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 (2) 大規模市民ワークショップ（9月 8日） 

１）１グループ 

①冬季オリンピック・パラリンピックの札幌のまちづくりへの効果について 

■効果がある理由 

・大会の資産を未来に活かせる。 

・経済効果が生まれる。 

・多大な経済効果があると考える為(後の観光などの産業に影響があると考える)。 

・過去の例でたくさん効果があるようだから。 

・効果は間違いなくあります。 

・将来を背負う子ども達への夢を与えられる。 

・見るスポーツの効果がある。 

・スポーツをするきっかけ作りを間近で見られる。 

・前回の大会では学校を休めた。  

・前回の大会の開会式のメインプログラムである、風船スケーター演出に加わった。 

・前オリンピックバッチ交換が楽しかった。 

・職場の動員があった。 

・札幌市や観光名所を世界の人により知ってもらえる。 

・グルメが発展した。 

・インフラの整備が充実した。 

・地方でも恩恵があった。寒冷地仕様の住宅普及が進んだ。 

・地下鉄、交通インフラが時機を得た。 

・選手村等が市営住宅にレガシー効果を生む。 

・多くの施設がこれを機に出来上がった。 

・土木技術が進んだ。 

・手稲インターはオリンピックのせいで小樽方面からの出口は設けられていない。 

・オリンピックでなければ出来ないインフラ整備が見込まれる(72年にも地下鉄、地下街、札樽車道、

豊平川幹線道路整備など)。 

・急いでつくった札樽道 80 ㎞だけど十分に整備されているとは言えない。 

・効果は出ると思うが今現在不便はない。 

 

■効果がない理由 

・前回の実績は高く評価(インフラ、ソフト等)。 

・これからは対高齢化、少子化にどう対応した街づくりに寄与されるのか証拠がないため、消極意見

としました。 

・オリンピックに関わらず、行政に頼らないまちづくりをするべきだ。 

・少子高齢化社会にオリンピックは貢献するのか見えない。 

・札幌に集中してしまうのではないかと心配だ。 

・地方に分散開催であれば地方に予算をあげてはどうか。 
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・予算の話は札幌市が言うように都合よくいくのか。 

 

 

②冬季オリンピック・パラリンピック招致の利点と課題、課題解決のアイデア 

■大会中の利点と課題 

○利点について 

・札幌市の活性化が期待できる。 

・インフラ整備が進むだろう(更新を含めて)。 

・ホテルが整備される。 

・会場への交通インフラが整う。 

・新しい施設が出来る。古い建物はリニューアルになる。 

・各会場が改修されたことによるその後の利用者(利用率)の増加(市民の憩いの場ができる)。 

・スポーツに対する興味、関心が増す。 

・生で観戦する機会が増える。 

・食の国際交流。給食で世界についての関心が高まる。 

・食文化の国際水準への向上が期待できる。 

・ウィンタースポーツによる収益、利益が増す。 

・SAPPORO ブランドが周知される。 

・市やスポーツへの関心が増える。 

・経済効果が期待できる。 

・知名度の向上が期待できる。 

・世界各地で札幌の名がとどろく。 

・開催することでインフラが発達する。 

・観光客が増加する。 

〇課題について 

・自然破壊のない施設づくりが可能なのか不安だ。 

・大会を狙ったテロが起きるのではないか。 

・10 年後ウィンタースポーツができるか(自然や気候など)。 

・財政負担(市、及び市民)、純粋な市税を持ち出すことをどう伝えるのか。口頭で説明しないはずだ。 

・観光客のマナーが悪かったらどのように対策するのか。 

・宿泊する宿が不足するのではないか。 

・市がスキー、スケートの振興に力を入れることが大事である。 

・パラリンピック選手に対するバリアフリーは充実するだろうが、特にインフラなど道路が整備さ

れてないと(ロードヒーティング)移動などに苦労されるのではないか(もちろんあらゆる人も)。 

・予算の問題が未解決だ。 

・市民生活への影響(発生するごみの影響などで対応する施設を整備する人が足りず、ごみを放置す

るなど発生して結果として市民負担が増加するのではないか) 

・人が増えることによって交通事故の確率が増加する。 
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・大会を見ただけで、世界について考えるきっかけにはならないのではないか。 

・施設整備費、大会運営費が集まるか。 

・費用が足りないのではないか。 

・冬季における輸送の確保。今でも人手不足で充分な除雪が出来ないのに大丈夫か。 

・お金をもっと暮らしに関係することに使ってもらわないと私達市民は不平不満がたまる。 

 

■大会開催後の利点、課題、課題解決のアイデアについて 

○大会後のまちづくりについて 

・まちの活性化、観光客の増加、観光名所の増加、インフラ整備の充実が見込まれる。 

・バリアフリーが進む。 

・インフラの充実が進む。 

・レガシーとして何をどう使うか作る前に議論しておく。 

・インフラ整備はもう必要ないのではないか。 

・一時的需要増に対応した平均値の底上げの維持ができる(レガシーを大切にしたまちづくり)。 

・人材不足が起きる。 

 

 

③2030 年の札幌市のまちの姿（まちづくりのビジョン） 

■2030 年札幌市のまちの姿について 

○公園について 

・いい公園がまち中にあれば良い。 

・無料で遊べる(いれる)場所を作ってほしい。 

・大通公園をはじめ、大雪税を取る。  

・都市公園を市民サイトに上げる。 

・花壇をいっぱいに。今はイベント会場化しているが、食堂化している。 

・ヨサコイ、雪祭りは市民に愛されるお祭りにしてほしい。 

○交通について 

・丘珠空港がジェット対応になってほしい。 

・バスが定時に来るのが当たり前になる。 

・地下鉄がレール化されて JR、市電との相互乗り入れが可能にする。 

・冬の千歳と札幌間の時間、交通手段がより便利になる。 

・バスや市電の進行時に信号がすべて青になる。 

・冬期間の交通システムを改善する。 

・麻生から大通を通過し、栄町へ到着できるような定期券ができるようにしてほしい。 

○学校教育について 

・2030 年の教育は苦手科目でも参加しやすく工夫してほしい。 

・英語教育を増やす。 

○除雪について 
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・除雪のあり方、除雪量など、予算はわからないが、国、道、市など一体で考える。 

○福祉について 

・介護施設(要介護 2)からは入れる施設が増えてほしい。 

○冬を楽しむまちづくりについて 

・高齢者が冬を楽しむまち宣言をする。 

・(冬季)スポーツ立国宣言のまちになる。 

○その他 

・外国人(移民)に対して寛容なまちであってほしい。 

・治安が良い町であり続けてほしい。 

・政令指定都市として他の都市の先端を行く LGBT等に対する施策を打ち出す。 

・人口分散とコンパクトシティが可能になる。 
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２）２グループ 

①冬季オリンピック・パラリンピックの札幌のまちづくりへの効果について 

■効果がある理由 

・老朽化したスポーツ施設を更新する必要がある。 

・障害のある方への理解とユニバーサル化が進むことが考えられる。 

・国際化の推進が進む。ハード面が整備される。 

・経費が問題である。 

・ソフト面の充実が問題である。 

・基本的には賛成であるが、整備について今後も持続性のある利用が期待できること、観光における

イメージアップにつながる事、言語の対応、訪日客へのホスピタリティが重要である。 

・外国の方がたくさん来ることだと思う。いろいろな人と交流した方がよいと思いました。 

・観光振興によって知名度が向上する。 

・スポーツ機運の醸成が進む。 

 

■効果があるかないかどちらとも言えない理由 

・まだ先のことなので今のところまだわかりません。経費が出てからだと思います。 

・開催に伴い、何が良くなり、何が悪くなるのか、はっきりわかっていない。 

・夏季大会の方が良いのではないか。 

・人口減の現状で今後の費用(税金)が気になる。 

 

■効果がない理由 

・記載なし 

 

 

②冬季オリンピック・パラリンピック招致の利点と課題、課題解決のアイデア 

■大会中の利点と課題 

〇利点について 

・間近に多くのスポーツが見られる。 

・冬季スポーツの推進がなされる。 

・冬季スポーツが活性化する。 

・新交通システムの構築が図られる。 

・トップアスリートを生で応援出来る。 

・外国の方に北海道札幌市を知ってもらえる。子ども達に夢を与えることが出来る。 

・新規雇用が増加する。 

・しめパフェやラーメンサラダが世界的に流行るかもしれない。 

〇課題について 

・ごみのポイ捨てが増えると思うが、等間隔にごみ箱を設置するなどして解決してはどうか。 

・インフラ整備に伴う交通渋滞が考えられるが、例えば工事中の渋滞など、AI(自動運転)を活用して
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はどうか。 

・地元の人にも格安でチケットが得られるようにした方が良い。 

・宿泊施設の不足が考えられるが、簡易宿泊施設(プレハブなど)の整備が必要ではないか。民宿の活

用なども考えられる。 

・飛行機のチケットが高くなる。北海道に実家があっても戻りにくい。 

・競技場への移動手段、現状の交通インフラだけでは難しいのではないか。 

・言葉の実用化(外国語に対応)や開催時の運営費用(人件費)は大会ボランティアの育成や文化醸成

が必要である。 

・おもてなしの準備、ホテル、外国語の標示、言葉の整理、会場への送迎などが問題になる。 

・経費圧縮のため、人件費をボランティアにしてはどうか。東京オリンピックではスタッフをボラン

ティアでまかなっている。 

・外国人労働者が流れ込む契機になってしまう。 

 

■大会開催後の利点、課題、課題解決のアイデアについて 

○大会開催後のまちづくりの利点ついて 

・グローバルスタンダードに対応したまちづくりをする。札幌の更なる観光客を獲得する機会にな

る。 

・地域活動のボランティアのきっかけになる。 

・ホテルなど宿泊施設が増えると大会後も海外や道外、道内の観光客が増えると思う。 

〇大会開催後のまちづくりの課題について 

・大会後の使いやすいまちの活用方法が課題だ。 

・レガシーを長期的な目線でどのように活用していくか、出来るのか。 

・10 年をかけて語学力の準備をしなければならない。 

・インフラ整備後の活用術が課題になる。 

・ボランティアの準備をする。 

〇大会開催後のまちづくりの課題解決のアイデアについて 

・記載なし 

 

 

③2030 年の札幌市のまちの姿（まちづくりのビジョン） 

■2030 年札幌市のまちの姿について 

○雪の活用ついて 

・雪解け水を使った発電が。 

・冬道の自動融雪、太陽光発電、道幅減少の改善。 

・道路混雑時の自動運転技術が進む。 

・除雪の AI自動化が進む。 

○新しい暮らしについて 

・もっとイベント(スポーツやアートや料理など)を増やして、それを誰でも参加可能な行事にする
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と、もっと賑やかになるのではないかと思います。冬なのでスケート、クロスカントリーなどでも

良い。 

○その他 

・プロジェクトマッピングを使った囲碁、オセロが始まる。 

・新交通システム(モノレール、ロープーウェイ)が建築されている。 

・札幌駅周辺の変化、新幹線再開発。 

・まちの顔が変わる。 

・大通公園の適正利用利活用。 

・緑化が進んでいる。 

・農業と ITの融合。 

・1 次、2 次、3次産業の更なる拡大。(6次化の拡大) 

・外国人労働者の働きやすい環境で多言語が飛び交う社会。 

・札幌から世界へ挑戦していく人材、会社がどんどん出てくると思う。 
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３）３グループ 

①冬季オリンピック・パラリンピックの札幌のまちづくりへの効果について 

■効果がある理由 

・取り組みをしてく中で、札幌のまちづくりを考え直す事になるので、様々な改善や変化があると考

えるので効果はあると思います。しかし費用等の関係から段階 4へ。 

・まちづくりのためには地域に、人の意識、知識、思いやりのある行動などが必要になると思います。

10 代以上の学生を中心に何らかの形で携わることで誰もが一人ずつ出来ることを持ち寄ることに

つながると思います。 

・色々な施設の利用方法の見直しがされるため。 

・オリンピックによる施設の建築等、経済効果がある。 

・世界が注目するイベントであるため、様々な場面で取り上げられるため。 

・海外の方も過ごしやすいまちづくりが出来ていたら観光客が増える可能性がある。 

・設備の多言語化に繋がる。 

・今後の観光運営に役立てやすい。 

・企業や様々な団体が開催に向けての取組を始めて自治体や組織委に依らない変化が起きてくると

思う。 

・2026 年を見送ったことで更に準備が出来ていると思う。 

 

■効果がない理由 

・記載なし 

 

 

 

②冬季オリンピック・パラリンピック招致の利点と課題、課題解決のアイデア 

■大会中の利点と課題 

〇利点について 

・国民意識の高揚。 

・インフラの整備。 

・インターナショナルシティへの効果。 

・札幌の認知につながる。 

・札幌だけでなく日本を知ってもらえる。 

・札幌市の魅力を世界に発信できる。より知名度を上げられる。 

・大会の開催により札幌市の知名度が上がり、様々な企業に利益をもたらす。 

・札幌以外のまちづくりに貢献できる可能性がある。 

・五輪に乗じた観光ツアー、宿泊施設の利用。 

・障害を持っている方への理解。 

・バリアフリーの整備のきっかけとなる。結果的に高齢化社会や子育てしやすい社会につながる。 

・ウィンタースポーツへの興味、関心が高まる。 
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・国際交流が深まる。 

・海外などからの観光客が増える。 

・多くの人が集まる。 

・インフラが整備される。 

・新幹線が札幌延伸になる。 

〇課題について 

 ・交通渋滞等の市民生活への支障が出る。 

 ・交通渋滞、選手の施設間への移動が不便だ。 

 ・交通混雑が起きる。 

 ・外国語が対応できる人材の確保が課題だ。 

 ・雪による障害を想定したバリアフリー化が進む。 

 ・現在はバリアフリーが少なく、車いすの方が交通機関を利用しづらい。 

 ・テロ対策は万全なのか。 

 ・スポンサーを用意する。 

 ・仕切ることが可能か不透明である。 

 ・オリンピック期間中は例年より除雪をきめ細かくする必要があるが、人手不足で可能か心配であ

る。時には AI による効率的な除雪も必要ではないか。 

○課題解決のアイデアについて 

 ・無料、無線 LAN の増加。ボラだけではなく観客も英語を話せない人は多い。無料無線 LANが増加す

れば英語が話せなくてもボランティアしやすく、参加者が行動しやすくなる。 

 ・多言語の案内板、アプリ、パンフの充実を図る。 

 ・外国の方が何か困った時にだいたいのことは相談できる総合案内所のような所があると安心では

ないか。電話案内、コールセンターでも良いと思う。 

 ・実施競技の見直し、日本人の競技人口が少ない種目は実施しない。 

 ・市民レベルの寄付増加を促す。 

 

■大会開催後の利点、課題、課題解決のアイデアについて 

○大会開催後のまちづくりの利点ついて 

 ・スポーツ施設の充実が図れる。 

 ・更なる国際都市への飛躍の場になる。 

 ・市民(学生)の地元に対する理解が深まる。将来の人材に繋がる可能性がある。 

 〇大会開催後のまちづくりの課題について 

 ・施設がいかに有効に使えるか。 

 ・施設の継続利用が大事である。 

 ・施設の維持、管理、活用を行う。 

 ・整備した交通網を活かせるか。 

 ○大会開催後のまちづくりの課題解決のアイデアについて 

 ・小学校、中学校のウィンタースポーツ教育を発展させる(施設の再利用に関して)。 
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 ・スポーツ施設での教育者の育成をする。 

 ・色々な世代が利用しやすい施設の在り方を考える。 

 ・札幌市がスポーツや名産品をアピールすることで施設を活かせるのではないか。 

 

③2030 年の札幌市のまちの姿（まちづくりのビジョン） 

■2030 年札幌市のまちの姿について 

○交通機関や交通システム、道路の整備について 

・自転車専用の道路がもっと増えて、中心部だけでなく札幌市内全域に延長してほしい。 

・JR と地下鉄をつなげる。利便性が向上する。 

・少子化が進む中、お年寄りが利用しやすい交通機関や公共施設を増やすため、改装工事を全面的に

行うと良い。 

・モノレールが走っている。 

・自動車がなくても札幌市内が移動できる新交通システム(含・地下鉄ループ化)ができる。 

・自動運転の車やバスでラクラク移動できる。 

・自動運転の実用化する。 

○動物の環境について 

・犬猫の殺処分がゼロのまちになる。 

・熊が民家へ来なくてもいいような環境整備が進む。 

○冬の除排雪について 

・除雪、排雪の革命的新技術が進む。 

・融雪、除雪の易化、自動化(人材不足)する。 

・雪の事故が少ないまちになる。 

・未来型の融雪システムの開発(ex、地熱、工場の廃熱、ヒートポンプなど)が成り立っている。 

・雪の利用が進む。 

・新千歳空港のように排雪を利用した省エネ都市になる。 

○冬のスポーツと学校教育システムについて 

・北海道マラソンの冬バージョンがあると面白いのではないか。一例で紹介されていたクロスカン

トリースキーでも良い。 

・小学校でのスキー以外のウィンタースポーツの学習をやってほしい。 

・全国に先駆けて学校教育システムが改善されていて他の自治体から研修にたくさん人が来る。 

○地下歩行空間と地下街について 

・2030 年の札幌のまちの姿として、地下道路が延長されている。また地下街がもっと整備されてい

て、冬は地下を通って主要な所へ行けるようになって益々便利になると思う。 

・地下歩行空間を東西へ伸ばす。 

・地下歩行空間の拡大がなされる。 

○インターネット環境について 

・インターネットの通信速度の上昇が進むべきだ。重要性が増すと思うので更に快適にした方が良

いと思う。 



 

14 

 

○飲食店の人材不足について 

・レジや飲食提供の簡易化、自動化をするべきだ。 

・ロボットを使うべきだ。 

・レジ袋の削減が進んでほしい。 

・飲食店等の人材不足を補うため、もっと AIを取り入れるべきである。 

○その他 

・わかりやすい生活しやすいまちになる。 

・公園の多い都市になる。 

○2030 年の札幌市の未来ついて 

・札幌オリンピックを再び行う。 

・地下歩行空間の延伸、新設する。 

・北海道マラソンの冬の大会を開催する。 

・学校をなくし国民的な勉強のアプリを作る。そのアプリはメールのようにみんなと喋る事が出来

る。 

・犬、猫殺処分ゼロのまちになる。 
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４）４グループ 

①冬季オリンピック・パラリンピックの札幌のまちづくりへの効果について 

■効果がある理由 

・記載なし 

 

■効果がない理由 

・記載なし 

 

 

②冬季オリンピック・パラリンピック招致の利点と課題、課題解決のアイデア 

■大会中の利点と課題 

〇利点について 

・大会に直結するボランティアのみならず、SNS 等の活用によるボランティア文化の醸成が進む。 

・推測に過ぎないが「オリンピック・パラリンピック」という大きなものを「日本(札幌、北海道)」

という馴染みある地でやることによって日本全体としてオリンピックに触れる機会が増えるので

はないか。 

・飲食店やお土産店が儲かる。 

・オリンピックにまつわる職、仕事、雇用の創出。 

・景気が良くなる、活気が出る。 

・期間中、飲食店や小売店は売り上げが上がると思う。 

・海外からのお客様との交流が生まれる。 

・実際に外国人と接する機会が増えることで国際感覚に触れることが出来る。 

・わくわくするお祭りになる。 

・地元の小学生などがオリンピックを観戦出来る。 

〇課題について 

 ・会期中に混雑して市民生活が不便にならないか。 

 ・夜間の交通。競技終了が深夜になる可能性がある。 

 ・資料 P19(会場マップ)札幌以外の場所で開催される競技についてどうなのか。 

 ・バリアフリーが進んでいない。今のままでは車いすの人や障害を持っている人が大変だと思う。車

いす専用のトイレがないところもある。 

 ・雪道を障害者(車いすの人)が負担なく移動できるのか。 

 ・暮らしていても車椅子で住みづらい所も多く、ちゃんと暮らせるのか不安である。 

 ・オリンピック中の宿泊施設は足りるのか。宿泊施設不足。 

 ・宿泊施設が足りなくなりそう。 

 ・宿泊施設の価格が高くなり、出張などが不便になる。 

 ・冬季オリンピック、パラリンピックという事で夏の間等と異なり、宿泊する場所の用意が大変にな

るのではないか。 

 ・外国語を話せない人が多いので案内が出来ない。簡単な外国語でいいので教えてもらえるといい。 
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 ・オリンピックで外国人が来ても対応が出来るのか。言葉や住居のインフラが必要である。 

 ・チェーンじゃない飲食店など英語への対応や支払い方法への対応など大変だと思う。 

○課題解決のアイデアについて 

・記載なし 

 

 

■大会開催後の利点、課題、課題解決のアイデアについて 

○大会開催後のまちづくりの利点ついて 

 ・パラリンピックを開催することでハンディキャップのある方への環境整備が進む。 

 ・まちのインフラ整備に反映される。 

 ・札幌招致では既存施設の改修がメインだが、まちづくりへの好影響はある。 

 ・まちの活性化にもつながると思うし、経済効果もオリンピックぐらい世界的に影響力があるものだ

とすごそう。今の札幌のアピールになる。 

 ・ウィンタースポーツが更に盛んになるきっかけになる。 

 ・外国の方によく道を聞かれます。札幌のまちは案内板などが少なく、とても分かりにくいです。札

幌駅で働いていると仕事にならない位、道を聞かれる機会が多いです。インフォメーションが設置

されるなど改善されるのではないかと思います。 

 〇大会開催後のまちづくりの課題について 

 ・前回大会の課題としては 5。現時点での効果は不透明なので 3という評価を付ける。 

 ・既に札幌はインフラ整備がされているので便利になるという印象はない。 

 ・オリンピックのための設備投資ではなく、オリンピック後のまちづくりをメインに考えた設備投資

をすべきである。 

 ・施設の維持管理に関する市民参加方式の導入。 

 ・10 年後は 80 歳なので未来はわからない。人口減がこれからも進むだろう。 

 ・新幹線が札幌へ延伸したことによって特に利益にならないオリンピックを開催しなくてはならな

い。 

 ・せっかく国際交流が深まる機会を設けたのに、その後の教育に活かせていけるのか。 

 ・ホッケーのために新しい体育館を札幌に造る意味があるのか。釧路に造った方が良いのではない

か。 

 ・札幌市の財政負担が増え、他の事業に予算が回らなくなる。 

 ○大会開催後のまちづくりの課題解決のアイデアについて 

 ・記載なし 

 

 

 ③2030 年の札幌市のまちの姿（まちづくりのビジョン） 

○交通網が整備される 

・今家が地下鉄や JR～遠くても老若男女、外に出やすいまち。 

・除雪が徹底される。(冬型の渋滞がない) 
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・市電の停留所を中央から歩道側にする。 

・地下通路を西 11 丁目から中島公園まで延長する。 

・高速道路から札幌中心部へのアクセスが分かりづらいし、遠いので改善されれば良いと思う。 

・地下街や地下直結のところが増えて冬の外出が楽になると良い。 

○みんなが使いやすいインフラ 

・札幌中心部のトイレが使いやすいと思うので増えたらいいなと思う。 

・札幌駅のトイレが意外と少ないので多くしてほしい。端の方に１か所しかない。 

・階段の少ないまち。なくすわけではない。 

○その他 

・2030 年札幌市の老年人口は  

・ウィンタースポーツと言えば札幌というほど知名度が上がる。世界からも注目されるまちになる。 

・IT 活用の先進的取組みなど他都市とは異なる成長モデルとして実現する。アメリカモデルを入れ

ても良いのではないか。  

・若者が多い活気のあるまちになる。 

・保育施設が充実する。 

・テレワークが出来る社会になる。 

・人口世帯数が増加する。 

・整備されすぎず、環境にも配慮して自然いっぱいのまちになる。 

○2030 年の札幌市の未来について 

・世界で１番住みたいまちになっていてほしい。 

・子育て世代の方々が増えるまちづくりに大いに期待している。 

・美味しい北海道の食材を世界にもっと広めたい。 

・大きな空港を札幌に造ってほしい。 
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５）５グループ 

①冬季オリンピック・パラリンピックの札幌のまちづくりへの効果について 

■効果がある理由 

○まちづくり意識、美意識 

・全世界にまちの様子が見られるからまちをキレイにしようという意識が高まる。 

○知名度について 

・多くの方に参加し、札幌を知ってもらいたい。ボランティアの経験上、海外の人との付き合いから

思った。 

・札幌に人が多く集まるから。 

 ○ボランティア意識 

・今後もワークショップを開催したりすれば良い方向へ向かう。 

・まちづくりへの意識が芽生える。 

・ボランティア(精神)の効果などがある。 

 ○交通インフラ 

・交通インフラ、施設インフラ、知名度、国際化につながる。ハコ問題、道内問題が進むきっかけに

なる。 

・交通(タクシー、バス、地下鉄、JR)の利用が増える。 

・交通インフラの充実につながる。 

 ○インフラ 

・スポーツ施設の整備が進み、オリンピックへの関心が増える。 

 

■どちらでもない理由 

・今の自分の知識や今日教えて下さった情報を踏まえると３という評価になった。 

・施設の不(未)再利用が起きるのではないか。 

 

■効果がない理由 

 ○効果が不明 

・東京オリンピックが終わっていないので効果があるのかわからないから。交通など日常生活に支

障があるかも不安である。 

・リュージュを札幌でやらないのが不満要素だ。  

・マイナスの部分が強調されるのも問題ではないか。 

・英語は知っておくべきだ。 

 

 

②冬季オリンピック・パラリンピック招致の利点と課題、課題解決のアイデア 

■大会中の利点 

○利点について 

・生活をしていく上で夢、活力となる。 
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・知らなかったスポーツに興味を持つ。 

・自分もオリンピックに出られるかもと頑張る人が出てくる。 

・ボランティア活動が活発になる。 

・ボランティアの考え方が変わる。 

 ○経済効果 

・観光客の増加による経済効果がある。 

・経済効果が期待できる。 

・まちの活性化につながる。 

 ○異文化交流 

・いろんな国の美味しいものが食べられる。 

・異国の文化を知れて交流が増える。 

・異文化に興味を持つきっかけになる。 

・衣食住の期待がある。 

 ○障害者 

・障害者に対する理解を深められる。 

 ○福祉のインフラ 

・福祉のインフラ、交通のインフラ。 

・小学校、中学校、高校、福祉を考える。 

 ○交通のインフラ 

・地下鉄がきれいになる。 

・環境の整備につながる。 

 ○知名度 

・SNS などを通して札幌の良い所が発信される。 

 

■大会中の課題 

 ○受け入れ体制 

・宿泊設備の確保について、宿泊施設の充実と道路の整備が必要である。市民一人一人がオリンピッ

ク、パラリンピックに対する考えを意識してほしい。 

・外国人対応、言葉の壁がある。 

・喫煙スペースを増やす。 

 ○交通インフラ 

・交通渋滞、過剰になる。 

・道路の渋滞が考えられる。 

・交通が不便になり、費用が高くなってしまう。 

・地下鉄の防御柵の設置が求められる。 

 ○ごみの問題 

・道端、公共施設のごみのマナーが心配である。 

・ごみの不始末の問題がある。 
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 ○施設の維持 

・施設不再利用、オリンピックだけに使った施設がもったいない。 

・施設の利用の使い方を無駄にしない、させない。税金の無駄遣いをしない。 

・協議施設の維持は可能なのか。 

 ○経済効果 

・増税が見込まれる。 

・オリンピック後雇用が激減する。 

○課題解決のアイデアについて 

・記載なし 

 

■大会開催後の利点、課題、課題解決のアイデアについて 

○大会開催後のまちづくりの利点ついて 

・記載なし 

 〇大会開催後のまちづくりの課題について 

・記載なし 

 ○大会開催後のまちづくりの課題解決のアイデアについて 

・記載なし 

 

③2030 年の札幌市のまちの姿（まちづくりのビジョン） 

■2030 年札幌市のまちの姿について 

○交通インフラ 

・陸でつながる札幌市になる。 

・新幹線で札幌上陸、自転車で動く歩道でスイスイ移動する。 

・10 年後は札幌に新幹線が来ている。 

・まちが潤う。ヒト、モノ、コトの移動が更に進む。 

・駐輪場が増える。 

・貸自転車システムが発達する。 

・車いすの人でも通れる幅の道ができている。 

・歩かなくてよい町になる。 

・動く地下歩行空間。 

・夜道が明るくなっている。 

・雪道の保全、除雪が進む。 

・ロードヒーティングが増える。 

・電線が埋められている光景が当たり前になる。 

・電柱の撤去、埋設が進む。 

○環境 

・ゴミステーションが多くある。 

・日本一、自然にあふれ環境に優しい札幌市になる。 
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・環境に優しいまちづくり、ごみ問題が解決する。 

・空気、水、が日本一きれいな都市になる。 

・ビルの屋上など緑を増やす。 

○犯罪防止 

・犯罪防止などの警備システムの充実が進む。 

・日本一犯罪が少ないまちづくり。 

・日本一犯罪が少なく安心、安全なまち、札幌市。 

○外国人 

・在日外国人が増える。 

・文化、国籍など様々な人々が住みやすいまち、札幌市になる。 

○福祉 

・思いやりのあるまちづくり、福祉が発達する。 

・国際都市、老後の福祉の充実、障害者にも安心して住める日本一のまちになる。 

・盲導犬が仕事をしやすくなる。車椅子が通りやすくなる。 

・シルバーシートを増やす。 

・老人や障害者にも優しい福祉が充実した札幌市になる。 

 ○その他 

・20 代から 30 代の人口が増加する。 

・無人ロボットが活躍する。 

・ロボットが農業をして新鮮な農産物が増える。 

 

 

③2030 年の札幌市のまちの姿（まちづくりのビジョン） 

○2030 年の札幌市の未来について 

・記載なし 
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６）６グループ 

①冬季オリンピック・パラリンピックの札幌のまちづくりへの効果について 

■効果がある理由 

・これから先の技術の進歩など考えるとこれまでよりも明るい事が考えられる。 

・AI などの IT、プログラミングなどがレガシーになるかと思われる。 

・冬、雪、インフォメーションがよりよくなる。 

・オリンピックを行う事によって少なくても観光客が増え、札幌のことを見せることが出来ると思

う。ただ、そのための対策をすることが必要である。 

 

■どちらでもない理由 

・まだはっきりと言い切れないのですが、交通の面で便利になる部分もあると思いますが、一方でオ

リンピックの時にしか使わないものがつくられてしまうともったいないと思った。 

・あまり分からないけど、オリンピックの開催前と開催後の時にお金を使いすぎではないか。 

 

■効果がない理由 

・記載なし 

 

 

②冬季オリンピック・パラリンピック招致の利点と課題、課題解決のアイデア 

■大会中の利点と課題 

〇利点について 

・冬のアピールが出来る。 

・ウィンタースポーツが出来る。 

・ウィンタースポーツのブームを起こす。 

・札幌のまちが良くなる。お金を回していくとまちが良くなる。 

・市民全員で良いまちづくりができる。 

・テクノロジーの発展が札幌発のきっかけとなる。VRの発展、会場のリアル。 

・開催をひとつの機会として、都市の再開発と雪のある都市の文化、スポーツ振興につながればよ

い。 

・オリンピックによって札幌(北海道)のまちづくりが促進されるし、収入の目途が立っている。 

 ・札幌の知名度がアップする。 

 ・ほかの手段よりましだと思う。 

 ・市民参加のボランティア意欲の向上と参加。 

 ・観光客が増える。 

 ・インフラ整備、継続利用は作り方次第ではないか。 

〇課題について 

・全体効果は 50％というのは大会の規模の大きさの割にあっていないのではないか。 

・札幌市内のインフラを向上するのなら良いが、札幌市の税金で他の都市のインフラが整備される
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ようであればいいと思う。 

 ・必要最低限の運営を行うなら特に何かまちづくりに影響はないのではないか。 

 ・10 年後、競技の様子をリアルで見なくても良いのではないか。(メディアの発達) 

 ・人が来るとオリンピックだけ見に来る人は観光に興味がないと思う。 

 ・ウィンタースポーツ愛好者が少ない。 

 ・民間投資、PFI、PDP検討を国、市に頼らない。 

 ・費用対効果の検討が必要である。 

 ○課題解決のアイデアについて 

・市民へのオリンピックへの関心、働きかけ、自治体、市民で盛り上げていくことが必要である。 

・子ども発信でもオリンピックの素晴らしさを伝えていく必要がある。 

・個人の意見、団体の意見を取り入れていく。 

・生の体験をしたい。オリンピックに来た人にも良い意味でリアルに感じてもらう。メディア発信

を進める。 

・メディアの発達を使って、食べるものをお取り寄せさせない。新鮮なものはその場で食べる。 

・オリンピックに来てくれる人へオリンピックを生かして自然を体感する。北海道の良さをアピー

ルする。 

・チケットへのプレミアム。ウィンタースポーツ関連、観光等を企画する。 

 ・旅行会社の取組(クーポン、プレミア付き)が必要だ。 

 

■大会開催後の利点、課題、課題解決のアイデアについて 

○大会開催後のまちづくりの利点ついて 

 ・社会整備の活性化が図れる。 

 ・まちづくりへの効果の期待はある。オリンピックである必要性。 

 〇大会開催後のまちづくりの課題について 

 ・「効果がある」を選びましたが、まちづくりの方法や作り方によって「効果なし」にもなる。現在

の市政なら効果が出ないように思う。 

 ・オリンピックで使われていてもその後のイベントで使われる施設は少ないと思う。 

 ○大会開催後のまちづくりの課題解決のアイデアについて 

 ・学校等へ助成する。 

・市民の人が参加できるウィンタースポーツを新しく作る。 

 ・オリンピック前にウィンタースポーツへの関心や体感をして、楽しさや達成感をアピールする。

その後オリンピック後に利用出来ることに力をそそぐ。 

 ・施設管理を体協任せにしない。 

 ・72 年の反省を活かすべきである。 
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③2030 年の札幌市のまちの姿（まちづくりのビジョン） 

■2030 年札幌市のまちの姿 

○まちについて 

・アクセスの不便を感じる。 

・空き家対策が出来ている。空き家の利用、空き家の管理が徹底されている。 

・人口の対策はどうなるのか。 

・IT 産業の活用が更に進む。 

・都会らしくなってほしい。例として道内企業の充実、道内で働きたい。働きたい仕事が道内に欲

しい。ハイテク系企業が道内に欲しい。 

・コアな部分(企業)の開発、工場などの生産が道内にあれば良いと思う。 

・土台は変わらないでほしい。 

・札幌らしく。今あるものを生かしつつ進化していくことが望ましい。 

・無駄な税金の使い方を何とかしてほしい。 

○産業 

・地場産業の育成と支援が必要である。 

・工場の誘致が必要である。 

・IT 産業の積極的誘致が必要である。 

・IT を農業へ活用して欲しい。 

・道内にいながら東京の仕事が出来る環境ができる。 

・札幌技術者の価値を高めていく必要がある。 

・地理的に離れていても働ける環境(リモートワーク)を作っていく。 

○文化 

・文化財産、レガシーの財産の保存が進む。 

・発信力が必要である。Kitara は世界で口コミや評価が良い。 

・現場主義が未だに維持されている。もっと全体で考えるべきではないか。 

・アイヌというコンテンツを大事に活用する。 

・芸術的なものが流れてこない。 

・海を渡って文化を運ぶことにコストがかかる。 

○環境について 

・水環境の改善が必要だ。 

・自然資源活用の環境社会になる。Ecoエネルギー、環境保全の充実をさせていく。 

・雪をエネルギーに変えることに力を入れてみる。 

 

 

③2030 年の札幌市のまちの姿（まちづくりのビジョン） 

・記載なし 
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７）７グループ 

①冬季オリンピック・パラリンピックの札幌のまちづくりへの効果について 

■効果がある理由 

 ・選手の強さを間近で感じ、活力を得られる。 

 ・チャレンジは結果として向上につながるエネルギーを持っているから。 

 ・前回のオリンピックで造られた競技施設をバリアフリー化して改築される。 

 ・地下鉄や道路などが便利になる。 

 ・観光客が今よりもっと増えると思った。 

 ・札幌市が発展する大きなポイントになる。 

 ・まちが変わる、転換期になる。 

 ・オリンピックに興味がある人が世界中から来てくれると思うから。 

 ・各種施設が整備され、まちが変わると思う。 

 ・負担額が心配である。10年後の札幌の人口(高齢化、社会福祉等)はどうなるのか。 

 

■どちらでもない理由 

・記載なし 

 

■効果がない理由 

・IOC、JOCオリンピック委員会に不信感があるのでしっかりとしてほしい。 

 ・オリンピックにあまり興味がない人からすると、札幌に世界中から人が来て、まちにただ人がた

くさん集まっていてあまり良い気持ちになれないと思う。 

 ・旭川など、分散開催も検討してはどうか。 

 

 

②冬季オリンピック・パラリンピック招致の利点と課題、課題解決のアイデア 

■大会中の利点と課題 

〇利点について 

・北海道が熱くなれるし、身近なものに熱くなると思う。 

・まちの一体感が生まれる、活気アップにつながる。 

・国民の一体感が良くなる。 

・市民一人一人がまちづくりについて考えられる。住みやすいまちづくり。 

・消費(宿泊、お土産、飲食など)が増える経済効果がある。 

・北海道(札幌)でお金を使ってもらえる。 

・ウィンタースポーツに注目が集まり気軽に体験できる。 

・観光客の増加が見込まれる。 

・訪問外国人の増加が期待できる。 

・小さい子が、雪がある地元でできるスポーツを学び、それをまた周りに広める力になる。 

・子どもの夢が広がる。 
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〇課題について 

 ・大会施設の改築費用が予算より多くなる。 

 ・コストを最小限にしてほしい。 

・赤字にならないようにしてほしい。 

 ・過度の札幌一極集中となる。交通機関が混雑するのではないか。 

 ・渋滞や交通機関の混乱や騒音などの問題がある。 

 ・地下鉄に人が増える。 

 ・観光客によるごみのポイ捨て、また、それによりごみが増え、ごみの分別、マナー問題がある。 

 ・観光客の宿泊施設がない。 

 ・大会ボランティアの人数が集まるのか心配である。 

 ・テロリスト対策が足りるのか。 

 ・IOC、JOC に振り回される。 

 ・過度なメダル志向による弊害がある。 

○課題解決のアイデアについて 

・競技会場やまち中の喫煙禁煙対策が必要。 

・賃貸住宅を貸す(有効活用)。 

・札幌では効果が期待できないので新潟で実施するべきではないか。 

 

■大会開催後の利点、課題、課題解決のアイデアについて 

○大会開催後のまちづくりの利点ついて 

 ・地下鉄や道路の整備ができて市民生活も便利になる。 

 ・競技施設のバリアフリー化が進むことにより多くの人が利用できる。 

 ・施設が改修されて利用しやすくなることが良いと思う。 

 ・施設や交通、設備が充実する。 

 ・知名度がアップする。 

 ・地下鉄延長と新幹線の延長が見込まれる。 

 ・バリアフリー化が期待される。 

 ・わかりやすい案内表示が増える。 

 ・医療分野など新しい産業の創出に期待できる。 

 ・市民が国際的な大会の観戦へ興味を向ける。 

 〇大会開催後のまちづくりの課題について 

 ・大会後の経済の落ち込みが考えられる。 

 ・不用命施設ができる。 

 ・過大な設備が市民の負担になる。 

 ・宿泊施設を増やしたら、その後観光客が減った時に苦しくなるのではないか。 

 ○大会開催後のまちづくりの課題解決のアイデアについて 

 ・有効活用を見据えて作る。 

 ・張り切りすぎないようにする。 
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③2030 年の札幌市のまちの姿（まちづくりのビジョン） 

■2030 年札幌市のまちの姿 

○平和なまち 

・赤ちゃんから老人まで平和に明るく暮らすまちになる。 

・移住も大歓迎なまちになる。 

○環境が良いまち 

・自然を大切にするまちになる。 

・自然が残るまち、札幌になる。 

・緑の多いまちになる。 

・廃棄ガスの少ない自動車が増える。 

・一人一人が家の周りをきれいにする。美観への意識の向上が図られる。 

・ごみの少ないまちになる。 

○エネルギーが有効活用されているまち 

 ・まちがきれいで空気もきれい、そして心もきれいなまち。環境の良い都市づくりが進む。 

 ・クリーンエネルギー推進地にする。 

 ・再生エネルギーを使って雪を融かす方法が進んでいる。 

 ○雪や地震に強いまちになる。 

 ・安全なまちになる。 

 ・現在より雪や災害に強い設備（地下鉄の充実や耐雪や耐震）等が整っている。 

 ○雪に対応できる、利用しやすいまち 

 ・除雪がスムーズにできて幹線道路だけでなく生活道路も歩きやすくなる。 

 ・まち歩きが楽しめるまちづくり。(遊歩道など。)  

 ・冬の間、健康のために歩行できるので、地下歩行空間が延びている。 

 ・冬になって滑らない安全な歩道ができている。 

 ・冬の歩道がもっと歩きやすくなっていてほしい。 

 ・歩道橋のないまちになる。 

 ・電柱、電線のないまちになる。 

 ○まち中の発展について 

 ・駐車場が発展する。 

 ・色々な場所で AI化が進んで便利になる。 

 ○その他 

 ・道内と本州問わず手軽に行き来できる。 

 ・老若男女誰でも年中スポーツができるまちになる。 

 ・札幌ドームに世界的なイベントを誘致する。 

 ・医療システム化が進んで無駄な医療費や薬代がかからないようになる。 

 ・教育の質が向上する。 

 ・移住も大歓迎な街になる。 

 ・時計台がもっとかっこいいものになってほしい。 
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 ・JR 北海道を JR東日本に統合する。 

○2030 年の札幌市の未来について 

 ・ずっときれいなまちであってほしい。 

 ・人生を楽しめるまち。 

 ・今まで札幌市にお世話になっている。ありがとうございました。 

 ・平和で美しい札幌を期待します。 

 ・今よりも、もっとワクワクできる素敵な札幌を一市民として作っていきたいです。 

 ・札幌オリンピックでボランティアするのが夢です。頑張ります。 

 ・オリンピックが開催されたら良いなと思っています。ワークショップとても充実していて良かっ

たです。 
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８）８グループ 

①冬季オリンピック・パラリンピックの札幌のまちづくりへの効果について 

■効果がある理由 

 ・効果があるような計画をしなければならない。傍観して効果が訪れるわけではない。 

 ・官民含めた交通、施設、インフラの整備が飛躍的に推進される。 

 ・インフラの整備が進む。 

 ・若者が増える、若者が元気になる。多様な人種を受け入れる許容(心の幸せ)が広がる。平和のき

っかけとなる。 

 ・色々な施設が整うのは良いことだが、それを維持していかないと廃れていく。 

 ・まちの発展が進む。前例もあって今もなお地下鉄や施設を使うことが多い。 

・雪が降らない地域もある。雪が降る札幌の良さは冬季のオリンピックで活かせるため。 

 ・オリンピック、パラリンピックに向けて教育プログラム、カリキュラムが新しくなる(なってほし

いという希望がある)。 

 

■どちらでもない理由 

・具体的に何が良くなるのか見えない。(交通とか地下鉄とか)  

・4 月に大阪からラグビーをしに札幌の高校に来たのであまりまだ札幌のまちがわからない。 

 ・一過性で終わるのではないか。 

 

■効果がない理由 

・十分インフラが整った場所で新しくオリンピックの為にインフラを整える必要があるのか。 

 ・北海道全体でとらえるべきである。札幌だけでは駄目である。 

 ・インフラだけでなく、文化や平和も大事である。 

 ・負の遺産も出るはずである。 

 ・2020 年東京オリンピックは北海道では盛り上がっていない。 

 

 

②冬季オリンピック・パラリンピック招致の利点と課題、課題解決のアイデア 

■大会中の利点と課題 

〇利点について 

・観光客が増える。 

・経済効果がある。 

・課題を解決することで進歩する(いろいろ生まれる)。 

・雇用先が増える。 

・大会をきっかけにして札幌の発展を期待する。 

・清田区に地下鉄がくることを期待する。 

・子ども達に夢や目標をつくるきっかけとなる。 

・バリアフリー化が進むことにより高齢者にやさしいまちになる。 



 

30 

 

〇課題について 

・外国人観光客のマナーの悪さが私たちの生活に悪影響を及ぼすのではないか。 

 ・騒音や普通の生活ができないなどの不利益を被る人がいる。 

 ・100％の人が満足できない。バランスが大切である。 

 ・興味のない人にとっては迷惑である。 

 ・気持ちを一つにできるのか。 

 ・開会式の札幌ドームやその周辺がどうなるのか。 

 ・大きな心を育む文化意識(ルール)の育成は可能なのか。 

○課題解決のアイデアについて 

  ・記載なし 

 

■大会開催後の利点、課題、課題解決のアイデアについて 

○大会開催後のまちづくりの利点ついて 

・レガシーを残すことを重視すべきである。 

 ・高齢者健康寿命を延ばす施設。 

 ・トレーニングセンター、日本の冬季スポーツのレベルアップ。 

 ・市民がウィンタースポーツに触れる機会が増える。 

 ・除雪の仕組みを改善する。 

 ・サハリンなど北国との国際交流が進む。 

 〇大会開催後のまちづくりの課題について 

 ・2030 年で燃え尽きる。(夏の五輪) 

 ・専用コースだと汎用性が期待できない。他の使い方もあるのではないか。 

 ○大会開催後のまちづくりの課題解決のアイデアについて 

 ・記載なし 

 

 

③2030 年の札幌市のまちの姿（まちづくりのビジョン） 

■2030 年札幌市のまちの姿 

○都市景観を重視したまち 

・ゾーニングが進む。地域で景観を重視する。（タワーマンションは郊外に出来る。) 

・札幌中心部だけでなく周りも発展する。 

・中心部だけの発展だけではなく地方都市も発展する。 

・まちの中の多言語サインはどうあるべきか考える。 

・地下道がサッポロビール園まで伸びる。 

・電線を地下へ埋める。電線がなくなることにより、スズメやカラスにもやさしい。 

○路線、時間帯などの公共交通機関の充実が図られる。 

・高速道路の充実、中心部の改善、地方の延線、空港などがより便利になる。 

・市電を観光の観点から活用する。 
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・市電をロープウェイに接続する。 

○災害や冬に強いまち 

・除雪のイノベーションが進む。 

・災害に強いまちになり、歩道の除雪が楽になる。 

・車椅子が雪で埋まらないまちになる。 

○国際交流のまち 

・海外の人の定住、国際都市になる。 

・国内留学(ニセコ留学、福島や大阪など)も盛んになる。 

・ロシアとの交流、北方領土問題が解決する。 

○自然活用のまち 

・自然と共存し便利なまちになる。 

・ゼロエネルギー社会になる。 

○その他 

・4 世代家族交流。 

・出生率アップ(子どもの名前№1 ジャンプ君、フィギュアちゃん)。 

・通勤ラッシュがなくなる、テレワークが発展する。 

・アイスホッケーなど冬のスポーツのプロチームができる。 

○2030 年の札幌市の未来について 

 ・みなさんの意見は勉強になり、なるほどと感じられた。 

・道産子ではない身でも、過ごしやすいのが札幌だと思っています。これからも応援しています。 

 ・日本を代表するまちにしてほしい。 

 ・地下鉄、バスの利用を 24時間にする。 

 ・世界に誇れる国際都市 SAPPORO を目指して。 

 ・ALL 北海道でオリンピック、パラリンピック 2030 を実現しよう。 

 ・子どもの明るい未来を創る。札幌オリンピック、パラリンピック 2030 になる。 

 ・国際都市にする。 

 ・札幌時計台が三大ガッカリ観光スポットと言われなくなる。 

 

  



 

32 

 

 ９）９グループ 

 ①冬季オリンピック・パラリンピックの札幌のまちづくりへの効果について 

■効果がある理由 

 ・課題は多いが成功すれば世界に夢の力、SAPPORO ブランドを広められる。 

 ・過去の開催都市の発展を見てきているから。 

 ・地下鉄ができたのもオリンピックだ。交通インフラの改善でまちも変わると思う。 

 ・人が集まる。人が増える所には必ず社会課題が顕在化する。 

 ・札幌が注目され、住む人が増える。 

 ・雪まつりだけでなく、札幌のイベントに海外から注目が集まる。 

 ・今より注目されることで札幌のイメージが向上する。 

 

■どちらでもない理由 

 ・デメリットとメリットが両方あると思うから。 

 ・前回大会の負の部分があるのではないか。良いことばかり言っても仕方ない。 

 

■効果がない理由 

 ・オリンピック終了後の影響が大きそうである。 

 

 

②冬季オリンピック・パラリンピック招致の利点と課題、課題解決のアイデア 

■大会中の利点と課題 

〇利点について 

・雪まつりだけでなく大通公園のイベント、札幌で開催のイベントに海外から注目が集まるから。 

・地下鉄の延伸がなされる。 

・課題は多いが成功すれば世界に夢の力、SAPPOROブランドを広めることができるため。 

・デメリット、メリットの両方があると思う。 

〇課題について 

 ・開催経費が脹らむ。 

 ・ごみの対策をすべきである。 

 ・前回の(分からない)負の部分はないのですか。良い面をあまり出さない。 

 ・開催前にまちづくりすべきである。 

 ・先に施設等の利活用を考えることが必要である。 

 ・若い世代は、自分のやっているスポーツ以外、関心を持ちにくい。 

 ・市民の想いが伴わなければ開催しても意味がないのではないか。 

 ・℮スポーツ普及もあり、体を動かす若者が減るのではないか。 

○課題解決のアイデアについて 

・スポーツ振興のため、市民生活の質（雪かき）を上げるべきである。 

・大会をすることでそのスポーツへの関心を高める。事前の盛り上げも必要である。 
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■大会開催後の利点、課題、課題解決のアイデアについて 

○大会開催後のまちづくりの利点ついて 

 ・地下鉄の延伸が進む。 

・課題は多いが成功すれば世界に夢の力、SAPPOROブランドを広めることができるため。 

 ・札幌が注目されて住む人が増える。 

 ・人が集まる。人が増える所に必ず社会課題が顕在化する。 

 ・地下鉄ができたのもオリンピックのおかげである。インフラも良くできる。まちも変わる。 

 ・過去の開催都市の発展を見てきているから。 

 ・現時点よりも注目が集まる事で札幌のイメージの向上を図れそうだから。 

 〇大会開催後のまちづくりの課題について 

 ・オーバーツーリズムが起きる。観光客の増えすぎによる問題が発生する。 

 ・オリンピック終了後の影響が大きそうだから。 

 ○大会開催後のまちづくりの課題解決のアイデアについて 

 ・海外から来る人の輸送の問題がある。キャパシティを超える可能性がある。丘珠空港を活用でき

ないのか。 

 ・市外の会場を利用して(北広島、富良野など)経費削減、オール北海道にするべきである。 

 ・時間、お金がなくてスポーツを観に行けない人も休みを取って観られるようにするのはどうか。 

 ・北海道全体でオリンピックをする。 

・孫を連れた高齢者の活躍。 

・企業がジジ、ババ割を作る。 

 ・夏季開催も含め先を見据えたまちづくりを考える。 

 ・雪を楽しむ文化(スベリ台、かまくら、ソリ)を創ろう。 

 ・ウィンタースポーツの道具のレンタルの充実を図る 

・若い世代への働きかけをする。 

・高齢者の参加を呼び掛ける。 

 

 

 ③2030 年の札幌市のまちの姿（まちづくりのビジョン） 

■2030 年札幌市のまちの姿 

○まちを利用する人の立場に立ったまちづくりが進む。 

・使う人の目線に立ったまちづくりをしてほしい。 

・障害当事者の意見を取り入れられていないと思う。 

・バリアフリーがわかりにくい。雪の多い北海道ならではの解決を希望する。 

・まちの構造が(地下街など)わかりにくい。 

・標識がわかりにくいので改善する。 

・碁盤の目を活かし、距離をわかりやすくする。 

○札幌というまちのコンセプト、イメージについて 

・観光についてまちとして何をメインに押し出したいのか不明瞭である。 
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・「札幌と言えばこれ  」と、市外、海外に思ってもらえるものが必要である。 

・雪まつりなど既存のイベントをもっと広めていく。海外へ YOSAKOI など。 

 ○道路の整備 

・自転車専用レーンを整備する。冬季はクロスカントリーに利用する。 

○笑顔のまち、札幌 

・平成 24 年より市民が笑顔になる取組みを進める。 

・いきいきして夢や希望の持てるまちになる。 

・挨拶と笑顔のあるまちになる。 

○その他 

・人口減も進むのでオールシーズンのスポーツができる都市にする。 

・入試システムなどコロコロ変えないでほしい。学生の混乱につながる。 

・街路樹を葉っぱの落ちないものにできないのか。日陰は必要だが処理が大変である。 

・融雪槽を増やすなど雪かきの負担を減らす。 

○2030 年の札幌市の未来について 

 ・札幌、笑顔になれるまちになる。 

・スポーツと自然を未来へ伝える。 

 ・お互いに楽しく明るいまちになればよい。 

 ・本当の意味で笑顔  になれる札幌になる。 

 ・外国人も暮らしやすいグローバルな都市になってほしい。 

 ・札幌は笑顔溢れるまち。(なれるまち)。 

 ・雪の文化の継承(雪は害ではない)をする。 

 ・人に優しく、皆に優しいまちになる。 

 ・スポーツからオリンピックから笑顔のまちになる。 

 ・YOSAKOIソーランをもっと全国に広める。 

 ・もっと今よりも笑顔が増えてほしい。 
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１０）１０グループ 

①冬季オリンピック・パラリンピックの札幌のまちづくりへの効果について 

■効果がある理由 

 ・様々な国の人に日本を改めて知ってもらえる機会になるため。 

 ・国際交流を通して学ぶことが多いだろうから。 

 ・世界から注目されて観光客が増加する。 

 ・施設の立て直しを図れる。 

 ・既存施設の改修がされ、活用が広がる。 

 ・インフラの整備、更新が期待できる。 

 ・新しい産業の構築を図ることができる。 

 ・若者の定住が期待できる。 

 ・新しい仕組み（インフラ、IOT、意識など）が導入される。 

 ・特にパラリンピック準備でバリアフリー化が進むと、高齢者にとっても、住みやすい札幌になる。 

 ・バリアフリー化が進む。 

 ・高度成長におけるオリンピック、パラリンピックの効果は言わずと理解できるが、成長の少なく

高齢化の現代での効果がいまいちわからない。 

 

■どちらでもない理由 

 ・施設の老朽化に対策にオリンピックという祭りをかこつけているのではないか。 

 ・市民への PR について。PR の市のグランドデザインを「見える化」してほしい。 

 ・今後の人口減少、税収減少(高齢化に伴う)によって、これからの世代に負担が重くなるような気

がする。 

 ・市民全体がオリンピック、パラリンピックに向かって一つになれるような準備ができているのか

疑問である。 

 ・観光客視点と住民視点のバランスが取れていない。(例)ホテル代金が高すぎる。 

 ・課題として施設の継続利用が未定だ。一時的な経済効果で終わらせない取組みが必要である。 

 ・オリンピック、パラリンピック後の施設を災害時に対応できる仕様で改修するなど災害時の拠点

にできないのか。 

  

■効果がない理由 

 ・他の過去のオリンピック後の課題を見ると負の遺産をどうするか明確なプランがないと札幌の経

済に悪影響になる。 

 ・受入れ環境の整備が必要である。パラリンピックの人々が安心して移動できるような道路(雪やツ

ルツル路面)や乗り物が準備できるのか。 

 ・バリアフリー化の遅れがある。 
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②冬季オリンピック・パラリンピック招致の利点と課題、課題解決のアイデア 

■大会中の利点と課題 

〇利点について 

・注目が集まる。 

・海外(特にアジア、欧米)は北海道の認知が高く、札幌の認知が低い。札幌を知ってもらう大きな

利点になると思う。 

・新幹線の活用の契機になる。 

・日本の競技レベルの向上が図られる。 

・夢を子どもたちに見せてあげられる。オリンピックを身近に感じることができる。 

・施設の建て直しができる。 

・若い選手達が世界のレベルを生で観られる。 

・日本一の雪がある北海道なので、ウィンタースポーツを世界に広める機会になる。 

・普段生で観られないスポーツを間近で観ることができる。 

・サイバーテロを完全に防げれば日本の技術力、優秀さを世界に示せる。サイバーテロ対策にどう

備えるかが重要である。 

〇課題について 

 ・冬季アジア大会後の課題として運送、宿泊、ボランティアで大きな課題があった。オリンピック

はその大会の数倍人員が必要だが、その対策をどうするのか。 

 ・ボランティアの募集及び対応(全国から募るための宿泊施設、費用など。) は十分に対策を練れる

のか。 

 ・大会中住民が出歩きづらくなる。普段の生活に支障が出るのではないか。普段の生活を休日にす

るという事も考えられる。 

 ・10 年後の気候変動に対応できるのか。 

 ・会場間の移動、インフラの整備をする。 

○課題解決のアイデアについて 

 ・記載なし 

 

■大会開催後の利点、課題、課題解決のアイデアについて 

○大会開催後のまちづくりの利点ついて 

 ・施設更新のタイミングのきっかけとして最適である。観光、MICE、更新を上手にリンクしたグラ

ンドデザインを作ることができる。 

・住民にとって利点である。バリアフリー化による高齢者、障害者が住み良いまちにできる。 

 ・道路の整備が進む。 

 ・おもてなしが住民の日常になる。福祉の意識、語学力が向上する。 

 ・IT や AIを活用した新しい産業の構築の契機になる。 

 ・若い選手を育てる環境が整う。 

 ・ボランティアの経験を通じて、コミュニケーション能力、介助能力を身につける。 
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 〇大会開催後のまちづくりの課題について 

 ・マイナー競技施設の利活用が課題だ。 

 ・施設の活用、維持が課題だ。 

 ・オリンピックの熱気が冷めた後のまちの活気づけはどうなるのか。 

 ・まちづくりのグランドデザイン(宿泊施設など)が必要だ。 

 ・大会後に設立した建物が環境破壊につながらないか。 

 ○大会開催後のまちづくりの課題解決のアイデアについて 

 ・リニューアルされた施設、設備を災害時の拠点として整備し、活用していく。 

 

 

③2030 年の札幌市のまちの姿（まちづくりのビジョン） 

■2030 年札幌市のまちの姿 

○ウィンタースポーツのまちになる 

・夏でもウィンタースポーツができる。 

・スキーの人口の増加が見込まれる。 

・屋内スキー場ができる。 

・世界一の室内スキー場が作られる。一年中ウィンタースポーツのできるまちになる。 

・山一つを夏でも滑れるスキー場にする。 

・ウィンタースポーツが強いまちになる。 

・ウィンタースポーツのみならず、健康づくり№1スポーツのまちになる。 

・スポーツ都市としての認知度が向上する。 

○子育て、その他施設の充実したまちになる。 

・安心して子育てができるまちになる。 

・育児サロンや保育園、障害者施設などの充実が図られる。 

○産業のまち 

・先端医療産業の構築が進む。 

○教育について 

・子どもから老人まで英語の教育がなされる。 

・語学力を身につけられるまちになる。 

○環境を考えるまち 

・緑があるまちになる。 

・まち中に緑を維持する。 

・地球温暖化ストップ運動推進都市になる。 

・環境に優しいクリーンエネルギーで 100％エネルギー供給できているまちになる。 

・まちの中、もしくはビルの屋上(ビルが多くなってきたから)に市民農園が出来る。 

・環境に優しい交通体系の整備が進む。電気バスが導入される。 

○観光について 

・世界に対して誇れるまちになってほしい。 
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・ボランティア活動に熱心でそれを誇りに思える都市や、まちになる。 

・新しいイメージづくり。北海道や札幌は「雪、自然、海産物」というイメージ以外のものをつく

る。 

・冬だけでなく夏にも札幌で楽しいと思ってもらえる行事をつくる。 

・災害時の訪日外国人へ対する援助を整える。 

・外国人が安心できる環境を提供できるまちになる。 

○インフラが整っているまち 

・まちのどこでも情報を取得できる。(スポットでも可) 

・誰もが安心して出掛けられるまちになる。高齢者、障害者がためらわないまちになる。 

・冬でも足元に不安があっても心配なく外出できるように交通機関を整備する。 

・新しい技術を開発して市内完全ロードヒーティングすることによって除雪代が不用になる。 

・電気バスが普及する。 

・雪道も安全なまちになる。 

・高速道路を中心部への延伸などの中心部へのアクセスが改善される。 

・地下鉄が延伸する。 

・アクセス、移動がしやすいまちになる。 

・災害に強いまちになる。 

○2030 年の札幌市の未来について 

 ・美しい自然と美味しい食事が楽しめる。 

 ・世界一の花火大会がある。 

 ・世界最長のロープウェイがある。 

 ・太陽光で融雪できる技術が普及している。 

 ・大倉山に世界一のプロジェクションマッピングが行われる。 

 ・ごみのないまちになる。 

 ・緑化が進む。 

 ・高速道路など、都心アクセス (札幌南間)が発達する。 

 ・自然（熊）と共生。 

 ・地下鉄のループ化、延伸がなされる。 

 ・バリアフリー化が進む。 
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１１）１１グループ 

①冬季オリンピック・パラリンピックの札幌のまちづくりへの効果について 

■効果がある理由 

 ・記載なし 

 

■どちらでもない理由 

 ・今はわからない。 

 ・北海道に来て一年も経っていないので、北海道のことがまだわかっていない。 

  

■効果がない理由 

 ・札幌 北海道オリンピックでは駄目か。 

 

 

②冬季オリンピック・パラリンピック招致の利点と課題、課題解決のアイデア 

■大会中の利点と課題 

〇利点について 

・たくさんの人が集まればまちが活性化するのではないか。 

・どのオリンピックでも施設の増設等、まちづくりはされているから。 

・短期的な経済効果が期待できる。 

・将来のオリンピック選手の育成が出来る。 

・スポーツに関心を持つ機運が高まる。 

・一流選手の競技を堪能できる。 

・ボランティア活動の参加精神が生まれる。 

〇課題について 

  ・群馬は施設設備費を捻出したが、札幌は子々孫々まで借金を作るだけで解決は見出せません。 

  ・外国人の方のマナー等への対策が必要だ。 

  ・オリンピック後の施設の活用方法は考えるべきだ。 

  ・治安の不安がある。 

  ・個人情報保護対策が必要である。 

○課題解決のアイデアについて 

・これまでの積み上げや各大会の問題を共有し、2030 の五輪へ生かす。 

・これまでのノウハウとその活用、発展を 2030 の五輪へ生かす。 

 

■大会開催後の利点、課題、課題解決のアイデアについて 

○大会開催後のまちづくりの利点ついて 

 ・バリアフリーになる。 

 ・冬の暮らし方が良くなる。 

 ・バリアフリー化などの高齢化社会への対応が進む。 
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 ・IOC でもまちづくりとの連携を重視する。さらに大会を基本から市民と協力する。 

 〇大会開催後のまちづくりの課題について 

 ・オリンピック後のサスティナビリティ持続可能性はあるのか。 

・一定の効果はあると思うが、効果を上げるためのコストの部分が変動する要素はあるとも思う。 

 ・効果だけではなくマイナスの面も検討するべきだ。プラスの面ばかり偏った説明がなされている。

もっとマイナス面の説明をするべきだ。 

 ・施設の維持費の増加が見込まれる。 

 ・施設の活用方法は考えられているのか。 

 ・開催後の施設の利活用は考えているのか。夏場は使えないのではないか。 

 ・自然環境を持続する。 

 ・観光に影響が出る。 

 ○大会開催後のまちづくりの課題解決のアイデアについて 

 ・他の競技やイベント活動を考えてみてはどうか。 

 ・ワールドカップで流用する。 

  

 

③2030 年の札幌市のまちの姿（まちづくりのビジョン） 

■2030 年札幌市のまちの姿 

○スポーツのまち 

・札幌市ウィンタースポーツ塾のようなオリンピックを目指す子どもの支援を拡大してほしい。 

・スポーツを通して健康的で充実した毎日を過ごせるようにしてほしい。 

・ウィンタースポーツの人気が高まって競技人口が増加している。 

○除雪の軽減 

・除雪作業をしないような道路環境を整備した環境の整備をする。 

○交通インフラの充実 

・札幌の人だけでなく、北海道の人などが札幌で暮らしたいとか便利だと思えるようになってほし

い。 

・市内交通インフラ整備。公共交通網でどこでも手軽に行けるようになる。 

・バリアフリー化が進む。 

・宅配ドローンが普及する。 

○新しいインフラ、夢 

・カプセル空中道路の建設(空中散歩)が進む。 

○その他 

・自然と人との共生のあるべき姿を提示する。 

・IT インフラへの整備とその管理（設計と監視）がなされる。 

・renewable energy への転換が進む。化石燃料や原子力に頼らないエネルギーを使うようになる。 

○2030 年の札幌市の未来について 

・記載なし  
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１２）１２グループ 

①冬季オリンピック・パラリンピックの札幌のまちづくりへの効果について 

■効果がある理由 

 ・まちのリニューアル（バリアフリーなど）が進む。 

 ・子どもに夢を与える。 

 ・札幌に世界から人を引きつける。外貨を稼ぐ。  

 ・とても市民の負担が増えると思ったが、年 530～位ならとても整備も整うし、札幌の経済も豊かに

つながると思います。そして子どもたちがオリンピックという大きな世界大会が身近に感じられ

る。 

 ・多くの人が札幌に興味を持ち、外国や日本国内からたくさんの人が来ると思う。 

 ・選手として地元でもやってほしいし、スノーボードを広めることもできるので、札幌市民として

もすごくうれしいと思う。 

 ・新幹線の札幌延伸、再開発の促進になる。 

 ・オリンピックもパラリンピックも最終的には結果で終わるが、様々な所から来客されるなら必ず

メリットはあると思う。(大会についてはあまりわからない)札幌の良い所も広められる。 

 ・機会があれば見てみたい。 

 ・前回のワールドカップを見て感動した。スポーツを見る機会が増える。 

 ・町内でラグビーの大会をスクリーンで観戦し、応援したので五輪でも同じことが期待できる。 

 ・ラグビーがきっかけで知る事ができた。 

  

■どちらでもない理由 

 ・経済的にはあるかもしれないが、まちづくりの点では効果があるのだろうか。 

  

■効果がない理由 

 ・例えばオリンピック、パラリンピックで使用される会場、交通機関は限られるがその後まちとし

て利用されていくのは一部分となるのではないか。 

 ・アクセスが一部分だけしか利用されないのではないか。 

 ・地方にアクセスしにくいのではないか。 

 ・冬季はマイナーなイメージがある。 

 

②冬季オリンピック・パラリンピック招致の利点と課題、課題解決のアイデア 

■大会中の利点と課題 

〇利点について 

・おもてなしの意識が高まる。 

・国際化が進む。 

・語学を学ぶ人も増えるかもしれない。 

・観光客が増える。 

・学校と地域が一緒になれる。 
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・ホテル、飲食業にお金が落ちる。 

・開催地のインフラが整備される。 

・間近に競技が見られる。 

・競技を知ってもらうためのイベントが増える。 

・マイナーの競技。(カーリング)が有名になる 

・子ども達が外に出る。スポーツに関心を持つ。平昌で子ども達が競技に興味を持った。 

・ワールドカップに向けてコンビニが増えた。 

・札幌市がパラリンピックから使いやすいまちになる。 

・コラボ商品の開発が進む。 

・就職先が増えるのではないか。新店舗を増やす。 

〇課題について 

 ・交通の便が気になる。 

 ・北海道マラソンが家の前だったため動けなかった。 

 ・前回の札幌オリンピックの課題と変わらないのではないか。 

・札幌優先でやってくれたらよい。 

 ・チケット代はどうなるのか。低予算で気軽に見てもらえたらよい。人気度が上がれば金額も上が

るのではないか。 

 ・見に来てくれた方のホテルが足りないのではないか。 

 ○課題解決のアイデアについて 

・平昌で安いチケット代は 2,000 円代。ほかの事例を参考にし、バランスを見ながら決めていく。 

・外国人向け交通手段を変えてみる。 

・タクシーだと金額の予想ができないのでその地域ごとの金額システムに変えてみる。 

 

■大会開催後の利点、課題、課題解決のアイデアについて 

○大会開催後のまちづくりの利点ついて 

 ・記載なし 

〇大会開催後のまちづくりの課題について 

 ・新しくホテルを建てても余ってしまうのではないか。 

 ・維持費、税金がかかる。 

 ・手稲が使われていない。 

 ○大会開催後のまちづくりの課題解決のアイデアについて 

 ・使われていない学校の活用。メンテナンス(既存施設)をして利活用する。 

 ・オリンピックのためだけに建てるのではなく継続化使用する。 

 ・スポーツ体験できるように、開催後もイベントを増やす。 

 

 

③2030 年の札幌市のまちの姿（まちづくりのビジョン） 

■2030 年札幌市のまちの姿 
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○健康や医療について発展しているまちになる。 

・アスリートの身体の研究。市民へも成果がつながる。 

・医療の発展につながる。 

○スポーツ文化 

・スポーツ体験できる所や地元での練習場所を増やす。 

・スキー場など雪不足なので雪捨て場をなくし施設と連携する。 

・体を動かす子どもが増えてくれたらよい。 

・オリンピックが希望や夢になる。 

・企業にスポーツへの関心を持ってもらう。 

 ○環境について 

・公園の規制がなくなると良い。 

○暮らし 

・子ども達に伸び伸びしてもらいたい。 

・市民と外国人観光客との交流の場の塩梅が良い。 

・英語で道案内できる子ども達が増える。 

・札幌の国際便を増やしてほしい。丘珠空港の活用などが外国人のためになるし、スポーツで活躍

する子ども達のためにもなる。海外遠征が盛んになる。 

・札幌の空港ができ、国際便が増加しているまちになる。 

○産業 

・オリンピックの食を北海道産でまかなう。 

・アスリートを応援できる環境づくりが進む。 

○ボランティアが活躍しやすいまち 

・ボランティアがまちを支える。普段のイベントも支える。 

・喜びを一緒に体験する。 

・やりがいや楽しさにつながる。 

・ボランティアを通してメリットがあれば良い。 

・ボランティアをして、モノ（Tシャツやラグビーボール）で返ってくると良い。 

・ボランティアに入りやすいきっかけがあれば良い。 

・ボランティアをやって良かった。友達が増えたなど、体験談となる。 

・人とのつながりになる。  

○子ども教育 

・発想を磨く教育を行う。 

・親以外とのコミュニケーションが増える。 

・市外の施設、食なども連携する。 
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○2030 年の札幌市の未来について 

 ・日本はもとより、世界中から憧れの的になるまちになる。 

 ・もっと都会になる。 

 ・冬季札幌オリンピック開催の効果が最高だったと後で振り返られる。 

 ・都心をスポーツに開校(解放)する。 
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１３）１３グループ 

①冬季オリンピック・パラリンピックの札幌のまちづくりへの効果について 

■効果がある理由 

 ・まちづくりに対する意識を呼び起こす。 

 ・有形無形のインフラが整備される。 

 ・国際都市としての地位が向上する。 

 ・バリアフリーが進むことにより、障害者との共生社会が実現すると思う。 

 ・経済効果がある。 

 ・さらに札幌のまちが活性化するきっかけになると思う。地震の影響で観光客が減少しているので、

増えるきっかけになると思う。 

 ・ある程度インフラ整備されたため。 

 ・世界的なイベントなので宣伝効果がある。経済的な潤いがもたらされる。 

 ・まちの盛り上がりにつながる。住民意識が向上する。 

 ・交通インフラが整備され、バリアフリーなど障害者に対する配慮がされると思う。 

 

■どちらでもない理由 

 ・札幌のまちづくりに招致は効果があると思うが、デメリットを考えると判断がつかないため。 

 ・札幌市の魅力を伝えるには効果はあるが、費用対効果に見合うと思えない。また市民の理解が得

られるかは非常に難しい。 

 

■効果がない理由 

・札幌単体での経済状況では無理である(経済効果無し)。JR北海道の不振等で将来がないため。 

 ・経費を負担の全体像が分からない。支出、負担が予算を越えないか。 

 ・既存施設を活用し、コストを抑えることと、それを経済効果やまちづくり、スポーツ推進に結び

つける手が不明である。 

 

 

②冬季オリンピック・パラリンピック招致の利点と課題、課題解決のアイデア 

■大会中の利点と課題 

〇利点について 

・観光地としてさらに知名度が上がる。 

・札幌市のグランドイメージ。設備が充実される。 

・札幌市の PR になる。(特にインバウンド) 

・開催により地域の PRにつながる。 

・道内各市町村への観光客の増加につながる。 

・道内のお祭りとのメディアミックスができるのではないか。 

・市民道民の一体感につながる。 

・冬季スポーツ認知率の向上。ウィンタースポーツの競技人口が一時的でも増加する。 
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・分散開催による費用の削減が期待できる。 

〇課題について 

 ・分散開催による盛り上がりの低下が心配である。 

 ・予算の使い過ぎが予想される。 

 ・見に来る人が多く、道が混んで渋滞する。通勤時間や退勤時間にかぶった時の渋滞が懸念される。 

 ・現存の宿泊施設を選手村に使用することで観光客の宿泊ができなくなるのではないか。 

 ・野外競技の天候による影響とその対策が必要である。 

 ・交通網の整備が間に合わない。 

 ・単体都市での不合理性が解る。 

○課題解決のアイデアについて 

・従来の施設などを活用する。 

・既存施設を活用する。 

・学校を休みにする。渋滞は多少我慢する。 

・同時通訳の対策をする。外国語ボランティアの育成、活躍の場になる。 

 

■大会開催後の利点、課題、課題解決のアイデアについて 

○大会開催後のまちづくりの利点ついて 

 ・障害の有無。年齢の違いに依らず移動しやすい住みやすい環境づくりが進む。 

 ・宿泊施設等の充実が図られる。 

 ・国際人材の輩出が進む。 

 ・観光客の誘導が経験として生かされる。 

 ・市民対話の気運が生まれればよい。システム化できれば良い。 

 〇大会開催後のまちづくりの課題について 

 ・財政負担（大会コスト、大会後の施設維持）が懸念される。 

 ・設備維持活用が課題。負になる可能性がある。 

 ・施設の維持、管理、利用促進が課題になる。 

 ・交通インフラが整備されないが(新幹線等)その後の維持がどうなるのか。 

 ○大会開催後のまちづくりの課題解決のアイデアについて 

 ・増加した競技人口を維持し五輪施設をより活用してもらう。 

 ・ワールドカップ、イベント、大会の誘致を進めて経済効果を高める。 

 ・以降の大会、イベントに利用できる。 

 

 

③2030 年の札幌市のまちの姿（まちづくりのビジョン） 

■2030 年札幌市のまちの姿 

○まちづくり 

・中央区以外の過疎化を防ぐ。地下鉄、JR を延長していると良い。 

・副都心の住宅地が増加する。地下街(各駅)のループ化がなされる。 
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・ロードヒーティングの更なる整備が進む。 

○移動しやすい交通インフラ 

・JR 鉄道の衰退に対して地下道の開拓がなされる。 

・公共の交通機関のみではなく、もっと私鉄の導入を、競争力をつける。 

 ○人口維持 

・現在の 195 万人の人口数を維持できている。 

・労働人口の維持、出生率の向上、新幹線の効果が目でわかる。 

・札幌市に人口が集中し人口が道内で唯一減少していない。 

・健康寿命が 10 年ほど伸びている一方で、出生率が向上し、子ども達が多くいる。 

○市民の健康増進。 

・五輪をきっかけにスポーツに親しめる都市として市民の健康増進に努める。医療費の削減が進ん

でいる 

○バリアフリー 

・高齢の方に優しいまちづくり（路線バス延線）がなされている。 

・仕事と育児が両立できるまちになる。 

○冬のイベントの創出 

・厄介者の雪を市民生活の質の向上（エネルギー、観光）につなげられるようにしたい。 

・PMF、雪まつり、YOSAKOI など名物となる冬季スポーツの国際イベントを創設、誘致する。 

・スキーマラソンの市街コース化がなされる。 

・冬の札幌コレクションができる。 

○除雪 

・市内の幹線道路に流雪溝を設置し除雪の効率化を図る。(市民の雪かきより効率的) 

 ・民家や集合住宅の廃熱を利用し、融雪装置が普及する。 

 ・雪の影響を受けにくい交通網の整備がなされる。 

○2030 年の札幌市の未来について 

・記載なし 
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１４）１４グループ 

①冬季オリンピック・パラリンピックの札幌のまちづくりへの効果について 

■効果がある理由 

・記載なし 

 

■どちらでもない理由 

・記載なし 

 

■効果がない理由 

・記載なし 

 

 

②冬季オリンピック・パラリンピック招致の利点と課題、課題解決のアイデア 

■大会中の利点と課題 

〇利点について 

・札幌を知ってもらえる。 

・札幌や札幌での普通の暮らし、競技を行う場所、会場周辺を世界に PRできるから。 

・札幌だと人がいっぱい来るから。 

・インバウンド拡大、アジアだけでなくヨーロッパなど色々な国から来る。 

・競技で頑張る姿に勇気をもらえる。 

・オリンピックという大きな事業に対しては住民も興味を持つだろうし、インフラ整備をマイナス

に考える人はいないと考えたため。 

・犯罪の心配はあまりいらないのではないか。 

・競技に触れることができる。 

〇課題について 

 ・チームと地域の交流があった方が良い。 

 ・財政面が計画通りにいくか心配である。 

 ・警備や輸送が大変である。(分散すると倍増する。) 

○課題解決のアイデアについて 

・人口減少、スポーツ人口は減っていく。魅力あるまちをつくり、まちを売り出す。 

・選手村を造らないで部屋数が足りるのか。ホテルは現状でも足りていない。観戦客の分も宿泊施

設が足りない。各会場の近くに民宿など考えた方が良い。 

・ホテルなど民間の協力を活用して成功させる。 

 

■大会開催後の利点、課題、課題解決のアイデアについて 

○大会開催後のまちづくりの利点ついて 

 ・65 歳以下の人口が減っていく。インフラの充実、ホテルの整備、外から人を呼びこむ。 

 ・駅前再開発、新幹線と一体となったまちづくり。 
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〇大会開催後のまちづくりの課題について 

 ・インフラ整備などの効果はあると思う反面、維持管理費(長期的)の増大が考えられる。 

 ・経済状態が横ばいでインフラ整備などが必要なのか。 

 ・車がないと、どこに行くのも不便である。公共交通の整備が必要である。 

 ○大会開催後のまちづくりの課題解決のアイデアについて 

 ・大会を契機に、札幌一極集中、他のまちを PRする。 

 

 

③2030 年の札幌市のまちの姿（まちづくりのビジョン） 

■2030 年札幌市のまちの姿 

○観光・まちの PR・知名度 

・札幌を第二の NY にする。日本のルールでたくさんの人種が住むまち、移住できるようにする。 

・世界の札幌にする。行ってみたいと思わせる。知名度を上げる。 

○交通 

・今はバス間隔が長いのでより地下鉄、バスの本数が増加する。 

・モノレールが市内で普及する。 

・札幌から都会、周辺から自然、レンタカーを借りなくてもよいまちになる。 

・新千歳空港からモノレールがあると便利。モノレールがあると観光気分になれる。 

・自然を満喫できる北海道になったらいいと思う。 

・新幹線が開業する。 

○人の優しいバリアフリー 

・盲導犬が入れるようになってほしい。 

・高齢者が安心して住める先進的な国際都市札幌になってほしい。 

・先進的な福祉のまちになってほしい。 

・年齢や障害の有無に関わらないまちづくり（バリアフリー）。 

○ウィンタースポーツの振興 

・夏にできるハーフパイプ施設(人口雪)。道産子選手のためにも夏に練習できる練習施設を造る。 

・冬のナショナルトレーニングセンターの建設が進む。 

○2030 年の札幌市の未来について 

・冬季オリンピック、パラリンピックがより良いものとなる。 

・札幌をさらに大きく。 

・いつまでも住んでいたい札幌でありますように。 

・安心、安全な国際都市になっている。 

・やろうと思って踏み出せばできないことはない。 

・10 年後、札幌にハーフパイプの施設ができるように。 
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１５）１５グループ 

①冬季オリンピック・パラリンピックの札幌のまちづくりへの効果について 

■効果がある理由 

 ・72 年にまちが変わっていくのを目の当たりにしたから。 

 ・日本が良くなっていく。子どもの思い出にもなる。 

 ・国際交流の一つと考える。 

 ・東京オリンピックを見ていると、札幌も盛り上がれるのではないか。 

 ・東京 2020 のように国民、札幌市民が盛り上がるし思い出になる。 

 ・寒冷地技術の向上、紹介になる。 

 ・国際的な感覚が生まれる。 

 ・交通機関の利便性を更に良くする機会になるから。 

 ・オリンピックとまちづくりには必ず良い方向へ向かっていくものはあると思う。しかし、地域の

方々と開催側の方々との考え方にも必ず違いがある。 

 

■どちらでもない理由 

 ・今の札幌に住んでいてあまり実感がない。 

 ・札幌はよくなっていくと思うが、その良くしていく中でいろいろな人の意見があって、その意見

が同じとは限らないと思う。 

 ・交通機関や施設があまり整っていないのではないかと思う。海外の人達が北海道(札幌)の事を知

っている人があまりいない。 

 ・今の時点で不明なことが多いと思われる。 

・たくさんのお金がかかるのではないか。たくさんの外国の方が来るので経済効果はあるのか。  

 

■効果がない理由 

・国際化でトラブルが発生しそうである。 

・現実的なことを知りたい。 

・パート主婦だがまだ実感がない。生活に密着していない。 

・海外では北海道は知られていない。 

 

 

②冬季オリンピック・パラリンピック招致の利点と課題、課題解決のアイデア 

■大会中の利点と課題 

〇利点について 

・雪がなくなるスピードが速くなるがおいつくのか。 

・新幹線も通りいいことがいっぱいある。 

・終わった後の交通の利便性が向上する。 

・スポーツ施設が充実する。 

・経済効果が上がる。 
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・観光客が増える。 

・IT 技術（トイレの空き状況の見える化。バスがどの辺にいるかわかるなど）が上がる。 

・機械の最新化になる。 

 ・無人受付になってくる。 

 ・コミュニケーションがアップする。交流ができる。 

〇課題について 

 ・交通、宿泊施設が足りない。 

 ・選手村、ホテルを使うのは大丈夫なのか。 

 ・犯罪が発生する不安がある。 

 ・経費が上がるのではないかという不安もある。 

 ・建設会社。建物を建てることに不安なところがある。 

 ・ごみが増える。 

 ・テロ対策が必要である。 

 ・トイレ問題がある。トイレマナーを理解してもらう必要がある。 

 ・冬のインフルエンザ、流行性が心配である。 

 ・言葉が通じないコミュニケーションが困難である。 

 ・(人が対応するのではなく)無人化になる事でおもてなしができなくなるのではないか。 

 ・医療の対応。医療費未回収の心配がある。 

 ・通訳できるボランティアは足りるのだろうか。 

 ・地下鉄、バス等の本数の増便。 

 ・見やすい所に見やすい看板を設置する。 

 ・滑走路は足りるのか。新千歳空港だけで大丈夫なのか。 

 ・ボランティアが足りないかもしれない。 

 

■大会開催後の利点、課題、課題解決のアイデアについて 

○大会開催後のまちづくりの利点ついて 

 ・差別がなくダイバーシティーのまちづくりができる。 

 ・オリンピック後、きれいなまちになるから。 

 ・雪の素晴らしさを北海道の紹介として広めたい。 

 ・観光、経済が回ると思う。 

 ・地下鉄がもっと使いやすくなる。 

 ・寒冷地としての住み方の紹介をする。 

 ・ごみ処理がアップするのではないか。 

 〇大会開催後のまちづくりの課題について 

 ・雪質、ウィンタースポーツの体験をしてもらう。 

 ・北海道の魅力を活発に発信してほしい。 

 ・二度目の開催都市、札幌の活性化を図る。 

 ・市民でもわかりやすい道案内、インターネットでできるものがあると良い。 
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 ・もっときれいなまちにしてほしい。 

○大会開催後のまちづくりの課題解決のアイデアについて 

 ・記載なし 

  

 

③2030 年の札幌市のまちの姿（まちづくりのビジョン） 

■2030 年札幌市のまちの姿 

○マネーの電子化 

・PYEPYE などの電子マネーが中心になる。PAYPAYの一元化が起きる。 

○障害者に優しいまち 

・視覚障害者が事故にあいにくいまちになる。 

・聴覚障害者が音楽を楽しめる。 

○健康・医療 

・健康寿命が延びる。 

・健康で長生きするのが当たり前になる。 

・受診のために地方から都市部へ行くのが楽になる。 

・病院待ち時間の解消と（受診を待っている）空間の改善がなされる。 

○グローバル化 

・外国人が住みたくなる札幌市になる。 

・外国人労働者が増える。 

○仕事 

・子ども連れで仕事ができる環境になる。 

・シニア、子育て世代がもっと働けるまちになる。 

・働ける場所を増やしてほしい。 

・人にしかできないことを仕事にできる。 

・若い人が札幌に集まって活性化してほしい。 

○人の優しい 

・老人に優しいまち。人、植物、動物に優しいまち。 

・携帯でなんでもできる。お年寄りにはつらいかもしれない。 

○お洒落なまち、札幌 

・冬でもお洒落になる。 

・もっとお洒落な札幌になってほしい。 

・中心部以外にもお洒落な休憩スペースができる。 

・仕事帰りに寄りたくなるようなまちにしてほしい。 

・いろんな人が集まれる札幌になる。 

○その他 

・機械中心のまち、仕事、スマホ。人が危ないことをしない。 

・雪を上手にエネルギー活用してほしい。 
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・人種関係なく平和になってほしい。 

・市民の声を聴いてくれる若い議員が必要である。 

○2030 年の札幌市の未来について 

・YOSAKOI ソーランが活発になっている。 

・子ども達に笑顔のある未来を提供できる。 

・混んでいてあまり出来ないが、未来はカーリングがもっと間近になる。 

・国際化して飛行機の便が増える。 

・安心のできる札幌になる。 

・みんながスポーツを大好きになっている。 

・進化する SAPPOROになる。 
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１６）１６グループ 

①冬季オリンピック・パラリンピックの札幌のまちづくりへの効果について 

■効果がある理由 

 ・記載なし 

 

■どちらでもない理由 

 ・記載なし 

 

■効果がない理由 

 ・記載なし 

 

 

②冬季オリンピック・パラリンピック招致の利点と課題、課題解決のアイデア 

■大会中の利点と課題 

〇利点について 

・今以上に北海道札幌を広く知ってもらう。 

・北海道のつながりを深める。 

・交通や道路など便利になる。 

・会場へのアクセスが良く、コスト面でも有利である。 

・天候対策が充実してくると思う。 

・もっと外国の人が来てほしいし、国際的になってほしい。 

・思い出になる。大会の開催の経験はそうできないと思う。 

・子ども達に国際的なまちづくりの体験をさせることができる。 

・ボランティアをすることで海外の人にも接することができるのでうれしい。 

 ・オリンピックに少しだけ参加した気持ちになる。 

 ・古い施設が整備され、きれいになるし、新しい使い方があると思う。 

 ・現在は積極的に整備しているように見えないが、バリアフリー化が速まる。 

 ・便利になるし、道外、国外に知ってもらえる。 

 ・停滞しているまちづくりが進む。 

 ・冬のまちとして本来の姿を作る事ができる。 

 ・札幌市は恵まれている。近隣都市にもメリットが与えられる。 

 ・札幌市に活気が出る。いろいろな人が来ることで賑やかになる。札幌市が有名になる。 

 ・ソフト面（多言語対応など）での効果に期待したい。 

〇課題について 

 ・やはり費用が心配である。福祉の方が削られないようにする。 

 ・天候不順でも移動しやすい安全の研究が必要だ。 

 ・公共交通、JR、高速道路など、冬は時々交通網が止まってしまうので心配である。 

 ・レガシー活用による経済効果が少ないと思われる。 
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 ・選手村が廃墟になっている。真駒内駅前の再開発が進まない。 

 ・人が集中し過ぎる。 

 ・テロなどの安全対策が必要である。 

 ・交通インフラが不十分だ。 

 ・外国人には案内などわかりにくい駅である。 

 ・ボランティアの充実、外国語の対応が少ない。 

 ・市民の理解がなければボランティアの不足につながる。 

 ・札幌市中心になりがちである。 

 ・色々な人種がいるのでトラブルが起こる。 

 ・防災無線的なものがない。 

・災害に対する取り組みが必要である。 

 ・宿泊施設が欧米富裕層対応のホテルの充実によりブランディングの向上につながる。 

○課題解決のアイデアについて 

・市内交通、二次交通の量的充実を図る。 

・地下鉄の延伸、環状地下鉄、バスの充実を図る。 

・ジャンプ場のラージ、ノーマルを一つの場所にする。 

・バリアフリーの整備を進める。 

・統一し、わかりやすいまちづくりを進める。 

・市営交通や墓地、交通機関との連携が必要だ。組織が縦割りにならないようにする。 

・駅案内に（英語、中国語表示可能な）電光掲示板を使用する。 

 ・全国から多言語対応に有識者、学生等を集め、活用する。 

 ・大学で外国語ボランティアを単位として受理する。 

 ・バリアフリー、一貫した思想に基づいた設計をする。 

・表示の統一マニュアルや情報問い合わせ内容の一元化、統一をする。 

 ・企業ボランティアの積極的支援をする。 

 ・ボランティアに海外在住経験者を配置する。 

 ・市民参加、ホームステイ交流を推進する。 

 ・フィンランド協会のような交流をする。団体の協力を活用する。 

 ・駅の電子掲示板での多言語対応を図る。 

 ・ボランティア組織への行政支援をする。 

 ・全道規模で考える。小さなまちの良さを活かしたい。北海道として盛り上げたい。 

 

■大会開催後の利点、課題、課題解決のアイデアについて 

○大会開催後のまちづくりの利点ついて 

 ・ボランティア組織の拡充。大きな大会の誘致につながる。 

 ・知名度の向上を図る。 

 〇大会開催後のまちづくりの課題について 

 ・観光振興。増やした宿泊施設をどうやって満室にするか。 
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 ・施設運営。ジャンプ台などスポーツイベントの招致の継続は可能なのか。 

 ・大会後の施設の維持管理は負担にならないのか。 

 ○大会開催後のまちづくりの課題解決のアイデアについて 

 ・記載なし  

 

 

③2030 年の札幌市のまちの姿（まちづくりのビジョン） 

■2030 年札幌市のまちの姿 

○充実した国際都市へ。 

・周辺の港、空港との連携(交通、物流)が進む。 

・札幌が外国人に人気の都市になる。 

・人材育成、大学招致、企業招致が進む。 

・外国の方との交流が多くなり平和になる。 

○除雪または歩きやすい道路づくり 

・滑らない道路などの開発が進化する。 

・全面ロードヒーティングになる。 

・除雪が楽になる。家の前、玄関前まで除雪してほしい。高齢化戸建て住民が増えて大変だと思う。 

・市内除雪 100％化の実現。自動走行による昼夜問わず除雪する。安全重視になる。 

・車からスノーモービルへ変えて除雪をしなくても良いようにする。 

・地下歩道を便利にする。動く歩道や行ける場所を増やすなど。 

 ○アクセスの改善、観光対応の充実 

・札幌周辺含む交通アクセスの充実が図られる。 

・観光客対応のステーション(新幹線用)があれば良い。 

○ウィンタースポーツのまち 

 ・「ウィンタースポーツのまち、札幌」として名を馳せる。ウィンタースポーツのメッカになる。 

 ・スポーツを通した健康なまちになる。 

 ○ふるさとのまち・健康で緑の多いまち 

・自然と共存できる。 

・子どもが自分の古里だと思ってもらえるまちづくり形勢が形成される。 

・便利でありながらも緑の多い自然豊かなまちになる。 

・煙草の有無。全面禁止にしても良い。または煙草を吸う場所の確保をする。 

・健康づくりのできるまちになる。各区に多目的公園ができる。 

○優しいバリアフリーのまち 

・パラリンピック後は優しい、活動しやすい生活ができる。 

・福祉やバリアフリーが充実して住みやすい市№1になってほしい。 

○2030 年の札幌市の未来について 

・記載なし 
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１７）１７グループ 

①冬季オリンピック・パラリンピックの札幌のまちづくりへの効果について 

■効果がある理由 

 ・効果は期待を込めている。それぞれの問題があろうが、解決に期待しています。 

 

■どちらでもない理由 

 ・記載なし 

 

■効果がない理由 

・招致が決定すれば考え方が変わると思うが現状ではよくわからないから。 

 

 

②冬季オリンピック・パラリンピック招致の利点と課題、課題解決のアイデア 

■大会中の利点と課題 

〇利点について 

・まちの賑わいになる。 

・インフラの充実が図られる。 

・観光の振興がなされる。 

・経済効果が生まれる。 

〇課題について 

 ・予算オーバーになるのではないか。 

 ・マナーも含めごみ処理の問題が起きる。  

 ・ボランティアが参加しやすい環境にできるのか。 

 ・交通渋滞は迷惑である。 

 ・競技会場までの交通アクセス。市民も行きやすい交通アクセスを考えてほしい。 

・スキー場が終わる時間にはバスと地下鉄がない。 

・人口は増やせるのか、リピーターは増やせるのか。開催地の人の意識が大切である。 

 

■大会開催後の利点、課題、課題解決のアイデアについて 

○大会開催後のまちづくりの利点ついて 

 ・パラリンピックの誘致で障害者に配慮した設備が充実する。 

 ・マナーが向上する。 

 ・インフラが充実する。 

 ・安全安心なまちづくりが進む。 

 ・定期的な大会の誘致を行う土台が作られる。 

 ・スポーツ人口の増加が起きる。 

 ・スポーツ自体のレベルが向上する。  

 〇大会開催後のまちづくりの課題について 
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 ・大会が終わった後もそのスポーツを続けられる環境が必要だと思う。 

 ・スポーツ人口が増えすぎた時の対応。 

 ・大会終了後の活用。 

 ・初心者が行きやすい環境。 

 ・大会開催で整備され、助成されたソフト面をどう持続させるか。持続可能施設、人材、ムードを活

かす対策を出来るのか。 

○大会開催後のまちづくりの課題解決のアイデアについて 

 ・定期的に国際大会を誘致する。 

 ・初心者に優しいスポーツ施設をつくる。 

 ・外国人に優しいインフラを整備する。 

 ・ボランティアの活用をする。 

 ・ボランティア情報の共有をする。 

 ・駅員の英語力を向上させる。 

 ・ソフト的インフラ整備が進む。 

 

 

③2030 年の札幌市のまちの姿（まちづくりのビジョン） 

■2030 年札幌市のまちの姿 

・記載なし 
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１８）１８グループ 

①冬季オリンピック・パラリンピックの札幌のまちづくりへの効果について 

■効果がある理由 

 ・ウィンタースポーツの多極化が起きる。予算が足りないのではないか。 

 ・ボランティア間での交流も増えている。 

 ・ボランティア活動が多くなるのではないか。 

 ・ボランティアが盛んになっている。 

 ・世界中から様々な人が来て少なからずその市民の人々と関わるから。 

 ・市民、道民にとっても明るく前向きな事で大いに期待したい。札幌はよいところかと思っている

ので世界に一層知って頂き、有名になることはうれしい。 

 ・世界とのつながりが大きくなるし、インフラの整備が進む。 

・過去の開催都市の近代化及び知名度アップもオリンピック開催による。都市計画、近代化。 

 ・つながりが持てるし、異文化を理解できる。 

 ・競技施設周辺のインフラの利便性がアップする。 

 ・札幌が国際都市として発展。観光、経済の成長を期待する。 

 ・飲食店の売り上げが約 2倍上がった事と上手く活用しきる事ができなかった施設などが存在する。

うまく活用できなかった施設も今後上手く利用できるのではないか。 

 

■どちらでもない理由 

 ・スキー人口が減ってきている。 

 ・マイナス面がわかりきっていない。 

 ・新しいまちづくりはプラスになるが、開催後はマイナスになるのではないか。負債もあると思う。 

 

■効果がない理由 

・記載なし 

 

 

②冬季オリンピック・パラリンピック招致の利点と課題、課題解決のアイデア 

■大会中の利点と課題 

〇利点について 

・大会開催により国際化、インバウンド、経済効果がある。 

・人々が勇気をもらえる。 

・知名度の向上。市のリニューアル化。 

・マイナースポーツが注目される。 

・異文化交流をする機会が増える。 

・子どもに夢を与えて興味を持ってもらえる。選手増加が期待できる。 

・札幌の知名度向上。世界から注目される。日本国内から多くの人々が札幌、北海道を訪れる。 

・札幌市民、北海道民が一体化する。世界の中の札幌、北海道について地元の人々が考える。 
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・経済効果がある。新幹線札幌開業が早まる。 

・英語のコミュニケーション力が向上する。 

〇課題について 

・Fu’s をオリンピック、パラリンピック選手のトレーニング施設としてもっと整備する。 

・大雪の際の除雪の心配がある。 

・財政に余裕ある市民、企業の寄付を呼びかけする。 

・施設の維持、市民無料体験のチャンスを増やす。利用者を拡大し、海外からの利用者を拡大する。 

・輸送に関する問題がある。バス、タクシードライバー不足がある。 

・設備の更新、運営組織の充実を図る。 

・宿泊施設不足、民宿、ホームステイも活用する。空き室がある家も収入を得る事ができる。 

・national training centerを新設する。国庫を利用する。 

・冬の札幌は体の不自由の方にとって不便である。歩道の融雪と除雪をした方がよい。 

・交通渋滞大会開催付近の状態が不安である。 

・施設の維持。オリンピック終了後の活用について考える必要がある。 

・高齢者が増えているので高齢者の生活をどうするか。 

・丘珠空港の活用をどうするか。 

・札幌出身の選手育成を強化しないといけない。 

・自身などの自然災害への対応。 

・渋滞など情報のリアルタイム性を共有する。 

○課題解決のアイデアについて 

・空中を移動できるものをつくる。 

・自家用車が移動可能な地下トンネルを造る。 

・施設更新の費用を多く捻出すること。 

・悪天候時など地下直結にするなどアクセス(バス、タクシー、自転車の貸し出し)を楽にする。 

・東豊線車両を増やす。 

・交通規制を厳しくする。 

・若者や障がい者の国際大会参加機会を増やす。 

・国と企業との連携によるボランティアの連携をする。 

 

■大会開催後の利点、課題、課題解決のアイデアについて 

○大会開催後のまちづくりの利点ついて 

 ・東豊線が清田区へ延伸される。 

 ・国際化したインフラシステムを構築する。 

・都市のイメージアップを図る。国際都市になる。 

 ・インフラ整備が進む。 

・移住地区とスポーツ地区の区分けと整備を進める。 

 ・観光を柱としたまちづくりが進む。企業誘致が進む。 

 ・オリンピック経済効果後の対応をどうするか。 
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 ・英会話機能向上によって世界中へと視野が広がる。 

 〇大会開催後のまちづくりの課題について 

 ・ヨーロッパの都市を見習って整備する。 

 ・インフラの維持費(交通と施設)が大きくなる。 

 ・施設の有効活用として MICE をどう誘致するか。 

 ○大会開催後のまちづくりの課題解決のアイデアについて 

 ・オリンピック後にもいろいろな企業とかが大会を開催する。 

 ・ふるさと納税でインフラ維持費の一部を負担する。 

 

 

③2030 年の札幌市のまちの姿（まちづくりのビジョン） 

■2030 年札幌市のまちの姿 

○生活・暮らし 

・一年中でもスキーとかのウィンタースポーツができるようになる。 

・市民誰でも 2、3 種類のウィンタースポーツができる。 

○建物 

・第二、第三のニセコが出現し海外からの観光客が北海道内各地に増大する。 

 ・中心部に最短でできる競技設備を持った国際スポーツ都市になる。 

 ・高層マンションが増加している。 

 ・市中心部の耐久性のあるビルの設備の更新がなされる。 

・特色ある色づくりで海外へＰＲする。 

 ・どこでもドアが出来る。 

・空き巣が増加する。 

 ○最新技術 

・コンビニの無人店舗が多数出現する。 

・水素社会の到来。水素自動車。 

・AI の降雪予報が出来ている。 

・スマホ依存症で、外で遊ばなくなる。 

・二酸化炭素排出ゼロ、ごみ完全処理が可能になる。 

○インフラ 

 ・飛行機の直行便などが増えてもっと外国に行きやすくなる。 

 ・中心部へのアクセスが便利な地上交通システム、例えば高架式交通網の新設。 

 ・まち中に Wi-Fiがある。 

 ・除雪がスムーズに急な大雪にも対応できるようになっていてほしい。 

 ・人口減少が進んで過疎のまちが札幌に出る。 

 ・7G が開業する。 

 ・公共交通機関に、例えばバス電車の中にスポーツ用具や自転車、スキー、スノーボードを乗り入

れやすくしてほしい。 
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 ・札幌防衛強化することでテロ対策（地下シェルターを造る）が強化する。 

 ・5G の利用が進む。 

 ○その他 

・災害対策をする。 

・町内会に代わる新しい仕組みを作る。 

・英語など外国語が普及される。 

・ほとんどの市民が英会話を気軽に不自由なくできる。 

・インバウンドの来札者がより増加している。 

○2030 年の札幌市の未来について 

・記載なし 

  



 

63 

 

１９）１９グループ 

①冬季オリンピック・パラリンピックの札幌のまちづくりへの効果について 

■効果がある理由 

 ・交通機関の発達につながる。 

 ・インフラ整備と充実が図られる。 

 ・雪国のアウトドアスポーツの発展につながっていく。 

 ・インフラの整備、きれいなまちづくりが進む。 

 ・交通機関が充実する。 

 

■どちらでもない理由 

 ・よくわからない。 

 

■効果がない理由 

・地下鉄が対応しきれるのか。 

・新幹線は活用されるのか。 

・Wi-Fiは整備されるのか。 

 

 

②冬季オリンピック・パラリンピック招致の利点と課題、課題解決のアイデア 

■大会中の利点と課題 

〇利点について 

・札幌市を世界へ発信、アピールできる。 

・経済の向上がある。 

・飲食店の盛況と売り上げアップにつながる。人が集まりお金が集まる。 

・海外の人との交流の機会が増える。暮らしやすい交通整備がなされる。 

・スポーツに対する関心が増える。 

・市全体の盛り上がりにつながる。 

〇課題について 

・観光客の宿泊施設不足が起きる。 

・交通手段の確保が出来るのか。 

・Wi-Fiが使いにくい。 

・多言語に対応できるのか。 

・ボランティアの扱いや確保が出来るのか。 

・インフラ整備にかかる費用はどのくらいなのか。 

・外国人が過ごしやすい環境（言語面）づくりを整備できるのか。 

○課題解決のアイデアについて 

・宿泊施設の不足などの課題は、近郊市町村との連携が必要である。 

・広域で使える分かりやすい Wi-Fi を整備する。 
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・地下鉄延伸、地下歩道を整備する。 

・英語授業の実習を学校にオファーする。 

 

■大会開催後の利点、課題、課題解決のアイデアについて 

○大会開催後のまちづくりの利点ついて 

 ・施設を多面的に使用できる。 

 ・環境整備、冬の住みやすさの向上。 

 ・市民の国際化感覚がアップする。 

 ・ロードヒーティングがもっと広がる。 

 〇大会開催後のまちづくりの課題について 

 ・札幌市の負担が増えるのではないか。 

・メンテナンス会社が増えて社会の負担になる。 

 ・必ず発生する市民財政負担はどうなるのか。 

 ・キャパを増やしたホテルをどうするか。 

 ・建物維持の継続は可能なのか。 

 ○大会開催後のまちづくりの課題解決のアイデアについて 

 ・ウィンタースポーツの活性化、宿泊施設等の増加、学会等の研究会を誘致する。 

  

 

③2030 年の札幌市のまちの姿（まちづくりのビジョン） 

■2030 年札幌市のまちの姿 

○災害に強いまち 

・耐震、地盤の改良、台風、洪水対策、放水路の確保などができる。 

○まちの整備 

・札幌ドーム近郊の整備が進む。 

 ○町内会の役割 

・各町内会で資源ごみ類が完全分類され、きれいなまち並みが生まれている。 

・近所付き合いが発展する。 

○教育 

・学校日程をずらし、合同で何かプロジェクトをすることで学校間の交流が生まれる。 

・公立大学が増加することで入学しやすくなり、若者のやる気が満ち溢れる。 

○公共交通機関やまち中の利便性 

・地下鉄が延伸する。 

・地下鉄の段差がなくなる。 

・丘珠空港がジェット化する。 

・地下歩道が多くなっている。 

・市電が JR札幌駅まで延伸している。 

○環境について 
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・水素をエネルギーとして利用する都市づくりが進む。 

・市はトヨタの「MIRAI」を使用する。 

・札幌と道南エリアとの連携が進む。 

・人口光合成化学プロセス研究組合実証プラント誘致が進む。 

・更なる省エネルギーが普及する。 

 ○その他 

・コンパクトシティになる。 

・融雪、除雪システムの最新都市になる。 

・スガイディノス、大型映画館が再興する。 

・後期高齢者の免許返納による高齢者による悲しい事故が減少する。 

・外国人が増えている。 

・春先の砂利回収が早くなる。 

・スポーツ関連の催しやスポーツクラブ、スポーツ施設が増加する。 

・電柱を地中に埋める。 

・電子マネー化が進む。 

・無人タクシーが増える。 

○2030 年の札幌市の未来について 

・市民の未来も市民の未来も明るいといい。 

・水素の活用がなされる。 
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２０）２０グループ 

①冬季オリンピック・パラリンピックの札幌のまちづくりへの効果について 

■効果がある理由 

 ・話にも地下鉄沿線の発展が出てきたので交通機関がもっと活性化すると思ったから。 

 ・インフラが発達する。 

 ・まちが盛り上がる。 

 ・知名度アップにつながる。 

 ・既存の冬季スポーツ施設をオリンピックで改修できる。 

 ・世界中に札幌の宣伝ができ、ものすごい観光効果がある。 

 ・外国の人達が多くなってきているから色々な国の人達に札幌を知ってもらえる。 

 ・スポーツに関心を持つようになる。 

 ・地下鉄などの交通機関が発達しているから。 

 ・まちにボランティア精神が根付く。 

 ・障害者に優しいまちになる。 

 ・バリアフリーが進みそうである。 

 

■どちらでもない理由 

 ・テロ対策や犯罪に対するリスク対策はどうなるのか。 

 ・オリンピックやスポーツに興味がないと施設が使われないかもしれない。 

 ・後世の育成する指導者の育成も必要ではないか。 

 

■効果がない理由 

・記載なし 

  

 

②冬季オリンピック・パラリンピック招致の利点と課題、課題解決のアイデア 

■大会中の利点と課題 

〇利点について 

・バリアフリーが向上する。 

・ボランティアの醸成がなされる。 

・市民が活躍できる。 

・交通のインフラが整う。 

・観光客が増加する。 

〇課題について 

・テロ対策犯罪対応が必要だ。 

○課題解決のアイデアについて 

・テロ対策や犯罪対応には AIや IT の技術の活用をする。 

・技術の進歩や犯罪にしっかり対応した体制を組む。 
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・市民のガイドなど案内役を育成する。 

・公共物の検査をする。持ち物を減らし、ごみ箱などを撤去するといった公共物の管理をする。 

・観光客の増加については民宿などを活用する。観戦者も民宿を活用する。 

・アスリートは専用の宿泊地を活用する。 

 

■大会開催後の利点、課題、課題解決のアイデアについて 

○大会開催後のまちづくりの利点ついて 

 ・交通インフラが整う。 

 ・観光客が増加する。 

 ・知名度が向上する。 

 ・まちのリニューアルが進む。 

 ・ウィンタースポーツが振興する。 

 ・理解しあう社会になる。 

 〇大会開催後のまちづくりの課題について 

 ・ウィンタースポーツの認知度として冬季の大会に札幌出身者が少ない。また道具を揃えるのに費

用がかかりそうである。 

 ○大会開催後のまちづくりの課題解決のアイデアについて 

 ・冬のスポーツに触れる機会を子どもの時からつくる。 

 ・プロアスリートとの交流ができる機会をつくる。 

 ・プロ選手から直接指導を受け、相談にのってもらうなどできると良い。 

 ・無理にやらなくても思い出になる。 

 ・ボッチャなど体験できる機会をつくる。 

 ・今は地下歩行空間でカーリングなどの体験ができることがある。 

 

 

③2030 年の札幌市のまちの姿（まちづくりのビジョン） 

■2030 年札幌市のまちの姿 

○バリアフリーが進んで暮らしやすいまちになる。 

・少子高齢化が進んでいるはずだ。 

・まち中に住んでいる人がたくさんいる。 

・バリアフリーやどんな人でも住みやすいまちになっているといい。 

○環境に優しいまち 

・水素バスは増えるし、増やしてもいい。 

○冬のまち中に観光客が訪れて賑わっているまち 

・大通公園にスケートリンクができると良い。 

・韓国などは日常的にまち中にリンクがあって賑わっている。 

○地下歩行空間など冬の移動がしやすいまち 

・冬場の移動が歩きだと大変なのでインフラがより発展するといい。 



 

68 

 

・冬の外を歩くのが大変な時がある。 

○オリンピックを機に拠点とのアクセスがしやすいまち 

・札幌ドーム直結など、地下鉄などアクセスがしやすくなるといい。 

○気軽に遊び感覚でスポーツなどを楽しめるまち 

・室内でのカーリングや遊び感覚でできるようになるといい。 

・気軽に遊べるエンターテインメント施設が増えるといい。 

・冬場に体を動かせるところがない。 

○海外の人や文化を理解できるまち 

・札幌にいながら母国語以外を話せるようになる。 

・海外の人や文化とコミュニケーションが取れる。 

・外国語の授業や指導を行っているといい。 

・姉妹都市との交流を増やして直接コミュニケーションの機会を増やす。 

○その他 

 ・ドローンは難しい。 

 ・介護ロボットは難しい。 

 ・通信機器を使える世代に開きがある。 

○2030 年の札幌市の未来について 

・高齢者も子どもも障害のある方も外国人も安心して楽しく暮らせる札幌のまち。 

 ・誰もが過ごしやすい、観やすい、また来たいと思ってもらえる五輪になる。 

・関わる人、全てが温かい気持ちで行う五輪になる。 

 ・市民主体で札幌を変える。 

 ・2030 年にはもっと発達して今よりいいまちになっていてほしい。 

 ・安心して住める札幌が続く。 

 ・オリンピック、パラリンピックを開催してさらに元気ある SAPPOROになる。 

 ・環境や他国の言語などの面が、2030 年になった時には発達し、冬季オリンピックの時に活躍でき

たらよいと思います。 
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２１）２１グループ 

①冬季オリンピック・パラリンピックの札幌のまちづくりへの効果について 

■効果がある理由 

 ・お金をかけるのにまちが良くなるのは当然である。(スポーツを観戦するものだ) 

 ・インフラ整備を始め、様々な技術がもたらされる。技術力発信、関心を持ってもらうきっかけに

なる。シビックプライドの醸成がされるきっかけとなる。 

 ・私は 1972 年の冬季オリンピックの時に 20 歳の学生でした。路面電車から地下鉄へ色々な面でま

ちが変わっていきました。住みやすいまちになったと思います。 

 ・オリンピックによって外国の人々も日本の良さを知ってもらえると思う。 

 ・競技上整備などでお金が動き経済効果がある。しかし地方はそんなに変わらない。過疎による格

差は悪化する。 

 ・世界的な知名度が上がる。観光客(海外)が増加する。 

 ・オリンピックが開催されることにより地域が発展するし未来にもつながる。 

 

■どちらでもない理由  

 ・札幌のまちづくりに影響はあるだろうが、オリンピックでなければいけないのか、またオリンピ

ック後はどうなるのかがよくわからない。 

 ・経済効果はあると思うがどの程度かわからない。 

 

■効果がない理由 

・経済効果がたくさんありそうだが、どのようにまちづくりに効果があるのか正直わからない。オ

リンピックは賛成だが、まちづくりがどうなのか。 

 

 

②冬季オリンピック・パラリンピック招致の利点と課題、課題解決のアイデア 

■大会中の利点と課題 

〇利点について 

・多くの人が住みやすくなる。 

・観光客の増加が起きる。日本(北海道)について知ってもらうきっかけになる。 

・市民のウィンタースポーツヘの興味アップが見込まれる。競技人口も増加する。 

・スポーツへの関心が高くなる。 

・学校教育における体力向上の取組みの充実が図られる。 

・経済効果がある、知名度が上がる。 

・多様性に対する理解が深まる。 

・観光客がたくさん来るし経済がよくなる。 

〇課題について 

・周辺住民への対応。公共の施設、お店の店員などの語学の向上。 

・煙草類の問題(2、3次喫煙、ポイ捨てなど)。 
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・宿泊施設の不足。治安が悪化しないか。 

・気候変動を冬季スポーツ札幌。 

・大会開催中の多言語への対応。 

・テロ対策を考える。 

  

■大会開催後の利点、課題、課題解決のアイデアについて 

○大会開催後のまちづくりの利点ついて 

 ・国にお金が入る。そのお金でインフラや施設、観光の増加が期待できる。 

・施設の近代化。様々な人々に対応した設備の増加によるバリアフリーの向上が期待できる。 

 ・まちの魅力、知名度の発信から SAPPORO ブランドが向上する。 

 ・外からやってくる人達に優しいまちになる。 

 ・暮らしやすくなり、住みやすくなる。他の地域に住んでいる人が、移住してくれるかもしれない。

若い年代、人口の増加につながる。 

 〇大会開催後のまちづくりの課題について 

 ・札幌都市部が潤うことに伴い、地方の過疎化が心配である。 

 ・札幌市の借金が増えるのが心配。何年で返済できるのだろうか。 

 ・開催後札幌だけが発展してしまうこと。 

・運動習慣のない人が施設の利用などウィンタースポーツを気軽に継続してできるだろうか。 

 ・施設の有効的活用ができるよう考える。 

 ○大会開催後のまちづくりの課題解決のアイデアについて 

 ・冬のスポーツを小学生等に興味をもってもらう働きかけをする。 

 

 

③2030 年の札幌市のまちの姿（まちづくりのビジョン） 

■2030 年札幌市のまちの姿 

○煙草環境について 

・煙草のない社会にする。 

・公共の場での禁煙化が普及する。 

○自然と動物が共存するまちになる 

・人間だけでなく動物も暮らしやすい(共存)まちになるになる。 

・自然を失わないまちになるになる。 

○通勤通学について 

・通勤圏という考え方規制がなくなる。 

・通勤ラッシュ、交通渋滞という言葉が少なくなる。 

○高齢化社会に伴う AIの活用について 

・高齢化が進んでいると思うが生活環境、医療技術が向上し、元気なまちになる。 

・高齢化社会に伴い若い人達が少なくなり介護、農業の人達の負担が少なくなる様に AIなどが発達

すればよい。 
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・今はあって未来にはない仕事がたくさんあると思うが、近代的な仕事だけではなく、昔ながらの

農業や漁業の仕事も人気になるような AI に頼り過ぎないまちになる。技術の発展は大切だが、人

間だからこそできるという事もたくさんあると思う。AIばかりに任せていたら働かなくなる人や、

だらける人がたくさん増えてしまうかもしれない。 

○災害対策が整っているまち 

・ブラックアウトをしないまちになる。 

・災害に強いまちになる。 

・昨年のようなブラックアウトがなくなるために、ビル、マンション、一戸建ての家にソーラーパ

ネルができればよいと思う。 

 ○未来の公共交通機関 

・地下鉄、バス、電車に代わるワープ的移動方法ができる。 

・自動運転車が増加することによる交通事故が減少する。 

○その他 

・年齢や性別などにとらわれず、多様性を認め合い、個性を発揮できる社会になる。 

・働きやすいまちになる。 

・現金を持たずに行動できる電子マネーの普及が進む。 

・観光客や初めて地下鉄を使う人は乗り換えに戸惑う。特に東西線や南北線から東豊線が遠くて迷

子になりやすい。地下鉄を手稲区まで普及する。通勤、通学の時に JRから地下鉄の乗り換えが大

変である。 

○2030 年の札幌市の未来について 

・記載なし 
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２２）２２グループ 

①冬季オリンピック・パラリンピックの札幌のまちづくりへの効果について 

■効果がある理由 

 ・外国旅行の際に「サッポロ」はお年寄りにはとてもメジャーである。なぜなら前回のオリンピッ

クを知っているから。そろそろ忘れられない前にまたやってほしい。 

 ・外国人との交流がある。経済、労働力等の発展がある。 

 ・世界に関心を持ってもらえる良い機会である。 

 

■どちらでもない理由  

 ・民間と公共、効果があるとは思うが多くの人とお金をかけてどこまで効果があるか。レガシーも

含め長野オリンピックを考えても良いのではないか。 

 ・まちづくりはオリンピック、パラリンピックでなくても良いのではないか。 

 ・施設として投資が行われるので当然効果はある。しかし本来の札幌市民がどうあるべきかなど効

果の意味することを検討すべきである。あまりオリンピックだけでは期待はないと思う。 

・札幌というまちの名前がさらに世界に広まっていくが、交通機関の乱れが住民に影響するから。 

 

■効果がない理由 

・オリンピックが終わると札幌市への観光客が増加し、その費用は国全体で使われてしまう。また、

たくさんの人が来ると思うが、ごみが増加し処理が難しいのではないか。 

 

 

②冬季オリンピック・パラリンピック招致の利点と課題、課題解決のアイデア 

■大会中の利点と課題 

〇利点について 

・外国人との交流がある。 

・札幌ブランド力や知名度アップにつながる。 

 ・経済効果がある。 

 ・インバウンドの増加。飲食業、宿泊業が盛り上がる。 

〇課題について 

・ソフト面、ハード面、それぞれに地震に強いまちにする必要がある。 

・大きな地震が発生して停電や大規模な事故起きると、札幌に悪いイメージが定着してしまう。 

・説明が良い所ばかりで財政や市民の生活について触れていない。 

・まちづくりとは別にもっとやるべきことがあるのではないか。 

・開催しても市民の盛り上がりが期待できない。 

・景気がアップする。 

・交通が乱れるのではないか。 

・開会式などで、アピールが札幌らしさではなく、日本らしさになって、結局札幌のアピールがあ

まりできないのではないか。 
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・インバウンドの受け入れ態勢が課題である。 

○課題解決のアイデアについて 

・スポーツが普及すれば予算もつくのではないか。 

・ごみなどマナーの悪い外国人への対応を考える。 

・専用交通を準備する。生活用と大会用で臨時路線などバスを分ける。 

 

■大会開催後の利点、課題、課題解決のアイデアについて 

○大会開催後のまちづくりの利点ついて 

 ・ウィンタースポーツの普及をする。 

 ・労働人口の増加が起きる。 

 ・レガシーの活用が生まれる。 

 〇大会開催後のまちづくりの課題について 

 ・選手の維持が困難ではないか。継続することが必要。施設を立てても選手がいないのであれば意

味がない。 

 ・向上した選手レベルの維持が求められる。 

 ○大会開催後のまちづくりの課題解決のアイデアについて 

 ・情報発信、継続、マルチメディアの活用をする。 

  

 

③2030 年の札幌市のまちの姿（まちづくりのビジョン） 

■2030 年札幌市のまちの姿 

○安心安全のまち 

・犯罪やけんか(トラブル)の少ない思いやりのある安全なまちになる。 

・展示ブロックをロードヒーティングにする。 

 ○防災に強いまち  

・防災関係、ハード、ソフトの充実が図られる。 

○国際交流のまち 

・国内外の様々な文化と交流できるまちになる。 

・市民がまちを愛し自慢できる札幌になる。真の国際交流が進む。 

○環境に優しいまち 

・自然を大切に扱ってほしい。 

・環境を大事にしたまちづくりをしてほしい。 

○まちの開発と文化施設について 

・都心部以外の開発計画が進んでいればよいと思う。 

・各地区に質の高い、Kitara、公会堂のようなものを造り、地域住民の多種多様な発表の場をつく

っていただきたいと思う。 

・文化施設の充実。 

・地域に発表の場が充実したまちになる。 



 

74 

 

○スポーツ教育 

・元選手が指導者となって学校でスキー、スケート以外の授業を行う。 

・スポーツ人口の増加になる。 

○その他 

・自転車をもっと安全に乗れるようなまちになる。 

・丘珠に国際線を造る。地下鉄直結にしてほしい。 

・次世代の交通インフラが普及する。 

・投票率の高い都市になる。 

・挨拶で明るい市になる。 

○2030 年の札幌市の未来について 

 ・記載なし 
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２３）２３グループ 

①冬季オリンピック・パラリンピックの札幌のまちづくりへの効果について 

■効果がある理由 

 ・オリンピック、パラリンピックを行うことで札幌や北海道が注目されて観光客も増えると思う。

国際的 PJ だから投資を大きくできる。但し上手に効率よく使うこと。経済インフラ、ICT、少子

高齢化、温暖化に重点を置く。 

 ・札幌のまちがきれいになる。 

 ・スポーツに関心のある人が札幌に関心を持つし、札幌に関心のある人がスポーツに関心を持つき

っかけにつながるため。 

 ・各、諸外国からおおくのひとが集まる。北海道＝冬のイメージ印象が強い。オリンピックに関係

なく元々、北海道の観光地ランキングが高い。 

  

■どちらでもない理由  

 ・活気づいたまちになると思ったから。物(オリンピック、パラリンピック)の売買でまちの景気も

良くなると思う。ただ、終了後の問題も気になる。 

 ・スポーツの関心、世界とのつながり、子どものスポーツ離れがある。 

 ・札幌という地を多くの人が知ることができる、関心度が上がる。 

 

■効果がない理由 

・まちづくりの方向性と五輪はまた別のものである。 

 

 

②冬季オリンピック・パラリンピック招致の利点と課題、課題解決のアイデア 

■大会中の利点と課題 

〇利点について 

・新幹線札幌延伸が早まるのではないか。 

・市民レベルの交流や競技者同士の交流が生まれる。 

・観光客が増えるきっかけになる。 

・ウィンタースポーツが盛んになる。 

・ウィンタースポーツを知らない人達も冬季オリンピック、パラリンピックで知られるようになる。 

・スポーツで運動不足解消になる。 

〇課題について 

・オリンピックが行われない地域の過疎化が進む。 

・スタッフの確保が課題だ。 

・ボランティアの数は足りるのか。 

・オーバーツーリズムが起きる。交通、食、ごみが許容量を超える。 

・臨時スタッフは急遽募集できるほど人材が集まるのか。 

・観戦客の宿泊施設が一時的に足りない。 



 

76 

 

・様々な国の言語、文化に対応できる人材の課題がある。 

・日本人の英語力不足が心配だ。 

・政治利用の懸念が増えている。 

・高齢化率が強まっている。 

・食料品など物価が高くなる。 

○課題解決のアイデアについて 

・チケットに札幌独自の特典もしくは遠方からの交通割引を付与するべき代。 

・交通機関を増便する。時間を延長する。 

・地下歩行空間を帰宅難民等利用できる簡易施設を設置する。 

・今の若者でも楽しめるような映像を使ったアピールをするべきだ。 

・地下歩行空間にて 24時間(期間限定)コンビニを一時的に開店する。 

・客席が足りない分はパブリックビューイングで補う。 

・会場、町内会が飲食店を案内の協力をする。 

・パラリンピックをオリンピックより先に開催する。 

・森林破壊などしないコースにする。 

・ICT は道内で開発する。 

 

■大会開催後の利点、課題、課題解決のアイデアについて 

○大会開催後のまちづくりの利点ついて 

 ・施設利用によるスポーツ作りをする。 

・スポーツが運動不足の解消になる。 

 ・雪のアイスパビリオンやかまくらの雪のイベントを行う。 

 ・雪を使った電力発電や冷蔵などのエコ活動をする。 

 ・札幌のまちの知名度の向上をする。 

 ・大規模施設の整備が進む。 

 ・新幹線を札幌まで延伸する。 

 〇大会開催後のまちづくりの課題について 

 ・1972 年のレガシーは使うものにならないのではないか。 

 ・施設の維持費が増大するのではないか。 

 ・市の借金、税金が上がる。 

 ・コースの自然破壊が懸念される。 

 ・障害者、ジェンダーなどのダイバーシティー化。 

 ・新たな雇用が生まれるのではないか。 

 ・大会ファーストのまちづくりになってしまう。 

 ・会場に新たな利用価値を見出す。 

 ・大会とまちづくりについて市民とじっくりと語り合う必要がある。 

 ○大会開催後のまちづくりの課題解決のアイデアについて 

 ・残った雪の二次活用をする。 
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・財政に負担がかかることが心配だ。 

・SDGS を意識した町づくりをする。 

・交通機関の時間の延長、ないしは確保をする。 

・地下空間を活用する。 

・インフラが整備される。 

・象徴的なオブジェ、音楽で盛り上げてほしい。 

・物流がスマート化、インフラ整備によって道内と本州の流通がよりよくなる。 

・人が集まることのゴミや環境汚染が心配だ。 

・MASS 自動運転があればよりよくなる。 

・交通の見直しに期待する。 

・メディアの利用でアピールする。 

・再生可能エネルギーや低炭素化という概念が普及し、水素社会が整備される。 

・市民生活への配慮を忘れないインフラ作りをする。 

・テレワークの普及により地方で働ける社会になる。 

 

 

③2030 年の札幌市のまちの姿（まちづくりのビジョン） 

■2030 年札幌市のまちの姿 

○雪対策と雪を利用したまち 

・冬でも雪がない歩道がある。 

・普段の生活に雪はいらないので雪のない生活をする。 

・雪に強い地下鉄の充実を図る。 

・除雪が行き届いているまちになる。 

・雪の利用と年間の展示施設が増える。 

○まち中の利便性 

・まち全体の Wi-Fi化する。 

・子どもが外遊びをする環境がたくさんあるまちになる。 

○交通手段と物流 

・無人タクシーやバスが出てくること。 

・新幹線札幌延伸で東京と札幌間が 5時間以内で移動が出来る。 

・新幹線が通って札幌駅周辺、地下鉄駅への移動が可能になる。 

・寒冷化対策、地下空間の充実へ。 

・新幹線が出来て、物流がスムーズになり、道内の物流の連結がさらに強固になる。 

○環境に配慮したまち 

・低炭素社会になる。技術の見本市が出来て、先進タウン札幌の名がとどろく。 

○その他 

・産業、先進的なコンテンツ、ICT などが最先端化し、グローバルなまちになる。 

・税金が上がる分、物流品も安価になってほしい。 
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・中央に依存せず、北海道の独立性を高める。 

・札幌が南区を核とした地方創生のモデルシティとなる。 

・１年間通して楽しめる商業施設が設置される。 

・札幌の観光拠点として大倉、羊ヶ丘、花火大会等市民参加の催しが増える。 

・子育てしやすい環境（医療費無料、保育園増設）であってほしい。 

・老若男女、年齢に関係なく誰しもが楽しめる祭り、祭典があると市が盛り上がる。 

・言語、障害に関係なく、どんな人とでも触れ合える。 

・市民がくつろげる場所づくり。(例)大通公園、ビール園、オータムフェスト、雪まつり等イベン

トが多く、くつろぎの場所になっていない。 

・駅前通り、南一条通りの歩行者通り、物流の整理。 

○2030 年の札幌市の未来について 

・丘珠のジェット化が進む。 

・水素ステーションができる。 

・サードプレイスを皆持つようになる。 

・豊富な交通手段がある。 

・歩行者空間として駅前通り、南一条通りが出来る。 

・市民くつろぎの場が増える。 

・新幹線によって物流が活発になる。 

・笑顔が多いまちになる。 

・札幌市民が夢を持つ社会になる。 

・市民が納得するまちづくりをする。 

・今よりも住みやすいまちづくりをする。 
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２４）２４グループ 

①冬季オリンピック・パラリンピックの札幌のまちづくりへの効果について 

■効果がある理由 

 ・英語表記が進む。 

 ・大会を通して施設の再利用等が考慮されていけばいいという事だ。 

 ・オリンピック・パラリンピックへの支出とまちづくりへの支出・費用対効果という観点から市民

の間で議論が起きている。 

 ・パラリンピックを経験すると健常者も学べる。 

 ・インフラ、スポーツ施設が整備される。 

 ・ウィンタースポーツに親しむ子ども達が増える。 

 ・外国人に北海道の良さをわかってもらえる。 

 ・外国語表記が増加する。バリアフリー化が進む。 

・多様な人が集まるまちになる。 

 ・世界に発信する情報のトップダウンはある程度必要である。 

 ・交通インフラの整備に効果があると思います。 

 ・バリアフリーなど整備が改善される。人がたくさん来る。 

 ・地元が好きになる。 

 ・アジア系だけでなく欧米人の増加を望む。 

 ・アジア圏以外からの観光客が増加。施設の改修により一層便利になる。 

  

■どちらでもない理由  

 ・限られた予算、身の丈に合ったオリンピックがよい。 

 

■効果がない理由 

・オリンピック、パラリンピックとまちづくりは相関関係がない。 

・オリンピック、パラリンピックとまちづくりを関連付ける意味はない。世界に対する印象付けの

ための政策ではないか。 

・決定のプロセスがオリンピックありきで疑問を持つ。 

・1972年から 50年経つがその間のスポーツ振興やまちの発展はオリンピックの成果とは言えない。

まちづくりの長期ビジョン推進により、スポーツを含め、まちの発展は可能だ。 

・オリンピックとまちづくりは違う。 

・市の借金を返すので 45年かかる。 

・五輪の施設整備や維持にコストがかかり、他の分野に支出できなくなる。1964年東京や、1972年

札幌のようにインフラが未整備の社会では五輪で一気に整備するのは効果が、今の札幌では疑問

である。 
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②冬季オリンピック・パラリンピック招致の利点と課題、課題解決のアイデア 

■大会中の利点と課題 

〇利点について 

・オリンピック、パラリンピックとまちづくりを別のものとして考える。 

・市長に箔が付く。建設業者が潤う。 

・観光関係業者(宿泊、飲食、お土産物など)の売り上げがアップする。 

・一流選手のプレーが間近で見られる。新種の学校訪問などで交流も生まれる。 

・分散開催の方向性は良い。 

・札幌をアピールするきっかけとなる。 

・ボランティア文化の広がりが見込めるのではないか。 

・冬季オリンピックの未経験の若者たちに経験してほしい。 

・インフラを含めて様々な環境が整備され、住みやすくなる。ウィンタースポーツの環境が整い、

住民の関心が高まる事により、子ども達の可能性が高まる。障害者に対する正しい意識が高まる。 

〇課題について 

・パラリンピックを先に行う。オリンピックとパラリンピックを別にした方がいいのではないか。 

・札幌のみのブランド化になるのではないか。札幌、長野オリンピック  

・スケート、アイスホッケー、カーリングなど札幌や周辺だけでは足りない。釧路や常呂などの施

設も活用するべきだ。 

・スポーツするには経済負担もある。 

・施設維持等の財政問題が残るのではないか。 

・オリンピックの歴史的経済の学習の必要性がある。市内にもスポーツの博物館がありますが、も

っと知られていいのかもしれない。 

・交通インフラについて、ループ化は経費がかかるので少しコンパクトな整備がよい。 

・平和の祭典ではないのではないか。 

・整備した施設の有効活用が求められる。 

・外国人への対応が十分なものができるのか。 

・計画作成が甘い。 

・ウィンタースポーツ人口は減っている。 

・市民税をどれだけ払えばいいのか。 

・情報をオープンにする。 

・年金問題が放置されている。 

○課題解決のアイデアについて 

・誘致を白紙にして市民との対話を進め、住民投票(15歳以上)により５年後に決定する。 

・通訳機が定着すると良いと思う。スマートフォンのグーグル翻訳が便利だ。 

 

■大会開催後の利点、課題、課題解決のアイデアについて 

○大会開催後のまちづくりの利点ついて 

・仕事の余裕、経済的に裕福になる。労働基準監督署に頑張ってもらいサービス残業を減らし、ゲ
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レンデやスキー場で遊べる時間を増やす。 

・ウィンタースポーツはゲームになるのでは スノースポーツ、氷上スポーツと℮スポーツで新しい

競技が作れるかもしれない。 

 ・都市再開発の推進を図る。 

 ・雪育の推進と定着を図る。 

 ・地下鉄が延伸すれば便利になる。 

 ・携帯電話、Wi-Fi など通信インフラも充実する。 

 〇大会開催後のまちづくりの課題について 

 ・整備した競技施設がどうなるのか。スケート場やカーリング場は巨大冷蔵庫なので電気代がかか

る。札幌市民がスポーツに活用し、国内外の合宿に使ってもらえればプラスになる。 

 ・恵庭だけオリンピックに取り残される。 

 ・夏のレガシー処理が大変だ。 

 ・五輪に使ったお金、借金が残るのではないか。借金返済のために住民サービスが削られるのでは

ないか。 

 ・札幌市への転入が増加し、道内他市町村の過疎化する。 

 ○大会開催後のまちづくりの課題解決のアイデアについて 

・記載なし 

 

 

③2030 年の札幌市のまちの姿（まちづくりのビジョン） 

■2030 年札幌市のまちの姿 

○市政に市民の意見が反映できるまちになる。 

・市政に市民の意見が反映できるまちになれば、情報公開がしっかりできる。 

・昔のように道内各地に人口が分散して、もっとコンパクトな札幌市になる。 

・市民の知恵を行政に活かしやすい仕組みが定着する。 

○交流とコミュニケーション 

・色々な世代の人と交流できるコミュニティがほしい。 

・異文化理解を進める。英語表記、バリアフリー、交流するイベントなど。 

・子育てしやすいまちになる。 

・障害者と日常的に交流し、理解し合えるまち。交流できる場所づくりが必要である。 

○いろいろと便利なまち 

・地下鉄が 24 時間営業になる。 

・地下鉄ではなく、もっと市電を活用できるようにする。 

・市電の延伸、大通から札幌駅へ、他（清田、東苗穂、手稲区など）にも伸ばせる可能性がある。 

・水道機能の充実。断水にならない、しかもきれいな安心できる水の供給をする。 

・便利ばかりが追及されるような社会にはなってほしくない。 

・地下歩行空間の拡大が図られる。 
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○まち並みや景観 

・お洒落なまちになる。歩いていて楽しいまちになる。 

・札幌らしさが生まれる。 

・今のまち中は高層ビルばかりで息苦しい。昔のまち並みの方がヨーロッパ風の建物が多く美しい

印象になる。そういう景観を増やしてほしい。 

○北海道、札幌と町村の在り方 

・北海道の日本の中の地方創生が進む。札幌は北海道の中の地方創生の一つになる。 

・北海道の札幌一極集中にどう対処するのか。 

・札幌一極集中にならないように札幌が主導していく。 

・札幌だけ良くなってそれでいいのか。地域の過疎問題が顕在化する。 

・札幌と札幌以外の都市、町村とどう向き合うのか。 

○その他 

・2030 年のまちづくりとして市民ワークショップの回数を多くすることでまちの問題意識が高まる

のではないかと思った。 

・もっと思考するプログラムが必要ではないか。 

・2030 年には北海道 468万人、札幌 180 万人の人口になる。 

○2030 年の札幌市の未来について 

・記載なし 
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２５）２５グループ 

①冬季オリンピック・パラリンピックの札幌のまちづくりへの効果について 

■効果がある理由 

 ・まちのリニューアルをできる。 

 ・期待を込めて。 

 ・国から支援(お金)が大きければ効果があると思う。 

・札幌のまちの良さを世界へ PR する。 

 ・地下鉄など市民が行かうものが発展すると思われる。 

 ・インフラが整備される、時代に合った改修がされる。 

 ・Wi-Fi、バリアフリー、多言語などの現代的な新しいインフラが整備される。 

 ・交通や除雪の充実が図られる。 

  

■どちらでもない理由  

 ・イメージがわかない。無知ですみません。 

 ・オリンピック、パラリンピック招致の意義がわからない。 

 

■効果がない理由 

・記載なし 

  

 

②冬季オリンピック・パラリンピック招致の利点と課題、課題解決のアイデア 

■大会中の利点と課題 

〇利点について 

・札幌のアピールのチャンス。 

・ボランティアは大人だけでなく学生ボランティアを増やすことで国際教育になる。 

・スポーツ競技に関心や憧れを持つ子どもが増える。 

・大会を通して働く場所、雇用創出される。 

〇課題について 

・冬のスポーツは見に行く人が少ない。 

・観客を増やすための告知、啓蒙。そのための周知の方法の工夫が必要である。 

・宿泊施設が足りない。 

・中心部に都市機能が集中している。 

・ごみやマナーなど日本のルールを理解してもらうことが必要である。 

・施設設備の老朽化の対策、整備費がかかる。 

・渋滞が懸念される。 

○課題解決のアイデアについて 

・中心部に都市機能が集中しているので、宿泊施設など中心部以外にも設置した方が良い。分散化

するべきだ。 
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・観客を増やすために、大会時の競技場とのアクセスを考えることが必要である。また、子どもや

高齢者の観客を増やすことも必要である。交通費を無料にするなどの政策も必要ではないか。 

・オリンピックと文化的要素（YOSAKOI など）を掛け合わせて意識理解を高める。 

 

■大会開催後の利点、課題、課題解決のアイデアについて 

○大会開催後のまちづくりの利点ついて 

 ・外国人などの観光につながる。観光振興。 

 ・新しい産業が生まれる。 

 ・交通インフラで便利、暮らしやすくなる。 

 ・地下鉄をループ化すると冬に便利になる。 

 ・高速道路の延伸ができると便利になる。 

 ・子どもの体力増進にもつながる。意識も変える。 

 〇大会開催後のまちづくりの課題について 

 ・施設利用、維持管理の問題がある。 

 ・ホテルの利用を促進する。 

 ・Wi-Fiの充実が図られるべきだ。 

 ○大会開催後のまちづくりの課題解決のアイデアについて 

 ・交通渋滞の懸念については、ソフト技術の活用や AIなどの技術で対応できる。 

 ・ホテルの利用促進については観光イベントを増やす。 

 ・冬季アジア大会の反省、改善を活かすべきだ。 

 

 

③2030 年の札幌市のまちの姿（まちづくりのビジョン） 

■2030 年札幌市のまちの姿 

○自然を残す、活かす 

・新しい建物、施設も良いが札幌の自然を活かした札幌らしさを大切にする。 

・昔の良さを残していきたい。 

・まち中にも自然やみどりがあるまちになる。 

・空気がきれいで四季があるまちになる。 

○住みたいまち、住み続けたいまち。 

・移住したくなる、住みたくなるまちになる。 

○冬を楽しめるまち 

・冬を楽しむことができるまちになる。 

・冬のスポーツをやる市民がたくさんいる。 

○ウィンタースポーツが盛んなまち 

・子ども、学生がウィンタースポーツに触れる機会を増やす。 

・野外のスケート場があると良い。 

○医療が充実しているまち 



 

85 

 

・高齢化も踏まえて医療、福祉が充実しているまちになる。 

○冬の暮らしが不便ではないまち 

・冬の生活道路に雪がないまちになる。渋滞、事故が減る。 

〇交通アクセス 

・中心部は車が少なく緑がある。人が歩きやすいまちになる。 

・札幌圏にも直線的にアクセスできる交通網が発達する。 

 ・雪に強い交通アクセスになる。 

 ・清田区にも地下鉄が延伸してほしい。 

 〇札幌を発信 

 ・SAPPOROの食を伝えられるようなサイト、発信ツールがあると良い。 

 ・SAPPOROの魅力を発進するウェブサイトがあると良い。 

 〇海外とつながるまち 

 ・海外と上手くコミュニケーションが取れるツールがある。言葉の問題が解決する。 

 ・食に関しても札幌でなんでも食べられるようにする。 

 ・旅行者にも優しい（寒さ、言葉、食、バリアフリーなど）まちになる。 

 ・海外の文化を取り入れたまちになる。 

 〇℮スポーツ 

 ・℮スポーツが盛んになっている。 

 〇その他 

 ・人とのコミュニケーションを大事にしながら発展してほしい。 

○2030 年の札幌市の未来について 

・記載なし 
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２６）２６グループ 

①冬季オリンピック・パラリンピックの札幌のまちづくりへの効果について 

■効果がある理由 

 ・世界に魅力を配信できる。 

 ・50 年前の経験から札幌でのインフラの整備は進むと思う。 

 ・交通の発展、流動人口が拡大する。国際交流が発展する。 

 ・経済効果がありそうである。 

 ・効果があるだろうと判断するための十分な実例が示されているので。例）1972 年の札幌五輪での

インフラ整備。ただし、物の活用方法の懸念もある。 

 ・既存施設を使用して開催するのでまちづくりに大いに効果があると思う一方、商業イベントであ

ることも意識しなくてはならない。 

 ・まち全体として交通インフラの整備、拡大されるであろう。札幌オリンピック 1972からの老朽化

の施設も増えていくだろう。会場施設の改修等に使うものは用意できるのか。 

 ・オリンピックスポンサーのマネーでインフラを改修できる。アジアでのスポーツ市場に投資マネ

ーが集まっている。もともと、インバウンドが大きい北海道はオリンピックと親和性が高い。 

 

■どちらでもない理由  

 ・まちづくりという点では効果があると思うが、お金の面でどうなのかと思う。 

 

■効果がない理由 

・お金がない。 

 

 

②冬季オリンピック・パラリンピック招致の利点と課題、課題解決のアイデア 

■大会中の利点と課題 

〇利点について 

・MAS が低い。公共交通機関同士のつながりが薄い。バスセンターと駅がもっと活発になるべきだ。 

・バリアフリー化が一気に進む。他都市、国内外の交流が盛んになる。 

・スポーツ投資マネーが動く。インバウンドが増える。 

・おもてなしだけでなくお金を使ってもらう。 

・札幌の魅力を広げるインフラの整備、施設の近代化が進む。 

〇課題について 

・大倉山 40万人来ることはプラスになるのか。 

・支出と収支が同じで大丈夫か。 

・無理して整備してもお金の問題があり、後が大変である。 

・経済が発展しない。少子高齢化社会で消費は落ち込む。 

・オリンピックに関する情報は認知されていない。 

・地下鉄も延伸できていない札幌という小さな都市で身の丈で行うべきだ。 
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○課題解決のアイデアについて 

・地元企業とスポンサー契約するシステムを構築する。 

・借金という考えではなく投資という考え方をするべきだ。 

・オリンピックに関する情報が認知されていない課題については説明の機会を増やす。 

 ・競技場を維持する。 

 ・維持費の計画をつめて周知する。計画にはそこまで折り込むべきである。 

 

■大会開催後の利点、課題、課題解決のアイデアについて 

○大会開催後のまちづくりの利点ついて 

 ・東京の例では民間の発展があった。 

 〇大会開催後のまちづくりの課題について 

・記載なし 

 ○大会開催後のまちづくりの課題解決のアイデアについて 

・記載なし 

 

 

③2030 年の札幌市のまちの姿（まちづくりのビジョン） 

■2030 年札幌市のまちの姿 

○2030 年の札幌市の未来について 

・21 世紀の観光特化型都市になる。 

・魅力的な北海道の玄関にする。天然資源というブランドを活かす。 

 ・世界中の方が住み良いまちになる。 

 ・福祉の充実した豊かなまちになる。 

 ・弱者(バリアフリー、高齢者)に優しいまちになる。 

 ・観光地が美しくなるなど、ファッショナブルなまちになる。 

 ・高齢者に優しいまちになる。 

 ・冬のスポーツが、より身近なまちになる。 

 ・老若男女スペシャリストが少ない。応援する選手がいない。 

 ・日本、世界で、１番バリアフリーが当たり前なまちになる。 

 ・福祉、除雪、エネルギーに関する問題が解決する。 

・環境に優しいまちになる。夏に必要なエネルギーを雪で補う。札幌の特徴の雪を貯蔵して最大限

に活かす。 

 ・雪国ならではの工夫で雪をエネルギーに変えるまちになる。 

 ・まち中の除雪がないまちになる。ごみ焼却に出る廃熱などを利用して雪を融かすなど。 

 ・除排雪技術で稼ぐまちになる。技術の海外提供するようになる。 
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２７）２７グループ 

①冬季オリンピック・パラリンピックの札幌のまちづくりへの効果について 

■効果がある理由 

 ・これからのまちづくりには効果があると考えている。オリンピック、パラリンピックを行うこと

で良くも悪くもいろいろな物が出てくるとは思う。それらを改善しようと行動するなら効果は出

てくると思うが、実際には行わずに放置することもあるため、多少の効果はあるのではないかと

思う。 

 

■どちらでもない理由  

 ・精神的な効果や内面的な効果は十分にあると思うがまちづくりに効果があるかどうかは判断がつ

かない。 

 ・2030 年大会招致や 1972 年札幌オリンピックが行われたのも知らなかったので考えたことがなか

った。自分が直接関わる事がないので効果があるかわからない。 

 

■効果がない理由 

・P20、新設競技会場「0」会場との記載に疑問です。 

 

 

②冬季オリンピック・パラリンピック招致の利点と課題、課題解決のアイデア 

■大会中の利点と課題 

〇利点について 

・若い人が夢を持てる。 

・ウィンタースポーツへの関心が高まる。 

・楽しみである。 

 ・知名度のさらなる向上。観光客の増加。魅力的な都市づくりのため、市民が考える機会になる。 

 ・オリンピックを招致することによって世界からも見られ札幌市の改善できる所が見えてくると思

う。 

 ・シビックプライドが醸成される。 

 ・国内外との文化交流ができる。 

 ・外国人との交流、語学や文化の理解が進む。 

・老朽化している建設物の改築などの改善が期待できる。地下鉄の延伸が進むかもしれない。 

 ・施設の充実が図られ、地下鉄が延伸する。 

〇課題について 

・国外との文化の衝突が起こる。トラブルが起こる。 

 ・ボランティア文化。道内外から研修や宿泊。市民だけで足りるのか。 

 ・宿泊施設があるのか。 

 ・生活の中で一部不便な事が起こる 

 ・福祉予算が削られるのではないか。 
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 ・札幌以外の地域の意識改革も必要である。 

 ・災害に対する対処不足が影響するのではないか。 

 ・除雪体制の整備、大雪対策が十分なのか。 

 ・ヒートアイランド現象の加速が見込まれる。 

 ・既存施設のリフォームでは、バリアフリーだけでなく、防災対策、エコ、環境への配慮も併せてし

てほしい。 

○課題解決のアイデアについて 

・前回のような地下鉄や関連施設の拡充のような大きなメリットが思いつかない。 

・ボランティアの課題については市民にも理解ができるように文化の違いについて双方に教える。 

・道内全体で盛り上がるために道内各地でワークショップをする。 

・災害に対してのマニュアルを作成する。 

 

■大会開催後の利点、課題、課題解決のアイデアについて 

○大会開催後のまちづくりの利点ついて 

 ・交通機関が増加する。交通網の整備が進む。 

 ・宿泊設備、ホテルが拡充し、増加する。 

 ・ニセコ等への新幹線利用ができる。JR北海道の経営が改善する。 

 ・観光客の増加に伴い、道外からのお金が入ってくる。数十年間で観光客が多くなる。 

 ・ウィンタースポーツが普及する。大会後も利用者をキープする。 

 ・ウィンタースポーツの競技者が増加する。 

 ・パラリンピックを認識してもらうことで障害を持った人への理解が深まる。 

 〇大会開催後のまちづくりの課題について 

 ・一定の経済効果は予想できる。その後の展開(まちづくり)が見えてこない。他の地方自治体の人

口などが札幌に集中してしまうのではないか。オリンピックに関連する施設はバリアフリー等、

良くなると思うが他のエリアのインフラ、その他ソフト面の予算が削減されて悪くなることが懸

念されるため。 

 ・大体の効果が一時的ではないか。 

 ・地方への影響がほとんど無い。観光効果など他地域にも広げた方が良い。 

 ・地方の過疎化が懸念される。 

 ○大会開催後のまちづくりの課題解決のアイデアについて 

 ・大会を開催して効果が表れた時の持続的な効果があるように今から考える。ワークショップやア

ンケートなど、いろいろな人から意見を得る。 

 ・参加しやすくするため、援助や計画を市もしくは道で作る。オリンピックに。 

 ・今ある建物の一部、一角を用いて地方や他都市の PRを行う。 

 ・千歳空港から来る外国の方に注意点などを記載した冊子、またはデータを配信する。 

 ・子どもへのウィンタースポーツの教育を行う。学校や市、国単位で中学生に未経験の冬季のスポ

ーツ、スキーやスケートなどを経験させる。施設と場(機会)の充実を図る。 

 ・他都市から見える札幌をリサーチする。 
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 ・市民だけの考えだと外から見える札幌を意識すべきである。より多くの人から意見を求めた方が

良い。 

 

 

③2030 年の札幌市のまちの姿（まちづくりのビジョン） 

■2030 年札幌市のまちの姿 

○まちづくりの環境について 

・プラスチックが少ない都市にする。ポリ袋の削減を図る。 

・環境に優しい都市にする。雪の有効活用が行えるようにする。 

・まちづくりについて理解を深める。 

・緑のネットワークやグリーンインフラの整備をする。エゾリスが交通事故に遭わないまちになる。 

・野生動物やペットに優しいまちになる。 

〇気軽にスポーツを楽しめるまち 

・様々なウィンタースポーツが身近に安価に楽しめるまちになる。スポーツが身近な場所でできる

ようになる。 

〇暮らしやすい、働きやすいまち 

 ・若者が住みたくなるまちになる。 

 ・子どもを産みたくなるまちになる。保育園や児童会館があるまちになる。 

 ・子どもが夜でも出歩けるような安全なまちになる。 

 ・働きやすい環境がある都市にする。 

 ・もっといろいろな事を体験しやすくなるまちになる。 

 〇交通 

・交通 IC カードの廃止。サピカをスマートフォンで使用する。 

 ・本州にも行きやすくなる。より短時間で移動できる新幹線など交通機関の充実により、地方、都

市へ行きやすくなる。 

 ・高齢者が快適に暮らせるまちになる。無料、もしくは格安タクシー。高齢者が運転しなくて良い。

地下空間を都市並みに広く拡大する。 

 〇技術 

 ・AI技術が発展していて、AI が接客している。無人コンビニなど。夜の仕事がなくなり、昼間に人

が活動できるようになる。 

 〇防災 

 ・災害に強いまちになる。ハード面では自家充電、自然エネルギーの普及が進む。ソフト面では防

災訓練とエコ啓蒙活動の推進が進む。 

 ・災害対策がしっかりと出来ている都市になる。 

○2030 年の札幌市の未来について 

・記載なし 
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２８）２８グループ 

①冬季オリンピック・パラリンピックの札幌のまちづくりへの効果について 

■効果がある理由 

・交通機関の整備が進み、市民、観光客と共に利便性が高まるし、移住者も増えそうである。 

 ・バリアフリー化が進んで多くの人が社会参加しやすくなり良いまちになる。 

 ・いろいろな人が来る。交通インフラ等の整備が進む。今後の便利にもつながる。 

 ・コンサート一つで札幌のホテルが満杯になるのでオリンピック、パラリンピックを開催するだけ

でもっと効果があるのは当然だと思う。 

 ・レガシーを意識しているので何かしらの効果はあると考える。 

 ・多様性を持ったまちづくりが必要となるため、良い効果が出ると思う。 

 ・日本、北海道に来る外国人は観光を目的として来る方が増えると思う。 

・様々な人が札幌に来ることによって、より良いまちにしようと全員で考えるようになる。その分、

今までより制約が増える可能性もあると思う。 

・オリンピック、パラリンピックをより身近に感じてもらえるし、環境が整えられると思う。 

 ・競技人口が増える。観光客が増える。競技場の利用も増える。 

 

■どちらでもない理由  

 ・現時点でオリンピックの開催が良いとは考えていない。 

 

■効果がない理由 

・記載なし 

 

 

②冬季オリンピック・パラリンピック招致の利点と課題、課題解決のアイデア 

■大会中の利点と課題 

〇利点について 

・交通インフラの整備により利便性が上がる。 

・札幌はもとより他の地域の知名度も上がる。 

・観光客などの増加により国際的な交流が増える。 

・地元開催により日本人選手のやる気につながる。 

・地方の子ども達にも身近に経験できる。東京、外国へ行かなくても世界が近づくきっかけになる。 

・インフラ整備のきっかけになる。 

〇課題について 

・人材不足が出てくるのではないか。 

・交通面での不安がある。一般生活する上で不便になるのではないか。 

・語学力の問題がある。 

・市民への情報提供などの周知、理解が必要である。 

・札幌だけでなく、どう北海道全体を巻き込んで盛り上げていくか。 
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・インフラ整備などの大工事で交通手段を一般市民がどうするか。 

○課題解決のアイデアについて 

・海外の人達も共有して使えるアプリの開発、エリアの拡大。 

・言葉関係なく何とかしたい歓迎を表現する気持ち。 

・もっと他の地域での開催(長野や帯広以外)を増やせると周りへの効果も大きくなる。 

 

■大会開催後の利点、課題、課題解決のアイデアについて 

○大会開催後のまちづくりの利点ついて 

 ・競技人口が増えるし、競技場の利用がアップする。 

 ・バリアフリーの意識、ハード、ソフト両面で向上する。 

 ・道路の設備更新。 

 〇大会開催後のまちづくりの課題について 

・地下鉄ループ化。地下鉄がない所は不便である。雪に強い交通インフラが増えてよいと思う。 

 ・施設等の維持。 

 ・ごみへの対処の問題。 

 ・ウィンタースポーツへの熱は上がるが、下がらないようにする。特にパラスポーツは下がるので

その熱を継続することが大切である。 

 ○大会開催後のまちづくりの課題解決のアイデアについて 

・記載なし 

 

 

③2030 年の札幌市のまちの姿（まちづくりのビジョン） 

■2030 年札幌市のまちの姿 

○近代化した市民生活 

・レンタル傘の普及が進む。誰でも自由に使える。 

・Wi-Fiの全市に開通する。 

・人口(子ども、若者、高齢者、外国人)が増え、賑やかなまちになれば良いと思う。 

・マップの AR 化。スマホアプリ、立体的に標準装備にする。 

・大きな地震が起きても、ガスや電気や水が使える家。 

・スタイリッシュなごみステーションが増える。 

・駐車場が増設される。 

〇不自由ない冬の生活 

・雪害のないまちづくりをする。 

・除雪が短期間処理できたら良い。年一回の除雪なので苦労している。雪を利用できる方法がたく

さん見つかれば良い。 

・雪を使った発電が出来る。マップの AR化する。自動で動く車椅子が普及する。 

・太陽光などを用いた雪を融かす技術が向上する。 

・雪の有効活用が進む。雪を入れる倉庫が普及する。 
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・除雪整備が進んでいる。 

〇より便利なまち 

・市電がもっと発展していると楽しいと思う。 

・陸路で本州までつながっている。 

・新千歳空港以外がもう少し発展している。 

・地下鉄延伸またはループ化する。 

・夏と変わりない道路環境になる。すべての道路にロードヒーティング。冬でも乗れる自転車が流

行する。 

・行きやすい一元化された情報提供を元に車がなくても結構どこでも行ける社会になる。 

・全市に Wi-Fi が開通する。 

・新幹線が開通する。 

・地下鉄などの内部に自転車を乗せることができる。各駅にレンタルサイクルが設置される。 

〇その他 

・民間並みの速さで実現。 

○2030 年の札幌市の未来について 

 ・記載なし 
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２９）２９グループ 

①冬季オリンピック・パラリンピックの札幌のまちづくりへの効果について 

■効果がある理由 

 ・57歳としての経験から地下鉄ができたり、道路が整備されたり生活は便利になる。札幌のブラン

ドイメージは確実に上がる。 

 ・札幌市が国際都市になるきっかけとなる。 

 ・人(選手、意識の高い市民)が育つ。希望としてそういう人を育てたい。 

 ・観光客も増えることにつながるためインフラ整備が一番にあります。 

 ・インフラ、交通網の整備が進み、都市機能が強化される。 

・一度オリンピックを行ったことや既に札幌市にある程度のブランド力がある。 

 ・オリンピックをすることにより、まちづくりはしなければならないので多少効果があると思う。 

 ・国等の補助金等で普及整備されない施設、公共交通機関等が整備されると思う。 

 ・札幌への理解が今より深くなる様にオリンピックがきっかけにバリアフリーがもっと発展してく

と思う。 

 ・都市としての機能が足りていない場所も含め、益々都市が良くなれば良い。 

 ・ウィンタースポーツの中心地へのチャンスである。 

 ・一校一国運動の再現が出来る。五輪大会素晴らしい。 

 ・1972 年に一度行っていてある程度まちが有名だ。 

 ・前回は半分成功、半分失敗に終わった。残された施設などもあり、人を育てることが必要である。 

 ・子ども達に大きな影響がある。継続的な大会誘致が良い。 

 ・学校によってはスキーの授業がないところもある。ウィンタースポーツの都市なので考える機会

になる。 

 ・スポーツ人口が増えると良い。 

 ・札幌の子どもは意外とウィンタースポーツの環境に慣れていない。近所に施設があれば良い。 

 ・スキーがレジャーとして身近でない。スキーは高いし、遠い。 

 

■どちらでもない理由  

・記載なし 

 

■効果がない理由 

・記載なし 

  

 

②冬季オリンピック・パラリンピック招致の利点と課題、課題解決のアイデア 

■大会中の利点と課題 

〇利点について 

・観光客の増加と収入アップ。 

・JR などインフラが整備される。 
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・札幌市のプロモーションになる。 

・札幌市民の意識高揚につながる。国際都市札幌の PRの場になる。 

〇課題について 

・おもてなしにおける外国語の会話が出来るのか。 

・財政的負担が増すのではないか。 

・人手不足が起きるのではないか。 

・交通網がパンクするのではないか。若い人ばかりで高齢者が見に来られないのではないか。 

・地下鉄の頻度、回数が明らかに足りない。 

・選手や観客の会場への移動手段は十分に準備できるのか。 

・他都市開催時の移動手段が無い。可能であれば札幌市だけの開催が望ましい。 

○課題解決のアイデアについて 

・開催式は真駒内屋外競技場を使用する。札幌ドームだと演出が不安である。終了後は道の駅にす

る。 

・自動運転など、交通の問題は IT技術で解決をする。 

・スケートは帯広、ソリは長野、スキーはニセコなど会場を分散する。自治体の助け合いが必要だ。 

・冬、雪対策の検討が求められる。民間協力の態勢を敷かなくてはいけない。この機会に融雪溝な

どの施設整備が必要だ。 

 

■大会開催後の利点、課題、課題解決のアイデアについて 

○大会開催後のまちづくりの利点ついて 

 ・観光客の増加が見込まれる。 

 ・公共交通のわかりやすさ（案内サインの統一や動線のシンプル化）が向上する。 

 ・市民がウィンタースポーツに親しめる施設を造り、残したい。 

 ・子ども達に良い影響(憧れや感動)を与えることができる。よって、スポーツの普及によりスポー

ツ人口が増える。 

 ・地下歩行空間の増設が図られる。まちを地下だけで回れるようにしてほしい。 

 〇大会開催後のまちづくりの課題について 

・祭り後の喪失感をどうするのか。 

・地球全体の温暖化を考える機会にしてほしい。 

○大会開催後のまちづくりの課題解決のアイデアについて 

・施設の負の遺産化にならないよう、ウィンタースポーツの普及、促進に活用する。 

 

 

③2030 年の札幌市のまちの姿（まちづくりのビジョン） 

■2030 年札幌市のまちの姿 

○公共交通システム 

・地下歩行空間をもっと広く便利にする。 

・中心部に市電が延伸する。 
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・自転車レーンが整備される。冬は雪が積めるようにする。 

・バスが今どこにいて、後何分でくるのかがわかる物をバス停に設置する。 

・地下鉄、公共交通機関が環状線に新設される。 

・相互乗り入れが普及する。 

〇雪の活用 

・できる限り雪で困らないよう、雪を利用できるシステムをつくる。 

・雪と共存し、雪をより良いエネルギーとして活用できる都市になる。 

・スノーダクトや融雪溝の普及が進む。 

〇環境温暖化 

・地球温暖化で起こりえることに対してしっかりと対策が取れるまちになる。 

〇北海道の中の札幌から日本の中の札幌へ 

・札幌から北海道につながるような都市になる。 

・政府、行政機関があるまちになる。 

〇暮らしやすいまち 

・行ってみたいだけではなく、暮らしたいを思うまちになる。 

・住みやすい、自然の多いまちになる。 

〇都市の魅力空間 

・大通公園を東部へ延伸。 

〇コミュニケーションを取れるまち 

・外国の人達が不自由なく過ごせるようなまちになる。 

〇サブカルチャーのまち 

・駅裏 8 号倉庫、OYOYO のようなサブカルの拠点。 

・ハロウィン、若者の集まる場所。 

・魅力ある、人のいる、生きるまちになる。 

〇歴史がある魅力的なまち 

・歴史の共有を伝承。 

・札幌の人が札幌のまちをつくれるまちになる。 

〇その他 

・札幌山の手高校の花園制覇。 

・教育特区のまちになる。 

・コンサドーレ、ファイターズとスポンサー他、プロスポーツのあるまちになる。 

○2030 年の札幌市の未来について 

・記載なし 
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３０）３０グループ 

①冬季オリンピック・パラリンピックの札幌のまちづくりへの効果について 

■効果がある理由 

 ・海外の人がたくさん来るので札幌のことをよく知ってもらえると思う。それによって人から人へ

情報が伝わって世界中の人が札幌のことを知れて観光客が増えると思う。 

 ・冬の都市としての発展。スポーツ、環境が札幌のブランドイメージにも合うと思う。1972年のレ

ガシーの価値は大きかった。新幹線が来るタイミングなのも好都合である。 

 ・国際都市になっていく上で必要な事が増えてくる。 

 ・1972 年の札幌オリンピックの時、人口が約 70万人、その後のインフラ整備に伴い急激に 100万都

市として誕生。札幌の発展のきっかけは間違いなく札幌オリンピックであった。 

 ・五輪を行うことで外国人の知られていない観光地が知られ、今後の多くの人が訪れることになる

と考えた。 

 ・世界的な知名度を上げる。施設等の活用を子ども達ができるのか。 

 ・まちの大がかりな整備にはオリンピックのような機会が必要だと思う。(予算を下ろすなど)前ほ

どは変わらなさそう。新しく作るより作り直すのは困難である。 

 

■どちらでもない理由 

・期待はしているが、今の生活でも不自由なく過ごせている。外国人に向けて英語表記を増やして

も個人が最低限の会話等をできるよう今から教育するべきではないか。 

 ・効果は多少あると思う。なぜなら外国の人が来れば知名度も今よりも上がると思うから。だが、

パラリンピックを開催するにあたっては、まだ障害がある人にとって快適に過ごす事ができない

部分も多いと思う。 

 

■効果がない理由 

 ・そもそもオリンピック、パラリンピックを契機にしないと変われないのか。実施するにしても新

幹線も通るので、東北、青森との連携を考えてみてはどうか。 

 

 

②冬季オリンピック・パラリンピック招致の利点と課題、課題解決のアイデア 

■大会中の利点と課題 

〇利点について 

・知名度が向上する。 

〇課題について 

・宿泊施設の不足が見込まれる。 

・シティブランド、交通、インフラ、施設、ウィンタースポーツの重点定義が必要である。 

 ・除排雪にかかる 150 から 200 億をウィンタースポーツに回す。コスト、気運醸成、準備などの要

素が大会時までに整うのか。 

 ・日本人は英語が苦手である。英語の課題がある。 
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 ・地下鉄、車いす対応などバリアフリーなまちになっているのか。 

○課題解決のアイデアについて 

・施設の量を増やす。もしくは広域で考える。新幹線など活用し、供給過多にならないようにする。 

・宿泊先の一つとしてホームステイを考える。 

・ハードのアクセシビリティだけでなくソフトが重要になる。 

・目的、展望を定めて地道な取り組みを蓄積する。持続可能性を意識する。 

・冬場の点字ブロック、ロードヒーティングなどのインフラ整備をする。観光で多くの人が来た時

も混乱しないようにする。 

・日本人は完璧主義なので重点を絞る。 

・横断歩道で音が鳴るようにし、大会後バリアフリーなまちになる。 

・駅員さんだけでなく介護の人がスロープを設置できるようにする。 

 

■大会開催後の利点、課題、課題解決のアイデアについて 

○大会開催後のまちづくりの利点ついて 

 ・心のバリアフリー。準備の段階からきっかけになる。移民社会への対応をする。 

 〇大会開催後のまちづくりの課題について 

 ・記載なし 

 ○大会開催後のまちづくりの課題解決のアイデアについて 

 ・記載なし 

  

 

③2030 年の札幌市のまちの姿（まちづくりのビジョン） 

■2030 年札幌市のまちの姿 

○快適な暮らし 

・新幹線や無人タクシーなど交通の充実を図る。 

・ごみ箱の設置を増やす。きれいなまちにする。 

・地下に自転車専用道路が出来る。 

・地下通路が拡大する。中島公園などバリアフリーになる。 

・除雪の充実や融雪によって道幅の確保が出来る。 

・障害の方の専用車両が出来る。 

〇情報化 

・多言語対応やマップアプリが入っているタブレットのレンタルが進む。 

・車椅子スペースがどこにあるかすぐわかるような情報インフラの充実や情報共有が進む。 
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〇多様化と魅力あるまち 

・プロのスポーツチームの誘致が進む。オリンピックスポーツの人材育成が進む。 

・若い人の働く場所をつくる。 

・高齢者も楽しく住めるまちになる。 

・若い世代の人口を増やす。外国人との多文化共生、国際都市になるなど北海道の規範となる。 

○2030 年の札幌市の未来について 

・記載なし 
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３１）３１グループ 

①冬季オリンピック・パラリンピックの札幌のまちづくりへの効果について 

■効果がある理由 

 ・記載なし 

 

■どちらでもない理由  

 ・記載なし 

 

■効果がない理由 

 ・記載なし  

 

 

②冬季オリンピック・パラリンピック招致の利点と課題、課題解決のアイデア 

■大会中の利点と課題 

〇利点について 

・国際交流が進展する。子ども達のグローバル感がアップする。 

・ボランティア、おもてなしによる心の成長が見込まれる。市民が障害を持った方も含めて様々な

人々への対応がアップする。放送数もパラリンピックは少ない。 

・札幌の周りのまちの経済効果がある。道全体の経済効果がある。 

・各種目の人気向上につながる。挑戦したいと思ってもらえる。子どもに色々な競技がある事を伝

えられる。子どものやりたいスポーツの選択肢が増える。大会に関わる職種の選択肢も増える。 

〇課題について 

・日常生活において学校や就業などどうなるのか。会場近くに住んでいる人が騒音など、市民生活

に影響がないか。 

・交通渋滞や宿泊施設のキャパシティが懸念される。 

・人材不足が見込まれる。支えるスタッフの数は足りるのか。ボランティアを学びの場としてでき

る年代は時間帯など決まってくる。 

・人が多くなるとごみなども多く出るのでポイ捨てなども含め来訪者のマナーの改善が必要である。 

・財政負担が心配である。 

・指導者不足のみならず試合に出る選手も人材不足が懸念される。 

○課題解決のアイデアについて 

・宿泊施設の確保が必要である。 

・翻訳アプリを使いながらボランティアができるのではないか。事前勉強が必要である。学校単位

で参加という方法もあるのではないか。 

・選手村をどうするのか。大会後の活用方法も考えなくてはならない。 

 

■大会開催後の利点、課題、課題解決のアイデアについて 

○大会開催後のまちづくりの利点ついて 
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 ・総ての観点からスポーツを広める、健康や感動、レガシーにつながる。 

 ・スポーツを広める。興味を持ってもらえる。 

 ・オリンピックが開催されることで小さな子ども達が興味を持つかもしれない。 

 ・まちづくりの発展、世界へ知名度の向上につながる。 

 ・オリンピック、パラリンピックが開催されたという事で、札幌市全体が世界的に知られるから、

外国からの観光客などが増える。国際都市のため、外国人など住みやすいまちづくりをしていけ

ると思う。 

 ・新しいシステムの導入。建物の新設があると良い。 

〇大会開催後のまちづくりの課題について 

・スポーツをするにもお金がかかるし、体力にも個人差があるのでスポーツ振興における不公平感

が生じるのではないか。 

・興味がある人、スポーツをする人には効果があるが、興味がない人には効果を実感できるものが

ないから。興味のないものを押し付けても効果は出ない。 

・効果はあってほしいが人口減少時代に難しいのではないか。 

 ○大会開催後のまちづくりの課題解決のアイデアについて 

・記載なし 

 

  

③2030 年の札幌市のまちの姿（まちづくりのビジョン） 

■2030 年札幌市のまちの姿 

○インバウンドの増加と対応 

・冬の観光がほしい。 

・雪祭りを分割して開催する。 

・観光地になる。 

・外国の観光客が増えてほしい。 

・インバウンド向けのお店が増加する。 

〇ウィンタースポーツの振興 

・冬季のスポーツが充実してほしい。 

・子どもが遊び感覚でスケートをしていることが理想である。 

〇スポーツ施設の増加 

・夏でもクロスカントリーやスキーができる施設をつくる。またはそういう施設がある。 

・小規模でもいいので大通り公園に仮設のジャンプ台を定期的に設置してほしい。円山にあるけど

知らない。 

・手ぶらで冬季スポーツを楽しむことができる。レンタル料金も高いので格安か無料が良い。無料

体験をやってみたいという気持ちがある。大人も出来て、家族も出来る。 

〇インフラの整備 

・地下街が拡大する。 

・雪と陸の共存が図られる。冬は地下でイベントを行うなど地下施設の充実が進む。 
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〇障害者への対応・バリアフリー 

・障害者がもっと住みやすいまちになってほしい。 

〇再生エネルギーの活用 

・再生可能エネルギーを最大限に活用する。 

〇AI の活用 

・AI が発達し AI が出来る仕事は AIにシフトする。人口減少時代、人がやる事、AI がやる事を役割

分担する。 

〇災害対策 

・災害対策を徹底する。 

○2030 年の札幌市の未来について 

・札幌発祥のスポーツを考え、発展させる。   
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３２）３２グループ 

①冬季オリンピック・パラリンピックの札幌のまちづくりへの効果について 

■効果がある理由 

 ・有形無形の財産が残るため。 

 ・まちのバリアフリー化が進む。 

 ・ハード面や再開発としてのまちづくりではなく、人に優しいまちにしていくためのきっかけにす

べきだと思う。オリンピックをそういうチャンスにしたい。 

 ・国内、国外に札幌について知ってもらう機会が増える。 

 ・子ども達に夢を持ってもらう機会になる。 

 ・施設や設備などが整う機会になる。 

 ・人口減少に向かいイベントは経済効果がある。 

 ・地域の活性化になる。観光客が来ることで経済効果も上がる。若い世代がオリンピックを知る良

い機会になるし将来につながるから。 

 ・たくさんの人が来て収入が増えると思う。国内でも札幌が有名になると思う。 

 ・人が増えることで飲食店などの店が儲かる。 

 ・開催することでたくさんのお金が使われて経済的な効果が大きくあると思う。 

 ・過去にも効果が出ている。 

 

■どちらでもない理由  

・記載なし 

 

■効果がない理由 

・記載なし 

  

 

②冬季オリンピック・パラリンピック招致の利点と課題、課題解決のアイデア 

■大会中の利点と課題 

〇利点について 

・子ども達に夢を与えることができる。 

・多くの人が訪れる。 

・経済効果がある。飲食店などが儲かる。 

・まちのバリアフリー化が進む。 

〇課題について 

・財政的な負担がどのくらいあるのか。 

・既存の施設の活用が基本だが大丈夫なのか。 

・新幹線はオリンピックまでに札幌まで延伸している必要がある。 

・交通渋滞が起きる。 

・防犯セキュリティーが強化される。 
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・宿泊施設が不足。民泊の受け入れ先を探すなど市民の理解を得ることができるのか。 

○課題解決のアイデアについて 

・民泊を進める。 

・北海道各地とのアクセスを良くする。 

・北海道各地のホテルに泊まってもらう。 

・都心の車乗り入れの規制を行う。 

・地下鉄のループ化を進める。 

・使われていない学校や教室を使う。札幌と近郊のまちになる。 

・外国からのお客様が安く泊まれる。 

 

■大会開催後の利点、課題、課題解決のアイデアについて 

○大会開催後のまちづくりの利点ついて 

 ・有形無形の財産が残る。 

 ・札幌のまちが有名になり観光倍増する。 

 ・高齢化社会に向けて人に優しいまちづくりが進む。 

 ・車の乗り入れを制限し、歩きやすいまちづくりにつながる。 

 ・宿泊、交流施設をその後活用していく。 

 〇大会開催後のまちづくりの課題について 

・記載なし 

○大会開催後のまちづくりの課題解決のアイデアについて 

・オリンピックに向けた様々なチャレンジを開催後も根付かせていく必要がある。 

  

 

③2030 年の札幌市のまちの姿（まちづくりのビジョン） 

■2030 年札幌市のまちの姿 

○バリアのないまち・ユニバーサルな優しいまちになる 

・ユニバーサル社会(外国人、障害者、ＬＧＢＴ)として充実したまちになる。 

・ノーマライゼーションが発展した優しいまちになる。 

・バリアのないまちになる。 

〇ＡＩ化・自動運転などが当たり前になる事で安全なまちに 

・自動運転のタクシーで交通機関の増加。 

・自動運転になっていて事故が減る。 

・色々なものが AI 化される。 

・交通機関が増える。 

・歩道の安全性を高めるために柵などを増やす。交通安全重視。 

・無人の施設が増える。人が運転しない交通機関。 

・AI の活用によるまちづくり。具体的な事や夢は若い人にお任せします。 

・自動のバス、除雪車の出現で便利なまちになる。 
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・完全自動運転になっている。 

・身近な機械で何でもできる。 

〇除雪の自動化・地下鉄の充実した便利なまち 

・地下鉄車両が増加する。 

・除雪が自動化する。 

〇その他 

・バリアフリーは当たり前になる。 

・電柱がなくなっている。 

・外国人が増える。 

・海外に行くことが普通になっている。 

・まちの中心部から車を排除して人が中心のまちにする。 

・美味しい食べ物がいつまでもあるまちになる。 

・AI によってもっと美味しいものが食べ続けられるまちになる。 

〇まち中でスポーツが楽しめるまち 

・色々な所でスポーツができるまちになる。 

・まちの色々な所に人が集える広場をつくる。 

・ストリートラグビーを楽しめるようにする。 

・札幌でもっとラグビーの認知度が上がっている。 

・大通公園から北三条広場をつくる。 

○2030 年の札幌市の未来について 

・記載なし 
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３３）３３グループ 

①冬季オリンピック・パラリンピックの札幌のまちづくりへの効果について 

■効果がある理由 

 ・経済効果がある。 

 ・1972 年には地下鉄が出来た。今回も市が大きく変わる。何かと期待している。 

 ・5Ｇの次に情報インフラの整備につながると良い。 

 ・障害のある人も使いやすいバリアフリーの施設が必要である。 

 ・地下鉄、バスの収容人数を増やす必要がある。 

 ・バスの GPS 機能がついていると良い。冬季は特にバスが来ない。 

 ・バス停にシェルターをつけて電子版を設置することによりわかりやすくなる。 

 ・札幌で大会を行うが、道東、北の人ともつながっていくとよい。 

 ・便数の増加など丘珠の活用を考える。 

 ・たくさんの人が来るきっかけになるので、何かしらの効果があるのではないか。 

 ・大勢の外国人が来るので経済効果がある。 

 ・札幌にも世界的知名度が上がって観光客が増えて経済効果がある。 

 ・既存設備の施設の見直しが行える。 

 ・東京と言われて思いつく位札幌として知名度が高まるとよい。 

 ・外国の方が来るので札幌市の収入が増えると思う。 

 ・既存施設を改修しての利用だとよい。 

 

■どちらでもない理由  

 ・海外のお客さんの受け入れ態勢が整っているのか。 

 

■効果がない理由 

・観客席が足りないのではないか。 

 ・結局色々作るのではないか。 

・オリンピックで造られたものが次にちゃんと使い続けていけるか。負の遺産にならないか。 

 

 

②冬季オリンピック・パラリンピック招致の利点と課題、課題解決のアイデア 

■大会中の利点と課題 

〇利点について 

・ウィンタースポーツの振興につながる。 

・既存の施設の活用。 

・日本語を知ってもらうきっかけになる。日本語、日本文化に興味を持ってもらえると良い。 

・選手たちが競技で活躍している姿を生で見ることが出来る。 

〇課題について 

・ウィンタースポーツの振興につながると思うが、現状はあまりすることはない。きっかけがない
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し、費用も掛かる。 

・海外旅行者の対応が不安である。 

・日本の交通ルールや乗り方などを理解してもらう必要がある。英語表記をイラストで見せる。 

・負の遺産にならないように工夫が必要である。 

・そもそも興味がない。考えるきっかけがない。利点、課題に触れる機会がない。 

○課題解決のアイデアについて 

・子どもの英語教育の促進、おもてなしなど、まちぐるみで取り組んでいるアピールになるのでは

ないか。 

・学校で海外に関する勉強をする時間を設けても良いのではないか。 

・市民の関心が低いことが課題である。 

・市民生活がどう良くなるのかはっきりとわかると良い。 

・行ってみたいと思える文化が必要である。そのきっかけになる。 

・北海道の窓口として大会前に関心を引くことのムーブメントがあると、オリンピック、パラリン

ピックを爆発的に広げていける。 

・北海道だからこそ札幌だからこそのやり方を見つけたい。 

・10 年後に流行るもの、残せているものを発掘する必要がある。 

 

■大会開催後の利点、課題、課題解決のアイデアについて 

○大会開催後のまちづくりの利点ついて 

 ・情報インフラの整備にもつながるし、交通インフラも整備される。 

 ・バリアフリー化が進む。 

 ・観光客が増える。知名度が上がる。 

 ・道内ネットワークの整備(道東・道北)が必要である。 

 〇大会開催後のまちづくりの課題について 

・施設の活用が進むのか。 

 ○大会開催後のまちづくりの課題解決のアイデアについて 

・身近なこととして考えられる、暮らし、給料、税金などの解決策を提案する。 

・メリットやデメリットなど懸念事項をわかるようにしておくと良い。 

・環境の良さ、ＳＤＧＳにもつながる、きれいなまちであることをＰＲ。 

・食べ物、文化にはほかに誇れるものを推していきたい。 

・冬の夜にみんなで電気を消して星空を見られるなどのイベント(企画)などの実施。 

・雪、冬の魅力を推していきたい。 

 

 

③2030 年の札幌市のまちの姿（まちづくりのビジョン） 

■2030 年札幌市のまちの姿 

○観光の都市として発展 

・バイク、駐車場がないため観光都市としての整備を行う。 
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・まずは日本に通用するまちになってほしい。 

・電柱の地中化で景観的な魅力の向上。 

・札幌と言えば「これ」と思いつくまちになってほしい。 

・サピカが相互利用化になると良い。 

・現金がなくなりキャッシュレスの世の中になる。 

〇環境が守られているまち 

・割りばし、ビニールがなくなっていてマイ箸、エコバックが浸透している。 

・環境の素晴らしいまちになる。開会式で星が見えるきれいなまちになる。 

〇都市インフラの整備 

・地下歩行空間が創成スクエアをつながると便利である。 

・Wi-Fiがどこにでもあるまちになる。 

〇テクノロジーの発展 

・AI が活躍する医療になる。手術もミスなく終わる。 

・自動運転の車が個人で持てる。 

・自動運転は実現できそうではないか。 

・人手不足もあるので、除雪機が自動運転になったら良い。 

・ウェアラブルなどの端末で便利になり、スマートフォンがなくなる。 

・電気、水素車が走るようになる。 

〇道内ネットワークの強化 

・北海道の中心(ハブ)としての役割の強化。 

・JR がなくなって地方の過疎化が進むと札幌もダメージがある。 

〇誰にでも優しいまち 

・障害者だけでなく全ての人が使いやすい施設になると良い。そういう考えが浸透すると良い。 

・障害の有無、男女、国籍も関係なくみんなに優しいまちになる。 

○2030 年の札幌市の未来について 

 ・記載なし 
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３４）３４グループ 

①冬季オリンピック・パラリンピックの札幌のまちづくりへの効果について 

■効果がある理由 

 ・今までオリンピックが行われてきて大会の効果がある事が示されているから。 

 ・将来を見据えて身の丈にあったものをつくる。 

 ・費用は掛かるが経済効果もあると思う。 

 ・経済効果以上に機運を高める。 

 ・日本の文化を海外に広められる。 

 ・多かれ少なかれ交通インフラが整備される。大会後のインバウンドの期待が見込まれる。 

 ・インフラ発展の加速に効果がある。 

 ・札幌のまちではハード面では大体の整備が出来ている。これからは古くなったものの再整備が中

心。お金をどう確保するのか。オリンピック、パラリンピックがきっかけになるのか。 

 

■どちらでもない理由  

 ・オリンピックの知識が少ないから。 

 

■効果がない理由 

・記載なし 

  

 

②冬季オリンピック・パラリンピック招致の利点と課題、課題解決のアイデア 

■大会中の利点と課題 

〇利点について 

 ・観光客が増える、人が増える。 

 ・英語の看板、地図の設置が増加する。 

 ・市場が盛り上がる。 

 ・オリンピックと雪祭りでお客さんが増える。 

 ・施設、雇用が生まれる. 

 ・北海道の規模が世界の人に知れ渡る。 

 ・お金が生まれる。 

 ・外貨が入ってくる。 

〇課題について 

・競技や歴史を知らない。 

○課題解決のアイデアについて 

 ・記載なし 
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■大会開催後の利点、課題、課題解決のアイデアについて 

○大会開催後のまちづくりの利点ついて 

 ・施設などのハードを活かせるのではないか。 

 ・海外の方へのおもてなしの心が残る。 

 〇大会開催後のまちづくりの課題について 

・需要が一気に落ちるのではないか。 

・大会後に景気が上手く回らなくなる。 

・競技者が継続的に来てくれるかどうか。 

・札幌のイメージづくりができるかどうか。 

・スポーツの魅力づくりができるか。 

○大会開催後のまちづくりの課題解決のアイデアについて 

・冬季オリンピックの歴史を伝える。 

・一過性にならない仕掛けづくりが必要だ。 

・札幌のステータスを上げる。 

・競技の周知に力を入れる。 

 

 

③2030 年の札幌市のまちの姿（まちづくりのビジョン） 

■2030 年札幌市のまちの姿 

○暮らし 

・周辺のまちの過疎化が進む。 

・高齢の受け入れが進む。 

・無人販売所、タクシーなど無人のものが増える。 

・どんな人でも生活しやすいまちづくりが進む。 

・若者が生きやすい、職が増える、増やす。 

 ・若者が残れる産業構造が出来る。 

〇産業 

・人がやると危険な仕事を機械が代替えする。 

・技術が進み、既存の仕事が代替えされる。 

・人にしか出来ない仕事が増える。 

〇その他 

・札幌だけのまちになってしまうのではないか。 

・現状と大して変わっていないと思う。 

・雪祭りでの既存の施設が夏季のも利用できる。 

 〇スポーツ文化 

・施設を利用したウィンタースポーツの増加。 

・ウィンタースポーツを用いた健康づくり。 

・高齢者の健康づくり～環境が整っていく。 
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・バリアフリーが多くなる。 

・高齢者対策とバリアフリーとの兼ね合いにエネルギーをさく。 

 〇環境 

・都心にも緑が増える。 

○2030 年の札幌市の未来について 

 ・記載なし 
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３５）３５グループ 

①冬季オリンピック・パラリンピックの札幌のまちづくりへの効果について 

■効果がある理由 

 ・札幌市が有名になることにより世界から注目されると思う。 

 ・1972 年の思い出を鑑みると若い人に夢を共有できることが明らかだ。 

 ・スポーツが発展する、発展してほしい。 

 ・既存の施設を有効活用する。 

 ・国からの予算が上がる事により施設が増える。 

 ・スポーツ施設が整備される。 

 ・インフラビルの整備が進む。交通網の発展が図られる。 

 

■どちらでもない理由  

 ・既に過ごしやすく便利なまちであると感じている。 

 ・オリンピック、パラリンピックと開催することによるメリットがあまりピンとこない。まだ判断

がつかない。 

 ・オリンピック、パラリンピック終了後に施設が活用できるかわからない。改修工事費がかさむ可

能性が高いと思う。 

 ・どこかへの新幹線を札幌から誘致する。 

 ・オリンピックだけでなく普段の生活を通して改善すべきである。普段からつながっていないとい

けないと思う。普段からスポーツを楽しむ、造った施設をきちんと使う、スポーツを親しむ生活

をするなど。 

 ・自然保護を考えつつ行う。コースの造り方を意識して自然保護しながら造る。 

 ・拠点や場所など点をつなげる仕掛けをつくる。 

 ・人を育てるように続けていない。 

 

■効果がない理由 

・記載なし 

 

 

②冬季オリンピック・パラリンピック招致の利点と課題、課題解決のアイデア 

■大会中の利点と課題 

〇利点について 

 ・雇用の拡大につなげる。 

 ・観光都市としての魅力を発進する。 

 ・市民間のコミュニケーションの向上を図る。 

 ・多世代交流が推進される。 

 ・競技場の有効利用が進む。 

 ・外国人に対応したまちをつくることにより観光客にも対応できるようにする。 
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 ・インフラ、ビル、新幹線等の交通整備の促進がなされる。 

 ・経済効果がある。 

 ・日本国民の長所を世界中にアピールできる。 

 ・全てバリアフリーを意識して造る。 

 ・道路や段差なども含めてバリアフリーとする。 

 ・まちに活気が出る。 

 ・職種の増加や働き口が増大する。 

 〇課題について 

・住民の支持率を上げること。 

・大会開催期間中の大雪が降れば市民生活に問題ではないか。 

・予算の確保ができるのか。 

・トイレの数が心配である。 

・日本国内の人が来てくれるか。 

・雪祭りにかぶらないようにする。 

・共存社会を推進するパラリンピックの効果はどれくらいなのか。 

・市民の負担、借金の増加が不安だ。 

 ○課題解決のアイデアについて 

・パラリンピックを観に来る観客が行きやすいようにバリアフリー化。 

・全体像のジオラマをつくり、雪まつり会場等で宣伝に努める。 

・オリンピックのメリットデメリットを市民全員へ周知し理解を進め機運を上げる。 

 

■大会開催後の利点、課題、課題解決のアイデアについて 

○大会開催後のまちづくりの利点ついて 

 ・子どもから高齢者まで全ての人がバリアフリーなど、さらに生活しやすくなる。 

 ・環境が良くなりどんな人でも生活を送りやすくなる。 

 ・開催前から開催後と同じウェートで考える。 

 ・競技場の有効利用をする。 

 ・改修した施設を有効活用し冬季スポーツのふれあい促進を図る。 

 ・ウィンタースポーツの振興をする。 

 ・老朽化した施設の一新を図る機会になる。 

 ・知名度の拡大、魅力発信による観光客の増加が見込まれる。 

 〇大会開催後のまちづくりの課題について 

・宿泊施設はどうなるのか。 

・前回は公団を作ったが既存のホテルを利用する。 

・どう使っていくか、施設の有効活用を考える。 

 ○大会開催後のまちづくりの課題解決のアイデアについて 

 ・記載なし 
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③2030 年の札幌市のまちの姿（まちづくりのビジョン） 

■2030 年札幌市のまちの姿 

○福祉 

・トイレを良くしていく。 

・バリアフリー化。全ての市に施設がバリアフリー化（段差を無くし、トイレ広く、エレベーター

を設置）してほしい。 

〇交通 

・高齢者が車の免許を返納後、タクシーなど便利に使えるようにしてほしい。 

〇省電化 

・LED 等で省電力化されている。 

〇札幌発信地方都市の発展 

・札幌市のみならず、地方都市の発展にも目を向けている社会になる。 

〇多様化・共存社会・国際的 

・外国の方々等、多様な方々が不自由なく暮らせるまち。 

〇雪の有効活用のまちづくり 

・雪を活かしたまちづくりの促進が進む。 

〇丘珠空港活用とインフラ整備 

・丘珠空港までのインフラを整える。 

〇AI が発達しているまち 

・AI が発達していて少しでも人々の負担を減らして豊かに生活を送っていてほしい。 

・AI など新しいことを取り入れつつも高齢者に分かりやすい暮らしを提供する。 

〇雪を活用したイベントの開催 

・都会で 6ｍの降雪は他には無いので、これを有効活用し冬季の国際大会やイベントを開催してほ

しい。 

〇その他 

・安心して子育てできるまちになる。 

・ボランティア活動が普及する。 

・ハコモノ等必要最小限に絞って過剰なものはいらない。 

・人に優しいきめ細やかなまちになる。 

・高齢者に優しいまち日本一になる。教育と医療費が無料化する。 

・今より悪くしないでほしい。 

・私学助成金の仕組みづくり。 

 ○2030 年の札幌市の未来について 

 ・記載なし 
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３６）３６グループ 

①冬季オリンピック・パラリンピックの札幌のまちづくりへの効果について 

■効果がある理由 

 ・ルート、新しい施設ではなく社会基盤の更新（交通等）をする機会になる。 

・人材育成や地域活性化の場になる。   

・ある程度施設、インフラが改修されると思うため。 

 ・海外などから多くの人が来るので、宿泊施設や飲食店の売り上げが上がり、お金の流れが多くな

るので活性化すると思う。 

 ・オリンピックを開催することで経済効果をもたらすと思うので、より札幌のまちが活性化すると

思った。 

 ・インフラへお投資が期待できる。 

 ・オリンピックを行うことで外国から多くの人が来る。 

 ・札幌のまちづくり、活性化に役立つ社会インフラ整備ができる。 

 

■どちらでもない理由  

 ・オリンピックが開催されることによって札幌が海外からも注目されるまちになると思う。しかし、

不安も残る。 

 ・悪くないとは思ったが今一つ乗りきれない人もいるのではないか。 

 ・住民の誰もが賛同するわけでもないし、場合によってはデメリットもあるかもしれない。 

 ・プラス要因とマイナス要因がある。プラス要因は、高齢化時代を迎えて社会が縮小する中で、オ

リンピック、パラリンピックは有効であると考える。マイナス要因は、まだ施設整備や大会の警

備費など未確定のものが多い。 

 

■効果がない理由 

 ・記載なし  

 

 

②冬季オリンピック・パラリンピック招致の利点と課題、課題解決のアイデア 

■大会中の利点と課題 

〇利点について 

 ・老朽化のリニューアル。新設もあるのではないか。 

 ・札幌を世界へアピールする機会になる。 

 ・バリアフリーの実現の場になる。心のバリアフリー化の場になる。 

〇課題について 

・外国人用の医療施設不足。 

・移動する手段の少なさが課題になると思う。 

・宿泊施設不足が顕在化される。 

・市民の協力、ボランティアなど、人手は足りるのか。 
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・ホームレスはどうするのか。 

・交通機関の混雑が起きる。 

・大雪が降ったら会場まで辿り着けるか。 

・食の問題が起きる。ハラル、ベジタリアンにどう向き合うのか。 

・オーバーツーリズムが起きる。宿泊不足、交通渋滞、ごみ問題、市民の生活はどうなるのか。 

・不法滞在、犯罪などの問題がある。 

・外国人が来るので治安が悪化するのではないか。 

○課題解決のアイデアについて 

・ホームステイ等を考える。 

・新しい移動手段を考える。 

・計画除雪と運搬をする。 

・食のバリアフリー化を目指す。 

・言葉の壁を超えられるデジタルインフラが欲しい。 

・広域連携による農村ツーリズム(規制緩和も含む)の充実を図る。 

 

■大会開催後の利点、課題、課題解決のアイデアについて 

○大会開催後のまちづくりの利点ついて 

 ・いろいろな人材情報が集約する。 

 〇大会開催後のまちづくりの課題について 

・維持管理費の不足が懸念される。 

・施設の利活用はできるのか。 

・高齢者の移動手段。 

・継続的に外国人に来てもらう。 

・継続性の可否が問われる。 

 ○大会開催後のまちづくりの課題解決のアイデアについて 

・医療体制の整理をする。 

・遊ぶ場所を増やす。 

・国際大会を増やす。 

・ホスピタリティの向上をする。 

・ようこそ運動をする。 

・ＰＲ戦略を練る。 

・留学制度の充実。 

 

 

③2030 年の札幌市のまちの姿（まちづくりのビジョン） 

■2030 年札幌市のまちの姿 

○環境 

・緑が多いまち。都心の緑。 
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・環境に優しいまち。 

・冬に外に出やすい環境づくり。 

・除雪が徹底されている。 

 〇アクティビティ 

・スポーツが出来る環境づくり。 

・アクティビティの充実が図られる。 

・ウィンタースポーツの聖地化する。 

・遊びの場の創設がなされる。 

・情報の発信基地になる。 

・創造力のあるまちになる。 

・高齢者スポーツが充実する。 

・公園にもっと遊具が欲しい。 

〇食 

・食文化が充実する。 

・食の情報収集がなされる。 

〇掘り起こし 

・活性化の掘り起こしがされる。 

・面白いものの組み合わせが起きる。 

〇IOT 

・多様性を受け入れられるまちになる。 

・デジタル環境、整備、IOTが推進される。 

・サピカ以外の電子マネーも使えるまちになる。 

・写真映えするスポットが増える。 

〇その他 

・世界都市へ PR する。 

○2030 年の札幌市の未来について 

・記載なし 
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３７）３７グループ 

①冬季オリンピック・パラリンピックの札幌のまちづくりへの効果について 

■効果がある理由 

 ・意識が変わる契機となる。 

 ・障害者への意識など、観光客が他人事ではなく来てくれた人をして認識する。 

 ・スポーツ振興 子どもたちへの夢になるという点では大いに賛成だ。しかしついつい箱モノを建

てすぎて将来維持に費用がかかるかもしれないと思うと不安である。 

・結果論的に良い方向になると話が進められている。  

・インフラ整備はほぼ飽和している。新規技術の導入は高コストで使いこなしへの市民負担も大き

い。新しい方向に意識付けするには良い機会だと思う。 

 ・過去のオリンピックを開催した都市の実績から何らかの財産が残る(良いことも悪いことも)と思

う。 

 ・交通インフラ(地下鉄の延伸)の向上のきっかけとなる。 

 ・今、地下鉄、エレベーターへのアクセスが悪い。住みよい、旅行しやすい札幌になってほしい。 

 ・多くの観光客が来るきっかけのなると思うので経済が潤う。 

 ・まちの経済に良いインパクトを与える国際イベントである。 

 ・他の国に比べてコストをかけないオリンピックが実現できる。 

 ・周辺市町村との連携促進。全国に広がるオリンピックは良い。 

  

■どちらでもない理由  

 ・あるべき姿を描いて誘致をした方が良い。 

 ・北海道に来たばかりなので札幌についてもよくわからない。 

 

■効果がない理由 

・新しいハコをつくるのは反対である。 

・ハコモノが増えて、維持出来ないのではないかという不安がある。 

・諸刃の剣な部分もある。 

・施設の再利用をしていく中で帯広や長野への交通手段をどのようにするのか気になる。 

 

 

②冬季オリンピック・パラリンピック招致の利点と課題、課題解決のアイデア 

■大会中の利点と課題 

〇利点について 

 ・冬のスポーツへの興味を持つ人が増える。 

 ・インバウンドや外国選手団を関係者による経済効果がある。お金が落ちる。 

 ・観光客の増加により経済効果が増える。 

 ・オリンピック、パラリンピックを開催することで、開催後も外国からの観光客が増え、もっと交

流することで日本のことを好きになってくれる人が増える。 



 

119 

 

 ・観光客が増え、札幌の経済効果が増える。 

 ・観光客が増え、経済の活性化、除雪の効率化、都市間、道との協力が図られる。近隣にも会場の分

散をした方が良い。  

 ・道産品の PR イベントが出来る。 

 ・世界的に札幌のまちが紹介され、シティブランドにつながる。 

 ・海外メディアを通じてインバウンド向けの絶好の誘致、宣伝の場になる。フィルムコミッション

を大会と同時に仕掛けていくビックチャンスである。 

 〇課題について 

・パラリンピックなどを広める機会にするのであれば障害者の人でも外の移動などがしやすいよう

にバリアフリー面を強化する必要がある。大会中は雪が降っていると思うので電車が停まり 、

足が不自由な人が車椅子を押せなくなると思う。 

 ・天候の調子によるスケジュールの問題がある。 

 ・チケットの販売方法の検討。ネットばかりで、やり方がわからない人もいると思う。 

 ・ごみ、騒音などの環境問題とマナーが課題である。 

 ・外国人が食事をするときにメニューが読めない。 

 ・観光客などたくさんの人が集まるため命の危険がある。テロの危険性にどのように対処するのか。 

 ・ボランティアの人材不足、特に外国人への対応が課題である。 

 ・交通渋滞と宿泊施設の不足が起きる。 

 ○課題解決のアイデアについて 

・除雪の強化が必要。人の手で助けるか、テクノロジーの力を借りる。車椅子の改良など。 

・雪が降っても滑らないまちづくりを札幌が先進地となって世界に発信していく。 

 

■大会開催後の利点、課題、課題解決のアイデアについて 

○大会開催後のまちづくりの利点ついて 

・知名度の向上による観光客の増加。人気のフィギュアスケート等の国際大会への誘致が容易くな

る。(箱物の強化)。 

〇大会開催後のまちづくりの課題について 

・インフラ維持に関して想定外の経費が掛かる。予算の適正な把握が必要である。 

・不人気競技等の施設の扱い。ホテルの予約の奪い合いが起きるのではないか。 

 ・オリンピックの盛り上がりと平常の状態のギャップを如何に埋めるか。 

 ○大会開催後のまちづくりの課題解決のアイデアについて 

・記載なし 

 

 

③2030 年の札幌市のまちの姿（まちづくりのビジョン） 

■2030 年札幌市のまちの姿 

○異文化共生、外への魅力発信 

・国籍や言語の違いを乗り越えたくさんの外国人が暮らしている。 
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・自動翻訳の性能が向上している。 

・観光客や移住者など外国人が増加。異文化、異言語との共生が進んでいる。 

・日本の物産、食べ物の PR。冬季オリンピック中にオータムフェストの開催を持続している。 

・冬のスポーツに馴染みのない国の人にも日本に来てもらえるような PRを行う。日本の食べ物や文

化からの PRを行う。 

〇札幌らしい景観 

・北海道新幹線札幌駅開通による札幌駅前の再開発と創成川アクセスが完成する。 

・北海道は自然豊かで空気がきれいな所だからなくさないでほしい。 

〇災害に強いまち、雪の再利用 

・地震や雪害など災害に強いまちになる。 

・人口の減少と市街地の見直し。 

・自家発電、停電に強いまちになる。 

・自動運転の除雪車。 

・雪害に強いまちになる。看板や電車の広告がうるさくない都市になる。 

・水や火や風以外の雪を再生エネルギーとして利用できる国になる。 

・雪を資源にする。 

〇全てに優しいまち 

・特に冬対策に重点を置いた全ての人に優しい、インフラの再整備を進める。 

・市全体にバリアフリーが整っている。 

・高齢者に優しいまちになる。移動手段、バル、タクシーなど自動車に頼らない公共交通手段が増

える。 

・血の通った育児と介護がなされているまちになる。 

・自動運転タクシー。自動運転技術の発達がなされる。 

・雪に強いドーム化などの道路が増える。 

〇その他 

 ・AI が普及し、自動という言葉を色々な所で聞くし見かけるようなまちになっている。 

 ・雪や風に強いドローンが札幌でも使えるようになる。 

  ○2030年の札幌市の未来について 

 ・今の風景が残りながら様々な人に愛されるまちのままが良い。 

 ・自然溢れる住み良い都会である。 

 ・思いやり心、溢れるまちになる。 

 ・高齢者も障害者も滑らないまちになる。 

 ・良い所は残しつつ、改善するべき所は改善している。 

 ・国籍関係なく暮らせるまちになる。 

 ・2019 年ラグビーワールドカップが札幌に伝説を残す。 

 ・北海道をみんなで好きなまちになる。 

 ・2030 年には新幹線で札幌駅に着けるようになる。 
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３８）３８グループ 

①冬季オリンピック・パラリンピックの札幌のまちづくりへの効果について 

■効果がある理由 

 ・先程の話でも出てきたようにマイナースポーツなどの人気が国内開催によって更に盛り上がれば

良いと思う。 

 ・民案でまとまれば何とかなると思う。 

 ・地方都市への効果の波及。 

 ・活性化はすると思う。もっと地方都市に目を向けるともっと盛り上がると思う。 

 ・オリンピックをやって効果がないとは考えにくい。 

 ・札幌も長野もオリンピックで経済が活性化した。 

・新施設（ドローン基地。顔認証システム、セキュリティシステムの設置。EV給電設備建設。）に見

合ったまちづくりがなされる。5G移動体通信の基地局、中継局建設に伴うまち並みの変化が起き

る。 

 ・老朽化した施設、交通網のリニューアルが進む。 

 ・オリンピックを経験することで多様な人、世界、考え方を受け入れやすくなる。 

 ・一流の選手を間近で見ることができる。 

 ・バリアフリー、おもてなしの心が基盤となったまちのリニューアルが進む。しかし経費がどうな

るのか。 

 ・する、観る、支えるなど、スポーツ参加増える。 

 ・パラリンピック障害者のスポーツに対する理解が増す。 

  

■どちらでもない理由  

 ・あまりよくわからない。普段考えたことがない。良い所は色々あると思うが詳しくわからない。 

 ・効果はあると思うがこれを札幌だけだと実現するのは難しいのではないかと思う。北海道で盛り

上げるスポーツイベントだといいと思う。 

 ・オリンピックを開催することでしか整備が進まないのかと思うと残念である。何のためのオリン

ピックなのかわからない。 

 ・競技や周りの便利さにあまり関心がないと効果はあるのか、という考えになる。 

 ・五輪のためにかかる準備や物の事を考えるとわからない。 

 ・イベントがあるときは多数の外国人が来ている。イベントがある時とない時では外国人の来客数

に差がある。 

 ・予算説明に現実味がない。本当の事が伝えられていない気がする。 

 ・オリンピックを開催する必要性を感じない。 

 ・日本ハムの北広島移転するという札幌ドームの失敗について反省されていない。また繰り返しそ

うだ。 

 ・負の遺産化した施設が少なくない。 
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■効果がない理由 

・オリンピックがまちづくりと直結するのではない。オリンピック、パラリンピックそのものを楽

しむと考えたい。 

・オリンピック、パラリンピックを契機にまちづくりを考えるのは理解できる。それなら持続的に

活用し交流できる施設づくりをして考えるべきである。 

・オリンピック、パラリンピックは「効果があるからやる」とか、「効果がないからやらない」とい

う主旨のものではないと思う。 

・オリンピック、パラリンピックは規模が大きすぎるイベントである。 

・1972 年当時のようには都市開発は望めない。 

・今のところよくわからない。今以上に札幌を PRする必要があるのか。 

 

 

②冬季オリンピック・パラリンピック招致の利点と課題、課題解決のアイデア 

■大会中の利点と課題 

〇利点について 

 ・国際交流が進む。大会中の経済効果に期待できる。 

 ・地方都市への波及効果もある。 

 ・選手を見ることができる。 

 ・オリンピックは楽しむだけで良いのではないか。 

 ・観るだけでなく、札幌で開催して楽しませようという事も大切である。 

〇課題について 

・想定金額内で本当に開催できるのかわからない。予算がまだ信じられない。 

・札幌以外(帯広)で盛り上がってしまわないか。 

 ・多くの障害者を JRや道路が対応しきれない。 

 ・雪があるので移動困難者をどうするのか。 

 ・観客の宿泊施設が足りるのか。 

 ・冬道(滑る)の移動が心配である。雪道に慣れていない人は大変である。 

 ・Wi-Fi機能が足りるのか。 

 ・移動が不便である。 

 ・イベントの予算が大きすぎる。 

 ・分散型の会場配置はコンパクトさに欠ける。 

 ・選手の為に施設だけでなくその他の付随の宿泊施設が多すぎるのではないか。 

 ・効果がないと駄目なのか。 

 ・パラリンピックがおまけみたいである。 

○課題解決のアイデアについて 

・新幹線があり、ニセコが近くなる。 

・現状施設の検証が必要である。 

・予算が大きいなら北海道全体で開催するのはどうか。 
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・札幌でオリンピックの原点回帰を。北海道らしく自然と共生。適正な規模で札幌らしく行う。 

 

■大会開催後の利点、課題、課題解決のアイデアについて 

○大会開催後のまちづくりの利点ついて 

・札幌が有名になる。 

・情報通信、インフラが進む。 

・観光客が来るようになる。 

・まちが変わる、リニューアルする。 

・インバウンドを呼び込む。おもてなしの心を育める。 

・選手、観る人、ボランティアなど、スポーツへの参加が増す。 

・障害者への理解。バリアフリーのまちのリニューアルが進む。 

 〇大会開催後のまちづくりの課題について 

・施設を上手く活用することが鍵である。 

・本当にウィンタースポーツが盛り上がり、浸透するのか。リュージュ、スケルトン、ボブスレー

の違いがわからない。 

・前回ほどのまちのリニューアルは望めない。 

・前回も負の遺産を作っている。 

・マイナースポーツに目を向けるべきである。 

 ○大会開催後のまちづくりの課題解決のアイデアについて 

・大会向けだけではなく市民生活向上に向けて対策を行う。 

 

 

③2030 年の札幌市のまちの姿（まちづくりのビジョン） 

■2030 年札幌市のまちの姿 

○情報・インフラが整っている 

・世界とモニターでつながっている。 

・電柱もなくなっている。こういうインフラ整備なら進めても良い。 

・どこでも窓がある。まち角に巨大モニターを設置する。 

・札幌全体に無線 LAN がつながっている。 

 〇交通システムが便利になっている 

・交通の乗り換えがほとんどなくなっている。 

・地方への移動が便利になっている。何か新しい乗り物が開発される。 

・新しい乗り物ができる。 

・移動コストが安くなっていると良い。 

〇車のない社会 

・健康、AI、IOT、移送。自動車ゼロ。徒歩、自転車、公共交通機関の利便性が向上する。 

・自転車レーンが出来ている。 

〇歩きやすい安全な道づくり 
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・冬の雪道、ロードヒーティングの道路、歩道を郊外にも増やしてほしい。冬道の除雪の改   善

がなされる。 

・道路工事が全て終わっていれば良いがそう簡単ではないと思う。騒音など夜はうるさい。 

〇バリアフリーが進んでいるまち 

・高齢者が増えていてバリアフリー化がかなり進んでいると思う。 

・全ての地下鉄の駅にエスカレーターやエレベーターが設置されていてほしい。足が悪い人がどこ

にでも気軽に出かけられるようなまちになる。 

・高齢者などが増え、その人達が安心して歩ける北海道の冬に対応した道路設備などが必要である。 

〇公共交通の充実 

 ・芸術の森まで地下鉄(南北線)を延伸してほしい。 

 ・公共交通機関がもっと便利になってほしい。駅のバリアフリー、車の減少に伴いコミュニティバ

スなどが普及してほしい。 

○教育 

 ・小、中学校が減るが新しい学びのスタイルが定着する。 

○オリンピック、パラリンピックの本来の役割 

 ・PWSF の開催が継続している。 

 ・PWSF を毎年開催している札幌である。音楽の PMF のウィンタースポーツ版を作る。雪のない国、

アマチュアでも参加することに意義がある。 

 ・オリンピック、レガシーを活用する。少子化、若者のいない住宅街の活性化を図る。 

 ○新しいスポーツ 

 ・野球、サッカー、バスケとは別に新しいスポーツのプロチームが出来ている。 

 ○ウィンタースポーツ施設が充実する。 

 ・ウィンターリゾートが充実している。 

 ・ウィンタースポーツ教室の拠点が充実する。教室を各区に設置する。 

 ○その他 

 ・貧困、いじめが無くなってほしい。心に余裕を持つ。産業が発展する。 

 ・スキー場のリゾート化が進む。施設の充実が図られる。大会誘致マスコット、「ももっち」がまち

中でイベントを盛り上げている。 

 ・今のままで良い。このままあまり変わらないでほしい。 

○2030 年の札幌市の未来について 

・記載なし 
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３９）３９グループ 

①冬季オリンピック・パラリンピックの札幌のまちづくりへの効果について 

■効果がある理由 

 ・既存の施設の有効化の再確認をする。 

 ・交通インフラの整備が加速する。事業者の重要性の明確化をする。 

 ・インフラが整備され新しくなる。交通体系が変わる。 

 ・札幌の地元愛への一人一人の想いのマップが作られる。 

 ・人の流れが変わる。 

 ・札幌市が活性化する。 

 ・1972 年のオリンピック時と同様に改修した施設が利用者にとって最新の設備の整っているモノに

なっていると思う。(例)バリアフリー化、トイレのウォシュレット化、エレベーターの設置。障

害者が使いやすい環境になっている。 

  

■どちらでもない理由  

 ・記載なし 

 

■効果がない理由 

 ・記載なし 

 

  

②冬季オリンピック・パラリンピック招致の利点と課題、課題解決のアイデア 

■大会中の利点と課題 

〇利点について 

 ・公共交通の利用活性化がなされる。 

 ・電車、バスの一体運用される。バスは私企業が運用している。 

 ・外国人との交流が盛んになる。 

 ・関係ある人だけではなく、地元と外国人のより近い関係を築くことができる。 

 ・本物の選手に会える。 

 ・大会を開催するに向けて札幌の愛を世界へ PRする。今の札幌を知る。森林や公園、外国人への案

内が進化する。日本語や日本を PRする。 

・障害のある方もない方もつながりがある。障害者のサポーターボランティアが増えている。 

〇課題について 

・外国人も使える宿の増加。 

・看板や案内板を表示する。 

・税金から五輪の予算を出すのか。財政は大丈夫なのか。 

・インバウンド対応策のレベルアップが必要である。人材、ホテル、食の育成。ホテルスタッフの

人数確保、言葉や食の文化などの対応。 

 ・外国人のマナー指導を徹底する。 
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 ・国、道、市で除雪の仕方が違う。渋滞。除雪輸送に関して課題が残っている。 

○課題解決のアイデアについて 

・宿泊はクルーズ船内を利用してもらう。施設を活用した宿の整備をする。 

・空き家対策をする。ベージョンをして民泊にする。 

・わかりやすい看板を立てる。 

 

■大会開催後の利点、課題、課題解決のアイデアについて 

○大会開催後のまちづくりの利点ついて 

・トイレやスロープなど設備環境が整う。 

・まちづくりが進む。スポーツ人口が増加する。 

・外国人の雇用促進をする。 

・空港利用の促進がなされる。 

・オリンピックの育成を市や道、国で行う。 

・若者のオリンピック選手の育成が進む。 

・冬のスポーツ、スキー人口の活性化がなされる。 

〇大会開催後のまちづくりの課題について 

・冬の課題として道路の歩道が危険である。 

・冬の移動がマイナスのイメージがある。冬の楽しく感じるには、移動のしやすさや安全確保も大

事である。 

・除雪の状況が（現状は良くないので）良くなるのではないか。  

・乗り換えの問題がある。バスと地下鉄と JR の間の乗り換えはどうなるのか。公共民間交通機関ア

クセシビリティ。全体として利用しやすくする。 

 ○大会開催後のまちづくりの課題解決のアイデアについて 

 ・記載なし 

  

 

③2030 年の札幌市のまちの姿（まちづくりのビジョン） 

■2030 年札幌市のまちの姿 

○服装 

・寒さをプラスに考えた洋服の発信がなされる。冬を楽しむ冬のファッションショーの開催がされ

る。 

〇人 

・バリアフリーのおもてなしがなされる。 

・車椅子の自動化、もしくは購入サポートがある。 

〇いろいろ楽しめる複合施設 

・四季を楽しめ、ラグビー場などもあるスポーツ施設が入っていて、遊べる、スポーツ、食、が楽し

める施設がある。 

〇いろいろな人が楽しめるまち 
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・ロボットの普及が進む。 

・人が動く、外出することで生まれるエネルギーを使って除雪する。 

・電線がない。 

・歩いて楽しいまちにする。まち並みや声を掛け合える、新しい出会いがあるまちになる。 

・自然との調和。住みたいまちになる。人が温かい。 

・歩道に雪が積もらないまちになる。 

〇観光 

・スマートフォンによる多言語ツールの完成が見込まれる。 

・AI を使った観光スポット説明システムが出来る。 

○再生エネルギーと環境 

 ・電車の延長や自動運転がなされる。 

 ・使ったエネルギーは自分で、まちで作るのが一般的になる。エネルギー循環が起きる。 

 ・光熱費が定額化する。 

 ○施設 

 ・スポーツ人口が増える。中心部の施設の充実が図られる。 

 ○交通 

 ・ホームや階段など地下鉄のホームはまだ進化できる。 

 ・道路、地下、そして空が何かしらの形で発展する。 

 ・交通運賃の定額化がなされる。 

 ・交通の一円化が行われる。 

 ・車の減少を促進するため電車の延長をする。自動運転化が普及する。 

 ・自動運転は色々な人にとって便利である。 

 ・車が自動運転になっている。 

 ・バリアフリー化が進んでいる。 

 ・新千歳、北海道から世界に直行便をもっと増やす。 

 ・重力を使った移動手段が生まれる。 

○2030 年の札幌市の未来について 

 ・記載なし 
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４０）４０グループ 

①冬季オリンピック・パラリンピックの札幌のまちづくりへの効果について 

■効果がある理由 

 ・世界的に立候補できる都市である事がすごいと思う。ポテンシャルがある。 

 ・前回に比較すると良くも悪くも改悪版にはなる。 

 ・たくさんの人が集まるので経済効果がある。 

 ・イベントごとなので好きな人は盛り上がってくれるのではないか。 

 ・スポーツで交流できる。 

 ・スポーツを広めるのに良いと思う。 

 ・レガシーの面で効果があると思う。 

 ・費用のことや施設の事、運営する人の事など不安はあるが、交通関係の整備は期待できそうであ

る。 

 ・観光客の増加が見込まれる。 

 

■どちらでもない理由  

 ・費用面ではマイナス面があるのではないか。 

 ・費用が掛かりすぎる。 

 ・問題が多い。 

  

■効果がない理由 

・費用の面が心配である。地震もあり、他にもっとやるべきことがあるのではないか。 

・交通が偏っているので普段の生活している人達には迷惑（渋滞や混雑）も多いと思う。 

 

 

②冬季オリンピック・パラリンピック招致の利点と課題、課題解決のアイデア 

■大会中の利点と課題 

〇利点について 

 ・子ども達にリアルを伝えられる。 

 ・施設を多く作っても駄目だ。 

 ・施設の充実を図る。次に使えるようにする。 

 ・バリアフリーの充実を図る。 

 ・国際交流は大事である。 

 ・多世代で体験できること。 

 ・観光客の経済効果が大きい。 

 ・世代、国籍を超えた交流が大事だ。 

 ・体験のきっかけづくりになる。 

 〇課題について 

・支えるボランティアの理解が足りているのか。 
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・移動の交通問題が発生する。 

・きちんと良い施設にできるか。 

・バリアフリー対応は充実できるか。 

 ○課題解決のアイデアについて 

・ソフトの充実を図る。 

・使いやすいようにしっかりと声を聴く。 

・施設に便利に行ける公共交通の発達がなされる。 

・体験を次につなげる。 

 

■大会開催後の利点、課題、課題解決のアイデアについて 

○大会開催後のまちづくりの利点ついて 

・選手人口の拡大が見込まれる。 

・海外からの体験者が増加する。 

 ・スポーツビジネスの展開を期待できる。 

 〇大会開催後のまちづくりの課題について 

・市民の協力が得られるのか。 

・HL の方がトイレなど利用しやすくなる。 

・交通などで理解を進めてほしい。 

・みんなに優しいまちづくりが進む。 

 ○大会開催後のまちづくりの課題解決のアイデアについて 

・心配りを大切にする。 

 

 

③2030 年の札幌市のまちの姿（まちづくりのビジョン） 

■2030 年札幌市のまちの姿 

○誰もが安心安全のコミュニティ 

・市民の一人一人が思いやりを持って周りの人に対応できる、孤独のないまちになる。 

・人種や年齢、性別、障害の有無に関係なく住みやすいまちになる。 

・老若男女、障害が有無等関係なく一緒に楽しく過ごせるまちになる。 

・障害者の方向けの非常口等目印が見やすく分かりやすいまちになる。 

・バリアフリーのまちになる。HCのある人。子育て中の人、高齢者に優しいまちになる。 

・障害を持つ方が働きやすいまちになる。誰もが働き、住めるまちになる。 

・市民同士助け合えるまちになる。 

〇災害に強い安全安心のまち 

・再生可能エネルギーのか活用率の高い環境都市になる。 

〇緑が身近でネットワークされているまちになる。 

・自然のあるまちになる。 

・大通公園から中島公園、真駒内までの巨大緑地が出来る。 
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・自転車専用道の充実が図られる。冬はクロスカントリースキーに利用される。 

・学校グランドの緑地化と一般開放が可能になる。 

 ○みんなでスポーツを楽しめるまち 

 ・冬のスポーツが身近に楽しめるまちになる。 

 ・どんな人でも気軽にスポーツができるまちになる。 

〇便利なまち 

・地下鉄の路線が増えている。 

○2030 年の札幌市の未来について 

 ・記載なし 
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４１）４１グループ 

①冬季オリンピック・パラリンピックの札幌のまちづくりへの効果について 

■効果がある理由 

 ・設備、交通、インフラ等が整備されて観光客が増え、まちが活性化する。 

 ・札幌を国際的にアピールする。 

 ・子どもに夢を与えられる。 

 ・五輪によって市の整備ができ、より便利に、エコな住まいになる。 

・通常投資されない投資額が少ない内容に投資が促進されると思うので、経済が活性化される。将

来の人材づくりなどが発達する。 

・札幌全体の活性化が進む。 

・集客による経済効果。まちの活性。 

・未来の選手育成につながる。施設利用が可能となる。 

・経済効果があると思う。未来に夢ができる。人の心に目標が立てられる。 

 

■どちらでもない理由  

 ・まちづくりの概念が不明である。何をもってまちづくりと考えるのか、まずここが不明である。 

  

■効果がない理由 

・記載なし 

 

 

②冬季オリンピック・パラリンピック招致の利点と課題、課題解決のアイデア 

■大会中の利点と課題 

〇利点について 

 ・新規がないことは良いことである。活用が後で大変である。 

 ・オリンピック、パラリンピックを機会に札幌市のアクセスの利便化が進む。 

 ・子どもの夢、人材育成が醸成される。 

 ・ボランティアをするという夢があるから健康に気を付けられる。 

 ・世界へ札幌をアピールができる。 

 ・建物を建てるから、人も来るし、活性化は当たり前である。 

 ・誰の利点か。何を指して利点というのか。 

〇課題について 

・成功するのか、目標を達成できるのか。 

・交通核アクセスを整備する。 

・残された施設の利用方法は考えられているのか。 

・10 年後の札幌の若者の人口はどうなっているのか。若者がいなかったら運営もできないのではな

いか。 

・税金を用いて開催する以上、経費は回収できるのか。 
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・外国へ向けて PR 計画は準備されているのか。 

・大会日の間の観光と飲食のマップ作製をしなければいけない。 

・日常生活のマナーの周知が図られるべきだ。 

・中国、韓国、台湾、フランスの観光客がたくさん来ているが話せない。外国人とのコミュニケー

ションが取れない。 

・地下鉄、バスなど今の都市交通はわかりにくい。 

・市民が行けない会場は困る。交通手段としてバスを出すなど必要だ。 

○課題解決のアイデアについて 

・二度と恵庭岳のようなこと(大回転)がないことを祈る。 

・恵庭の滑降が利用されていない。 

・PR する。 

・市民のアイデアを回収する。 

・有形レガシーと無形レガシーを分けて考える。 

・分かりやすい都市交通を造る。外国人のもわかるように ITを活用していく。 

・関心を持つ人が多いほど解決しやすい。市民が無駄と思わないようなものをつくる。 

 

■大会開催後の利点、課題、課題解決のアイデアについて 

○大会開催後のまちづくりの利点ついて 

・道内外や海外など観光客が増えてまちの活性化になる。 

・外国人観光客が増えて経済活性化になる。交通網の設備投資による活性化。 

・国の予算で市の整備ができる。 

・雪は邪魔だけどだけどお金になる。観光への活用をする。 

・投資の少ないものへ投資する。 

・経済の活性化と札幌の活性化になる。集客による経済効果、まちの活性化。 

 ・高齢者の健康増進につながる。 

 〇大会開催後のまちづくりの課題について 

・まちづくりの内容が明確になっていない。 

・川を利用していない。河川をどうするのか。 

・問題は後からどう活かすのかということ。使っていないボロボロの施設もある。 

・人口減を踏まえたまちづくりができるのか。 

・雪の活用の幅が広がることを期待する。 

 ○大会開催後のまちづくりの課題解決のアイデアについて 

 ・記載なし 
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③2030 年の札幌市のまちの姿（まちづくりのビジョン） 

■2030 年札幌市のまちの姿 

○豊平川を活用したまちづくりが進む。 

・札幌の都市としての欠損は豊平川が無視され続けたことにある。市民生活の中に豊平川をどう位

置づけるか。何年の計画が必要か。 

〇副都市の充実 

・中心ばかりを考えず副都心を充実させる。副都心を計画的に創り出す事が必要である。 

〇自然エネルギーの活用 

・交通、道路標識の改善、交通アクセス、雪問題の解決をする。自然エネルギーの利活用をする。 

・太陽光等を利活用しての消雪をする。 

 ○コンパクトシティ 

 ・人口減少なのだからインフラ等の縮小、区を減らすなどコンパクトシティへ。 

〇交通 

・交通の利便性向上と自転車の活用を図る。 

・道路標識等の国際化と正しい表示をする。 

〇除雪システム 

・雪を市民が捨てやすい設備やシステムがほしい。除雪車の音から逃れたい。 

〇安心安全で住みやすいまち 

・子どもも高齢者以上に住みやすいまちになる。 

・安全安心なまちづくりが進む。 

・将来の子ども達が安心して暮らせる（防犯、防災、健康）まちになる。 

・健康で生活できるような都市になる。 

・高齢者の増加。医療、介護、年金、病院問題など安全安心のまちづくりが進む。 

・道路に車を駐車しない。 

○2030 年の札幌市の未来について 

・記載なし 
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４２）B グループ 

①冬季オリンピック・パラリンピックの札幌のまちづくりへの効果について 

■効果がある理由 

 ・1972 年の時はまちが変わっていくことでワクワクした。 

 ・スポーツ施設が改修されて使いやすくなり利用が進む。 

 ・世界から観光客が増える。 

 ・1972 年の札幌オリンピックの時に南北線ができました。南平岸から真駒内間は活気が出ました。 

・交通機関が最新の技術を導入され札幌市民だけでなく海外の観光客にも利用しやすくなる。 

 ・なるべくお金を掛けない市の姿勢は共感する。 

 ・子ども達にスポーツをさせる良い機会になる。 

 

■どちらでもない理由  

 ・施設継続利用が可能なのか。 

 ・札幌がもっと色々な面で発展すると思う。 

 ・勉強不足でもっと知りたい。 

 ・私がウィンタースポーツを全くしないので 2030年以降どれだけの市民が利用したいと思っている

のかわからない。 

 ・施設インフラについて現時点でも機能している。新しいレガシーが生まれるのか見えてこない。 

 ・ウィンタースポーツの競技場を建てたとしても市民一人当たりの年間施設利用率は期待するほど

よくないのではないか。 

 ・若い人達がもっとスポーツに力を入れて元気になってほしい。 

 ・施設の活用に期待できる。 

 ・2030 年には冬があるのか。 

 

■効果がない理由 

・100 年経っても使われていない施設に。屋外リンクも傷んでいる。 

・もう 1972年のレガシーがあるのにもう一度やる必要があるのか。 

 ・アイスホッケー、リージュは札幌市外に競技施設がある。札幌にお金が落ちない。 

 ・今のウィンタースポーツの競技人口は少ないので、競技施設が負の遺産になる。 

・冬のスポーツはお金がかかる。富裕層スポンサーがいない。  

 ・冬季スポーツはスポンサーがいない。 

 ・真駒内スキー場がなくなったのは大きい。新しく施設を建てても負の遺産になる。 

 ・冬のスポーツは寒いし重い。 

 ・送り迎えも大変だ。 

 ・指導者が少ない。 

 ・札幌は冬季スポーツの普及に力を入れているとは思えない。 

 ・前大会では OB 会の支援が有難かった。 

 ・選手の育成がどれくらいお金を掛けるのか。 
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 ・雪に親しむ機会が減っている。 

 ・雪に親しむ人を増やしてほしい。 

 ・維持管理の問題を解決できる仕組みを。 

 ・オリンピック後、負にならないことが大前提だ。 

 ・スノースポーツができるけど行かない。好きじゃない。 

 

 

②冬季オリンピック・パラリンピック招致の利点と課題、課題解決のアイデア 

■大会中の利点と課題 

〇利点について 

 ・一時的に観光客アップ。 

 ・海外の人が札幌にファーストコンタクトしてもらうチャンスである。 

 ・道民は熱しやすい。開催したら盛り上がるのではないか。 

 ・外国人観光客よる経済効果。札幌以外の道内全体。 

 ・観光地としての知名度が上がる。需要が増える。コンパクトシティ。 

〇課題について 

・チケットは売れるのか。アジア大会は売れなかった。 

・夏のオリンピックほど盛り上がらない。 

・宿泊施設が足りるのか。民泊を禁止しているマンションは多いかもしれない。 

・冬季オリンピックを盛り上げることが大切である。冬季アジア大会は盛り上がりに欠けていた。 

・温暖化が進行している可能性があるが、果たして雪は大丈夫か。 

・宿泊、交通、飛行機が不足する。 

・日本で行っても仕事があるから見られない。 

・人工降雪なのは嫌だ。 

・寒い中ボランティアが集まるのか。 

・除排雪を毎日実施できるのか。 

・競技人口が少ない。 

○課題解決のアイデアについて 

・盛り上げて工夫する。 

・ワールドカップと同じくらいの盛り上がりを作る。 

・ジャンプ W杯をいつもの冬にさせない。 

・大会財政はふるさと納税、クラウドファンディングで資金を集める。返礼品でチケットを優先し

て配布する。 

 

■大会開催後の利点、課題、課題解決のアイデアについて 

○大会開催後のまちづくりの利点ついて 

・観光名所が増える。 

・地元開催になるので冬季スポーツを身近に感じる。競技人口が増えるのかもしれない。 
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 〇大会開催後のまちづくりの課題について 

・跡地が寂れる。 

・施設利用人口が多くはないのではないか。使う人はいるのか。 

・オリンピック後アジアナンバーワンの冬季会場となるよう負の財産にならないこと。 

・オリンピックに来た人がまた札幌へ観光に来てくれるようなおもてなしをする。 

 ○大会開催後のまちづくりの課題解決のアイデアについて 

・大会後必要装備は全施設格安レンタルする。 

・市民のみんなが感謝を伝える習慣を持つ。 

・おもてなし力が上がる。 

・シニアスポーツを開発する。 

 ・スポーツに興味を持つ若者が増すようウィンタースポーツ施設の活用のアイデアを募る。 

 ・競技人口を増やす。教育の中に積極的に外遊びをする環境を作る。 

 ・大会後円山ゾーンを区画整理する。まとまっていることが大切だ。 

 ・競技人口を増やす。 

・誰でも出来る協議を実施競技にする。 

・スポーツ雪だるま作り競争ならば老若男女が参加できる。 

 

 

③2030 年の札幌市のまちの姿（まちづくりのビジョン） 

■2030 年札幌市のまちの姿 

○署名などのデジタル化 

・住民票の申請で紙に記入しなくてもよくなっている。タブレット、署名にデジタル化の最先端都

市になる。 

〇景観の統一 

・レンガなどの景観統一を図る。京都のように統一感のある雰囲気にする。まちのプライドを持て

ると思う。 

〇交通や自転車などの利便性 

・高速道路へのアクセスが悪いので市内中央よりは入れるようにしてほしい。 

・自転車専用のレーンの拡充。もっとしっかり分かれている。ガードレールを設ける。 

・踏切、橋、迷惑駐車による渋滞のない道路が増える。 

・AI とカメラを利用した交通渋滞の交通システム。 

・道内各地の交通手段が弱い。強化が必要だ。 

〇自動運転が機能しているまち 

・自動車免許返納後、高齢者が気軽に外出できるよう負担が少ない自動運転の循環バスが走ってい

るまちになる。電気バスがまちを走る。 

 〇地下鉄の延伸や利便性 

 ・直観的にインフラが利用できる。 

 ・例として地下鉄の切符の買い方など初めての人にはわからないので改善する。 
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 ・地下鉄のループ化を図る。 

 〇税金や財政について 

 ・区ごとで競う、区民税を導入する。区によって税額を変える。 

 ・国の財政が心配。 

〇その他 

・どこへ行ってもチェーン店だらけだ。南区前は違っていてほしい。 

 ・子どもだけでも安全に外遊びできる。 

・雇用促進も兼ねた全公園に有償のシニアボランティアがいる。 

 ・今の札幌にはクリエイティブなものや技術機関がない。選択肢も少ないし数も少ない。 

○2030 年の札幌市の未来について 

 ・記載なし 
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４３）C グループ 

①冬季オリンピック・パラリンピックの札幌のまちづくりへの効果について 

■効果がある理由 

 ・子ども達のスポーツへの関心が高まる。 

 ・アスリートの育成の機会になる。 

 ・札幌の知名度が向上する。 

  施設や施設に行くまでの道などが整備される。 

 ・交通網が飛躍的に進歩する。 

 ・インフラや施設の改修のスピードが早くなる。 

 ・高齢社会の対策がなされる。 

 ・施設が整備される。 

 ・インバウンドの増加が図れる。 

 ・1972 年冬季五輪は大きな変化をもたらした。 

 ・1972 年の札幌冬季オリンピックで札幌が国際都市の仲間入りをいた。 

 ・子どもなど異国間言語によるコミュニケーションのきっかけになる。 

 ・世界への PR 効果につながる。 

 

■どちらでもない理由  

・記載なし 

 

■効果がない理由 

・前回は 1回目だったから、伸びたが今回それほど望めない。 

・パラリンピックは盛り上がりに欠ける。 

 

 

②冬季オリンピック・パラリンピック招致の利点と課題、課題解決のアイデア 

■大会中の利点と課題 

〇利点について 

 ・近世代アスリートの育成の機会になる。 

 ・インバウンド等、経済が活性してくると思う。 

 ・国際的な交流の場が増えることにより、視野が広がり良いまちができる。 

〇課題について 

・混雑が増える可能性がある。 

・宿泊場所が足りない問題がある。人材も不足である。 

・ボランティア不足も課題である。 

・1972 年の開催よりは大きな効果は期待できない。 

○課題解決のアイデアについて 

・新しい施設を建てず、既存の建物を利用する。 
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・トレーラーハウスを活用する。 

・東京.2020のように自主的な交通制限をする。 

・市民側の協力姿勢を作る。 

・外国人雇用、ニセコモデルを活用する。 

・他人事ではなく自分事であると啓蒙活動を持続する。市民へのメリットを説明する。 

 

■大会開催後の利点、課題、課題解決のアイデアについて 

○大会開催後のまちづくりの利点ついて 

・アクセシビリティへの理解が進む。 

・インフラの改善がなされる。 

 〇大会開催後のまちづくりの課題について 

・アクセシビリティの見直しをする。 

・キャッシュレスにする。 

・交通網の再整備を行う。 

・施設の利活用の計画が重要である。 

・使った後のケアが大事である。 

 ○大会開催後のまちづくりの課題解決のアイデアについて 

・今の観光地を使用する。 

 

 

③2030 年の札幌市のまちの姿（まちづくりのビジョン） 

■2030 年札幌市のまちの姿 

○未来のまちづくり・便利でかっこいいまちになる。 

・ごみ箱を増やすし、可愛くデザインする。世界共通のデザインにしても良いと思う。ごみの分別

を分かりやすくする。 

・ストレスなく暮らせるまちになる。 

〇テクノロジーの活用 

・自動運転をする。 

・5G の活用に先手を打てる。 

・自動化による人材削減が進む。 

〇生涯学習 

・図書館の充実が図られる。 

・教科書、ワークのタブレット化が進む。 

・テクノロジーとの融合が盛んになる。 

〇交通 

・地下鉄の乗り換えを分かりやすくする。 
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 〇健康 

 ・健康的なまちづくりを行う。 

 ・地下歩行空間を自転車で走る。 

 ・自転車レーンをつくる。 

 ・地下歩行空間を広げる。 

○2030 年の札幌市の未来について 

・記載なし 

  


