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１ 「ていねっていいねプラン」の基本的考え方

区の運営方針
区の運営方針

区の使命と目標
区の使命と目標
３つの視点

区の使命

(1)

地域個性が輝き、誰もが安
心してこころ豊かに暮らせ
る 、質 の高い まちづ くり を進
め、「住んでいて良かった」と
実 感で きる ふるさ と手 稲
の実現を目指します。

３つの運営方針
郷
土
の
視
点

地域個性を活かし
たふるさとづく り
区民の自主的・主体的なまちづ
くり活動を支援するとともに、区
役所と区民が協働し、地域個性を
活かしたふるさとづくりを推進
します。
重点課題

まちづくりの目標

文化の香りあふれる「ふるさと手
稲」づくりの推進

１ 手稲区では、恵まれた自然環
境の中で、様々な人、住民組
織、各種団体・グループが活
発な活動を行っています。
これらの「人」や「情報」
「資
産」など、多様なまちづくり
資 源 を有 機 的に 結び つ け 、
様々な力を結集して、にぎわ
いのあるまち ふるさと手稲
づくりを進めます。

自
治
の
視
点

市民自治を育む
仕組みづくり
区民に開かれ、区民が主役のま
ちづくりを実現するため、情報共
有と住民参加の場を設けるなど、
市民自治を育む仕組みづくりを
推進します。
重点課題

区民との協働による「まちづくり
交流ネットワーク」づくりの推進

２ 手稲区は、地域住民と行政と
の協働のもとに、
「私たちのま
ちは私たちが創る」という区
民が主役のまちづくりを進め
ます。

改
革
の
視
点

区役所を変える
人・システムづくり
自らの意識とシステムを変革
し、効果的・効率的な行政サービ
スの提供に努め、
「区民のための
区役所」づくりを推進します。
重点課題

区民に開かれた「区役所改革」の
推進
ていねっていいね

−１−

２ 重点課題と平成１８年度主要取組項目

運営方針１ 地域個性を活かしたふるさとづくり
重点
課題

文化の香りあふれる「ふるさと手稲」づくりの推進

１ 自由通路「あいくる」の活性化と規制緩和による にぎわい空間 の創出
区民の芸術・文化活動の発表・情報発信の場として自由通路「あいくる」の一層の利用
促進を進めます。
また、
「道路・公共通路活用促進プロジェクト」の規制緩和案を踏まえながら、地域のに
ぎわい創出のシンボルゾーンにふさわしい道路空間の多目的利用を図るとともに、区民参
加による活用の仕組みづくりを検討します。
平成１８年度主要事業

内容

JR 手稲駅自由通路「あ 「憩いとにぎわい」の空間環境整備を活か
いくる」の利用促進事業 しながら、自由通路「あいくる」を区民の芸
術・文化活動等の発表や情報交流のスペー
スとして多目的な活用を促進する。

備考

・多目的活用の推進

2 地域個性を活かした協働型まちづくり事業の展開
「自ら考え実践するまちづくりの推進」を基本方針に、手稲区全体または各地域の自然や
歴史・文化等の地域個性を活かしながら、
「ていねっていいね」と実感できる ふるさと手
稲 の実現を目指して協働型のまちづくり事業を実施します。
平成１８年度主要事業

内容

備考

１ ていね夏あかり事業

子供たちに ふるさと手稲 への愛着心 ・ていね夏あかり実行
を育てることを目的に実施。区内小学生を 委員会で実施〔７月２
中心に手作りの提灯を製作して「てっぽ ３日（日）予定〕
く・ひろば」に展示・点灯する。その壮大
で厳粛な造形空間の美しさは高く評価さ
れ、第８回「札幌市都市景観賞」を受賞し
ている。

２ 手稲山雪の祭典事業

区のシンボルである 手稲山 を舞台に、 ・手稲山雪の祭典実施
雪と親しむイベントを開催し、区民の連帯 委員会で実施〔３月予
意識の醸成と冬の生活を楽しむ文化を創造 定〕
する。

３ 小学生の夢・10 年後
の手稲のまち事業

手稲区の未来を担う子供たち（小学４年
・区と区内各小学校が
生）に、１０年後の自分たちのまちの夢を 協力して実施（絵は夏
絵に描いて提案してもらう。
休み期間中に製作）
２０歳の成人式で絵を返却し、子供も大人
も 自分たち一人ひとりがまちづくりの主
人公 であることを再確認してもらう。

−２−

平成１８年度主要事業

４ 花夢 ( ｶ ﾑ ) オ ン 手稲
事業

内容

１ フラワーバスケット設置
地域に花のある美しいまちづくりを進め、
花をつうじた住民相互の交流促進を図ること
を目的に実施。区内小学校の歩道側壁面にフ
ラワーバスケットを設置する。

備考

・区内小学校２校で
実施予定

２ ボランティアと協働した花壇育成
ＪＲ手稲駅北口の歩行者専用道路植樹帯
に、手稲ふれあいボランティアと協働で宿根
草による花壇育成を行う。
５ ていね音楽祭事業

この音楽祭は音楽活動をつうじて、地域の
芸術・文化活動の振興を図ることを目的に実
施。コーラス、吹奏楽、ジャズバンドなど区
内の多彩な音楽愛好家グループによる音楽
祭で、区民手作りにより企画・実施する。

・日時、場所は未定

６ 親子で楽しむコンサ
ート事業

乳幼児を持つ親子が楽しく潤いのある子
育てができるような環境づくりを進めるた
め、就学前の親子を対象に開催する。
受付や司会などは、母親や子育てボランテ
ィアの協力により実施する。

・８月９日（水）
区民ホールで実施予
定

−３−

運営方針２ 市民自治を育む仕組みづくり
重点
課題

区民との協働による「まちづくり交流ネットワーク」づくりの推進

１ 自治の拠点「まちづくりセンター」の機能強化への取組み
地域の身近にある まちづくりセンター がこれまで担ってきた住民と行政との結節点とし
ての機能を維持しながら、区民の皆さんや団体が地域の課題を共有し、気楽に相談しあえる場
とするなど、まちづくりセンターのコーディネーター機能を充実・強化します。
また、町内会組織による各種コミュニティ活性化事業や町内会や各種団体・グループが連携
して企画・実施する各種事業を「元気なまちづくり支援事業」により支援するとともに、地区
まちづくり協議会への支援に取り組むなど、市民自治が息づくまちづくりを進めます。
平成１８年度主要事業

内容

備考

１ 地 区 ま ち づく り 協 議 「地区まちづくり協議会」は、概ねまちづく ・
「手稲区まちづくりネ
会への支援
りセンターの区域を単位として、町内会や
ットワーク助成金」制
各種団体・グループ、市民が集い、地域に
度による支援
おける主体的なまちづくりや課題解決の取
・残る手稲鉄北、前田、
組みを協議し実践する場である。
「地区まち
稲穂金山の各地区も１
づくり協議会」の活動について、各地区の
８年度中の設立を予定
実情に即した形で支援していく。
また、
「ていね子どもセーフティネット推
進事業」による地域安全マップづくりや地
域の環境改善など，地区まちづくり協議会
の活動を促進する。
２ まちづくりセンター
への情報提供等によ
る支援強化

地域情報誌の発行やホームページを活
用した情報発信の充実・強化を継続すると
ともに、情報交流スペースの活用を進めな
がら、地域の様々な人や団体が連携・協働
できるよう、まちづくりセンターのコーデ
ィネート機能を充実・強化していく。
このため、庁内組織の「まちづくりセン
ター支援連絡会議」の有効活用や、地域振
興課職員によるまちづくりセンターの担
当制を導入するほか、地域の保健福祉活動
の支援を充実するため、保健福祉課に新設
した活動推進担当係を中心とした連携体
制を強化するなど、区役所全体での支援体
制を充実していく。

・地域情報誌は全て
のまちづくりセンタ
ーで発行
・情報交流スペース
は全てのまちづくり
センターで整備
・区ホームページに
全てのまちづくりセ
ンターのホームペー
ジを開設

２「ていねっていいね！区民の集い」への支援
手稲区のまちづくりに携わる町内会や各種団体・グループ、市民が集い、地域への愛着や誇
りを共有できる ふるさと手稲 を創るため、昨年６月に設立された「ていねっていいね！区
民の集い」
（区民協議会）の活動を支援します。
平成１８年度主要事業

「ていねっていいね！区
民の集い」への支援

内容

備考

地域の子どもたちが参加する地域安全 ・講演会、パネル展、防
の学習会や安全点検・環境改善に取り組 犯リーダー養成研修会
むなど、犯罪の機会を与えないまちづく 等を実施予定
りを進めることを目的とする「ていね子
どものセーフティネット推進事業」など
により、
「区民の集い」の活動を支援する。

−４−

３ 区民が主役のまちづくり活動の活性化
私たちを取りまく様々な地域課題に対応しながら、誰もが安心してこころ豊かに暮らせるま
ちづくりを進めていくためには、
「私たちのまちは私たちが創る」という意識を共有し、まちの
将来をみんなで考え、共に行動していくことが重要です。
このため、地域と行政との協働のもとに、様々な分野・機会をとらえて、区民が主役のまち
づくり活動の活性化を図ります。

(1) 地域における交流ネットワークづくりの推進
手稲区では、町内会や各種団体・グループなど多様なまちづくり団体が活発に活動していま
す。これらのまちづくり団体が地域社会にネットワークを広げ、地域課題を発見・共有し、課題
解決に向けてさらに活発に取り組んでいけるよう 交流ネットワーク づくりを支援します。
平成１８年度主要事業

内容

備考

１ 手稲区スポーツ・レク
リェーション祭事業

生涯スポーツ社会 を実現するため、区内
のスポーツ・レクリェーション団体が連携して
競技・講習・レクリェーション等を実施。
家族や地域の仲間がスポーツ交流を深めるこ
とで、コミュニティの熟成を進め、地域の連帯
感を育成する。

・手稲区スポーツ・レ
クリェーション祭実
行委員会で実施〔8 月
2７日（日）予定〕

２ 地 域 で の 健康 づ く り
推進事業

１ 健康フェア事業

・9 月３０日（土）区
民センター等で実施
予定

各種健康相談会や展示等を開催し、正しい健
康情報を提供するとともに、区民一人ひとりが
健康の大切さを理解し、それぞれに合った健康
づくりに取り組む機会を提供する。
実施にあたっては、健康づくり関係機関と協
働で開催する。

２ 地域健康づくり事業
健康づくりリーダーや食生活改善推進員、住
民組織等と協働で、健康講話、運動体験、体力
測定等を実施することにより、地域ぐるみの健
康づくりを支援する。

・まちづくりセンター
の区域を単位として
実施
・健康づくりリーダ
ー、町内会等の地域組
織、ボランティア等が
協働・連携

３ 地域健康づくりネットワーク推進事業
地域における区民主体の健康づくりを推進
するために健康づくりに関わる組織及び団体
等によるネットワークを形成し、より効果的な
活動ができるよう支援する。

３「食育」の推進

子どもの「食育」に携わる関係団体・機関等
による「ていね食育ネットワーク」づくりを推
進し、健康づくりのためのパネル展、食育教室
などを開催する。小中学校の栄養士、食生活改
善推進員、区内保育園・幼稚園、保育・子育て
支援センター、手稲区が連携・協働して実施す
る。

−５−

・食育教室は年２回予
定
・パネル展示、交流会
は年１回予定
・食育リーフレットを
作成予定

平成１８年度主要事業

内容

４ 地域型子育てサロ
ンの充実

現在１５ヵ所の地域型子育てサロンが区民
の手により設置されており、これらに関わる
人々の拡大や人材育成のために、有識者の講演
会を開催する。また、サロン同士の交流を図る
機会を設ける。

５ 住民参加の協働に
よ る環 境整 備の推
進

１ 富丘西公園の

・すずらん保全は５月
末 から １０月 末まで
富丘西公園には、大変珍しい 日本すずら
実施予定
ん が自生しているが、近年の環境変化によ
・１７年度からの継続
り年々株数が減少している。
事業
この 日本すずらん 保全のため、地域と
協働で自然観察会を兼ねた雑草の刈り取りな
どを行っているが、地域主体の保全活動につ
なげていくため、地域住民間の連携とリーダ
ー的な人材育成のためのワークショップを開
催する。

２ 星置緑地の

すずらん

備考

保全

みずばしょう

保全

地域の貴重な自然財産である みずばしょ
う を保全するため、自然観察会の開催をつ
うじて貴重な自然環境を再認識してもらうと
ともに、地域主体の保全活動につなげるワー
クショップを開催する。

・みずばしょう保全は
４ 月末 から１ ０月末
まで実施予定
・１７年度からの継続
事業

６ 生ごみリサイクル
に よる 循環 型地域
形 成推 進モ デル事
業

「生ごみリサイクル・コミュニティファーム ・生ごみリサイクル講
事業」
（前田森林公園拡張地）を拠点に、生ご 習、コミュニティファ
みリサイクルに取り組む区民、生ごみ堆肥を ーム見学ツアー、親子
使っ て有機農業を 実践するＮＰ Ｏ団体や大 クッキング、啓発パネ
学、ファーム事業で生産された食材を使って ル展等を実施予定
食の安全 を研究する団体がつながり、地
域における「食の循環・人の輪」づくりを進
める。

７ 乳幼児の子育て家
庭に向けた読み聞
かせ事業の推進

絵本の良さを知り、子育てに活用してもらう
とともに、読み聞かせボランティアなどの地域
活動の活性化を図ることを目的に専門講師に
よる講演会を開催する。

講 演会 は６月 ２６日
（月）区民ホールで実
施予定

(２)誰もが安心・安全に暮らせる地域づくりの推進
安心・安全に暮らすことができる家庭や地域をつくることは、区民一人ひとりの願いです。
手稲区は、区民との情報共有を進めながら、地域住民や関係組織などと協働して防犯・防災
に向けた事業を行うほか、地域が主体となって実施する活動を支援していきます。
平成１８年度主要事業

内容

備考

「ていね子どものセ
ーフティネット推進
事業」

地 域の子 ども たちが 参加す る地 域安全 の
学 習会や 安全点 検・環 境改善 に取り組 むな
ど 、犯罪 の機会 を与え ないま ちづくり を進
めることを目的に、
「ていね子どものセーフ
ティネット推進事業」により支援する。

・講演会、パネル展、
防犯リーダー養成研
修会等を実施予定
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運営方針３ 区役所を変える人・システムづくり
重点
課題

区民に開かれた「区役所改革」の推進

1「市民サービスアップ行動計画」の取組と展開
区役所は地域に身近な総合的な行政サービス機関です。手稲区役所は「市民のために！挑戦
する市役所（市役所改革プラン）」を踏まえながら、市民の目に見える形で、窓口接遇や市民
サービスを向上させていくために、職員全員参加による「親切ていねイ（丁寧=手稲）
」運動を
着実に推進するとともに、職員のアイディアと努力により運動のさらなる進化を目指し、「市
民サービスアップ」をより一層進めます。
平成１８年度主要な取組項目

内容

備考

「親切ていねイ（丁寧=手稲）
運動」の着実な推進と、運動
のさらなる進化に向けた新
たな取組の展開（第４ステー
ジ）

平成１６年４月に策定した「手稲区
サービスアップ行動計画取組方針（第
１ステージ）
」と、手稲区サービスアッ
プ検討委員会が提案した第２ステージ
の各取組み、そして平成１７年度第３
ステージの重要取組項目のそれぞれを
「親切ていねイ運動」として継続実施
し、これを着実に進める。
さらに、第４ステージとなる平成１
８年度では、以下の項目を「運動のさ
らなる進化に向けた重点取組項目」と
して、それぞれ調査・検討・実施する
とともに、サービスアップ検討委員会
で随時評価・検証を行っていく。

〔参考〕
○第１、第２、第３ステー
ジの主な取組項目（いず
れも「親切ていねイ運動」
の取組として、現在も継
続実施中）

１ クレームゼロ作戦の新たな展開と効
果測定の実施
各取組項目に関する庁内チームを積
極的に編成・活用して新たな取組みの
展開を図るとともに、来庁者アンケー
ト等の実施により効果測定を行い、評
価・検証に役立てる。

２ 庁内イントラホームページの開設・活用
上記各庁内チームの取組成果を反映
させ、情報共有を図るとともに、課題
解決に向けた職員間の意見交換や業務
連携、コミュニケーションの向上等を
促す。

３ 職場研修の充実と外部研修受講者から
のフィードバックの仕組みづくり
職場研修の充実を図るとともに、ミ
ーティングなどの機会を利用して外部
研修受講者から研修成果をフィードバ
ックする仕組みづくりを行う。

４ 職員のボランティア活動への参加促進
環境美化や除雪など、区職員の市民
活動やボランティア活動への参加促進
をつうじて、市民感覚やノウハウ等を
吸収し、業務に反映させる仕組みづく
りについて調査・検討を行う。
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・市民へのあいさつや声か
けの徹底、電話対応の改
善、名札の着用、身だし
なみへの配慮、朝礼の実
施など
・「庁内案内マップ」と接
遇マニュアルを作成
・「ご意見箱」を設置し、
寄せられた意見は掲示
板に公開
・庁内に「サービスアップ
検討委員会」を設置
・名札の仕様を統一。原則
として左胸に装着
・窓口サービスや庁舎案内
の現況について来庁者
アンケート調査を実施
・施設案内板や行事案内プ
レートの新設と庁舎内誘
導表示を改善
・職員の市民対応に関する
「市民の声」を集約して、
全職員に周知し、クレー
ムに関する情報を共有化
・来庁目的別の情報提供リ
ーフレットを作成し、職
員間の業務連携強化とワ
ンストップサービスの促
進に活用
・「『親切ていねイ』チェッ
クシート」を全職員に配
布するとともに、職員用
掲示板に搭載。職員自ら
が、自身の接遇等につい
て、随時自己診断を実施
・機構改革に伴う庁内のレ
イアウト変更にあわせ
て、分かりやすい施設案
内表示に随時変更

2 公平・適正な負担による豊かなまちづくりの推進
札幌市では、市民の生活に関わりの深いいろいろな仕事を行っています｡市税はこれらの
仕事を進めるうえで大切な財源です。また、国民健康保険料、使用料、手数料なども住民福
祉の向上や市民サービスの提供を支えるために欠くことのできないものです｡
手稲区では、経費削減や事務事業の見直し・効率化に努め、市民サービスのより一層の向
上を図るとともに、市税や国民健康保険料などについて、市民負担の公平性の観点からも適
正な収入事務を進めます。

(1) 市税収入の確保のための適正な課税と公平な徴収
市税収入の確保のために適正な課税と公平な徴収に努めます。
平成１８年度主要な取組項目

１ 市税収入額の確保

内容

市税収入額の確保のために、より適正な課税と公平な徴収に努め
る。
１ より適正な課税を行うための調査及事務処理の推進
ア 個人市民税
未申告者の所得調査や遠隔地扶養調査などを強化し、課税客
体の捕捉及び実態把握に努める。
イ 固定資産税
評価事務に新たに導入する固定資産税地理情報システム
（GIS）及び家屋評価図形計算システム（HIHOUSE）を活用
し、適正な課税に努める。
ウ 正確な課税事務の処理
チェック体制を強化し、課税誤りを防止して課税の適正を確
保する。
エ 国、道との連携
税務署、法務局及び道との緊密な連携により、課税と評価の
資料収集や調査等に努める。
２ より公平な徴収を行うための滞納整理事務の推進（納税秩序の
維持）
ア 催告、訪問、納税相談などによる納税折衝
課税資料の調査及び公簿照合等を行い、滞納者の状況把握を
徹底して、早期かつ確実に納税折衝を行う。
イ 財産調査に基づく差押の執行、換価などの滞納処分
預貯金、不動産及び給与などの財産調査を徹底したうえで、
正当な理由なく滞納する者に対しては、差押の執行、換価等
の滞納処分を行う。
ウ 滞納処分の執行停止などによる納税の緩和
担税力の乏しい者について、資力を精査し、滞納処分の停止
など適切な処理を行って、納税の緩和策を講じる。

２ 市民サービスの向上

市税について、市民の理解と協力を得るために、必要な税務情報
をわかりやすく提供するなど、広報活動を充実する。
１ インターネットの活用
税制改正の内容や夜間及び休日相談などの税務情報をホーム
ページをつうじて、わかりやすく適時に提供する。
２ 資料及び情報の収集と活用
住民税の大幅な税制改正が行われ、市民の税負担が増すことか
ら、広く市民に理解してもらうために、広報さっぽろや解説リ
ーフレットなどによる広報活動を充実する。
３ 出前講座等の実施
区においても、市税のあらまし、個人所得と市税、大きく変
わる住民税、土地や家屋の市税についてなど、出前講座や地区
説明会を継続実施する。
４ 所要の専門研修と接遇の職場研修の実施
市民からの問い合わせ等に的確に対応するために、所要の専
門研修や接遇の職員研修等を継続実施する。
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(2) 国民健康保険サービスの適正な提供と収納率の向上
国民健康保険をつうじて住民福祉の向上を推進するため、わかりやすい保険情報の説明と
保険サービスの適正な提供に努めるとともに、収納率の向上を図ります。
平成１８年度主要な取組項目

内容

１ 国民健康保険の収納率の
向上

１ 資格の適正化
国民年金喪失者リスト、税特別徴収者リストを活用し、社会保
険資格取得者の早期把握に努める。また、居所不明世帯の適切な
調査・管理を行う。これにより保険料の適正な賦課を行い、収納
率の向上に寄与する。
２ 所得の把握
税の未申告者について、国民健康保険所得申告書の提出を促
し、積極的に所得の把握に努め、適正な保険料を算定し、収納
率の向上に寄与する。
３ 口座振替の加入促進
窓口での届出時等の機会をとらえ、口座振替の加入を促進し、
収納率の向上に寄与する。

２ 市民サービスの向上

１ 部ホームページの作成・運営
行事内容等リアルタイムな情報提供を出来きるよう、月１回の
担当者（HP）会議を開催し、内容の充実を図る。
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３ 「事務事業評価・進行管理システム」の運用
平成１６年度の「手稲区実施プラン」で、新たに「事務事業評価・進行管理システム」を
策定しました。
このシステムは、「事務事業の見直しと効率化」「ＩＴを活用した市政情報提供サービスの
充実」の２つの視点を基本に据えながら、区の行政運営上、特に重要と思われる事項を「目
標・課題」として設定し、これらに対する解決プランを策定して、定期的に評価・進行管理
を行うものです。平成１８年度における取組項目は以下のとおりです。
平成１８年度主要な取組項目

内容

備考

１ 区ホームページ及び運営
体制の充実強化

区横断的組織の「ホームページ活用企画会 ・ホームページ活用
議」を活用し、区ホームページの内容と運営体
企画会議
制強化を図る。
平成１７年度に各部単位のホームページを
開設した。引き続き、業務関連情報の内容拡充
を図るほか、まちづくりへの区民参加を促すた
めのツールとしての機能を目指す。

２ 災害情報の収集・提供体
制の充実強化

「区災害対応マニュアル検討会議」の協議を ・災害対応マニュア
経て「区災害対応マニュアル」（「災害対策本
ル検討会議
部等設置編」
「災害情報伝達編」で構成）を策
定している。平成１８年度は、このマニュア
ルに基づき、個別的な災害に迅速に対応でき
るよう「ハンドブック」を策定する予定であ
る。

３「子どもすこやか相談室」
18 年度からの健診体制の変更にあわせて、
の設置
育児不安に対する支援体制を充実するため、月
1 回、子どもの発育・発達に関する様々な相談
や身体計測を行う。
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３ 「手稲区元気なまちづくり支援事業」一覧
平 成１ ８年 ４月７ 日現 在
平成１８年度事業名

さっぽろ元気ビジョンの基本目標

健
や

魅力あふれる地域づくりの推進

か
に
暮
ら
せ

○市民による「あいくる」の活用促進事業
○市民活動サボート制度
○安心・安全な地域づくり推進
○手稲区 PR 情報発信事業
○コミュニティ活動促進事業
●地域特性の共通認識形成及びコミュニティプラン作成支援
○まちづくり協議会立ち上げ支援(まちづくりセンター事業)
○稲積「安心安全なまちづくり」事業(同上)
○地域情報発信支援(同上)
○地域の宝１０選写真コンテスト(同上)
●星置「(仮称)子供の見守りネットワーク懇談会」開催(同上)
●ていね子どものセーフティネット推進事業(同上)

る
共
生
の

少子化対策の推進

街

○地域型子育てサロンの充実
○乳幼児の子育て家庭に向けた読み聞かせ事業の推進
○地域子育てカレンダー作成事業(まちづくりセンター事業)

さ
っ
ぽ
ろ

世界 に誇れる 環
境の 街さっぽ ろ

地域での高齢者・障がい者の自立支
援の促進

○世代間交流・ふれあい事業(まちづくりセンター事業)

地域での健康づくりの推進

○健康フェア
○地域健康づくり事業
○地域健康づくりネットワーク推進事業
○スポーツ・レクリェーション祭
●食育の推進（食育推進交流会、講習会等の開催）

水とみどりのうるおいと安らぎの
ある街の実現

○地域住民による野生植物保全の仕組みづくり調査計画
(まちづくりセンター事業)
○花夢(カム)オン手稲事業

地球環境問題への対応と循環型社
会の構築

○環境保全活動支援
●生ごみリサイクルによる循環型地域形成推進モデル事業

芸術 ・文化・ スポーツ
を発 信する街 さっぽろ

芸術・文化の薫る街の実現

○ていね夏あかり事業
○手稲山雪の祭典事業
○小学生の夢・１０年後の手稲のまち事業
○花夢(カム)オン手稲事業〔再掲〕
○親子で楽しむコンサート事業
○芸術文化祭事業支援(まちづくりセンター事業)
○地域を結ぶ音楽祭事業支援(まちづくりセンター事業)
○山口運河歴史資料保存事業支援(まちづくりセンター事業)

ゆた かな心と 創造性あ ふ
れ る人を育 む街さっ ぽろ

スポーツの魅力あふれる街の実現

○スポーツ・レクリェーション祭〔再掲〕

さっぽろを支え、発信する人づくり

○小学生の夢・１０年後の手稲のまち事業〔再掲〕
○ていね夏あかり事業〔再掲〕
●食育の推進（食育推進交流会、講習会等の開催）〔再掲〕

●は 新規 事業、 ○は 継続 事業
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４ プランの推進体制と進行管理方法
「さっぽろ元気ビジョン」の実現に向けて策定された３つの「元気プラン」や
「財政構造改革プラン」を踏まえ、「手稲区実施プラン」を着実に推進していく
ため、区部長会議を「区プラン推進会議」として位置づけ進行管理を行います。
「区プラン推進会議」は、取組事項の進行状況や成果の検証などを行い、必要
に応じて改善を加えながら取組みを進めていきます。
進行管理にあたっては、部間協議・連携のための各種委員会等の活用を図ると
ともに、課、部、区の各レベルにおいて中間と期末段階での評価・検証を行いま
す。

区プラン推進会議
責任者：区長

区長

区部長会議

改善指示等

市長等へ報告

中間評価・報告
期末評価・報告

区 プラン

サ ービ スア ップ検 討委 員会

事 務事 業評 価・
進 行 管 理 システム

部 間 協 議 ・連 携 機 能

外 部評 価

まちづくりセンター支援連絡会議

聞き取り調査
アンケート調査等

災 害対 応マ ニュア ル検 討会 議
ホ ーム ペー ジ活用 企画 会議
「 あい くる 」活用 検討 会議

部実施プラン
協

議

評価

改善指 示等

課実施プラン

責任者：部長

報告

責任者：課長

目標の設定Ｐ、行動Ｄ、評価Ｃ、見直しＡ
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