
行政評価委員会 H27年5月～12月 委員会7回開催（ヒアリングを含む）

指標達成度調査 H28年2月

アンケート H27年4月～28年3月 大人50人、子ども6人

会議 H27年9月 大人19人参加

アンケート（全４種類） H27年3月～5月

①結婚及び出産・育児に関する意識調

査 有効回答数1,600

②出産・育児に関する意識調査　有効回

答数1,536

③社会移動及び人口減少に関する意識

調査 有効回答数3,655

④地元就職促進施策検討調査 有効回

答数1,023

学生ワークショップ H27年5月 市内大学に通う大学生や大学院生19人

市民ワークショップ H27年7月 第１回52人、第２回53人

パブリックコメント H27年11月～12月 意見提出者数67人、意見数142件

さっぽろ未来人材ワー

クショップ

H27年12月

市内大学に通う学生や市内企業に勤め

る若手社員 18人

高校生ワークショップ H27年12月 札幌旭丘高等学校生徒会17人

子ども出前講座 H27年10月13日～11月11日

【実施校】小学校４校、中学校２校、高校

１校

【参加者数】小学生334人、中学生34人、

高校生17人

若年層向けワーク

ショップ

（WAKAMONOワー

クショップ）

H27年10月27日

【対象】おおむね25歳以下の大学生など

【参加者数】32人

パブリックコメント H27年10月13日～11月24日 99人から239件の意見

キッズコメント H27年10月13日～11月24日 1,189人から1,926件の意見

ワークショップ H27年9月～11月

幌北・発寒のまちづくりセンターで計5回

実施。91人参加。

アンケート H27年12月～28年3月

実証実験参加者を対象に実施、回答数

147件。

平成27年度　市民参加の実施結果一覧

アンケート調査 H27年12月

防災・危機管理意識調

査

基幹避難所である市立小中学校を会場

に、施設確認や避難所運営ゲーム（ＨＵ

Ｇ）等を通じて、避難場所開設の的確な

初動対応と基本的行動の確認を行い、

受講者（区職員、学校職員及び地域住

民）の防災意識と災害対応能力向上を

図るために実施（年間20回：各区２回）

地域住民184名参加

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、アン

ケート調査を行う。

平成27年度避難場所運

営研修

まちづくり政策局

政策企画部

政策調整課

011-211-2206

危機管理対策室

危機管理対策部

危機管理対策課

011-211-3062

危機管理対策室

危機管理対策部

危機管理対策課

011-211-3062

研修参加

会場となる市立小

中学校の夏期休

暇又は冬期休暇

期間中

2テーマを対象に、ワークショップを実施。

無作為抽出した3,000人の市民を対象に

募集を行い、41名が参加。

H27年8月～9月市民ワークショップ

まちづくり政策局

政策企画部

各課

総務局

行政部

改革推進室

推進課

011-211-2061

総務局

広報部

広報課

011-211-2036

まちづくり政策局

ICT戦略・創造都市推

進担当

011-211-2136

担当局部課

電話番号

実施結果市民参加の実施方法 実施時期

HPアドレス

条例、計画、事業等の名称 内容

行政評価制度

全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、効率性などの評価を実施する。

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

広報モニター、

子ども広報モニター調査

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。

さっぽろ未来創生プラン

国における「まち・ひと・しごと創生法」の

施行を受け、今後見込まれる人口の減

少に対応するための札幌市版人口ビ

ジョン・総合戦略を策定。（平成28年１月

策定）

http://www.city.sapporo.jp/kikaku/miraisousei/miraisousei.html

まちづくり戦略ビジョン

アクションプラン2015

平成27～31年度までの5年間を計画期

間とし、上位計画「札幌市まちづくり戦略

ビジョン」を実現するための「中期実施計

画」として、本市の行財政運営や予算編

成の指針となる「まちづくり戦略ビジョン・

アクションプラン2015」を策定した。

http://www.city.sapporo.jp/chosei/actionplan2015.html

平成27年度ポイント制度

を活用した地域活動へ

の住民参加促進に関す

る調査研究

地域ポイント制度について、市民の地域

貢献活動等への参加促進という事業目

的に合致する効果的な制度設計を行う

ための調査研究を、地域における実証

実験を通じて実施した。

平成27年度第３回市民アンケート（調査

機関：H27.12.3～H27.12.18）札幌市全域

の18歳以上の男女5,000人を対象に実施

【回収結果】2,515通（回収率50.3％）

【テーマ】防災意識・災害への備えについ

て（６問）

無作為抽出した4,000人の市民を対象に

実施。

有効回答件数1,666件、有効回収率：

41.7%
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担当局部課

電話番号

実施結果市民参加の実施方法 実施時期

HPアドレス

条例、計画、事業等の名称 内容

アンケート H28年2月～3月 1,500人を対象に実施、回収率51.0％

フォーラム H28年3月16日 150人参加

パブリックコメント
H28年2月23日～28年3月23日

11人から15件の意見

パブリックコメント/

キッズコメント

H28年1月12日～2月10日

大人18人から79件、子供317名から483件

の意見。

パネル展 H27年7月22日～8月9日

10区+市役所で開催。市役所ロビーでの

来場者207名。

ワークショップ H27年8月2日

前年度のWS参加者28名のうち16名参

加。

H28年1月12日～2月10日

パネル展 H27年7月22日～8月9日

10区+市役所で開催。市役所ロビーでの

来場者207名。

ワークショップ H27年8月2日 前年度のWS参加者28名のうち16名参加。

パブリックコメント H28年1月20～2月18日

大人26人から102件、子供90人から92件

の意見

パネル展 H27年9月17日～10月5日

10区役所、チカホで開催。チカホでの来

場者約200名

ワークショップ
H27年9月25日、11月25日、28年3月15日

各回地域住民13人、12人、17人の参加

アンケート H27年10月28日～11月11日 304人から回答

ヒアリング H27年11月 地域の事業者11社に調査

意見募集 H28年2月18日～3月2日 47人から90件の意見

ワークショップ H27年12月7日、28年2月9日 各回地域住民9人の参加

ワークショップ H27年8.9.11月、28年2月 4回開催　計128名参加

アンケート H27年11月、28年2月 2回開催　計191名回答

意見交換会 H27年8.10月、28年1月 3回開催　計41名参加

出前講座（中学校） H27年10月～11月 5校19クラスの合計650人

高校生体験学習 H27年8月～9月 2回実施、合計30人を受入れ

札幌市まちづくり戦略ビジョンアクションプ

ラン2015パブリックコメント募集と時期が

重複したため実施を見送った。

まちづくり政策局

都市計画部

地域計画課

011-211-2545

http://www.city.sapporo.jp/keikaku/keikan/machizukuri/machizukuri.html

地域街並みづくり

推進事業

良好な街並みやにぎわいを感じる活動

などにより、路面電車沿線の魅力を高め

ていくため、沿線の魅力づくりのガイドラ

インを作成し、景観まちづくりを推進す

る。

-パブリックコメント

1,000人から回答を回収
H27年11月30日～27年12月1日

市民アンケート調査

都心まちづくり計画

人口減少や少子高齢化の想定以上の

進展、東日本大震災以降のエネルギー

に対する考え方の変化等の社会経済情

勢の変化や、札幌市まちづくり戦略ビ

ジョンの策定、更には札幌市都市計画

マスタープランの見直しが進められてい

ることを受け、都心まちづくりについても

経済成長と低環境負荷の実現を目指す

新たな計画の策定を進めた。

市民のICT活用に関す

るアンケート調査

（仮称）札幌ICT活用戦略の策定に向け

て、市民のICT利活用状況や札幌市が

実施しているICT利活用の取組に対して

どのような意識、要望を持っているかを

調査した。

まちづくり政策局

都心まちづくり

推進室

都心まちづくり課

011-211-2692

まちづくり政策局

ICT戦略・創造都市推

進担当

011-211-2136

http://www.city.sapporo.jp/kikaku/downtown/plan/shintoshinmati-sakutei.html

まちづくり政策局

都市計画部

都市計画課

011-211-2506

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

まちづくり政策局

都市計画部

都市計画課

011-211-2506

札幌市都市計画マス

タープランの見直し

上位計画であるまちづくり戦略ビジョンの

策定を受け、「低炭素都市づくり」・「安

全・安心都市づくり」といった、今日的に

求められている都市づくりの新たな方向

性を踏まえながら、人口減少を直前にし

た都市の転換期における都市計画の指

針として、計画内容の充実・強化を図り、

「第２次札幌市都市計画マスタープラン」

として策定した。

パブリックコメント/

キッズコメント

立地適正化計画の策定

都市全体の観点から、居住機能や医

療・福祉・商業等の都市機能を誘導する

ための施策などについて記載した立地

適正化計画を策定した。

大人13人から36件、子供63名から96件の

意見。

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

都市景観基本計画

及び景観計画の見直し

まちづくり戦略ビジョンに揚げられた目

指すべき都市像の実現に向け、新しい

景観施策の展開が必要であるとともに、

社会情勢の変化に対応した景観施策の

推進により、都市空間の質を更に高めて

いくため、景観施策の再構築に向けた

見直し検討をする。

まちづくり政策局

都市計画部

地域計画課

011-211-2545

http://www.city.sapporo.jp/keikaku/keikan/taikei/minaoshi.html

真駒内地域エリア

マネジメント推進事業

平成25年5月に策定した「真駒内駅前地

区まちづくり指針」の実現に向けて、真

駒内駅前地区再生の将来像の具体化

や地域住民との共有化のための取組を

進める。

また、さらなる地域の交流促進やまちづ

くり活動の活性化を図るため、「まこまる

（旧真駒内緑小学校）」をまちづくり活動

の拠点として有効に活用し、多世代交流

や地域連携などのコミュニティ強化に向

けた取組を行う。

まちづくり政策局

都市計画部

地域計画課調整担当

011-211-2545

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

もみじ台地域

エリアマネジメント推進

業務

「もみじ台まちづくり会議」において、検

討を進めることが決定された「地区計画

の見直し」について、当地域全体を対象

としたワークショップを開催し、その結果

を取りまとめて「地域まちづくり部会」に

報告することによって、地域主体の検討

を支援した。

ワークショップ H27年1月31日 22名参加

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

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。

財政局

財政部

企画調査課

011-211-2216

http://www.city.sapporo.jp/zaisei/kohyo/yosan-kessan/index.html
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担当局部課

電話番号

実施結果市民参加の実施方法 実施時期

HPアドレス

条例、計画、事業等の名称 内容

パブリックコメント H27年4月24日～5月25日 5人から29件の意見

審議会 H27年7月～28年3月 市民自治推進会議を5回開催。

ワークショップ H28年1月

参加希望者から抽選で33名を選出しワー

クショップを実施。

座談会 H28年2月

中学校3校で実施。町内会関係者12人、

中学生28人参加。

体験事業 H27年8月 ごみ拾い活動を実施。高校生80人参加。

体験事業 H27年12月

雪まつりの会場ボランティア。高校生122

人参加。

座談会 H27年10月～12月

若者活動センター5館で実施。累計55人

参加。

企画・運営 H28年1月

チカホでイベント実施。112名の若者が企

画・運営・出演。

業務委託 H27年4月～28年3月 9団体に対し業務委託を実施。

業務委託 H27年11月 町内会活動支援シンポジウムを実施。

アドバイザー派遣 H27年12月～28年3月 町内会に対してアドバイザー派遣を実施。

講義 H28年1月～2月

町内会運営に関わる4つのテーマに関し

て講義を実施。

委員の公募 H27年8月～10月 17名の応募者から2名を選考

検討委員会会議 H27年10月～28年3月 検討委員会会議を4回実施

アンケート H28年1月～3月 市内全町内会を対象。回収率約60％

ワークショップ H27年12月 無作為抽出により案内した26人が参加

ワークショップ H28年2月 町内会関係者31人が参加

まちづくりセンター4か所、18人参加（小

学5～6年生

H27年8月体験事業

社会保障・税番号（マイ

ナンバー）制度に関する

地方税の賦課徴収事務

における特定個人情報

保護評価書の策定

「行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律」

第26条の規定に基づき、地方税の賦課

徴収事務における特定個人情報の漏え

いその他の事態の発生の危険性及び影

響に関する評価を実施し、同法第27条

の規定に基づき評価書を公示し、広く意

見を求める。

財政局

税政部

税制課

011-211-2282

http://www.city.sapporo.jp/citytax/mynumber2/mynumber2.html

市民自治推進会議

札幌市自治基本条例第31条及び第32

条に基づき、市民自治によるまちづくり

の施策等の評価及び自治基本条例の

規定についての検討を行った。

市民文化局

市民自治推進室

市民自治推進課

011-211-2253

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

市民によるまちづくり会

議

札幌市の市民自治のあり方や市民自治

推進のための方策等について、市民の

意見を広く聴くため、市民によるワーク

ショップを開催した。

無作為抽出した2,000名に案内を送付。H27年12月アンケート

市民文化局

市民自治推進室

市民自治推進課

011-211-2253

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

子どもまちセン一日所長

小学５、６年生が一日まちセン所長」とし

て、まちづくりセンターの役割や地域の

まちづくり活動を学んだ。

市民文化局

市民自治推進室

市民自治推進課

011-211-2253

http://www.city.sapporo.jp/shimin/jichi/gugenka/kodomo-syocho/2015kodomomatisen.html

中学生のまちづくり活動

参加促進事業

町内会関係者と中学校生徒会との座談

会により、中学生が地域を知り、地域の

方と一緒に取り組める活動等について

話し合った。

市民文化局

市民自治推進室

市民自治推進課

011-211-2253

若者のまちづくり活動参

加促進事業

若者を対象として、地域活動への参加

や意識の醸成、活動活動を促進する取

組を行った。

市民文化局

市民自治推進室

市民自治推進課

011-211-2253

http://www.city.sapporo.jp/shimin/jichi/gugenka/kodomo/godogomi.html

まちづくりセンター地域

自主運営化推進事業

地域が創意工夫を生かし、主体的にま

ちづくりを行うことができるよう、まちづくり

センターの地域自主運営化を進める。

市民文化局

市民自治推進室

市民自治推進課

011-211-2253

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

町内会活動総合支援事

業

町内会活動を多面的かつ継続的に支援

するため、メディアを活用した加入啓発

や不動産関連団体などとの連携に取り

組むほか、町内会自らが行う加入促進

などに対する取組などを支援した。

市民文化局

市民自治推進室

市民自治推進課

011-211-2253

さっぽろ地域コミュニティ

検討委員会

本市の町内会等地域コミュニティのあり

方や活性化施策について、専門的な視

点及び市民の幅広い視点から意見を

伺った。

市民文化局

市民自治推進室

市民自治推進課

011-211-2253

http://www.city.sapporo.jp/shimin/jichi/gugenka/communitykentouiinkai/communitykentouiinnkai.html
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担当局部課

電話番号

実施結果市民参加の実施方法 実施時期

HPアドレス

条例、計画、事業等の名称 内容

勉強会 H27年11月、28年2月 2地域、各1回実施

ワークショップ H27年11月～28年2月 1地域で、3回実施

本部委員会（審議

会）

H27年6月

市民まちづくり活動促進テーブル委員長

の選出等にあたり、1回実施

事業検討部会 H27年10月、28年3月

市民まちづくり活動促進基本計画等に関

し、２回実施

審査部会 H27年4月～28年3月

市民まちづくり活動促進助成金の審査の

ため12回実施

スタートアップセミナー H27年10月

ソーシャルデザインの概要、事例等の紹

介 、チームによるワークショップ体験 （参

加者58名）

基礎編ワークショップ H27年12月

ソーシャルデザインによる課題解決のた

めの発想法の学習（2回実施・参加者52

名）

実践編ワークショップ① H27年12月

基礎編ワークショップで提案されたアイ

ディアの実践 （参加者15名）

実践編ワークショップ② H28年1月

基礎編ワークショップで提案されたアイ

ディアの実践 （参加者15名）

特別セミナー H28年2月

実践にあたっての講師によるアドバイス等

（参加者9名）

実践編 H28年2月

基礎編ワークショップで提案されたアイ

ディアの実践 （40名）

フォローアップセミナー H28年3月

実践報告と講師によるアドバイス等 （10

名）

審議会委員の公募 H27年5月 応募数15名、うち2名を選考し委嘱

審議会 H27年6月～28年3月 2回開催

アンケート 未定 実施せず

自転車押し歩きの実践 H27年9月～11月頃

平成27年９月１日～10月31日まで毎日実

施

検討会 H28年2月 白石区民センターにて開催、１３名参加

利活用ワーキング H27年12月～28年3月

計４回白石区役所にて開催、各回１０名

程参加

ワークショップ 年3回程度

イベント参加 H27年5月24日 親子等計73人参加

アンケート H27年5月24日

消費者教育・イベントに関する内容　13枚

回収

市民スタッフ H27年5月24日

札幌静修高校ボランティアによる絵本読

み聞かせ、会場設営実施

地域マネジメント推進事

業

地域（まちづくりセンター区域を基本とし

た連合町内会やまちづくり協議会等）で

共有された将来の展望とその実現に向

けた活動指針「地域まちづくりビジョン」

を策定するための勉強会やワークショッ

プ開催支援を行った。

市民文化局

市民自治推進室

市民自治推進課

011-211-2253

市民文化局

市民自治推進室

市民活動促進担当課

011-211-2964

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

市民文化局

市民自治推進室

市民活動促進担当課

011-211-2964

http://www.city.sapporo.jp/shimin/support/socialdesign-katsuyo.html

http://www.city.sapporo.jp/shohi/event/5gatugekkan.html

さっぽろ消費者キッズ

フェスタin中央図書館

幼児期の子どもとその保護者等を対象

に、消費者教育の重要性や子どもの事

故防止について理解してもらうためのイ

ベントを実施。

ソーシャルデザイナー養

成事業

社会的課題の解決を進める実践者や

コーディネーターを育成するために、

ソーシャルデザインの基礎を学ぶセミ

ナーや、社会的課題について議論し解

決する手法を学ぶワークショップ、解決

に向けた実践を組み合わせた事業を実

施した。

市民まちづくり活動

促進テーブル

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った。

「自転車押し歩き地区」

での自転車マナー向上

対策

平成27年度9月から「自転車押し歩き地

区」の運用を開始した。歩行者と自転車

の通行量が多い札幌駅前通の大通～南

４条までの区間で自転車利用者に直接

「押し歩き」を呼び掛け、利用者の自転

車マナーの向上を図った。

http://www.city.sapporo.jp/kotsuanzen/cycle/cycle.html

市民文化局

地域振興部

区政課

011-211-2252

札幌市犯罪のない安全

で安心なまちづくり等審

議会

安全で安心なまちづくりの推進及び犯罪

被害者等に対する支援に関し必要な事

項について調査審議を行う。

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

市民文化局

地域振興部

区政課

011-211-2252

http://www.city.sapporo.jp/sogokotsu/index/kiyota.html

市民まちづくり局

総合交通計画部

都市交通課

011-211-2492

白石区複合庁舎等

整備事業

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28年度竣工予定）。

市民文化局

地域振興部

区役所整備担当課

011-211-2176

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

市民文化局

市民生活部

消費生活課

011-211-2245

清田区における公共交

通サービスアップ事業

清田区において、路線バスの利便性向

上や利用促進等の取組について実施に

向けた検討を行う。
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担当局部課

電話番号

実施結果市民参加の実施方法 実施時期

HPアドレス

条例、計画、事業等の名称 内容

パブリックコメント H27年6月1日～6月30日 5人から38件の意見

パブリックコメント H27年7月21日 意見提出者数4名

～H27年8月１9日 意見総数28件

市民委員公募 H27年5月頃 被保険者代表委員として4名を選考

協議会 H27年6月～28年3月頃

年２回開催。札幌市国民健康保険会計

の予算決算等重要事項について審議し

た。

パブリックコメント H27年6月15日～7月14日

公募 H27年2月～4月

札幌市食育推進会議 H27年7月21日 1回開催

パブリックコメント H28年1月～2月 14名から25件の意見

市民公募委員の参

加

H27年4月～28年3月

H27年8月、28年1月に会議開催（それぞ

れ市民委員４名が参加）

デザイン関係の専門学校、高校から多数

の応募があった中からデザインを選定、

特定健診の実施医療機関や地下鉄の掲

示板に掲示した。また、優秀者への表彰

式を行なった。

各区1地区の先行地区で、健康づくりや

高齢者の見守り活動等の取組の実施に

むけた意見交換会を実施。19回実施

712名参加

社会保障・税番号制度

（マイナンバー制度）に

おける特定個人情報保

護評価書の策定

行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律第

26条の規定に基づき、生活保護の実施

における特定個人情報の漏えいその他

の事態の発生の危険性及び影響に関す

る評価を実施し、同法第27条の規定に

基づき評価書を公示し、広く意見を求め

た。

保健福祉局

総務部

保護自立支援課

011-211-2992

http://www.city.sapporo.jp/johoo/it/mynumber/index.html

特定個人情報保護評価

税・社会保障番号制度に伴い、介護保

険事務において新たに個人番号を保有

することから、特定個人情報保護評価に

おける特定個人情報ファイルの取扱い

について、市民意見を募集した。

保健福祉局

高齢保健福祉部

介護保険課

011-211-2547

http://www.city.sapporo.jp/kaigo/k100citizen/k-510mynumber.html

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。

（協議会は年３回程度開催予定）

保健福祉局

保険医療部

保険企画課

011-211-2944

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

社会保障・税番号制度

（マイナンバー制度）に

おける特定個人情報保

護評価書の策定（国民

健康保険・後期高齢者

医療制度・国民年金に

関する事務）

行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律第

27条の規定に基づき、国民健康保険・

後期高齢者医療制度・国民年金事務の

実施における特定個人情報の漏えいそ

の他の事態の発生の危険性及び影響に

関する評価を実施し、その評価書を市

民に公示し、広く意見を求めた。

市民からいただいた意見をもとに評価書

の修正を行った。また、意見に対する本

市の考えについて、ＨＰで公表を行った。

（意見　国保：3名から14件　後期：2名か

ら13件　年金：1名から10件）

保健福祉局

保険医療部

保険企画課

011-211-2944

http://www.city.sapporo.jp/kurashi/zei_hoken/index.html

とくとく健診ＰＲポスター

図案募集

とくとく健診を市民にＰＲするため、わかり

やすく親しみやすい図案を市民公募す

る。

保健福祉局

保険医療部

国保健康推進担当課

011-211-2887

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

地域保健活動推進事業

複雑多様化する地域の保健福祉課題に

適切に対応するため、地域住民や関係

機関等と連携・協働した保健師活動を展

開することにより地域保健活動の充実を

図り、地域の特性に合わせた健康づくり

や見守り体制の構築に取り組んだ。

H27年4月～28年3

月（随時）

市民ワークショップ

保健福祉局

保健所

健康企画課

011-622-5151

第2次札幌市食育推進

計画

平成25年3月に策定された計画の推進

に、市民公募委員を含む審議会（札幌

市食育推進会議）の意見を反映させ、進

捗管理を行った。

保健福祉局

保健所

健康企画課

011-622-5151

http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/syokuiku/dai2zikeikaku.html

平成28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

に関する計画を策定した。

保健福祉局

保健所

食の安全推進課

011-622-5174

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

安全・安心な食のまち・

さっぽろ推進会議

「札幌市安全・安心な食のまち推進条

例」に基づき、食の安全・安心に係る施

策の調査審議を行った。

保健福祉局

保健所

食の安全推進課

011-622-5174

http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/shoku/
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担当局部課

電話番号

実施結果市民参加の実施方法 実施時期

HPアドレス

条例、計画、事業等の名称 内容

モニター H27年4月～28年3月 31名より357施設を調査

　

イベント参加 H28年2月13日～14日

交流事業（1回目） H27年9月3日

木田農園、さとらんど等で実施。27名参

加。

交流事業（2回目） H28年3月2日

ちえりあ、白い恋人パークで実施。28名

参加。

体験事業 H27年8月、28年１月 8月は9組18名、1月は7組14名が参加

パブリックコメント H27年3月～4月 179名から274件の意見

パブリックコメント H27年10月～11月 132名から329件の意見

協議会 H27年9月10日 委員19名参加

がん対策部会 H27年10月～28年３月 部会委員14名　４回開催

がん対策アンケート H27年11月～12月

5,000人を対象に実施、1,802件回収（回

収率36.0％）

WEBアンケート調査 H27年9月～10月 1,449件回収

若い世代の健康を考

えるフリートーキング

ワークショップ

H27年12月５日 20名参加

市民意見募集 H27年12月～28年１月 ４人から23件の意見

フォーラム H27年11月27日 300名出席

市民19名と協働で企画運営

さっぽろ食の安全・安心

モニター事業

市内の食品取扱施設について、食品の

表示、施設の衛生状況等を調査を実施

した。

保健福祉局

保健所

食の安全推進課

011-622-5174

http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/shoku/shokumachi/monitor/kekka.html

食のまちさっぽろフェスト

inチ・カ・ホ（食の安全・

安心総合イベント）

食の安全・安心について市民へ広く普

及啓発するためのイベントを開催した。

保健福祉局

保健所

食の安全推進課

011-622-5174

さっぽろ食の安全・安心

市民交流事業

事業者・生産者と市民の相互理解を図

り、また、市民が食の安全について正し

い知識と理解を深め、さらに食に対する

信頼感を持ってもらうため、生産地や生

産工場を実施した。

保健福祉局

保健所

食の安全推進課

011-622-5174

http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/shoku/shokumachi/koryujigyo/25koryujigyo.html?mode=preview%20-%20kouryuujigyou

さっぽろ子ども食品Gメン

体験事業

小学３～６年生の親子が、行政や事業

者の食の安全確保への取組にかかる正

しい知識の習得等を目的として、食品衛

生監視員の業務を体験・学習した。

保健福祉局

保健所

食の安全推進課

011-622-5174

http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/shoku/shokumachi/koryujigyo/25koryujigyo.html?mode=preview%20-%20Gmen

札幌市動物愛護管理

基本構想

「人と動物が共生する社会の実現」に向

けて、本市の実情に応じた動物愛護管

理行政に係る基本的な計画の策定が必

要と判断し、国の基本方針及び北海道

動物愛護管理推進計画を踏まえた、札

幌市の基本的な考え方など、今後の取

組の方向性を示す「札幌市動物愛護管

理基本構想」を策定した。

保健福祉局

保健所

動物管理センター

011-736-6134

http://www.city.sapporo.jp/inuneko/main/arikata.html

札幌市動物の愛護及び

管理に関する条例

本基本構想で掲げる目標「人と動物が

共生する社会の実現」を達成するため

に、市民、行政及び関係機関の役割を

明確にし、基本構想で掲げる3つの基本

施策を盛り込んだ動物愛護管理に関す

る条例を制定した。

保健福祉局

保健所

動物管理センター

011-736-6134

札幌市健康づくり推進協

議会

健康増進法第８条２項に規定する健康

増進計画その他本市の健康づくりに関

する施策についての審議した。

保健福祉局

保健所

健康企画課

011-622-5151

http://www.city.sapporo.jp/eisei/kenkozukuri/kyogikai/kyogikai-main.html

健康増進事業の実施に

関する事務の特定個人

情報保護評価について

行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律第

27条の規定に基づき、健康増進事業の

実施に関する事務における特定個人情

報の漏えいその他の事態の発生の危険

性及び影響に関する評価を実施し、そ

の評価書を市民に公示し、広く意見を求

めた。

保健福祉局

保健所

健康企画課

011-622-5151

http://www.city.sapporo.jp/eisei/kenshin/hogohyoukasho.html

健康なまちづくりフォー

ラム

健康づくりに取り組む市民が一堂に会

し。講演や各区の実践報告を通して住

民主体の健康づくり活動の継続と活性

化を目指し、実施した。

保健福祉局

保健所

健康企画課

011-622-5151

http://www.city.sapporo.jp/eisei/kenkozukuri/walking/kenkounamatidukuri.html

札幌駅前通地下歩行空間（北３条交差点

広場、北４条イベントスペース、憩いの空

間）にて実施。述べ41,000人が参加
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担当局部課

電話番号

実施結果市民参加の実施方法 実施時期

HPアドレス

条例、計画、事業等の名称 内容

パブリックコメント H27年11月25日～12月24日 市民意見は寄せられなかった。

パブリックコメント H28年2月15日～3月16日 10名から10件の意見

委員会 年3回程度 委員会２回

委員会活動 H27年9月～12月

6回開催　子ども議員64名　サポーター10

名

本会議 H28年１月 5つの委員会が市への提案を行った。

研修でのワークショッ

プ

H27年5月～9月

7回実施し、延べ95人参加（事業参加者

14名が対象）

アンケート H27年8月 参加者14名に実施

研修でのワークショッ

プ

H27年5月～9月

6回実施し、延べ43人参加（事業参加者8

名が対象）

アンケート H27年9月 参加者8名に実施

子どもボランティア説明

会でのワークショップ

H27年9月 １回実施し、60名が参加

アンケート H27年10月 2日間で4,318名が参加

コールセンター対応

履歴の活用

H27年8月～10月 述べ543件

地域説明会（意見交

換会）

H27年12月27日 札苗緑小学校で実施。33人参加。

ワークショップ H28年2月27日 札苗児童会館で実施。小：7人、高：5人が参加。

地域説明会（意見交

換会）

H28年2月28日 札苗緑小学校で実施。23人参加。

ワークショップ H28年3月5日

札苗児童会館で実施。小：7人、高：5人

が参加。

体験事業 H27年7月29日 17組37名（大人17名、子ども20名）参加

H27年8月4日 21組44名（大人21名、子ども23名）参加

H28年1月8日 19組39名（大人19名、子ども20名）参加

札幌市診療所における

専属薬剤師の配置基準

に関する条例の全部改

正について

第四次一括法により、病院における専属

薬剤師の配置、人員及び施設に関する

基準を本市条例で定めることとなり、これ

に伴う条例の改正について市民意見を

募集した。

保健福祉局

保健所

医療政策課

011-622-5162

http://www.city.sapporo.jp/somu/tihoubunken.html

札幌市安全・安心な食

のまち推進条例施行規

則の一部改正

市民、事業者、行政が、相互に理解し、

連携・協働して「安全・安心な食のまち・

さっぽろ」の実現を目指し、改正した。

保健福祉局

保健所

食の安全推進課

011-622-5174

子どもの権利委員会

子どもの最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

する施策の検証及び子どもの権利に関

する推進計画について意見交換を行っ

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

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

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

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

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共和国へ

派遣した。

子ども未来局

子ども育成部

子どもの権利推進課

011-211-2942

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

今年度はロシア連邦ノボシビルスクへ派

遣した。

子ども未来局

子ども育成部

子どもの権利推進課

011-211-2942

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

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

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

（仮称）札苗緑小学校区

多世代交流施設整備

当該施設は多世代交流施設としており、

子どものみならず地域住民の利用を考

慮した施設とする必要があることから、広

く利用者や地域住民の意見や要望を聴

取し、当該施設の設計に可能な限り反

映させるため、地域説明会並びに子ども

ワークショップを行った。

子ども未来局

子ども育成部

子ども企画課

011-211-2989

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

親子工場見学バスツ

アー

小学校3年生から6年生とその保護者を

対象に市内ものづくり企業を見学し、も

のづくりの魅力を体感し、理解を深めて

もらう工場見学ツアーを開催。

経済観光局

産業振興部

立地促進・ものづくり

産業課

211-2362

http://www.city.sapporo.jp/keizai/monodukuri/koujyoukenngaku.html

7



担当局部課

電話番号

実施結果市民参加の実施方法 実施時期

HPアドレス

条例、計画、事業等の名称 内容

H28年2月27日 左官、型枠、鉄筋、土工体験。10名参加

H28年3月5日 木造大工体験（いす作り）。15名参加

札幌市一般廃棄物処理

基本計画の策定

現在の札幌市一般廃棄物処理基本計

画「スリムシティさっぽろ計画（改定版）」

の期間が平成29年度までとなっているこ

とから、引き続き、さらなるごみの減量・

資源化を促進するため、今後想定される

人口減少や超高齢者社会を見据え、平

成30年度以降の新たな一般廃棄物処理

基本計画を策定する。

【廃棄物減量等推進審

議会】

http://www.city.sapporo.jp/seiso/shingi

kai/8th/honkaigi.html

【市民意識調査】

http://www.city.sapporo.jp/seiso/houko

ku/anq/h27_kekka.html

市民意識調査 H27年10月30日～11月13日 4,000人を対象に実施、回収率は58.2％

【親子ワークショップ】

http://www.city.sapporo.jp/seiso/oyako

wakusyoppu.html

親子ワークショップ H28年３月29日

小学生４年生～６年生とその保護者２名１

組として募集し、10組（20名）の参加が

あった。

作品募集 H27年7月～8月 応募件数：505件

選考委員会 H27年9月

シンポジウム H27年10月 参加者数：269名

抽出式アンケート H27年12月 238人を対象に実施、回答率45.8％

市民アンケート H27年12月下旬 780名を対象に実施、回収率71％

パブリックコメント H28年1月～2月 6人から10件の意見

配慮書縦覧 H27年7月8日～8月6日 30日間縦覧（市内4か所　市HP)

説明会 H27年7月21日 15名参加（南区民センター）

意見募集 H27年7月8日～8月20日 意見1件あり

審議会 H27年12月15日～

H27年度中は、計3回実施

・第１回目：H27年12月15日

・施設視察：H28年1月21日

・第３回目：H28年2月8日

3D CAD、木造組立体験。12名参加H27年12月12日体験事業

H27年7月～11月 計４回実施。各回最大9名参加。

http://www.city.sapporo.jp/seiso/jigyousyo/dai3ji_shidokeikaku.html

ものづくり体験教室

進路選択をこれから行う中学生と高校生

を対象に、技能士からの直接指導により

技能にふれ、実際に体験することで、も

のづくりへの関心を高め、ものづくりに関

する進路選択や入職へのきっかけの一

つとすることを目的とした「ものづくり体験

教室」を開催。

経済観光局

産業振興部

立地促進・ものづくり

産業課

211-2362

http://www.city.sapporo.jp/keizai/monodukuri/monodukuritaikennkyousitu.html

環境局

環境事業部

循環型社会推進課

011-211-2912

食品ロス削減スローガン

募集

食品ロスの削減を呼びかけるわかりやす

く、親しみやすいスローガンを市民から

募集し、学識経験者や関係団体で構成

する選考委員会において優秀作品を選

考した。最優秀作品は啓発ポスターに使

用した。

環境局

環境事業部

ごみ減量推進課

011-211-2928

http://www.city.sapporo.jp/seiso/gomi/genryo/foodloss.html

食品ロス削減シンポジウ

ム

食品ロスの現状と問題を取り上げ、無駄

な食材を出さないための買い物の工夫

や食品の保存方法、料理方法を学ぶシ

ンポジウムを開催した。

http://www.city.sapporo.jp/seiso/gomi/genryo/campaign.html

環境局

環境事業部

ごみ減量推進課

011-211-2928

生ごみ資源化システム

実証実験

市の取組として実現性のある、地域特性

を生かし、効率的かつ協力の得られる、

生ごみの分別収集・資源化手法を検証

した。

環境局

環境事業部

ごみ減量推進課

011-211-2928

http://www.city.sapporo.jp/seiso/namagomisigenkasystem.html

生ごみ堆肥化アンケート

堆肥化を実践している市民の方の取り

組み状況等を把握し、今後の札幌市の

生ごみ減量・堆肥化施策の参考にする

ために、生ごみ堆肥化機材及び生ごみ

堆肥化セミナーの受講者に対するアン

ケート調査を行った。

環境局

環境事業部

ごみ減量推進課

011-211-2928

http://www.city.sapporo.jp/seiso/gomi/namagomi/namagomienquete24.html

第４次札幌市産業廃棄

物処理指導計画

本市では、市内で発生する産業廃棄物

の発生抑制、リサイクル及び適正処理等

を推進するため、札幌市が産業廃棄物

排出事業者及び処理業者等に対して行

う指導の方向性を定め、施策を体系化し

た札幌市産業廃棄物処理指導計画を策

定しており、この次期計画となる第４次札

幌市産業廃棄物処理指導計画を策定

するもの。

札幌市廃棄物処理

施設設置等評価委

員会

環境局

環境事業部

事業廃棄物課

011-211-2927

駒岡清掃工場更新事業

（環境影響評価）

札幌市環境影響評価条例に基づき、駒

岡清掃工場更新事業に係る環境影響評

価（計画段階環境配慮書）の公告縦覧、

説明会、意見募集を実施した。

環境局

環境事業部

施設管理課

011-211-2922

http://www.city.sapporo.jp/seiso/keikaku/komaoka_hairyosyo.html
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担当局部課

電話番号

実施結果市民参加の実施方法 実施時期

HPアドレス

条例、計画、事業等の名称 内容

検討委員会 H28年1月～3月 3回開催

（委員数10名のうち市民委員5名）

講演会 H28年3月14日、15日

委員会 H27年8月、28年2月 2回の会議を開催

パブリックコメント H27年11月～12月 19人・5団体から154件の意見

パブリックコメント 実施せず

保全活動の実施 H27年6月～28年3月 2団体の保全活動に延べ165名が参加

ツアーガイド H27年5月～10月
森の散策タイムによるガイド（5～10月）（計７８回、一般参加者520名）

行事の企画・運営 随時 イベント（冬芽の観察会ほか計２回）

その他植物や両生類等の調査、外来種駆除活動

飼育動物の解説 随時

ツアーガイド90回1,597名参加

ミニツアーガイド49回721名参加

他随時園内で解説ガイドを実施

園内でのイベント実

施

随時

自主イベント8回、動物園主催事業協力5

回

市民会議 3～4か月に1度

6回開催（8/26、9/30、11/27、12/15、

12/22、3/30）

緑の審議会（2回開

催）

H27年8月28日、

11月5日

第19期委員16人（内訳：学識経験者6人、

各界代表者7人、市民委員（公募）3人）に

よる審議

パブリックコメントの実施について検討し

た結果、必要性が無いと判断した。

http://www.city.sapporo.jp/seiso/keikaku/komaoka_kihonkousoukentouiinkai.html

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

http://www.city.sapporo.jp/ryokuka/midori/forest/midorinoshingikai.html

「「身近な公園の新規整

備方針」策定に向けた基

本的な考え方」の整理

有識者の専門的な視点や市民委員の幅

広い視点に基づき、全市的なまちづくり

の方向性に則した選択と集中の公園づ

くりを進めるための指針となる「身近な公

園の新規整備方針」の策定に向けた基

本的な考え方を整理した。

http://www.city.sapporo.jp/zoo/topics/2007shimindoubutsuenkaigi.html

建設局

みどりの推進部

みどりの推進課

011-211-2533

駒岡清掃工場更新事業

（基本構想検討委員会）

駒岡清掃工場更新に係る基本構想の策

定に向けて、有識者や市民の方々との

意見交換の場を設け、幅広い視点から

の意見をいただくため、駒岡清掃工場更

新基本構想検討委員会を開催した。

環境局

環境事業部

施設管理課

011-211-2922

さっぽろ生き物トークカ

フェ

生物多様性に対する市民の理解の浸透

を図るため、活動団体等との連携によ

り、当初予定していたワークショップに替

え、講演会として「さっぽろ生き物トーク

カフェ」を開催した。

環境局

環境都市推進部

環境共生推進担当課

011-211-2879

札幌市版レッドリストの

作成

札幌市に生息生育する絶滅のおそれの

ある動植物のリスト「札幌市版レッドリス

ト」について、有識者からなる専門委員

会（25年度～）で検討するとともにパブ

リックコメントを経て作成した。また、レッド

リストと配慮事項を記載したガイドブック

もあわせて作成した。

環境局

環境都市推進部

環境共生推進担当課

011-211-2879

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

札幌市環境影響評価条

例の改正の検討

法改正により、環境影響評価項目から放

射性物質を除外する規定が削除された

ことから、市条例における同様の規定の

改正について検討する。

環境局

環境都市推進部

環境共生推進担当課

011-211-2879

まちなか生き物活動

生物多様性に対する市民の関心と理解

を深めるとともに、多様な主体の保全活

動や連携の促進を図ることを目的とし、

NPO法人等から企画提案を受け、札幌

市域（特に市街地）での生物多様性の保

全に関する活動について、委託により実

施した。

環境局

環境都市推進部

環境共生推進担当課

011-211-2879

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

円山動物園の森

ボランティア

円山動物園の森のツアーガイド及び運

営管理を行った。

環境局

円山動物園

経営管理課

011-621-1426

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

動物園を目指し取り組みを実施した。

環境局

円山動物園

飼育展示課

011-621-1427

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

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・意見を聴取等を

行った。

環境局

円山動物園

経営管理課

011-621-1426
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担当局部課

電話番号

実施結果市民参加の実施方法 実施時期

HPアドレス

条例、計画、事業等の名称 内容

緑の審議会（1回開

催）

H28年2月16日

ワークショップ H27年10月～28年2月 3回開催、ボランティアなど11名で構成

意見交換会 随時

23公園について、各々意見交換会等を

実施。

アンケート 意見交換会：40回、531人参加

アンケート：21回、2,878人回答

連絡会 H27年7月23日 44人参加

ワークショップ H27年11月4日 37人参加

施設見学会 H28年1月13日 30人参加

アンケート H28年3月 48人を対象に実施、回収率92.0％

アンケート H27年9月9、10日 来場者に配布し459枚回収

会議 H27年3月～28年2月 会議を6回開催

パブリックコメント
H27年12月15日～28年1月15日

意見提出者数36人、意見数67件

札幌市河川環境推進会議 H27年11月30日

ワークショップ H27年9月5日

H27年10月10日

H27年11月29日

H28年2月20日

4回開催。各回順に　12、14、12、14人の

参加であり、環境整備の全体計画につい

て話し合った。

保存樹木の指定及び解

除

法令に基づき指定する「保存樹木又は

保存並木」の指定と解除について、有識

者及び市民委員から意見の聴取を行っ

た。

全国都市緑化フェア自

治体出展花壇デザイン

ワークショップ

http://www.city.sapporo.jp/ryokuka/midori/machi/hanamidori/fair/index.html

平成29年３月に横浜市で開催する全国

都市緑化フェアに、花壇による自治体出

展を行うにあたり、テーマやデザインなど

に関するワークショップを実施した。

第19期委員16人（内訳：学識経験者6人、

各界代表者7人、市民委員（公募）3人）に

よる審議

http://www.city.sapporo.jp/ryokuka/midori/forest/midorinoshingikai.html

下水道モニター

新規公園整備及び既設

公園再整備

市民ニーズを公園整備に反映させるた

め、意見交換会等を開催した。

建設局

みどりの推進部

みどりの推進課

011-211-2533

建設局

みどりの推進部

みどりの管理課

011-211-2522

建設局

みどりの推進部

みどりの推進課

011-211-2533

下水道事業に関する市民への情報提供

と対話による市民ニーズの把握に努め、

下水道事業の効率的な運営を図るととも

に、市民意見の反映を進めることを目的

に実施した。（平成16年度～）

下水道河川局

総務部

経営管理課

818-3452

http://www.city.sapporo.jp/gesui/monitor/monitor_top.html

下水道事業パネル展

9月10日の「下水道の日」関連行事とし

て、普段意識されることの少ない下水道

の役割について普及・啓発するためのイ

ベントを実施した。

下水道河川局

総務部

経営管理課

818-3452

http://www.city.sapporo.jp/gesui/event/27panel.html

下水道科学館リニューア

ル基本計画策定検討委

員会

下水道科学館のリニューアルに向けて、

基本計画を策定することとしているが、

計画の策定にあたり、市民目線の意見

を参考にすることとし実施した。

下水道河川局

総務部

経営管理課

818-3452

札幌市下水道事業中期

経営プラン2020の策定

23年3月に策定した札幌市下水道ビジョ

ン2020（平成23年～平成32年）を具体化

した平成28年～平成32年の５年間にお

ける事業計画を策定した。

下水道河川局

総務部

経営管理課

818-3452

http://www.city.sapporo.jp/gesui/keieiplan/keieiplan2020.html

下水道河川局

総務部

河川事業課

818-3414

http://www.city.sapporo.jp/kensetsu/kasen/urautinai.html

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。

1回。委員6名の出席。

情報発信・普及啓発事業や実施した環境

整備事業、今後実施していく環境整備事

業について意見をもらった。

下水道河川局

総務部

河川事業課

818-3414

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

市民との協働による河川

環境整備事業

札幌市河川環境指針で示している方向

性のひとつで、地域と協働ですすめる河

川環境整備を実施した。
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担当局部課

電話番号

実施結果市民参加の実施方法 実施時期

HPアドレス

条例、計画、事業等の名称 内容

アンケート H27年8月～9月頃 アンケート回答数106人

委員の公募 H28年1月～2月 2名を公募委員に選定

協議会 H28年3月～12月 本会議1回開催

説明会 H27年10月、12月 2地区にて計5回開催。計271人参加。

パブリックコメント H28年3～4月 現在、パブリックコメントを実施中

パブリックコメント H27年12月頃

パブリックコメント H28年1月頃

アンケート H27年8月～28年2月 計4回実施

ワークショップ H27年11月

意見交換会 H27年６月６日 栄町小学校児童８名と意見交換を実施。

意見交換会 H27年６月９日

陵北中学校生徒32名と意見交換を実

施。

札幌市空家等対策計画

札幌市では、平成27年度から新たな空

き家対策を順次実施しており、これらの

空き家対策を広く市民に周知し、また、

空き家対策を計画的に進めるため、「札

幌市空家等対策計画」を策定する。

都市局

市街地整備部

宅地課

011-211-2512

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

札幌市住まいの協議会

「札幌市住宅マスタープラン2011」の見

直しにあたり、本市の今後の住宅施策の

あり方について審議を行う。

都市局

市街地整備部

住宅課

011-211-2807

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。

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

建築指導部

管理課

011-211-2859

都市局

市街地整備部

宅地課

011-211-2512

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

第２次札幌市耐震改修

促進計画

19年12月にだれもが安全で安心な暮ら

し、生きいきと活動できるまちづくりを進

めるために、建築物の地震に対する安

全性を計画的に向上させることを目的と

して策定した。①当該計画の期間が平

成27年度までとなっていること、②平成

25年11月に耐震改修促進法が改正さ

れ、耐震改修を促進させる取組が強化さ

れたこと、③国の基本方針により、平成

32年度の耐震化率を95%に設定されたこ

と、などにより今後５年間における目標な

ど計画を改定する。

札幌市建築基準法施行

条例の改正

風営法及び認定子ども園法の改正によ

る建築基準法におけるナイトクラブ、ダン

スホール及び幼保連携型認定こども園

の建築制限が改正されたことから、建築

基準法の改正に合わせて、札幌市建築

基準法施行条例で定める特別用途地区

内の建築制限の見直しを行う。

都市局

建築指導部

建築安全推進課

011-211-2867

http://www.city.sapporo.jp/toshi/k-shido/taishin/keikaku.html

都市局

建築指導部

建築安全推進課

011-211-2808

http://www.city.sapporo.jp/toshi/k-shido/akiya/akiyakeikaku.html

パブリックコメントの実施が４月までのた

め、実施結果については、次年度に回答

２名より１６件の意見が寄せられ、意見を

もとに当初案を一部変更した。意見とそ

れに対する市の考え方は３月に公表して

いる。

水道モニター

公募により、水道利用者100名に１年間

モニターを委嘱し、年4回のアンケート調

査と、年2回の施設見学会を開催。2回

目の施設見学会では、ワークショップ形

式により「水の備蓄」に関するＰＲ方法等

について議論し、提案を行っていただい

た。

http://www.city.sapporo.jp/kyoiku/top/information/tenkenhyouka.html

水道局

総務部

総務課

011-211-7007

http://www.city.sapporo.jp/suido/c01/c01third/09.html

教育委員会事務点検・

評価における児童生徒

等との意見交換の実施

教育委員会事務点検・評価の実施に当

たり、事業・取組についてより理解を深

め、効果や課題を的確に把握することを

目的に、教育長及び教育委員による授

業視察や児童生徒等との意見交換を実

施した。

教育委員会

生涯学習部

総務課（教育政策担

当）

011-211-3829

http://www.city.sapporo.jp/toshi/jutaku/08osirase/koumoku/sumaikyougi.html
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担当局部課

電話番号

実施結果市民参加の実施方法 実施時期

HPアドレス

条例、計画、事業等の名称 内容

会議 H27年11月～28年３月 ３回開催

改築検討協議会 H27年8月～28年2月 中央小及び澄川小は２回、栄西小は３回開催。

住民説明会 H27年11月 各校１回開催

検討委員会等 H27年6月頃～28年3月頃 上野幌・青葉地域で６回、石山・芸術の森地域で10回実施。

地域懇談会等 H27年6月～11月
豊滝地域で６月に地域懇談会を実施したほか、保護者相談会を４回実施。

地域説明会 H28年3月 石山・芸術の森地域の石山地区において２回実施。

アンケート H27年８月～28年３月 各施設で期間中2週間程度実施。

結果は28年3月末に公表。

パブリックコメント 27年10月 17人から30件の意見。

キッズコメント 27年10月 397人から570件の意見。

計画は27年11月に策定。

出演候補者選考委員

会

H28年4月

実施せず

地域と創る冬みち事業は、平成26年度を

もって事業を終了したため、ワークショッ

プは実施しなかった。

なお、引き続き小学生を対象に出前授業

を実施し、除雪に対する理解を深めた。

附属機関

（社会教育委員会

議）

H27年５月～28年３月 ４回開催

市民ワークショップ

教育委員会

生涯学習部

生涯学習推進課

011-211-3871

http://www.city.sapporo.jp/kyoiku/shogaikyoiku/gakushu/suishin/iin.html

サッポロサタデースクー

ル事業

地域の多様な経験や技能を持つ人材・

企業等の豊かな社会資源を活用したプ

ログラムを、土曜日等に学校施設等を活

用して実施する事業。社会教育委員会

議（学校教育関係者、社会教育関係

者、家庭教育関係者並びに学識経験者

から構成）において、事業の実施方針の

検討、事業の検証・評価等を行った。

教育委員会

生涯学習部

生涯学習推進課

011-211-3872

http://www.city.sapporo.jp/kyoiku/shogaikyoiku/renke/saturday/index.html

学校改築事業

中央小学校、栄西小学校及び澄川小学

校の改築基本設計に当たり、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、住民説明会を

開催し、広く保護者や地域住民から意見

を聴いた。

また、本通小学校、中の島小学校及び

中央中学校の改築実施設計に当たり、

児童生徒から意見を聴いた。

本通小及び中央中は児童生徒アンケー

トを実施、中の島小は授業を通して児童

意見を取りまとめた。

児童生徒からの意見聴

取

H27年8月～9月

教育委員会

生涯学習部

学校施設課

011-211-3835

学校規模適正化推進事

業

「札幌市立小中学校の学校規模の適正

化に関する地域選定プラン[第２次]」で

選定した、厚別区上野幌・青葉地域、南

区豊滝地域、石山・芸術の森地域にお

いて、保護者や地域の方々、学校関係

者などから構成される「小規模校検討委

員会」等を昨年度に引き続き開催するな

どし、学校規模の適正化に向けた取組

を進めた。

教育委員会

生涯学習部

学校施設課

学校規模適正化担当

011-211-3836

http://www.city.sapporo.jp/kyoiku/top/tekisei/tekisei1.html

図書館等利用者アン

ケート

各図書施設において、図書館サービス

に関する満足度調査を実施した。

教育委員会

中央図書館

運営企画課

011-512-7330

http://www.city.sapporo.jp/toshokan/guide/liv/top.html

さっぽろっこ読書プラン

平成13年に成立した「子どもの読書活動

の推進に関する法律」を受けて、子ども

の読書活動を社会全体で推進するた

め、平成17年に「札幌市子どもの読書活

動推進計画」を策定。平成22年に第２次

計画を策定し、平成26年度で計画期間

が終了することから第３次計画として、

「さっぽろっこ読書プラン」を策定した。

教育委員会

中央図書館

運営企画課

011-512-7330

http://www.city.sapporo.jp/toshokan/guide/sisin/dokusho.html

東区民センターロビーコ

ンサート

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行う。

28年2月に実施予定であったが、28年4月

に延期。

東区

市民部

地域振興課

011-741-2429

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、で

きることから実践する。

西区

土木部

維持管理課

011-667-3201

札幌市社会教育委員会

議（第３次札幌市生涯学

習推進構想策定）

本市における今後の生涯学習推進の指

針として「第3次札幌市生涯学習推進構

想」を平成28年度中に策定するため、附

属機関である社会教育委員会議を活用

し、第２次札幌市生涯学習推進構想の

現状と課題についての協議を行った。な

お、現状と課題の協議にあたっては、27

年11月に市長政策室により行われた、

市政世論調査の結果を活用した。
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担当局部課

電話番号

実施結果市民参加の実施方法 実施時期

HPアドレス

条例、計画、事業等の名称 内容

区民フォーラム H27年10月24日

参加者（主に区民）約80人を4グループに

分けたワークショップを開催。

マルシェ H27年9月12日

地域農家・飲食店等が出店し、2,000人が

来場。

実施後、出店者による意見交換会実施。

きよたまちづくり区民会

議

各地区町内会連合会をはじめさまざまな

団体の代表者などが集まり、平成20年3

月に設立。各団体の情報を全体の情報

として共有し、まちづくりに生かすことを

目的としており、さまざまな視点から議論

を重ね、各団体や区役所とともにまちづ

くりを進めている。区民フォーラムやきよ

たマルシェを区と共催。

清田区

市民部

地域振興課

889-2024

http://www.city.sapporo.jp/kiyota/chiiki-shinko/kumin_kaigi/index.html

会議（ワークショップ）

H27年6月30日

H28年3月1日

ワークショップ形式の本会議を2回開催。

委員21名。区民フォーラム・きよたマル

シェの内容を検討し、実施後は振り返りと

次年度への検討を行った。
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