容 実施結果  担当局部課実施時期市民参加の実施手法

公募委員 23年11月～24年3月 23年11月公募実施、24年3月第1回開催

http://www.city.sapporo.jp/shimin/ainushisaku

都市計画審議会
23年6月、9月、11月、
24年2月、3月

パブリックコメント
23年7月1日～7月31日
23年11月21日～12月20日

６名（団体を含む）から３０件の意見
22名から89件の意見

　各区説明会 23年11月24日～12月7日 各区計10回開催、37名の参加者

　

http://www.city.sapporo.jp/keikaku/toshikei/youtochiiki/youotominaoshi-2.html

パブリックコメント ２４年７月～８月 ２８人から４０件の意見

http://www.city.sapporo.jp/keikaku/kougai/momiji/

意見交換会 23年7月2日
本庁舎で実施、子ども議員（及びOB）12名参
加

アンケート 24年2月1日 郵送で実施、子ども議員（及びOB）21名回答

意見交換会 24年2月16日
出前講座形式で実施、市民8名（同一の市民
勉強会所属）参加

http://www.city.sapporo.jp/zaisei/kohyo/pamph/osaifu/index.html

パブリックコメント 23年10月～24年1月 意見提出者110人、意見項目64項目

出前講座（中学校） 23年10月19日 向陵中学校３学年の２クラスにて実施

http://www.city.sapporo.jp/zaisei/kohyo/yosan-kessan/index.html

策定委員会 23年４月～11月 ３回実施（６月、９月、11月）

シンポジウム 23年８月30日 270名参加（定員300名）

パブリックコメント 24年１月～２月 14人から38件の意見

http://www.city.sapporo.jp/chiikifukushi/keikaku/

介護保険事業計画推進委員会 23年７月～24年2月 ５回開催

市民意見の募集 23年12月～２４年１月 １７人から３１件の意見

http://www.city.sapporo.jp/koreifukushi/keikaku/

実態等調査（アンケート） 22年11月
・障がいのある方7千人を対象に実施。回収
率50.6%

意見交換会・出前講座 23年5月～9月
・障がい者団体との意見交換会3回
・市民との意見交換会2回

パブリックコメント 24年2月 16人（団体含む）から96件の意見。

策定会議 22年12月～24年1月 7回開催。

http://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/keikaku/index.html

アンケート 23年10月15,23日 子どもを対象に２回実施（計280人の回答）

シンポジウム 23年11月16日 71名参加

アンケート 23年11月16日 シンポジウム参加者に実施（45人の回答）

パブリックコメント 24年2月～3月 3人から4件の意見

策定専門委員会 23年１月～12月 計８回開催

http://www.city.sapporo.jp/eisei/tiiki/iryouplan/index.html

パブリックコメント 24年1～2月 17人から58件の意見

http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/shoku/kanshiplan/

札幌市厚別区もみじ台地域では、現在人
口の減少や少子高齢化の進展に伴う
様々な課題が発生してきていることから、
もみじ台地域にある既存資源を活用し、
時代の変化に応じた再構築を図ることを
目的に方針を策定する。

市民まちづくり局
都市計画部
地域計画課

011-211-2545

社会情勢の変化に応じた都市課題に対
応し、より一層「持続可能なｺﾝﾊﾟｸﾄ・ｼﾃｨ
への再構築」を推進するため、土地利用
計画制度の運用方針の見直しを行う。ま
た、それを踏まえて、具体的な土地利用
計画の見直しを行う。

市民まちづくり局
都市計画部
都市計画課

011-211-2506

アイヌ民族の誇りが尊重されるまちを実現
するため、札幌市アイヌ施策推進計画に
おける施策の進捗状況を把握し、その内
容等について検証する委員会。

市民まちづくり局
市民生活部
アイヌ施策課
011-211-2962

パンフレット「さっぽろのおサイフ」作成（改
訂）

財政局
財政部

企画調査課
011-211-2216

もみじ台地域の既存
資源活用方針

市民に対する説明責任を果たすとともに、
予算編成における透明性を確保するた
め、引き続き予算編成プロセスの情報公
開を推進し、市民からの意見を募集する。

予算編成（編成プロセス
の公開）

財政局
財政部
財政課

011-211-2212

障害者基本法及び障害者自立支援法に
基づき、障がいのある方の自立や社会参
加のための支援等について、その基本的
施策等を定めた。

保健福祉局
障がい保健福祉部

障がい福祉課
011-211-2936

老人福祉法及び介護保険法に基づき、
平成24～26年の３年間の主な福祉サービ
スの見込み量及び供給体制、また介護保
険事業の円滑な運営に関する必要な事
項を定める計画を策定する。

保健福祉局
高齢保健福祉部

高齢福祉課
011-211-2976

平成15年３月に「安心して暮らせるぬくも
りのある地域福祉社会」を実現することを
目的に策定した、地域福祉社会計画につ
いて改定を行う

保健福祉局
総務部
総務課

011-211-2932

保健所が行う食品関係施設に対する監視
指導や市民への啓発事業などの実施に
関する計画

保健福祉局
保健所

食の安全推進課
011-622-5174

今後の社会・経済環境の変化など、将来
を見据えためざすべき医療提供体制の実
現に向けた計画を策定した。 保健福祉局

保健所
医療政策課

011-622-5162

札幌市アイヌ施策
推進委員会

「土地利用計画制度
の運用方針」及び
「用途地域等の
全市見直し」

パンフレット
「さっぽろのおサイフ」

作成

第６期
札幌市高齢者保健

福祉計画・
第５期

札幌市介護保険
事業計画

さっぽろ障がい者
プラン（障がい者保健
福祉計画・障がい福祉

計画）

さっぽろ医療計画

平成24年度
札幌市食品衛生監視

指導計画

札幌市地域福祉
社会計画
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平成23年度　市民参加の実施結果

 市民参加実施結果
［政策・施策・事業名］

内容 実施結果  担当局部課実施時期市民参加の実施手法

外部委員会 23年6月～24年3月 本会議：１回　　専門部会：５回

http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/shoku

児童会館利用者
アンケート

２３年９月～２４年１月
・児童クラブ保護者対象：配布数7,238
　回収率77.5％

育
市民アンケート ２３年１１月～１２月

・1,500人を対象に無作為抽出で実施。
　回収率36.1％

住民ワークショップ ２４年２月～３月
・地域住民を対象としたワークショップ
　２回開催　計２３名参加

協議会（専門部会） ２３年１２月 ・1回開催

クラブ児童保護者及び保育園年長
組児童保護者アンケート

２３年６月
・公立保育園年長組児童保護者対象：配布
数827

事務折衝 通年 ・４回実施　各回５～６名程度参加

意見交換会 ２３年１０月 ・１回開催　200名程度参加

意見交換会 ２３年１２月～２４年３月 ・2回開催　各回10名程度参加

子どもボランティア説明会
でのワークショップ

23年9月17日 1回開催、29人参加

アンケート 23年10月1・2日 2日間で3,445人が参加

コールセンター対応履歴の活用 23年8月～10月 延べ844件

http://www.mini-sapporo.com/

委員会活動 23年10月８日～12月17日 8回開催　子ども議員：55人　サポーター：９人

本会議 24年１月６日
４つの委員会から市への提案と、未来のまち
づくりに関するキャッチフレーズを発表

子ども議員の支援

http://www.city.sapporo.jp/kodomo-mirai/kids/ikusei_gikai01.html

研修でのワークショップ 23年6月～7月 5回実施延べ56人参加（事業参加者14名が対象）

アンケート 23年8月 参加者及び保護者を対象に実施　全員より回収

http://www.city.sapporo.jp/kodomo/ikusei/l01_2.html

研修でのワークショップ 23年4月～23年9月 計９回実施、延べ61名参加

http://www.city.sapporo.jp/kodomo/ikusei/l01_2.html

研修でのワークショップ 24年3月10・20日 計２回、各10人参加

アンケート 24年4月 実施予定 参加者10人から回収予定

http://www.city.sapporo.jp/kodomo/ikusei/l01_2.html

平成23年2月に策定した「さっぽろ食の安
全・安心推進ビジョン」に基づく施策を効
果的かつ効率的に展開するため、その必
要性をはじめ、条例に制定について検討
する。

保健福祉局
保健所

食の安全推進課
011-622-5174

民間児童育成会の運営に関する諸課題
について、定期的に関係者と意見交換を
行うとともに、保護者や指導員を一堂に会
した意見交換会を開催する

子ども未来局
子ども育成部
子ども企画課
011-211-2982

児童クラブを利用している児童の保護者
や、近い将来児童クラブの利用が想定さ
れる保育園年長組児童の保護者の勤務
実態等を把握することで、今後の児童クラ
ブの開設方法（開設時間や対象学年等）
の検討を行う

子ども未来局
子ども育成部
子ども企画課
011-211-2982

今後の児童会館事業の方向性を定めて
いくために、児童会館の担うべき役割や
適正な整備手法など、そのあり方を検討
していく

子ども未来局
子ども育成部
子ども企画課
011-211-2982

市内の小学校３・４年生を対象とする参加
者が仮想のまちである「ミニさっぽろ市」で
の擬似的な就労体験により地域通貨の給
料を得て、消費生活等の市民体験を行っ
た。

子ども未来局
子ども育成部

子どもの権利推進課
011-211-2942

小学5年生から高校生までの子どもが市
政について学び、よりよくするための方法
等を考え、本会議で市長等に提案した。
子ども議員が提案をまとめる際、学生サ
ポーターが支援した。

子ども未来局
子ども育成部

子どもの権利推進課
011-211-2942

児童クラブの有料化について、関係者と
意見交換を行う

子ども未来局
子ども育成部
子ども企画課
011-211-2982

姉妹都市
少年交流事業

市内の中学生・高校生を対象とし、ホーム
ステイを基本に、相互に派遣と受入を行
い、各都市の伝統・生活文化、まちの特
徴を学ぶ各種プログラムを実施。23年度
はノボシビルスク市少年団、大田広域市
少年団を受入した。

子ども未来局
子ども育成部

子どもの権利推進課
011-211-2942

シンガポール
少年少女交流事業

市内の中学2年生を対象とし、ホームステ
イを基本に、相互に派遣と受入を行い、
中学校体験入学や市内視察等のプログラ
ムを実施。23年度はシンガポール少年団
の派遣を行った。

子ども未来局
子ども育成部

子どもの権利推進課
011-211-2942

大田広域市
少年交流事業

平成24年3月24～27日の期間、市内の中
学生10名が大田広域市を訪問。ホームス
テイ、中学校交流を行うなど、札幌市とは
異なる生活習慣、文化などを学んだ。
【23年度のみの単独事業】

子ども未来局
子ども育成部

子どもの権利推進課
011-211-2942

(仮称）食の安全・
安心推進条例

児童会館の
あり方検討

第３次さっぽろ
新まちづくり計画

民間児童育成会
の懸案事項等

児童クラブの有料化

こどものまち
ミニさっぽろ事業

子ども議会
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平成23年度　市民参加の実施結果

 市民参加実施結果
［政策・施策・事業名］

内容 実施結果  担当局部課実施時期市民参加の実施手法

市民団体等ヒアリング 24年2月26日
36人参加（内訳：市民団体10件19名、事業者
8件10名、研究機関2件2名、個人5名）

http://www.city.sapporo.jp/kankyo/biodiversity/plan.html

寄付 随時 合計約450万円の寄付があった

イベントへの参加 随時 計16回の会員対象イベントを実施

http://www.city.sapporo.jp/zoo/

市民会議 23年5月30日

23年8月4日

24年1月23日

http://www.city.sapporo.jp/zoo/

ツアーガイド 23年4月～11月
毎週土日及び祝日に「動物園の森散策タイ
ム」を実施

行事の企画・運営 23年4月～11月、冬期
上記のほか大人のみ対象の散策やスノー
シューでも散策を実施

http://www.city.sapporo.jp/zoo/

飼育動物の解説 通年
来園者へのポイントガイドや予約制のガイドツ
アーを実施

園内でのイベント実施 随時 ボランティア主催行事を随時実施

http://www.city.sapporo.jp/zoo/

パブリックコメント 23年11月～12月 6人・1団体から９件の意見

http://www.city.sapporo.jp/keizai/top/keikaku/senryaku.html

市民フォーラム 23年9月17日 440人参加

http://www.city.sapporo.jp/keizai/nogyo/

パブリックコメント 23年10月～11月 意見の提出なし。

http://www.sapporo-market.gr.jp/

検討会議 23年5月～12月 5回開催

http://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/news2/2011-05-02.html

観光案内所での活動 通年 153名参加

お気に入りの動物に家族のような愛着を
持っていただくため、支援を募る制度。
ファミリー（支援者）からいただいた会費
は、動物たちを育むエサ代として寄付して
いただく。「わたしの動物を動物園に預
かってもらっている」「わたしの家族に会い
に動物園へ行く」と思っていただけるよう、
入園者の皆様と動物園の新しい関係を提
案

環境局
円山動物園
経営管理課

011-621-1426

総合的・体系的な生物多様性保全の施
策を推進するため、本市の基本計画とな
る当戦略を策定する。

環境局
環境都市推進部

環境共生推進担当課
011-211-2879

（仮称）生物多様性
さっぽろ戦略

市民が支え市民が作る、市民が主役の動
物園を目指す。

環境局
円山動物園
飼育展示課

011-621-1426

円山動物園の森のツアーガイド及び運営
管理を行う。

環境局
円山動物園
経営管理課

011-621-1426

平成19年3月に策定した札幌市円山動物
園基本構想に沿った経営を行っているか
を念頭に確認を受け、基本構想に近づけ
るための提案・意見を聴取する。

経営状況・行事報告等について議論した。
環境局

円山動物園
経営管理課

011-621-1426

札幌市中央卸売市場
経営改革プラン

市場経営の健全化を図り、持続可能な市
場運営を行うとともに、時代の要請にも的
確に対応することを目的とした経営改革
プランを策定。

経済局
中央卸売市場

管理課
011-611-3111

さっぽろ農業の方向性を市民とともに考
え、「さっぽろ都市農業ビジョン」に基づく
今後の重点的な取組を検討する。

経済局
農政部
農政課

011-211-2406

平成23年1月に策定した「札幌市産業振
興ビジョン」のアクションプランの一つとし
て、ものづくり産業の振興を図るため、平
成23年度から平成27年度までの5年間に
札幌市が取組む施策を示している。

経済局
産業振興部

ものづくり産業課
011-211-2362

札幌市観光ボランティア

・大通公園観光案内所での活動（4月～
10月）
・北海道さっぽろ観光案内所での活動（通
年）
・雪まつり臨時観光案内所での活動（期間
中）

観光文化局
観光コンベンション部

観光企画課
011-211-2376

札幌市観光
まちづくりプラン

観光を通じた豊かなまちづくりを進めるた
めに策定する、今後5年間の事業実施計
画。

観光文化局
観光コンベンション部

観光企画課
011-211-2376

円山動物園
の森ボランティア

円山動物園ボランティア

札幌型
ものづくり振興戦略

さっぽろ都市農業
ビジョンの重点的な

取組

アニマルファミリー制度

市民動物園会議
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平成23年度　市民参加の実施結果

 市民参加実施結果
［政策・施策・事業名］

内容 実施結果  担当局部課実施時期市民参加の実施手法

作品の募集 23年8月1日～8月26日 2033作品が集まり、それを配布した

折り紙制作会の開催 23年8月1日 ９００作品が集まった。

会議開催 24年2月、24年3月 会議を2回実施

http://www.city.sapporo.jp/shimin/bunka/entaku/index.html

パフリックコメント 23年5月30日～7月1日 17人から32件の意見

http://www.city.sapporo.jp/shimin/bunkazai/houheikan.html

パブリックコメント 24年3月～4月 （平成24年度継続につき省略）

http://www.city.sapporo.jp/sports/sisetsu/index.html

パブリックコメント 23年12月～24年1月 6人から27件の意見

下水道モニター連絡会 23年12月 27人参加（対象者50人）

市営企業調査審議会
下水道部会

23年9月 11人参加

http://www.city.sapporo.jp/gesui/keieiplan/keieiplan2015.html

河川環境推進会議 24年1月 1回開催。

http://www.city.sapporo.jp/kensetsu/kasen/kankyoushishin/suisinkaigi.html

アンケート 23年8月～9月 アンケート回答数316人

http://www.city.sapporo.jp/toshi/takuchi/takubou/panel.html

住民説明会 23年12月～24年3月 5地区9回開催

http://www.city.sapporo.jp/toshi/takuchi/takubou/doshasaigaikeikaikuiki.html

札幌市住まいの協議会 23年12月～24年3月 本会議3回開催

http://www.city.sapporo.jp/toshi/jutaku/08osirase/koumoku/sumakyo.html

意見交換 24年3月 （仮称）札幌市カーリング場で北海道大学の

工学部で建築を専攻している学生を対象と

して現場見学会を実施した。

http://www.city.sapporo.jp/toshi/kenchiku/oshirase/h24/kengakukai.html

札幌文化芸術円卓会議

市民や芸術家等と、文化芸術の振興に関
し自由かつ率直に意見交換を行った。

観光文化局
文化部

市民文化課
011-211-2261

ＭＩＣＥおもてなし月間

折り紙作品を作成し、ＭＩＣＥに参加する
外国人観光客に配布するおもてなしの取
り組み

観光文化局
観光コンベンション部

観光企画課
011-211-2376

札幌市中央体育館
建設基本構想

老朽化が進んでいる中央体育館につい
て、建替えに向けての基本構想を策定す
る

観光文化局
スポーツ部
企画事業課

011-211-3044

豊平館保存活用
検討事業

現在主として市営結婚式場として活用し
ている重要文化財「豊平館」について、公
の施設として使用し続けるために耐震補
強及びバリア・フリー化の投資をするにあ
たり、今後の活用のあり方と必要設備を検
討する。

観光文化局
文化部

文化財課
011-211-2312

札幌市河川環境
推進会議

よりよい河川環境を保全・創出するため、
今後の札幌市の川づくりの方向性を示す
札幌市河川環境指針を平成20年度に策
定している。本指針が適切に推進されて
いるかを検証するため、「札幌市河川環境
推進会議」を開催した。

建設局
下水道河川部
河川事業課

011-818-3414

札幌市下水道事業
中期経営プラン2015

平成22年度に策定した札幌市下水道ビ
ジョン2020の実現に向けて、計画期間が
平成23年度から27年度までの5年間の、よ
り具体的な事業計画と財政計画を定めた
プランを策定する。

建設局
下水道河川部
経営管理課

011-818-3452

土砂災害警戒
区域等指定に係る

住民説明会

土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒
区域等指定（指定権者：北海道）のため、
北海道及び関連所管部（札幌市危機管
理対策室及び札幌市河川管理課）と連携
して住民説明会を開催。

都市局
市街地整備部

宅地課
011-211-2512

がけ地防災パネル展

がけ地防災パネル展来場者に対してアン
ケートを実施し、日頃の防災に対する意
識や備え等を調査。

都市局
市街地整備部

宅地課
011-211-2512

市有建築物の
工事現場見学会

次代を担う技術者を養成するための支援
として、工業高校・大学や専門学校の生
徒・学生を対象に工事現場見学会を開催
した。

都市局
建築部

建築保全課
011-211-2816

市営住宅使用料
減免制度の見直し

行財政改革プランの取組項目の１つであ
る市営住宅使用料減免制度の見直しを、
平成24年度中に行う。

都市局
市街地整備部

住宅課
011-211-2807
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平成23年度　市民参加の実施結果

 市民参加実施結果
［政策・施策・事業名］

内容 実施結果  担当局部課実施時期市民参加の実施手法

アンケート 未実施 ※建築部で検討の結果、平成23年度より

取り止め

アンケート 23年11月7日～11月10日 ４日間パネル展を実施し、375名の来場者が

あり、アンケート58人分を回収した。

http://www.city.sapporo.jp/toshi/kenchiku/oshirase/h24/paneru.html

パネル展への出展 24年3月11日～3月14日 耐震化コーナー来場者延べ人数：約1,000人

検討委員会 24年2月 1回開催

http://www.city.sapporo.jp/st/subway/barrier-free/barrier-free.html

市民ワークショップ 秋頃 9月28日～ 1月13日の間に、40町内会で

計40回、ワークショップ形式による懇談会

などを実施した

http://www.city.sapporo.jp/kensetsu/yuki/jigyou/fuyumichi/fuyumichi.html

市民ワークショップ 秋頃 10月1日～10月26日の間に、16町内会で

計6回、ワークショップ形式による懇談会

などを実施した

http://www.city.sapporo.jp/kensetsu/yuki/jigyou/fuyumichi/fuyumichi.html

出演候補者選考委員会 23年8月24日 東区内の音楽関係者から選定した委員により

24年2月15日 出演候補者を決定した。

市民ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 秋頃 9月16日～10月26日の間に、31町内会で

計6回、ワークショップ形式による懇談会など

を実施した。

http://www.city.sapporo.jp/kensetsu/yuki/jigyou/fuyumichi/fuyumichi.html

市民ワークショップ 秋頃 10月6日～11月3日の間に、6町内会で

計6回、ワークショップ形式による懇談会

などを実施した

http://www.city.sapporo.jp/shiroishi/shisetsu/doboku/fuyumichi/index.html

市民ワークショップ 23年8月～11月 6町内会で計8回開催、延べ89人参加

http://www.city.sapporo.jp/kensetsu/yuki/jigyou/fuyumichi/fuyumichi.html

建築部パネル展
の開催

東日本大震災における被災地の状況や
札幌市の災害復旧支援活動の内容、「市
有建築物の耐震化、防災拠点としての機
能強化への取組」などを紹介したパネル
展を開催し、市民への情報提供を行うとと
もに、市民の意識調査を行うために、アン
ケート調査を実施した。

都市局
建築部

建築保全課
011-211-2816

市有建築物の
施設利用者アンケート

市民が利用しやすい施設づくりを推進し、
市民からの意見を集めるため、施設所管
部と連携を取りながら、施設利用者アン
ケートを行う。

都市局
建築部

建築保全課
011-211-2816

満足度の高い雪対策を実現するため、市
民に対し、あらゆる場・機会を通じた情報
発信を行うとともに、市民参加のもと、地域
ごとの課題解決に向けた各種取組みを行
う。

中央区
土木部

維持管理課
011-614-5800

地域と創る冬みち事業

平成22年度までに地下鉄駅の全駅（49
駅）及び主要な交通局バスターミナルの
バリアフリー化を実現する。
その整備手法は、公共交通機関旅客施
設の移動円滑化整備ガイドラインを目安と
して整備を行うが、整備項目について、
「地下鉄駅等バリアフリー化検討委員会」
を設置し、関係福祉団体や専門的立場の
方々から意見を伺い、可能な限り整備計
画に反映させることでより実効性のある整
備とする。

交通局
高速電車部

業務課
011-896-2742

札幌市防災パネル展
における建築物の
耐震化の紹介

地下鉄駅等の
バリアフリー化計画

3月11日より開催した札幌市防災パネル
展において、地震時における古い建物の
被害事例や耐震化の進め方、耐震化に
関する補助制度を紹介

都市局
建築指導部

建築安全推進課
011-211-2867

毎月1回、東区民センターロビーにて30分
程度のコンサートを実施した。

東区
市民部

地域振興課
011-741-2400

東区民センター
ロビーコンサート

満足度の高い雪対策を実現するため、市
民に対し、あらゆる場・機会を通じた情報
発信を行うとともに、市民参加のもと、地域
ごとの課題解決に向けた各種取組みを行
う。

北区
土木部

維持管理課
011-771-4211

地域と創る冬みち事業

厚別区
土木部

維持管理課
011-897-3800

地域と創る冬みち事業

満足度の高い雪対策を実現するため、市
民に対し、あらゆる場・機会を通じた情報
発信を行うとともに、市民参加のもと、地域
ごとの課題解決に向けた各種取組みを行
う。

白石区
土木部

維持管理課
011-864-8125

地域と創る冬みち事業

満足度の高い雪対策を実現するため、市
民に対し、あらゆる場・機会を通じた情報
発信を行うとともに、市民参加のもと、地域
ごとの課題解決に向けた各種取組を行
う。

東区
土木部

維持管理課
01-781-3521

地域と創る冬みち事業

現在の本市除排雪の実態について住民
理解を深める。また、地域課題の解決に
向け、地域の実情に合った除雪手法等を
住民・行政・除雪事業者で検討し、出来る
ことから実践する。
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平成23年度　市民参加の実施結果

 市民参加実施結果
［政策・施策・事業名］

内容 実施結果  担当局部課実施時期市民参加の実施手法

市民ワークショップ 秋頃 9月10日～11月24日の間に、36町内会で

計10回、ワークショップ形式による懇談会

などを実施した。

http://www.city.sapporo.jp/kensetsu/yuki/jigyou/fuyumichi/fuyumichi.html

市民ワークショップ 23年6月～11月
　単位町内会ごとに、ワークショップ形式によ
る懇談会を開催。８町内会で実施、参加総数

アンケート 23年7月 ～10月
　昨年度に懇談会を開催した10町内会
（4,477世帯）を対象に実施。回収率は32.5％

出前講座 23年11月～12月
　小学校を対象とした出前講座を８校で開
催。参加児童は467名。

http://www.city.sapporo.jp/kensetsu/yuki/jigyou/fuyumichi/fuyumichi.html

市民ワークショップ 平成23年10～11月 10月15日～11月1日の間に31町内会を対象

に各1回ワークショップ形式及び出前講座方

式により懇談会を開催した。

（延べ53名参加）

http://www.city.sapporo.jp/kensetsu/yuki/jigyou/fuyumichi/fuyumichi.html

市民ワークショップ 23年10月～24年3月 ３回開催、各20人程度参加

出前講座 23年12月3日 57人参加

アンケート 24年2月 500人を対象に実施

http://www.city.sapporo.jp/kensetsu/yuki/jigyou/fuyumichi/fuyumichi.html

市民ワークショップ 秋頃 10月19日～11月10日の間に、33町内会を

対象に計8回、ワークショップ形式による懇談
会

を実施した。

http://www.city.sapporo.jp/kensetsu/yuki/jigyou/fuyumichi/fuyumichi.html

協議会 23年8月～24年2月 各校3回実施。

住民説明会 23年12月、24年3月 各校2回実施。計45人参加。

児童へのアンケート 24年1月
各校の5年生及び6年生を対象に実施（東札
幌小学校約200人、南郷小学校約180人）。

教育委員会
生涯学習部

計画課
011-211-3835

学校施設改築事業

現在の本市除排雪の実態について住民
理解を深める。また、地域課題の解決に
向け、地域の実情に合った除雪手法等を
住民・行政・除雪事業者で検討し、出来る
ことから実践する。

清田区
土木部

維持管理課
011-888-2800

地域と創る冬みち事業

満足度の高い雪対策を実現するため、市
民に対し、あらゆる場・機会を通じた情報
発信を行うとともに、市民参加のもと、地域
ごとの課題解決に向けた各種取組みを行
う。

豊平区
土木部

維持管理課
011-851-1681

地域と創る冬みち事業

現在の本市除排雪の実態について住民
理解を深める。また、地域課題の解決に
向け、地域の実情に合った除雪手法等を
住民・行政・除雪事業者で検討し、出来る
ことから実践する。

西区
土木部

維持管理課
011-667-3201

東札幌小学校及び南郷小学校改築の基
本設計にあたって、保護者や地域住民の
代表者等と協議しながら計画案を作成す
るとともに、保護者や地域住民への住民
説明会及び児童へのアンケート等により
意見を募集し、設計に反映させた。

満足度の高い雪対策を実現するため、市
民に対し、あらゆる場・機会を通じた情報
発信を行うとともに、市民参加のもと、地域
ごとの課題解決に向けた各種取組みを行
う。

手稲区
土木部

維持管理課
011-681-4011

地域と創る冬みち事業

現在の本市除排雪の実態について住民
理解を深める。また、地域に会った除雪
手法塔を住民・行政・除雪事業者で検討
し、できることから実践する。

南区
土木部

維持管理課
011-581-3811

地域と創る冬みち事業

地域と創る冬みち事業
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