
64

札幌市民憲章制定 50 周年記念誌

第７章　クロニクル－札幌市民憲章の50年

１節　周年記念誌から
　推進会議では、10 年、20 年、30 年、40 年と 10 年刻みで周年記念誌
を発行しています。10 年史は昭和 48（1973）年８月に変形型（タテ 25.5
×ヨコ 23 センチ）で、表紙共 42 ページ。板垣武四市長と佐藤麟太郎
議長のあいさつのほか、市民の発言（10 人）、写真を主体とした 10 年
のあゆみ、児童の絵、座談会、札幌の歴史（川辺為三）、札幌の四季、
市民の歌などで構成されています。

10 周年記念誌の表紙

すばらしい街に
札幌市長　板垣　武四

　『未来をつくる子どものしあわせなまちにしま
しょう』
　わが札幌市民憲章の、このひとつの章をと
り出して見るだけでも、現在のわたくし達の願
いに、これがいかにぴったりしているかがわかり
ます。
　しかも、この市民憲章が10 年まえに作られ
たことに、わたくしは敬意と、また一市民として
の誇りを感じております。
　今後、ますます発展してゆくであろうわたくし
たちの故郷さっぽろ。
　この街が、市民ひとりひとりにとって美しく、
人情の通いあうすばらしい街になるよう、わたく
しもまた精いっぱいの努力をしようと、心に誓っ
ているところでございます。

●揺らん期
　いよいよ本格的な実践
の時期に入り、数多くの
普及活動を続けてきた推
進会議は、この年「私た
ちの公園は、私たちの手
で清潔にしよう」との趣
旨で、児童公園清掃実践
運動を実施。また、その
地区における実践活動家
と児童生徒作品展の入選
者をあわせて、11 月３日
の文化の日に表彰した。
さらに、それを記念し
て、市内の旭山公園にお
いて、記念植樹を行なっ
た。写真中央の当時北大
学長であった杉野目先生
は、市民憲章制定当初か
ら並々ならぬ熱意を注がれ、本市の市民憲章をここまでに大きくした育ての親である。

●PRのころ
　昭和 39 年から 40
年にかけては、市民
憲章制定後日も浅い
ところから、市民憲
章文そのものの周
知徹底に目標をお
き、ポスター、リー
フレット等印刷物に
よるＰＲ、また、憲
章の精神を盛り込ん
で大人でも子どもで
も、楽しく明るく歌
える「市民の歌」の
作詞、作曲を一般か
ら募集、その普及に
つとめた。そのほか、
主だった活動には、

憲章を実生活の中に生かし、より明るく豊かな市民生活をおくるため、具体的な実践活
動を行なうことを目的とする市民憲章実践モデル団体を指定。当初６団体から出発した
この団体も、現在までに延 50 団体をかぞえるまでに成長した。

写真中心は当時の杉野目晴貞議長

記念樹で鍬をふるう
当時の原田與作市長

「市民の歌」の発表会
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空も道路も草も木も、
きれいなまちにしましょう

世界とむすぶ
高い文化のまちにしましょう

きれいな公園や施設は、わたしたちの心に休息とうる
おいをあたえてくれる

……大通公園で……

まちなかにとび出したオーケストラ
（写真提供　北海道新聞社）

　草案は市民の声として原田市長に提出され、市長はこれを議会にはかり、

承認を得て初めて市民憲章が制定されることになった。

　ここで昭和 38年 11 月３日、文化の日をトして札幌市民憲章推進会議が、

発足することになったわけである。

　この会議の構成員、つまり参加団体は学校は勿論、会社商社等の企業体、

P.T.A、青少年協議会、商工会議所、婦人団体、文化団体等あわせて３百数十

団体に及んだ。

　最初の総会で杉野目北大学長が議長に押され、副議長としては阿部ＨＢＣ社

長、広瀬商工会議所会頭、松宮市会議長、磯貝高校長の諸氏が選ばれた。更

に常任委員会を設け 30数名の常任委員によって、事業内容や活動方針を協議

決定し、本格的な実践活動に踏み出した。

　市民の要望に応えて誕生した市民憲章は好評であった。しかしこれを学校や

職場、事業所等に宣伝することは容易だが、60万の市民に周知させる点が問

題であった。当然、総会においては、この問題が中心となり、徹底の手段や

方法のあらゆる面について論議された。

　その結果、まず啓蒙宣伝の第一歩として、市電市バスの中に掲示する。市内

要所に標示板を立てる。学校会社事業所にポスターを配布する。市役所用封筒

に憲章文を印刷する。各家庭に回覧板をまわす。路上の放声機を利用する等の

案が、実施された。新聞やテレビの報道機関の協力を得たことも勿論であった。

　特に、憲章文を印刷したポケット用の煙草吸いがら箱を作り、路上の吸いが

ら散乱防止を併せて、市民憲章の効果をねらうなど、その宣伝啓蒙には大い

に検討努力を重ねたが、これは特異な活動として好評を博したものであった。

　また、杉野目議長を始め推進会議会員が大通公園の清掃行事に箒をもって

参加したことや、街頭でビラを配布したことなども、市民への運動の一つであっ

た。

　制定 10年を期して、今日の伸展を見たかげには、この努力の歩みをおろそ

かにすることは出来ないと思う。　　　　　　　　　　　　　（佐藤麟太郞記）

起草からの経緯起草委員による座談会から抜粋
（長野京子・児童文学者）　前章を考えたという
点では札幌市が第一号ではないでしょうか。
（佐藤麟太郞議長）　ぜひ、札幌に特色のあるも
のを盛り込もうと苦労して生まれたのが、あの
前章なのです。
（小山道教育課長）　これを前章にすることは、
たしか宇野（親美）先生の発案ではなかったで
しょうか。
（久保田）　さきに、“忘れることの出来ない宇野
先生

“

といったのは、そのことなのです。宇野
先生はもともと、謙虚なお人柄でしたが、また、
ご自分が事務局を引き受けている教育委員会の
委員長（最後の北大予科長）だというお考えも
あったのではないでしょうか。決して表面には
出られませんでしたが、陰に陽に先生ならでは
の着想を私にお話下さいましてね、“わたしたち
は時計台の鐘がなる札幌の市民です

“

の発想は
宇野先生でした。
（長野）　先生が、この前章は何かの会議の途中
でふわっと頭に浮かんだとおっしゃったのを覚
えております。ずうっと、考え続けていらした
んですね。
（佐藤）　この前章があるために、札幌市の市民
憲章は非常に特色を発揮していますよね。
（長野）　このさいだから自画自賛させてもらい
ますけれども、どこに行っても札幌市の市民憲
章は立派だとほめられますね。また、出来上る
までこれだけ皆さんの結晶を集めたのはあまり
他にはないと思いますね。
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　20 周年記念誌は昭和 58（1983）年11
月に発行されました。Ｂ５版、表紙共 24
ページ、板垣武四市長と佐藤麟太郎議
長のあいさつにはじまり、写真を主とした
20 年のあゆみ、市民生活に根づく札幌
市民憲章、憲章実践に貢献した団体・
個人の名簿、こどもの声、さっぽろ誕生
114 年、さっぽろ四季のまつり、などが掲
載されています。

20 周年記念誌の表紙

札幌五輪へ、市民憲章も一大キャンペーンを張りました

大通公園聖恩碑の池には毎年ニシキゴイを放流、春の運動のスタートに

　札幌の、未来をつくる子どもたちによる、市民憲章制定 20 周年記念の『札幌市民憲章推進こども会議』が、市議会の本会議場で開
かれました。
　参加した 28 校、75 人の小中学生は、市長さん、市議会議長さんとともに市民憲章を唱和したのち、市民憲章の実践と、これからの
街づくりについて活発な意見を展開し、市民憲章推進宣言を行って実り多い会議の幕を閉じました。

まちぐるみ
　昭和 43 年、札幌市は創建百年を迎えました。８月１日の記念式典では、市民憲
章の制定、推進に尽されたとして杉野目推進会議議長が表彰を受けました。創建百
年を機会に市民憲章も２世紀に入った札幌の、輝く未来に向かって、限りない前進
を誓い合いました。
　この頃は、1972 年（昭和 47 年）の札幌五輪に向けて、市民ぐるみ、まちぐるみ
で“札幌オリンピックを成功させよう

“

が合言葉となり、市民憲章は世界の人々を
札幌に迎えるバックボーンとしても高揚され、市民の間にしっかり定着し、“よう
こそ札幌へ

“

といえるまでになりました。
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　30 周年記念誌は平成５（1993）年11
月に発行されました。Ｂ５版、表紙
共 24 ページ。桂信雄市長と河邨文一
郎議長のあいさつにはじまり、大いな
る街大いなる夢、目で見る市民憲章の
30 年、思い新たに 30 周年。人と街に
息づく市民憲章、市民憲章推進の活動
をたたえ、市民憲章を推進するモデル
団体、時計台いろいろ、市民の誇り札
幌の誇り、などが掲載されています。

30 周年記念誌の表紙

パシフィック・ミュージック・フェスティバルも定着

先端産業基地の札幌テクノパーク

各国の物産が集う国際見本市

オリンピックの舞台大倉山ジャンプ台

心のよりどころ
として永遠に
札幌市長　桂　信雄

　「わたしたちは、時計
台の鐘がなる札幌の市
民です。」
で始まる札幌市民憲章
が制定されてから、今年
で30 周年を迎えること

になりました。
　この市民憲章は、私たち札幌市民の心のよりどこ
ろであり、市政を預かる私にとりまして、各種の事業
を推進する上での指針と位置づけているものであり
ます。そして、昔も今も変わらず多くの方々が市民
憲章推進運動の実践をされていることを大変うれしく
思っております。
　市民憲章が制定された昭和 38 年には人口 70 万
人程度であった札幌市は、170 万人余の全国で５
番目の大都市に成長しておりますが、今も緑が豊か
な街であり、多くの市民がずっと住み続けたいと考え
ていることは私の誇りとするところであります。
　私は今後とも市民憲章の精神を守り、住みよい街
づくりに努めていきたいと考えておりますので、皆様
のなお一層のご協力をお願いするとともに、市民憲
章の精神が皆様の間に永遠に受け継がれていきます
よう祈念する次第であります。

市民の誇り 札幌の誇り
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グループ発表

市長答弁

閉会後の記念撮影

ミーティング

発言を求める子どもたち

認定証と記念品の贈呈

グループ発表

　平成５年 11月、札幌市民憲章は30
周年を迎えました。８月には、これを記
念する『こども市議会』が開かれ、市
議会本会議場において、市内小学校か
ら選ばれた“チビッコ議員

“

と桂信雄
札幌市長との間で真剣な質疑応答が行
われました。
　現在地での保存か移転かと論議を
呼んだ市民憲章のシンボル・時計台
も、現在地保存で決着がつき一段落
しました。
　21世紀を目の前にして“近未来都市

“ 

への街づくりを着 と々進める札幌市。人
口 170 万人余を抱える全国屈指の大都
市としてますます発展する“ふるさと

“

。
成熟期を迎えた市民憲章の役割は、今
後さらに大きくなるに違いありません。

農林中央金庫札幌支店
　札幌のまちに初夏の訪れを告げる錦鯉

放流式は、昭和43年から毎年、農林中

央金庫札幌支店の協力で行われています。

　放流される200匹の錦鯉は、同支店

が、市民の憩いの場である大通公園に潤

いを与えようと、札幌市民憲章推進会議

に寄贈しているもので、ライラックまつり期間中に行われる放流式

において、大通公園西５丁目広場の聖恩碑の池に放されます。当日

は、花の種子も同支店から寄贈されます。

　農林中央金庫札幌支店では、このほか、昭和43年から札幌市

内各地に誕生した『なかよし花壇』の造成費を寄贈するなど、札幌

市民憲章の周知、普及に多大な貢献をしています。

市民に
潤い与えて
26年

錦鯉の放流

支店長から議長に
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　40 周年記念誌は平成 16（2004）年３月
に発行されました。Ｂ５版、表紙共 24ペー
ジ。上田文雄札幌市長と河邨文一郎議
長のあいさつにはじまり、市民憲章の思
い出、思い新たに40 周年、実践優良者
名簿、市民インタビュー、作文コンクール、
「ポイ捨て」防止ポスターコンクール、の
びゆく札幌、などが掲載されています。

40 周年記念誌の表紙

札幌市長　上田 文雄

「わたしたちは、時計台の鐘がなる札幌の市民です」
で始まる札幌市民憲章が制定されて、今年で４０周
年を迎えることとなりました。
　このような節目の年に、私は市長に就任いたしまし
た。市政を預かる身となり、あらためて読み返してみ
ますと、この市民憲章は市民の心のよりどころである
とともに、私ども行政が目指すべきことそのものを表し
ているのだと実感しております。
　この４０年間、多くの方々が市民憲章の精神を実
践されてきました。この努力があってこそ、今の札幌
があるのです。先人たちの努力を継承して、市民全
員が札幌の市民であることに誇りを持てる、そのよう
なまちづくりを皆様と力を合わせて進めていきたいと
考えております。
　このすばらしい市民憲章の精神が永遠に受け継が
れていくことを祈念いたします。

市民憲章実践優良者から

　　 平成 15年度

育成・実践モデル団体から

地域ぐるみの青少年育成
澄川地区青少年健全育成推進会　会長　石川　誓志さん

　当地区の健全育成推進会では、地区連合会の力強い支援で、児童生
徒が 21世紀をたくましく生き、新しい時代の担い手として心身とも
に健全な成長を遂げうるよう、また社会の一員としての自覚のもとに、
責任ある行動をとれる人間的な成長を願い、「他人との心の触れ合い、
感動の共有」さらに「自らの意思と考え」で行動できる青少年の育成
を方針の柱に掲げ活動しています。
　今年５月の澄川地区「市民コンサート」では、多くの小中学生が札
響の素晴らしいオーケストラの響きを堪能し、また７月には地区連合
会が実施している｢総合防災訓練」に澄川中学校より60名余りの生徒、
父母と教職員が参加して、意
義のある活動ができました。
11月には恒例の「ふれあい
音楽会」で各小中学校の特
色を生かした合唱や合奏で
交流しました。お母さん方
も見事な合唱で花を添えて
くれました。このように地
域ぐるみの温かみの中で活
動しています。

クリーン鴨々川清掃運動
鴨々川を清流にする会　事務局長　佐藤　範行さん

　我々は、市民を中心としたボランティア活動として、中央区中島公
園の付近を流れる鴨々川の清掃運動を実施しており、その活動が認め
られ、平成 14年度に札幌市民憲章推進育成モデル団体の指定をうけ
２年目となりました。
　当会は鴨々川に清流を取り戻そうと立ちあがった地元有志、町内会、
諸団体が中心となって結成された「鴨々川を清流にする会」（会長久末
聖治）が主催して年２回（春と秋）通算６回の清掃運動を行い、豊平
側の入口から創成川に至る約３キロに亘る川全域のゴミ拾いなどの清
掃と、行政の協力を得て上流に炭を敷設し水質の浄化を図るなど官民
一体となっての活動を実施しており、川辺も水質も確実に綺麗になり
ゴミも減少しております。
　町内会、子ども会、学生、主婦など毎回約300人のボランティアの
方々に献身的な協力をして
いただき成果をあげており
ます。
　今後は人が川と触れ合う
（親水性）ためのソフト（子
供達の自然体験や釣り、川遊
びなど）と自然浄化機能を
持った川作りをし、美しい
川、皆に親しまれる清流を取
り戻したいと考えています。

　　 平成 15年度

育成・実践モデル団体から
　　 平成 15年度　　 平成 15年度

育成・実践モデル団体から
　　 平成 15年度

市民憲章実践優良者から

育成・実践モデル団体から育成・実践モデル団体から育成・実践モデル団体から育成・実践モデル団体から育成・実践モデル団体から育成・実践モデル団体から
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そして50周年記念誌………
　50 周年誌はお手にとられた本誌ですが、その歳月は平成 16（2003）年11 月３日から平成 25（2013）年の
10 年間ということになります。このページでは、記録に残しておきたい写真を取組別に施しました。

　平成16（2004）年に「札幌市たばこの吸い殻及び空き缶等の散乱防
止等に関する条例」が制定されたことを機に、札幌駅前における街頭啓
発や「ポイ捨て」防止ポスターコンクール入選作品展を実施しました。

　平成17（2005）年5月30日（ごみゼロの日）に「北1条通オフィス町内会　セーフティ＆クリーン大作戦」を初開催しました。その第1回目は北1
条通りに面する企業の社員等約600人が参加しました。
　このイベントは平成25（2013）年までに18回もの開催を数え、参加人数が1,000人を超える北1条通り恒例のイベントとして定着しています。

　平成18（2006）年10月
に当推進会議が主体と
なって、第 1回「ミニ
ミニさっぽろ」を開催
しました。（旧札幌市
立大通小学校にて）
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　現在は、札幌市などとともに実行委員会を立ち上げ、子どものまち「ミニさっぽろ」として、3,000人を超える子どもが参加す
る、秋の大イベントとして定着しています。

　地下街オーロラタウン等で、市民憲章パネル展を開催し、
市民憲章の普及・啓発を進めてきました。

　東日本大震災の発生後、被災者支援活動を行う支援団体に
対して活動費の助成を行うため、札幌市のさぽーとほっと基
金へ100万円を寄付しました。
　また、当推進会議が参加するイベント等の機会を活用し、
募金箱の設置や支援金の呼びかけを実施し、集まった募金を
被災者支援活動へと寄付しました。
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市民憲章の誕生から現在へ
　札幌市民憲章が生まれるきっかけとなったのは、市民団体から原田與作市長（当時）へ
提出された要望書でした。
　格調高く、しかも小学生が読んでもわかる文章をという設定で、札幌らしい特色を出す
ことに、起草委員を中心に大変な苦心を重ねました。
　『わたしたちは、時計台の鐘がなる札幌の市民です』と、全国で初めて前章つきの成文
が完成、昭和 38（1963）年11 月 3 日（文化の日）に札幌市民憲章が制定されました。

● 市民憲章起草委員名簿  
　委 員 長　　斎藤七郎治（前市立大通小学校長）
　副委員長　　村井五郎（北電常務取締役）
　委　　員　　宇野親美（藤短大教授） 角掛只政（医師）
　　　　　　　小山金二（北陽中学校教諭） 佐藤麟太郎（静修学園長）
　　　　　　　助川貞利（北星学園大教授） 武部豊太郎（北海道新聞学芸部長）
　　　　　　　長野京子（児童文学者） 野田寿雄（北海道大文学部教授）
　　　　　　　広井喜美子（弁護士） 平塚正雄（北海タイムス）

● 市民憲章年表と札幌略年表  
年 市　民　憲　章 札　　幌　　市

昭和38（1963）年 6月及び 7月
札幌市青少年問題地区連絡協議会（議長小泉徳太郎）
札幌市婦人団体連絡協議会（7月当番委員長　角寛子）
札幌市 PTA連合会（会長　角掛只政）
から札幌市長（原田與作（当時））らに市民憲章の制
定についての要望書提出
7月 22 日　
各界の代表者による札幌市民憲章制定準備会議（議
長　杉野目晴貞（北海道大学学長）、各界代表 174 名
で構成）発足
8月 21 日
制定準備会議の常任委員会（委員長　助川貞利（札
幌地区保護司会）、委員は 39 名）にて起草委員（委
員長　斎藤七郎治（前市立大通小学校長）、委員 12 名）
を選任
9月
市民 4,500 人を対象としたアンケート調査実施
起草小委員会（7回開催）にて草案を作成
10 月７日
制定準備会議の常任委員会にて草案審議決定
10 月
市議会文教委員会・総務委員会に市長が文案を報告
10 月 22 日
制定準備会議総会にて草案を決定
11 月 3 日
札幌市民憲章制定（告示）

市民憲章制定　道路緊急整備 3カ年計画事業に着手

　　39（1964）年 2月
市民憲章の普及・啓発を目的とした市民憲章推進会
議が発足
初代議長（北海道大学　杉野目晴貞）が就任
11 月 3 日
制定 1周年を記念し、市民大会を開催
市民公募により「市旗」と「市民の歌」を制定

「市旗」「市民の歌」制定

　　40（1965）年 市民憲章実践モデル団体育成事業の開始
ラジオ番組『シティ・オブ・サッポロ』にて市民憲
章の普及啓発

札幌市建設 6年計画着手

市民憲章制定を報じた北海タイムス紙
［昭和 38（1963）年 11 月３日］

２節　札幌市民憲章50年の歩み



75

道都札幌 — 輝き続けて

年 市　民　憲　章 札　　幌　　市

　　41（1966）年 市民憲章実践優良者表彰の開始 市立図書館、中央体育館新築開館

　　42（1967）年 市民憲章制定 4周年記念として、旭山記念公園内に
白樺 10 本を植樹

手稲町と合併

　　43（1968）年 ライラックまつりに合わせ、錦鯉の放流式を大通公
園西 5丁目広場の聖恩碑の池で開催

札幌市創建百年。北海道大博覧会開催

　　44（1969）年 「札幌オリンピックと私たち」の作文募集 初の市民歩く運動開催。定山渓鉄道の営業廃止

　　45（1970）年 第 22 回雪まつりにおいて、時計台を形どった大型用
パネルを制作・設置

時計台が重要文化財に指定。人口 100 万人突破。大
倉山ジャンプ競技場完成

　　46（1971）年 市民憲章推進会議　2代目議長（北海道青少年問題協
議会　佐藤麟太郎）就任

札幌市長期総合計画策定。地下鉄南北線開通。市役
所新庁舎、札幌地下街完成

　　47（1972）年 各区役所に憲章板を掲げた水槽を設置し、錦鯉を寄
贈

第 11 回冬季オリンピック大会開催。政令指定都市へ
移行し、７区役所開設。ミュンへン市と姉妹都市提
携調印

　　48（1973）年 市民憲章制定 10 周年を記念して、札幌で全国から
114 市町村が参加した「市民憲章運動推進第 8回全国
大会」等を開催。

札幌市資料館オープン。豊平峡ダム完成。小樽市の
一部編入

　　49（1974）年 市民憲章制定 10 周年記念として着工した市民憲章制
定記念レリーフが完成

丘珠獅子舞を札幌市無形文化財に指定

　　50（1975）年 市民憲章作文コンクールの開催
実践優良者表彰の個人表彰数が 100 人を突破

70 歳以上老人の市電・市バス無料制実施

　　51（1976）年 市民憲章に関する意識調査の実施（市民 1,500 人対象） 新札幌市長期総合計画策定。地下鉄東西線開通

　　52（1977）年 大通公園聖恩碑池への錦鯉放流が 10 回目を迎える
育成モデル団体の指定数が 100 団体を突破

札幌市５年計画（51 ～ 55 年度）策定。緑化推進条例
制定。教育文化会館開館。「さっぽろ文庫」第 1巻発
刊

　　53（1978）年 市民憲章制定 15 年記念式典の開催 時計台創建百年記念行事開催。地下鉄南北線北 24 条
～麻生間開通

　　54（1979）年 国際児童年に合わせて、主に子ども会をモデル団体
として指定

28 年ぶりに豊平川にサケ遡上。神戸市の人口を抜く
（全国６位の大都市）

－市民憲章制定１周年を記念して、市民公募によりつくられた市民の歌－
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年 市　民　憲　章 札　　幌　　市

　　55（1980）年 自家車の急速な普及によるばい煙などの公害、豊平
川へのサケの回帰、高齢化社会への対応等の社会情
勢を踏まえ、市民憲章の見直しの議論が始まる

第２次５年計画策定。瀋陽市と友好都市提携調印

　　56（1981）年 モデル団体指定事業を、育成モデル団体と実践モデ
ル団体とに区分
実践優良者表彰の団体表彰数が 100 団体を突破

青少年科学館開館。中央区民センターがオープンし、
全区に区民センター設置完了

　　57（1982）年 市内 5 か所に設置した「なかよし花壇」に加え、東
北地区の花壇の植込みを実施

区制施行 10 周年。北方都市会議開催。地下鉄東西線
白石～新さっぽろ間開通。ていねプールオープン

　　58（1983）年 市民憲章制定 20 周年を記念して、「市民憲章推進こ
ども会議」等を開催
市民憲章制定 20 周年記念花壇を造成

地下鉄東豊線起工。百合が原公園開園。京都市の人
口を抜く（全国５位の大都市）

　　59（1984）年 4月
市民憲章推進会議の常任委員会にて、市民憲章改正
を総会における協議事項として提案する旨承認
6月
総会にて、再検討のための専門委員の設置を決定
10 月
市民憲章推進会議の常任委員会にて、再検討委員（委
員長　小泉徳太郎（道立専修学校・各種学校連合会
会長））の選任決定

第３次５年計画策定。豊平川さけ科学館オープン。
人口 150 万人突破

　　60（1985）年 国際青年年に合わせて、若い層を対象とした普及活
動を実施

札幌市行政改革大綱まとまる。駒岡清掃工場操業開
始

　　61（1986）年 4月
再検討委員から、市民憲章推進会議議長へ改正文案
を報告
4月 25 日
市民憲章推進会議の常任委員会にて、改正案の承認
を得る。
6月 6日
市議会総務委員会へ報告し、市民憲章推進会議総会
にて決定

第１回アジア冬季競技大会、'86 さっぽろ花と緑の博
覧会開催。札幌芸術の森一部オープン。札幌市エレ
ク卜ロニクスセンターオープン

　　62（1987）年 市民憲章推進会議　3代目議長（北海道肢体不自由児
童福祉連合協会　河邨文一郎）就任

スパイクタイヤ使用規制条例制定

　　63（1988）年 札幌市創建 120 年・市民憲章制定 25 周年記念式典の
開催

札幌市創建 120 年。第３次札幌市長期総合計画、札
幌市５年計画策定。地下鉄東豊線栄町～豊水すすき
の間開通

平成元（1989）年 実践優良者表彰の個人表彰数が 300 人を突破 白石、西区の区分により、９区体制へ移行。第 44 回
国民体育大会（はまなす国体）開催

　　2（1990）年 札幌ユニバーシアード冬季大会に賛同し、広報等を
支援

第２回アジア冬季競技大会開催。定山渓ダム供用開
始。ノボシビルスク市と姉妹都市提撮周印。PMF（パ
シフィック・ミュージック・フェスティバル）開催

　　3（1991）年 育成モデル団体の指定数が 300 団体を突破 札幌ユニバーシアード冬季大会開催。新中央図書館・
埋蔵文化財センター開館。ミュンヘン大橋開通

　　4（1992）年 市民憲章だよりの発行部数を 50,000 部とし、普及啓
発を強化

第２次５年計画策定。平和都市宣言

　　5（1993）年 市民憲章制定 30 周年を記念して、「こども市議会」
等を開催

札幌市児童福祉総合センターオープン

　　6（1994）年 実践モデル団体の指定数が 100 団体を突破 地下鉄東豊線豊水すすきの～福住間開通

　　7（1995）年 「ポイ捨て」防止の啓発促進のため、ポスター 4,000
枚を制作・掲示

第３次５年計画策定。「さとらんど」オープン。市立
札幌病院移転新築

　　8（1996）年 「ポイ捨て防止」の標語やポスターの募集開始 第 5回全国知的障害者スポーツ大会「ゆうあいピッ
ク北海道大会」開催。JFL「コンサドーレ札幌」誕生

　　9（1997）年  5 月 30 日「ごみゼロの日」キャンペーンに協賛 豊平区の分区により、10 区制へ移行。札幌コンサー
卜ホール（Kitara）オープン

　　10（1998）年 さっぽろ夏まつり大通納涼ガーデン開催中に聖恩碑
池の錦鯉保護の呼びかけ

札幌市創建 130 年。時計台新装オープン。札幌ドー
ムの建設着手

　　11（1999）年 たばこ製造・販売会社主催の、たばこの吸い殻及び
その他のポイ捨てゴミ清掃に協賛（春、秋 2回）
市民憲章ホームページ開設

地下鉄東西線琴似～宮の沢間開通。八剣山卜ンネル
開通

　　12（2000）年 ウィズユーカードの額面広告に「ポイ捨て」防止の
デザイン掲載

第４次札幌市長期総合計画、第１次５年計画策定。
情報公開条例改正施行。都市景観条例全面施行。札
幌駅南口広場完成。ウィンタースポーツミュージア
ム、生涯学習総合センターオープン
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年 市　民　憲　章 札　　幌　　市

平成13（2001）年 市民憲章ホームページのリニューアル 札幌ドーム「HIROBA」オープン。環状通エルム卜
ンネル開通

　　14（2002）年 区民運動会・区民まつりに合わせて市民憲章普及用
品配布

札幌市産業振興センター・札幌市市民情報センター
オープン。FIFAワールドカップ札幌開催

　　15（2003）年 市民憲章制定40周年を記念して、時計台と大倉山ジャ
ンプ競技場に市民憲章板を設置
上田文雄札幌市長などが出演するテレビ番組「島判
官の市民憲章けんぶんろく」を制作

「さっぽろ元気ビジョン」を策定。札幌コンベンショ
ンセンターオープン。モエレ沼公園「ガラスのピラ
ミッド」完成

　　16（2004）年 市民憲章推進会議　4代目議長（さっぽろ時計台の会　
木原直彦）就任

プロ野球「北海道日本ハムファイターズ」誕生。87
カ所の出張所・連絡所を「まちづくりセンター」に
改編。モエレ山の完成

　　17（2005）年 第 1 回北 1 条通オフィス町内会セーフティ＆クリー
ン大作戦開催

モエレ沼公園グランドオープン。「ポイ捨て等防止条
例」施行

　　18（2006）年 子どもたちの職業体験を通じた自治意識の寛容と市
民憲章の普及・啓発を目的とした「ミニさっぽろ」
を市民憲章推進会議主催により開催

札幌市立大学開学。第１回札幌国際短編映画祭開催。
プロ野球「北海道日本ハムファイターズ」日本一。「札
幌市自治基本条例」制定

　　19（2007）年 札幌市等と実行委員会を構成し、「ミニミニさっぽろ」
を拡充した「ミニさっぽろ 2007」を開催

FIS ノルディックスキー世界選手権札幌大会の開催。
プロ野球「北海道日本ハムファイターズ」パリーグ
連覇

　　20（2008）年 時計台創建 130 周年記念「市民憲章パネル展」を開
催

札幌市創建 140 年。「環境首都・札幌」宣言。「さっ
ぽろオータムフェス卜 2008」開催

　　21（2009）年 実践優良者表彰の団体表彰数が 300 団体を突破 ICカード乗車券 SAPICAのサービス開始。創成川通
アンダーパス開通。家庭ごみ有料化などの新ごみルー
ル開始。「ねんりんピック北海道・札幌 2009」開催

　　22（2010）年 「ミニさっぽろ」が参加者数 3,000 人を突破 APEC 貿易担当大臣会合を開催。韓国大田広域市と
姉妹都市提携を締結

　　23（2011）年 東日本大震災の被災者支援への助成を行うため、札
幌市のさぽーとほっと基金へ 1,000,000 円を寄附

札幌駅前通地下歩行空間開通。創成川公園オープン。
500m美術館常設化。もいわ山観光施設リニューアル

　　24（2012）年 市民憲章制定 50 周年記念事業実行委員会立ち上げ どうぎんカーリングスタジアムオープン

　　25（2013）年 市民憲章制定 50 周年式典、モニュメント設置。各種
行事開催

札幌市公文書館オープン。札幌市まちづくり戦略ビ
ジョン（ビジョン編）策定。路面電車の新型低床車
両の導入開始。ＩＣカード乗車券ＳＡＰＩＣＡがバ
スや路面電車で利用可能となる

出典：札幌市政概要　平成 24 年版

● 札幌市のあゆみ　～前史から市民憲章制定まで～  

寛文10（1670）年 弘前藩士　牧只衛門の報告に「さつほ
ろ」の地にアイヌ民族が居住している、
とある

元禄13（1700）年 「松前藩絵図」にイシカリ川が描かれ、
「しゃつぽろ」の地名が掲げられる

文化 4（1807）年 探検家　近藤重蔵は石狩川の下流が全島
統轄地として適地であると幕府に意見書
を出す

安政 3（1856）年 探検家　松浦武四郎が琴似（石狩平野）
あたりに都をたてたら良い、と書き記し
ている

安政 4（1857）年 「札幌越新道」（銭函～豊平～千歳～勇
払）開削。在住によるハツサム・ホシオ
キの開墾開始

慶応 2（1866）年 大友亀太郎により大友堀（のちの創成
川）開削

明治 2（1869）年 蝦夷地を北海道と改称して、開拓使を設
置し、島義勇判官が札幌本府の建設に着
手す

明治 7（1874）年 屯田兵制度制定
明治 8（1875）年 最初の屯田兵が琴似入植
明治11（1878）年 札幌農学校演武場（現時計台）完成
明治12（1879）年 札幌全郡が区となる。札幌区役所庁舎落

成（開庁は明治13（1880）年）
明治15（1882）年 開拓使を廃止し札幌、函館、根室の3県設置

明治17（1884）年 札幌市街地を札幌区とし、札幌郡各村々と
分離

明治19（1886）年 3県が廃止され北海道庁設置
明治22（1889）年 北海道庁赤レンガ庁舎完成
明治25（1892）年 札幌大火により住居887戸、官公署焼失
明治32（1899）年 札幌区に北海道区制施行
明治35（1902）年 豊平村、手稲村、白石村、札幌村に二級

町村制実施
明治39（1906）年 藻岩村、琴似村、篠路村に二級町村制実施
大正 7（1918）年 市中での路面電車営業開始
大正11（1922）年 市制施行（札幌、函館、小樽、旭川、室

蘭、釧路）
昭和 2（1927）年 札幌市が電車事業を買収し、営業開始
昭和16（1941）年 円山町と合併
昭和24（1949）年 札幌市創建 80周年
昭和25（1950）年 第 1回札幌雪まつり開催。札幌村の一部

編入、白石村と合併
昭和30（1955）年 琴似町、札幌村、篠路村と合併
昭和35（1960）年 札幌の花（スズラン）、木（ライラック）、

鳥（カッコウ）を決定
昭和36（1961）年 豊平町と合併
昭和38（1963）年 市民憲章制定


