
平成24年度　市民参加の実施結果

アンケート調査 24年12月

平成２４年度第２回市民アンケート（2012.12.3
～2013.12.28実施）札幌市全域１８歳以上の
男女10,000人対象、5,025通回収（回収率
50.3％）

パブリックコメント 24年12月～1月 意見件数：53件（個人4名、団体1団体）

パブリックコメント 24年12月～1月 意見件数：26件（個人9名、団体3団体）

行政評価委員会 24年5月～25年1月 委員会（ヒアリング等を含む）12回開催

市民ワークショップ 24年9月
無作為抽出した3,000人の市民を対象に募集
を行い、78名が参加。2テーマについて、事前
説明会及びワークショップを実施。

行政評価に関するアン
ケート

通年 HPにて随時アンケートを実施。回答数0件

指標達成度調査 25年2月
無作為抽出した5,000人の市民を対象に実
施。
有効回答件数1,977件、有効回収率：39.5%

アンケート 24年4月～25年3月 大人50、子ども6人のモニターを対象に実施

会議 24年9月 大人19人

研修 24年10月～12月
５回実施。参加者31人（市民16人、職員15
人）。

懇談会 24年7月、12月 2回開催（平成23年度からの全４回）

カフェミーティング 24年6月30日 参加者100人（日本人６４人外国人３６人）

ワークショップ 25年2月23日 2000人に参加案内を送付し、31人が参加

札幌市国際戦略プラン

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

市民による集中評価会議

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。

http://www.city.sapporo.jp/shimin/jichi/gugenka/hyoukakaigi/top.html

広報モニター、子ども広報
モニター調査

市民と共に学ぶまちづくり
推進事業

広報さっぽろ、広報番組、ホームページへ
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。

内容

HPアドレス

行政評価制度
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。

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

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、前年度構築したモデ
ルに沿って、継続して実施する。

市民参加の実施方法 実施時期 実施結果
担当局部課

危機管理対策室
危機管理対策部
危機管理対策課
011-211-3062

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

総務局
国際部
交流課

011-211-2032

総務局
自治研修センター

011-866-3666

2002年10月に策定した「札幌市国際化推
進プラン」を抜本的に改訂し、総合的な国
際戦略をとりまとめる。

市民参加実施結果
[政策・施策・事業名]

市長政策室
改革推進部

推進課
011-211-2061

市長政策室
広報部
広報課

011-211-2036

危機管理意識調査

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、総）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。

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

地域防災計画（原子力災
害対策編）策定

幅広い立場から意見を集約し札幌市の実情に
合った計画とするため、パブリックコメントを実
施する。

札幌市避難場所基本計画
策定

幅広い立場から意見を集約し札幌市の実情に
合った計画とするため、パブリックコメントを実
施する。

危機管理対策室
危機管理対策部
危機管理対策課
011-211-3062

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

危機管理対策室
危機管理対策部
危機管理対策課
011-211-3062

http://www.city.sapporo.jp/kikikanri/
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平成24年度　市民参加の実施結果

内容

HPアドレス

市民参加の実施方法 実施時期 実施結果
担当局部課

市民参加実施結果
[政策・施策・事業名]

市民自治推進会議 24年7月～25年3月 5回開催

本部委員会
年３回程度

(24年4月～25年3
月）

1回実施（H24.5.17）

事業検討部会
年６回程度

（24年4月～25年3
月）

2回実施（H24.11.13、H25.3.27）

審査部会
年１２回程度

（24年4月～25年3
月）

助成事業の審査について、11回実施

男女共同参画審議会 24年６～10月頃 総会4回開催

パブリックコメント 24年12月～25年１月意見42件

検討会 24年9月～25年３月 ３回開催

利活用ワーキング 24年11月～25年3月５回開催

アンケート 24年4月～5月頃 無作為抽出した1000人に送付し、４０９の回答

審議会 24年5月～8月 本会１回、部会３回実施

パブリックコメント 24年11月～12月 意見2件

パブリックコメント
25年3月11日

～4月9日
実施中

意見交換会 25年3月14日 59名参加

パブリックコメント 24年11月～24年12月 意見提出者199人、意見項目120項目

出前講座（中学校） 24年10月
屯田中学校及び陵北中学校の３年生計９クラ
スにて実施

高校生体験学習 24年8月～9月
市立高等学校（6校）の1・2年生の希望者48名
参加

出前講座 24年12月、25年2月
まちづくりセンター2カ所で、「さっぽろのおサイ
フ」

を使用して市の財政状況について情報提供を

行い、その際にアンケートを実施した。

市民ワークショップ 24年4～5月 2回実施。各16名参加。

市民ワークショップ 25年2～3月 3回実施。各5名参加。

http://www.city.sapporo.jp/keikaku/kougai/makomanai/shishinanpabukome.html

市民まちづくり局
地域振興部

区政課
011-211-2252

http://www.city.sapporo.jp/shimin/chiiki-bohan/bohaijourei.html

真駒内駅前地区まちづくり
指針

南区及び真駒内地域の課題に対応すると
ともに、多様な地域資源を活かしたまちづ
くりを先導する取組として駅前地区の再生
を図るため、駅前地区のまちづくりの目標
と取組の方向を示すため策定する。

市民まちづくり局
都市計画部

地域計画課調整担
当

011-211-2545

暴力団の排除の推進に関
する条例

市民まちづくり活動促進
テーブル

市民自治推進会議
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。

http://www.city.sapporo.jp/shimin/jichi/gugenka/suisinkaigi/top.html

暴力団の排除に関する施策等について定
めるもの

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。

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

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

予算編成（編成プロセスの
公開）

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。

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

パンフレット「さっぽろのお
サイフ」作成

財政状況を市民向けに解説する広報パン
フレット「さっぽろのおサイフ」を市民意見を
反映しつつ改訂する。

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

中央図書館元気カフェ整
備事業

中央図書館1階ロビーに設置する元気カ
フェの基本計画作成や販売促進品のデザ
イン制作等に伴い、市民参加のワーク
ショップを実施する。

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

男女共同参画計画

　「男女共同参画さっぽろプラン（第２次）」
の計画期間が平成24年度をもって終了す
るため、引き続き男女共同参画に関する施
策を総合的・計画的に推進するため、25年
度以降の次期計画を策定する。

白石区役所などの公共施設を地下鉄白石
駅に隣接する市有地（南郷通1丁目南）に
移転し、複合庁舎として整備する（平成24
年度は基本設計）。

白石区複合庁舎等整備事
業

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

市民まちづくり局
市民自治推進室

市民活動促進担当
課

011-211-2964

市民まちづくり局
市民生活部

男女共同参画課
011-211-2962

市民まちづくり局
地域振興部

区役所整備担当課
011-211-2176

財政局
財政部

企画調査課
011-211-2216

財政局
財政部

企画調査課
011-211-2216

保健福祉局
障がい保健福祉部

障がい福祉課
011-211-2936
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内容

HPアドレス

市民参加の実施方法 実施時期 実施結果
担当局部課

市民参加実施結果
[政策・施策・事業名]

食育推進会議 24年7月～9月 3回開催

パブリックコメント 25年1月～2月 4人から10件の意見

イベント開催 ３月25日 825名の参加を得た

アンケート ３月25日 116名より回答を得た

パブリックコメント 25年1月～2月頃 ５人から20件の意見

推進委員会 24年4月～11月 3回開催（4月、9月、11月）

関係団体（消費者を含
む。）懇談会

24年7月25日 12団体・市民モニター5名と意見交換

パブリックコメント 24年9月～10月 6人から14件の意見

動物関係団体からの推薦 25年1月
２団体から計１５名推薦いただき、全員を推進
員として委嘱

一般公募 25年１月
応募者33名のうち、面接等の選考を行い22名
に推進員を委嘱

協議会 24年4月～25年3月
４回実施。国保会計予算・決算および重要計
画の審議。

アンケート ３月 1930名より回答を得た。

協議会 4月～10月 4回開催、延べ29名の委員が参加

市民ワークショップ 11月 3回開催、小学生44名・高校生5名が参加

市民ワークショップ 12月 10回開催、150組の児童及び保護者が参加

講演会 11月
3回開催、民間児童育成会を含む701名の指
導員が参加

http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/qq7199/

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

札幌市食育推進計画

札幌市の特性をいかした食育を、総合的
かつ計画的に推進するため、平成20年に
５か年計画で策定した計画。「食育推進会
議」において、この計画の進捗状況の把
握、改定に向けての検討をする。

http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/syokuiku/s01suisin.html

救急安心センターさっぽろ
の開設準備

看護師などが、急に具合が悪くなった方の
相談に応じ、対応方法や受診先などにつ
いて助言を行う、救急医療の電話相談窓
口を開設する。

http://www.city.sapporo.jp/kodomo/ikusei/l01_6.html

平成25年度札幌市食品衛
生監視指導計画

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

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

仮称）食の安全・安心推進
条例

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」に基づく施策等を効率的
かつ効果的に展開するため、食の安全・安
心に係る新たな条例の制定を目指す。

札幌市動物愛護推進員制
度

地域における犬やねこ等の動物の愛護の
推進に熱意と見識を有する者を推進員とし
て委嘱し、行政と連携・協力を取ることによ
り、動物の愛護及び適正飼養の推進を図
る。

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

児童会館のあり方検討
　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する。

児童のための自殺予防人
材養成事業

児童の健全育成に関わる職員が、児童の自殺
予防に関する正しい知識を身につけることで、
適切に対処し、未然に防ぐ術を学ぶ。さらに、
保護者を含む地域全体で子どもを“守る”ことの
意味について、今一度考える機会及び共に繋
がり協力する体制をつくる。

保健福祉局
保健所

健康企画課
011-622-5151

保健福祉局
保健所

医療政策課
011-622-5162

保健福祉局
保健所

食の安全推進課
011-622-5174

保健福祉局
保健所

食の安全推進課
011-622-5174

保健福祉局
保健所

動物管理センター
011-736-6134

子ども未来局
子ども育成部
子ども企画課
011-211-2982

子ども未来局
子ども育成部
子ども企画課
011-211-2982

「さっぽろ医療計画」の目標のひとつである
「地域と結びついた医療の強化」に向け、
医療機関相互や介護分野などとの連携推
進を支援する。

保健福祉局
保健所

医療政策課
011-622-5162

国民健康保険運営協議会
国民健康保険法第１１条に基づく必置機
関であり、国保事業の運営に関する事項
の審議等を行う。

保健福祉局
保健医療部
保険年金課

011-211-2944

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

http://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/kokuho/unkyou.html

地域医療連携推進事業
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内容

HPアドレス

市民参加の実施方法 実施時期 実施結果
担当局部課

市民参加実施結果
[政策・施策・事業名]

委員会 年5回 委員会を年5回実施

子どもボランティア説明
会でのワークショップ

24年9月 1回実施し、48人が参加

アンケート 24年9月 2日間で3,414人が参加

コールセンター対応履
歴の活用

24年8月～10月 延べ755件

委員会活動 24年10月6日～12月8日 7回開催　子ども議員：68人　サポーター：14人

本会議 25年1月8日 6つの委員会から市へ提案を行った

子ども議員の支援 24年10月～1月

研修でのワークショップ 24年3月～5月
4回実施し、延べ45名が参加（事業参加者14
名が対象）

アンケート 24年6月 参加者14名を対象に実施

研修でのワークショップ 24年6月～7月
4回実施し、延べ38名が参加（事業参加者10
名が対象）

アンケート 24年9月 参加者10名を対象に実施

検討協議会 年３回 ３回開催

アンケート調査 24年10月 2,850人を対象に実施、回収率39.1％

環境審議会 随時 審議会２回、生物多様性部会４回

パブリックコメント
24年12月25日～

25年1月31日
意見提出者：27名、意見件数：133件

シンポジウム 25年1月21日 参加者：105名

寄付 通年 合計約430万円の寄付を受領

イベントへの参加 随時 計17回の会員対象イベントを実施

アニマルファミリー制度

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。

　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
当ビジョンを策定した。

http://www.city.sapporo.jp/kodomo/kosodate/boshi_keikaku.html

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する。今年度
はノボシビルスク市へ派遣した。
　

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

札幌市ひとり親家庭等自立
促進計画

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

生物多様性さっぽろビジョ
ン

　母子及び寡婦福祉法や「母子家庭及び
寡婦の生活の安定と向上のための措置に
関する基本的な方針」を踏まえ、ひとり親
家庭等に対する総合的な支援策を進める
ための計画を策定する。

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

http://www.city.sapporo.jp/kodomo/kenri/kenriiinkai.html

http://www.city.sapporo.jp/kodomo/kenri/katsudo.html  

子どもの権利委員会
子どもの 善の利益を実現するための権
利条例に基づき、子どもの権利に関する施
策の検証を行う。

こどものまちミニさっぽろ事
業

　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う。

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

子ども議会

　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する。
子ども議員が提案をまとめる際、学生サ
ポーターが支援する。

シンガポール少年少女交
流事業

　市内の中学2年生（受入時は中学3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する。今年度
はシンガポール少年団の受入を行った。

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

子ども未来局
子ども育成部

子どもの権利推進課
011-211-2942

子ども未来局
子ども育成部

子どもの権利推進課
011-211-2942

子ども未来局
子ども育成部

子どもの権利推進課
011-211-2942

子ども未来局
子ども育成部

子どもの権利推進課
011-211-2942

子ども未来局
子ども育成部

子どもの権利推進課
011-211-2942

子ども未来局
子育て支援部
子育て支援課
011-211-2988

環境局
環境都市推進部

環境共生推進担当
課

011-211-2879

環境局
円山動物園
経営管理課

011-621-1426
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平成24年度　市民参加の実施結果

内容

HPアドレス

市民参加の実施方法 実施時期 実施結果
担当局部課

市民参加実施結果
[政策・施策・事業名]

市民会議 3～4か月に1度 ５月、10月、２月に開催

ツアーガイド 24年4～11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 24年4～11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

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

アンケート ６月
平成24年度第1回市民アンケートや電子メー
ル・FAX等による意見募集を実施

市民フォーラム 24年10月27日 80人参加（定員80名）

パブリックコメント 24年4月～5月頃 実施せず

観光案内所での活動
4月27日～10月31

日
各案内所において、172名の観光ボランティア

通年 が交代で参加し観光案内を実施した。

2月5日～2月11日

新規募集 4月2日～4月23日 応募61名、登録42名

折り紙作品の募集
24年5月1日～7月

31日
札幌市民から約17000作品の応募があり、

宿泊施設で外国人の方々に配布を行った。

折り紙制作会 24年7月30日 地下歩行空間で折り紙の制作会を実施した。

会議開催 24年4月～25年2月 全6回会議を行った

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

市民参加型さっぽろ元気
ファームモデル事業

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。

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

ＭＩＣＥおもてなし月間

ゾウ導入検討調査

ゾウ飼育の新たな方法や施設整備・費用
について検討するとともに、ゾウの海外から
の導入に関する調査や市民アンケートなど
を実施する。

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

円山動物園ボランティア
市民が支え市民が作る、市民が主役の動
物園を目指す。

円山動物園の森のツアーガイド及び運営
管理を行う。

外国人観光客に対して市民手作りの折り
紙作品を宿泊施設をとおして配布する。

体験農園など市民参加型の農業との関わ
り方について考える機会とする。

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

・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）
・新規募集

札幌市観光まちづくりプラ
ン

札幌市観光ボランティア

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。

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

環境局
円山動物園
飼育展示課

011-621-1426

環境局
円山動物園
飼育展示課

011-621-1426

経済局
農政部
農政課

011-211-2406

観光文化局
観光コンベンション

部
観光企画課

011-211-2376

観光文化局
観光コンベンション

部
観光企画課

011-211-2376

観光文化局
観光コンベンション

部
観光企画課

011-211-2376

観光文化局
文化部

市民文化課
011-211-2261

市民動物園会議

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。

円山動物園の森ボランティ
ア

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

環境局
円山動物園
経営管理課

011-621-1426

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

環境局
円山動物園
経営管理課

011-621-1426
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平成24年度　市民参加の実施結果

内容

HPアドレス

市民参加の実施方法 実施時期 実施結果
担当局部課

市民参加実施結果
[政策・施策・事業名]

パブリックコメント 24年5～6月 7人から18件の意見

市民スタッフ 24年4～9月 157名が参加（定員なし）

市民アンケート 24年7月～8月 18歳以上の市民3,000人対象、回収率32.6%

市民懇話会 24年9月
アンケート回答者のうち希望者97人対象、66
人参加

関係団体ヒアリング 24年9月
62団体を対象に、グループヒアリング4回、個
別ヒアリング5回実施、47団体参加

札幌市スポーツ推進審議会 24年7月 1回開催

パブリックコメント
平成24年3月

～平成24年4月
1,000部配布し、64件の意見

アンケート 24年8月 市政世論調査で実施（対象1500人、回収率81.9%）

市民意見募集 24年8月
広報さっぽろ8月号にて意見募集、126名から
意見回答

シンポジウム 24年10月29日 102人参加（定員200名）

河川環境推進会議 25年1月 1回開催

アンケート 24年8月～9月 アンケート回答数２０５人

説明会 24年８月～11月 3地区5回開催

札幌市住まいの協議会 24年4月～24年5月 本会議３回開催

アンケート 夏頃
9/14～9/28　5,000世帯に送付（回答数
2,215世帯）

埋蔵文化財センター
展示室更新事業

埋蔵文化財センター展示室の全面的更新
を行うため、平成23年度にとりまとめた基本
方針案についてパブリックコメントを実施
し、基本方針を策定する。

http://www.city.sapporo.jp/kankobunka/maibun/

サッポロ・シティ・ジャズに
おけるボランティアスタッフ

の募集

サッポロ・シティ・ジャズの事務局運営補
助・会場運営補助・撮影などの業務を担う
ボランティアスタッフを募集し、事業の運営
に参加してもらう。

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」を開催する。

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

札幌市スポーツ推進計画

平成１５年に策定された札幌市スポーツ振
興計画を改定し、今後１０年間（予定）の札
幌市のスポーツ行政の指針となるべき計画
を策定する。

札幌市河川環境推進会議

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

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
ケーを実施し、日頃の防災に対する意識
や備え等を調査。

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

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。

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

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。

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

総合的な駐輪対策の推進

H23.6に策定した「自転車利用総合計画」
を実現するために、重点地区である都心
部で行う駐輪対策について市民からの意
見を募集する

観光文化局
文化部

文化財課
011-512-5430

観光文化局
文化部

市民文化課
011-211-2261

観光文化局
スポーツ部
企画事業課

011-211-3044

建設局
総務部

自転車対策担当課
011-211-2456

建設局
下水道河川部
河川事業課

011-818-3414

都市局
市街地整備部

宅地課
011-211-2512

都市局
市街地整備部

宅地課
011-211-2512

都市局
市街地整備部

住宅課
011-211-2807

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

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

施設課
011-211-3045
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平成24年度　市民参加の実施結果

内容

HPアドレス

市民参加の実施方法 実施時期 実施結果
担当局部課

市民参加実施結果
[政策・施策・事業名]

アンケート 25年2月13日～ ３日間の実施期間で299名の来場があり、うち

25年2月15日 154件のアンケート回答があった。

パブリックコメント
24年9月～24年10

月
４人から６件の意見があり、プランの記載を一
部修正

札幌市営企業調査審
議会病院部会

24年10月４日 審議を踏まえ、プランの記載を一部修正

市民ワークショップ 秋頃 9月12日～ 12月3日の間に、38町内会で

計38回、ワークショップ形式による懇談会

などを実施した

市民ワークショップ 24年10月～11月 12回開催、31町内会、174名出席

市民ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 24年8月～10月 8回開催、163名が参加

選考委員会 25年2月28日 東区民を中心とした聴衆からアンケートにより

意見を聴取し、音楽ジャンルを決定した後、

東区内の音楽関係者から選定した委員により

出演候補者を決定した。

市民ワークショップ 秋頃 10月2日～12月8日の間に、14町内会で

計7回、ワークショップ形式による懇談会

などを実施した

市民ワークショップ 24年11月 ２連合町内会で２回開催、計３４名参加

市民ワークショップ 8月 ～ 10月 8月22日～10月10日の間に、71町内会で

計11回、ワークショップ形式による懇談会

などを実施した。また、当日欠席した町内会

などに対して「冬みち通信」の配布を行った。

http://www.city.sapporo.jp/hospital/overview/plan/stageup/index.html

市立札幌病院ステージアッ
ププラン

医療提供体制の強化・充実に加えて、今
後の経営課題に着実に対応しながら、健
全で計画的な財政運営を図ることを目的と
した経営計画を策定する。

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

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。

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

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。

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

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。

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

東区民センターロビーコン
サート出演候補者選考委

員会

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。

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。

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

毎月一回、東区民センターで行っている
「ロビーコンサート」の出演候補者の選定を
行う

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。

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

中央区
土木部

維持管理課
011-614-5800

都市局
建築部

建築保全課
011-211-2816

病院局
経営管理部
経営企画課

011-726-2211
内線2144

北区
土木部

維持管理課
011-771-4211

東区
土木部

維持管理課
011-781-3521

東区
市民部

地域振興課
011-741-2429

白石区
土木部

維持管理課
011-864-8125

厚別区
土木部

維持管理課
011- 897-3800

豊区
土木部

維持管理課
011-851-1681

建築部パネル展「環境と防
災について」

「都市局実施プラン」の 重点項目である
「市有建築物の防災機能の強化」や「環境
負荷低減に向けた取組」について、学校耐
震改修の取組状況や環境負荷低減に配
慮した取組を紹介するパネル展を開催し
た。

http://www.city.sapporo.jp/toshi/kenchiku/kankyou/paneru24.html
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平成24年度　市民参加の実施結果

内容

HPアドレス

市民参加の実施方法 実施時期 実施結果
担当局部課

市民参加実施結果
[政策・施策・事業名]

市民ワークショップ 10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。9町内会で実施、参加総数は

名
アンケート 7月 ～ 8月

　昨年度に懇談会を開催した7町内会（2,778
世帯）を対象に実施。回収率は41.1％

出前講座 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489名。

市民ワークショップ 24年9月～10月 40町内会を対象に7回開催、延べ58名参加

市民ワークショップ 24年10～11月 5回開催、87人参加

市民ワークショップ 24年9～11月 9月18日～11月8日の間に、34町内会を

対象に計9回、ワークショップ形式による懇談

会を実施した。

協議会 24年8月～25年3月 屯田小４回、中島中４回、啓明中５回開催

住民説明会 25年１月、3月 各校２回、計６回開催（延べ人参加）

児童生徒からの意見聴取 25年2月 0人を対象に実施、回収率0.0％

パブリックコメント 12月～1月 12人（個人10、団体2）から80件の意見

地域と創る冬みち事業

札幌市議会基本条例

http://www.city.sapporo.jp/gikai/html/gikaikihonjyorei.html

　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。

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

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。

現在の本市除排雪の実態について説明
し、住民理解を深めるとともに、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、可能な取り組みを実施した。

地域と創る冬みち事業

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

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

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。

地域と創る冬みち事業

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

二元代表制における本市議会と本市議会
議員の役割等を明らかにするとともに、本
市議会に関する基本的事項を定めること
により、市民の負託に基づき、市の発展と
市民福祉の向上に寄与することを目的とし
て制定した。

手稲区
土木部

維持管理課
011-681-4011

清田区
土木部

維持管理課
011-888-2800

南区
土木部

維持管理課
011-581-3811

議会事務局
政策調査課

011-211-3164

西区
土木部

維持管理課
011-667-3201

学校改築事業

屯田小学校、中島中学校及び啓明中学校
の改築基本設計にあたり、学校関係者や
保護者、地域住民の代表等からなる検討
協議会における協議、住民説明会の開催
並びに議事録の閲覧等により、保護者や
地域住民への情報提供を行うとともに、意
見、要望等を募集する。また、児童生徒へ
のアンケートを実施し、施設づくりに反映さ
せる。

教育委員会
生涯学習部

計画課
011-211-3835
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