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(2) 大規模市民ワークショップ（9月 12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 

・経済効果大 

・生涯スポーツを盛んにしたい。 

・子どもたちに夢や感動を与えることができる。 

・障がい者への理解が進む。 

・バリアフリー化が進む。 

・子どもたちが冬季スポーツに興味を持つようにする。 

・1972 の思い出があるので今年も効果がある。 

・イベントに対するワクワク感がある。 

・後世に残るレガシーが市民生活にプラスになる。 

・72 年の時と同じように札幌・北海道の発展になる。 

・1972 年の実績の通り、町のインフラが整備される。 

・72 年のオリンピックをきっかけに街づくりがされた街だから。 

・今後の都市開発、経済発展のきっかけになる。 

・案内看板の外国語対応が進む。 

・札幌のマチの魅力を世界に発信できる。 

・日本の良さを伝える場となる。 

・72 年のオリンピック時に整備されたであろう施設が再利用されるのが嬉しい。 

・施設の改修が進む。 

 

■どちらでもない理由  

・記載なし 

 

■効果がない理由 

・メリット効果もあるがデメリット（施設の利用など）もあると感じる。 

・冬季大会は世界的に開催地が限られている数少ないチャンスだ。 

・1998 年の長野県民はどう思っているのか。 

・72 年の時のオリンピックハウスのようなものが半壊で残っているので 20 年の五輪大会に対して

も不安だ。 

・オリンピックがまちづくりのきっかけである必要性がない。 

・将来世代の大きな負担になる。 

 

 

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 
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〇利点について 

・北海道中にオリンピック効果を波及させるきっかけになる。 

・観光客の増加が見込まれる。 

〇課題について 

・交通機関から離れている施設が多い。 

・ボランティア警備員の不足が起きる。 

・財政負担の増加が見込まれる。 

・ホテル不足が起きる。競技場周辺にもないホテルが無いことが予想される。 

・冬の交通は渋滞が起きやすい。 

〇課題解決のアイデア 

・人不足は外国人で補う。 

・ホテル不足は小学校を休みにして教室を宿泊地として開放する。 

・ボランティア整備員の不足は有働活用の促進の場とする。 

・ホテル不足はキャンプ地の充実で補う。 

・交通インフラの整備による千歳や周辺都市の宿の利用を活性化させる。 

・既存施設の改修にこだわるのではなく将来的な街づくりを根本から考える。 

・老朽化している道営・市営住宅を建替え、選手村に利用しその後、市民道民に開放する。 

・ホテル利用に廃校を利用する。 

・仮設住宅の活用を進める。 

・JR 北海道と市交通局次第だ。 

・子どもも含め市民が街づくり計画に携わる。 

 

■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 

・まちづくり機会の創出が可能だ。 

・札幌～帯広間のインフラ整備が進む。 

・不自由な人たちの住みよい環境になる。 

・バリアフリーの充実が図れる。 

・子どもが興味を持ちやすい歴史ができ、札幌への愛が深まる。 

・国際規範の大会が増加する。 

〇大会開催後のまちづくりの課題について 

・交通機関から離れている施設が多い。 

・縮小傾向にあることを踏まえたまちづくりが進む。 

・まちづくりが一時的なものになる。 

・施設の維持管理ができるのか。 

・北海道新幹線をふまえた街づくりができるのか。 

・オーバーツーリズムが起きるのではないか。 

・大会後の施設利活用が可能なのか。 
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○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 

・冬季のナショナルトレーニングセンター（NTC）として利用できる施設を作る。 

・施設の多目的化、ウインター以外の利用ができるようにする。 

 

 

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について 

  ○環境 

・リサイクルの普及、ゴミの出ない町になる。 

 ○コミュニティ 

・Mayii アプリの普及が進む。 

・子どもが安心して暮らせる環境になる。 

・子どもたちの遊べる場所が増加する。 

・高齢化世帯見守りシステムが構築される。 

・町内会の加入促進がなされる。 

・老若男女問わずの助け合いができる。 

 ○自然 

・ジビエ料理が一般化する。 

・野生動物と人間共存のルール化がなされる。 

 ○街中の環境 

・融雪路の充実がなされる。 

・生活エリアに雪がなくなる。 

・地中電柱が普段の光景になる。 

・エアコン助成金が出る。 

・太陽光パネルが全家庭に普及する。 

○最新技術 

・ドローンが現在より普及する。 

・オリンピック会場に行かないで５Gの TV で観戦する。 

・e-sportsの普及が進む。 

・完全なキャッシュレスになる。 

・外国語の自動翻訳が進む。 
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 ○交通環境 

・中心地のエコタウン化（インフラ整備）が進む。 

・自動車、その他車両の流入禁止が進む。 

・高速道路の循環化（北区-中央区-南区-西区）がなされる。 

・鉄道、バス路線を軸としたまちが構築する。 

・市電の札幌駅延伸の工事が完了する。 

・丘珠空港ジェット化がなされる。 

・どこでも乗り捨てできる自転車のシステムが普及する。  
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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 

・招致は投資につながる。 

・大きな投資はお金が循環する。 

・道外からの来客者が増える。 

・スポーツ大会で参加した都市に再度行きたいと思ったから。 

・未来を担う子どもたちのためになる。 

・世界平和を願う人々のためになる。 

・経済効果・インフラ整備の点で札幌市がこれから変わっていくきっかけになるのではないか。 

・札幌市のことを多くの方々に知ってもらえ、観光面での効果が期待できる。 

・現在進行中の札幌市で行われている再開発もオリンピック開催時期を目標にしているものが多い。 

・インフラが整備され経済効果が期待できるから。 

・新しい建物ができそうなので、活性化されると少々思う。 

・一時だけのにぎわいで終わりそうだ。 

・「まちづくり」への具体的ビジョンがわかりづらい。 

・帯広・ニセコなど札幌市以外の道内広域のビジョンはできているのか。 

 

■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 

・交通渋滞の緩和が出来る。 

・選手村の分散化を図れる。 

・アイヌ文化を PR する機会だ。 

・北海道の魅力を PRする機会になる。 

・インフラ整備が進む。 

・地下鉄延伸ループ化が叶う。 

・新幹線を早期に開通できる。 

・子どもに夢を与える。 

・知名度アップにつながる。 

・観光客増加につながる。 
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・海外との交流が盛んになる。 

〇課題について 

・まちづくりへの具体的ビジョンがわかりづらい。 

・札幌以外の地域へのビジョンはあるのか。 

・雪への対策、道路の除雪などはできているのか。 

・交通渋滞への対策が必要だ。 

・人材確保（ボランティア）はどうする  

・宿泊先の確保はできるのか。 

・どうやってアイヌを知ってもらうのか。 

・一般市民生活への対策は練られているのか。 

・円滑な運営を可能な限りしてほしい。 

・高齢者の理解を得るにはどのようにするべきか。  

・民間資金をもっと引き出すにはどのようにするべきか。 

・テロ対策をするべきだ。 

・冬のバリアフリー対策は大会までに整うのか。 

○課題解決のアイデアについて 

・ホテルや交通費の高騰をやめて民泊を多くの人に利用してほしい。 

・子どもの入場料をできるだけ安くする。 

・除雪ボランティア、排雪をしっかりとする。 

・ボランティア（学生）をするメリット（競技が見られるなど）を与える。 

・アクセス道路の充実を図る。 

 

■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 

・子どもへ夢を与える。 

・知名度アップで観光客が増える。 

・海外との交流が促進される。 

・バリアフリーへの理解が進む。 

・民間施設でのバリアフリーが進む。 

・案内サインの多言語化がなされる。 

・経済効果に期待できる。 

・札幌外の会場へのアクセス向上が進む。 

・ウィンタースポーツ人口の増加が起きる。 

〇大会開催後のまちづくりの課題について 

・一時のにぎわいで終わりそうだ。 

・施設の維持、利活用をどうするか。 

・自然環境の保護が維持できるのか。 

・働く場所など今後も札幌に残ってもらえる方策を打ち出さなくてはいけない。 
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・冬のバリアフリー対策をするべきだ。 

・除雪への問題が残っている。 

○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 

・ファンドを募る。 

・世界大会など大きな大会を誘致する。 

 

 

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について 

〇進化した。 

・定山渓地区の有効活用を図る。 

・歩行空間に動く歩道ができる。 

・空中周廊の整備がされる。 

〇雪に負けない。 

・雪の多さを活用した雪国の先進都市となってほしい。 

・札幌は雪が多いので今以上に地下通路が充実してほしい。 

〇もっと便利 

・中心部に喫煙所を増やしてほしい。 

・保育所や託児所の整備・待機児童が減少してほしい。 

・自動運転技術の活用がなされる。 

・券売機でのキャッシュレス化が推進される。 

・全踏切が高架化する。 

・地下鉄・高速道路のループ化がなされる。 

〇もっとつながる 

・地下歩行空間のループ化がなされる。 

・高層建築物が増加する。 

・空港アクセス進化や新幹線開通による、道外との境界線の破壊（シームレス化）が進む。 

・丘珠空港と外国航路をつなぐ。 

・新幹線が全道の都市までつながる。 

・新千歳空港へのアクセス向上、丘珠空港のハブ化がなされる。 

・丘珠空港の整備（道内オリンピック用、防災の拠点）が進む。 

○2030 年の札幌市の未来ついて 

・“世界のあこがれの街”として札幌の市民が胸を張って札幌の良さ（大自然・人の良さ・食・きれ

い）を海外の人たちと自然に交流していること。 
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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 

・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 

・新設会場がなく再利用という方向性だから。 

・海外を中心に札幌の認知度が高まることで集客・輸出が増える。 

・札幌市民の国際感覚、意識を高めるきっかけとなる。 

・子どもたちの未来に貢献する。 

・経済が活性化する。 

・経済効果（インフラ、雇用、観光）に期待できる。 

・オリンピックを機に既存施設の改修や街の整備を行うことでまちの若返りが期待できる。 

・街がきれいになる。 

〇課題について 

・選手村分割によるセキュリティーの人員体制負担が増える。 

・ボランティアだけでなく雇用での確保も必要だ。 

・機運をどう高めていくか考えられているのか。 

・地元選手の育成がなされている。 

・ボランティアの意識運用の問題がある。 

・財政負担が懸念される。 

・ボランティア管理者の育成が出来るのか。 

・長野との分散より手稲で実施できないのか。 

・本当に予算内で開催できる。 

・予算が適正なのかわからない。 

・コストパフォーマンスの高い大会にするようにしてほしい。 

○課題解決のアイデアについて 

・雇用スタッフとボランティアの線引きを明確にしてほしい。 

・子どもにわかりやすい情報提供をしてほしい。 
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・東京オリンピックの結果をしっかり検証する。 

・東京オリンピックを子どもに体感してもらう。 

・札幌市だけでなく国費も活用する。 

・東京便など丘珠空港の利活用を検討する。 

 

■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 

・競技施設の活用を図る。（大会後も様々な場面で活用できる施設をこの機に整えることができる。） 

・札幌の街づくりをしていくためには活性化が必要、また老朽化した施設などの修繕や交通インフ

ラの整備をするためには費用も発生する。冬季オリパラに向けた準備で大きな効果が見込める。 

〇大会開催後のまちづくりの課題について 

・若年人口の減少で開催後が心配（インフラの利用も含め）。 

・除雪が間に合うのか。  

・人口減少によって施設利用も減るのではないか。 

・新千歳空港⇔札幌間のアクセスが向上する。 

・インフラへの過剰投資になる。 

○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 

・トップチームの合宿誘致による機運（地域交流）アップがなされる。 

・スポーツの魅力発信広報強化がなされる。 

・教育（学校）でスポーツに触れる機会を増やす。 

 

 

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について 

〇交通・インフラ 

・雪害を減らして日本一住みやすい都市になる。 

・無駄スペース・イメージアップがなされる。 

・交通機能（特にバス）の集約化がなされる。 

・ファッショナブルに地下鉄がループ化する。 

・札幌中心部へのアクセスが良くなる。 

・ホテルなど宿泊施設の建設が加速する。 

・もっと道内観光のハブ拠点になる。 

・高齢者が増えているのでバリアフリー化が進む。 

〇冬季スポーツ・子ども 

・スポーツに関する校外学習時間が増加する。 

・公園でもっと子どもが遊べるようになる。 

・人口減少を見据えてこれから新政策する公立小中学校施設には「まちづくりセンター」を併設す

る。 
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・学校教育への民間団体企業が参加する。 

・人のつながりによって便利と不便が共存する。 

〇市民意識 

・多くの外国人が快適に暮らしている。 

・人口があまり減っていない。 

・若者が多くて活気がある。 

・外国人が確実に増えている。 
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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 

・やらないよりやった方がいい。 

・まちづくりは目標が必要だ。 

・施設の充実化を図る。 

・札幌オリンピック以降札幌は発展した。 

・2030 年のオリンピックに向けたインフラの再整備ができる。 

・前回のオリンピック施設が今も使われている。 

・交通インフラの整備が整う。 

・バリアフリー化が進む。 

・国際化する。 

・ウィンタースポーツが発展する。 

・冬季スポーツをやるきっかけになる。 

・雇用創出があり札幌の人口減にストップがかかる。 

 

■どちらでもない理由 

・記載なし 

 

■効果がない理由 

・地域の人が多く来て支障が出る。 

 

 

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 

・札幌市外都市の活性化がなされる。 

・多くの人が訪れ市内にはお金が落ちる。 

・経済効果がある。 

・観光客を中心に経済活動が盛んになる。 

・世界に札幌をアピールする機会になる。 

・世界的に札幌を知ってもらえる。 

・スポーツを見るきっかけになる。 

・インバウンドが増加する。 

・外国人との交流のチャンスが増える。 

〇課題について 

・交通機能を確保できるのか。 

・会場までのアクセスが困難だ。 
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・ホテル交通網がひっ迫する。 

・宿泊先の問題がある。 

・除雪問題が未解決だ。 

・渋滞が起きる。 

・札幌市民自体が盛り上がらないことが多いので市民が盛り上がれる形で進めていけるか。 

・決済システムの構築が充実する。 

・10 年先雪が適切にキープできる。 

・短期間地域気象予測が可能になる。 

・海外の方とコミュニケーション取れるのか。 

・札幌名物をもっと押し出す必要がある。 

・通常の仕事が出来なくなり、市内中小企業の経済活動に影響が出る。 

○課題解決のアイデアについて 

・札幌市内企業エルコムの提供する機器に融雪を頼む。 

 

■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 

・通常であれば長い時間がかかるものがオリンピックにより早く進む。 

・都市システムの再構築がなされる。 

・インフラの整備により生活が良くなる。 

・スポーツ施設の利便性が良くなる。 

・除雪意識の向上が図られる。 

・公共機関のサイン多言語化（インバウンド貢献）が進む。 

・札幌が好きになり居住者が増える可能性がある。 

・観光客が増加する。 

・札幌のブランド化により色々な大会やイベントの誘致にプラスになる。 

・バリアフリー化、ユニバーサルデザイン化する。暮らしやすさや観光が促進する。 

〇大会開催後のまちづくりの課題について 

・盛り上がりを継続できない。 

・新しい施設などはオリンピック後の活用をしっかりと見据える事（費用面も）が大切だ。 

・大会後メディアセンターの活用方法が問われる。 

○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 

・中小企業を巻き込んでアイデアを出す。 

・オリンピック施設を老人介護施設にする。 

 

 

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について 

・中心地以外の活性化が進む。 
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・大通公園を全面歩行者天国になる。 

・モエレ沼公園にスキーリフト、そりコース（モエレ沼公園の冬季の有効利用）ができる。 

・地下歩行空間が広がってほしい。 

・公共交通機関で円状にも移動できる。 

・大通公園のロータリー化によって交通渋滞をなくす。 

・大通公園、豊平から円山までつなげる。 

・ドームのジャンプ競技場地下に市民も通年滑れる CCコースが出来る。 

・外の県や国へ行きやすい環境であってほしい。 

・サイクリングロードが便利になる。 

・白石と豊平川をサイクリングロードでつなげる。 

・冬でも安全な交通が確保できる。 

 ○道路環境 

・定時除雪ができる。 

・短時間地域天気予報できる街になる。 

・住みやすい街（盆踊り、祭り、古き良き昭和、寛容、隣人が助け合う）になる。 

・人が優しく思いやりのある街になる。 

・健康都市札幌として市民がスマートウォッチを持ち、健康がチェックされる。無駄な医療費がか

からない。 

・ボランティア活動など 80 歳でも働ける環境になる。 

・自家用車が必要ないまちになる。 

・災害の少ないまちになる。 

・画期的な除雪システムができて道は当然ですが家の前も除雪しなくていい札幌になる。 

・除排雪の充実が図られる。 

 ○人的資源 

・観光地としての注目度が上がる。 

・大規模イベントを増やす。 

・定住人口が減り、交流人口が増え、移住者が増える。北海道で生まれ育った人間の割合が下がる。  
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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 

・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 

・テロ対策を考えるきっかけになる。 

・他都市で開催された事例を見てインフラ整備につながる。 

・1972 年の札幌開催の時に整備されたインフラを今も使っている。 

・オリンピックムーブメントによって夢を与えられる。 

・世界中から多くの人々が訪れる機会になり、SNS時代の情報発信、波及力が生まれる。 

・国内、海外からの来札者が増え、経済効果が上がる。 

・インフラが充実する。 

・まちがきれいになる。 

・外国人をもてなすことに慣れる事ができる。 

・まちの PRになる。 

・既存施設の整備に良い。 

・障がい者に対しても優しいまちづくりが進む。 

・まちづくりをみんなで考えるきっかけになる。 

〇課題について 

・ゴミが増える。 

・市民や企業がオリパラにどう関わっていけばいいのか。  

・施設整備費の積算根拠が不明確だ。 

・まちづくりとオリンピック施設との関連性が不明確だ。実際の駅前まちづくりのプランとのつな

がりがわかりづらい。 

・海外からの来訪者が多く、トラブルがあると外国人に不快感を持つ人もいる。 

・市民の参加・他国市民の参加で大会を盛り上げる事の難しさを感じる。 

・インフラ整理や整備が足りるのか。 

○課題解決のアイデアについて 
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・外国人対応ができるボランティアを多く配置する。 

・外国人が多く集まれる場所を作る。 

・暖かい環境下で観戦する。（特に夜間のパブリックビューイング） 

・夜の観光資源にして来場者を増やす。 

・子どもが来たくなるような楽しい仕掛けを作る。 

 

■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  

・再利用を意識した開発整備が出来る。 

・オリパラを機につながった人々の SNS ネットワークは札幌の資産になる。 

・開催後も世界中からの観光客などが来ることにより札幌市や北海道における経済効果もあるので

はないか。 

〇大会開催後のまちづくりの課題について 

・維持管理が大変だ。 

・PPP による施設整備財政負担を減らす。 

○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 

・行政だけでなく企業の参画によって維持管理を継続させる。 

・イベントの積極的な誘致を図る。 

・インバウンドなど観光客が利用しやすく、来やすい環境を作る。 

 

 

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 

・新たな創生川の役割が生まれる。 

・道路全面ロードヒーティングが出来る。 

・高コストで渋滞を引き起こす市電は NG、循環バスに変わり電車通りは二車線になり、電線は埋設

され美しい街並みになる。 

・大通西 4丁目交差点の開発が進む。１Fを広くつなげ冬でも屋内ビアガーデンがある街になる。 

・地下鉄が伸びていない場所へのインフラができている。 

・スポーツとアートのまちが都市（札幌）のブランド化の看板になる。スポーツ文化としての定着、

スポーツとアートの融合が図られる。 

・地下鉄の拡充が進む。  

・地産地消が進む。 

・若い人が働ける場所、機会を作る。 

・札幌ドーム、新月寒体育館などを中心にその一帯をスポーツパークとして市民が集う場所になる。 
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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 

・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 

・老朽化したインフラの再整備の場になる。 

・交通網の充実が図られる。 

・公共施設が充実する。 

・IT 化イノベーションが進む。 

・国際化が進む。 

・カーリングでは使っているが、他種目でも AI技術が進む。 

〇課題について 

・経費削減ばかりでなく、投資すべきことにはしっかり投資しないと効果はない。 

・道内全体で機運を上げるのが必要だ。 

・市民が冬季スポーツに興味あるのか。 

・民泊を進めるには言葉が問題だ。 

・市内が混み合う。 

・冬季スポーツはお金がかかる。 

・冬は寒い。 

・地元のスターが必要だ。 

・オリンピック＝ハード面のまちづくりは既に前回の五輪大会で終わった。 

・冬のスポーツはルールが難しい。 

○課題解決のアイデアについて 

・大学生でボランティア参加した学生への参加付与をなにかしら与えるべきだ。 

・SNS で情報発信する。 

 

■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 
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・冬の楽しさが確立される。 

・大会後にも施設が使える。 

・バリアフリー化の推進、共生社会の実現がなされる。 

・長野県オリンピックでは 1998 年に健康県、住みたい県のイメージがついた。同様のことが札幌で

も起きるのではないか。 

・札幌市への関心が高まる。 

・観光客アップなど経済効果が生まれる。 

・国際スポーツ都市が創造される。 

・スポーツ文化の醸成が進む。 

・経費削減の意識が生まれる。 

・新しい街並み（再開発など）になる。 

・まちを誇りに思うきっかけになる。 

・市民の国際感覚が向上する。 

・いろんな人を呼び込むことができる食と観光の充実を図れる。 

〇大会開催後のまちづくりの課題について 

・クラブチームを有効活用できるか。 

・夏季五輪も札幌で行おうとするとインフラ整備がより求められる。 

・中心部に人、モノが集中する。 

・インフラは十分整っていると思う。 

・居住人口スポーツ人口の減少による施設の活用機会の減少が起きる。 

○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 

・教育の中でもう少し冬季スポーツを増やす。 

・他の国際大会を続けて誘致する。 

・e スポーツの振興がなされる。 

・クラブチームを作る。 

・夏季の施設の活用をする。 

・自然エネルギーを使う施設が出来る。 

・小さい子からお年寄りまで VR を使ってどこでも体験できる。 

・障害のある人のスポーツ振興をする。 

・札幌近隣都市も一緒に考える。 

・英語を使えるよう教育する。 

・インフラのすき間を埋める。 

・SNS で情報発信する。 

・地下鉄がループ化する。 

・日常的にスポーツを習慣づける。 
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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について 

〇交通のあり方 

・冬の交通渋滞の緩和を図る。 

・車社会からの離脱をする。 

・SAPICA、JRの相互利用できるよう、交通局と JRが仲良くなる。 

・自転車の走りやすい道路の整備がなされる。 

・除雪の自動化、高度化する。 

〇インフラ 

・乗り換えが不便だ。 

・地下鉄に自動の車いすスロープを作る。 

・雪と触れない交通網が発達する。 

・地下道が拡張する。 

〇雪の資源化 

・雪発電ができる。 

・雪冷房ができる。 

・雪だるまの販売が行われる。 

・雪で桜の開花を遅らせる。 

・札幌市内どこでもスポーツを楽しめる。 

・スノーパークを作る。 

・新月寒体育館、ドーム周辺にスポーツと防災巨大融雪施設が出来る。 

・AI の最先端都市になる。 

・自転車の活用ができる。 

・丘珠空港 LCC 乗り入れが出来る、地下鉄と直結する。 

・AI 化で障がい者の雇用が促進される。 

・健常者と障がい者の共生が促進される。 

・健康寿命が延長する。 

・障がい者に優しいインフラが整備される。 

・健康福祉の先進都市になる。 

・札幌の子どもの学力、体力が日本一になる。 

・冬に遊ぶ機会を増やす。 

・ウィンタースポーツを充実できる気候を確保した札幌市になる。 
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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 

・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 

・景気が回復する。 

・札幌でしかできない競技がある大会になる。 

・札幌市の再開発事業が加速する。 

・インフラの再整備が進む。 

・新幹線並びに、道路網の整備ができる。 

・子どもたちに世界に目を向ける契機になる。 

・市民が成長する。 

・ボランティア精神が向上する。 

・スポーツ、運動をする人が増える。 

・海外、世界に興味を持つ人が増える。 

〇課題について 

・大会運営におけるボランティアの不足が起きる。 

・札幌中心部に駐車場がない。 

・交通機関における一般市民への影響が出る。 

・選手村が分散していると交流できるか。  

・開催中の環境問題（特にゴミ）はどのように対応するのか。 

・温暖化による雪不足が起きないか。 

・外国人が医療を受ける際の問題に対応できるのか。 

・治安の悪化が懸念される。 

・一般市民の言語問題に対応できるのか。 

・ウィンタースポーツになじみのない人にどう興味を持たせるか。 

・札幌市民だけでなく道民全体に波及できるのか。 
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○課題解決のアイデアについて 

・有償ボランティアにする。 

 

■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 

・市民の成長する機会になる。 

・市民が積極的に観光の情報提供などに協力してくれる。 

・札幌（北海道）外に就職しようと考えている人たちが道内に残る。 

・インバウンド増大、北海道全体に効果がある。 

・観光地が増えて「レガシー施設活用」について考える場になる。 

・市の「サイン」が見やすくなる。 

・観光地のアピールにつながる。 

・札幌市を今以上に世界にアピールできる。 

・札幌だけでなく北海道に来る人が増える。 

・冬だけでなく夏の大会を考えるきっかけになる。 

〇大会開催後のまちづくりの課題について 

・負の財産が遺る。 

・人気、競技者の少ない会場は廃墟化するのではないか。 

・大会後のホテルは余るかもしれない。 

・既存施設を改修しても耐用年数はあまり変わらない 

・札幌一極集中化が悪化する。 

・継続的にするため、オリンピックで終わりにしない次を考える。 

○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 

・ラグビーワールドカップを解決の糸口にする。 

・インフラの整備などで便利になった札幌へまた来てもらう観光政策を考えておく。 

・民間が利益を生むビジネス案を公募する。 

 

 

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について 

〇大通公園 

・ビアガーデンが安くなる。 

・切れ目なくイベントがある。 

・冬もビアガーデンがある。 

〇地下鉄 

・地下鉄の拡大がなされる。 

・東豊線～丘珠空港間に地下鉄が敷かれる。 

・北広島まで地下鉄が延線する。 
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〇地下 

・動く歩道が設置される。 

・歩道道路に雪がない。 

・交通機関が雪の影響を受けない。 

・夏冬でも歩ける回廊が中島公園まで伸びる。 

○技術革新 

・都心部に高速道路の JCがある。 

・空飛ぶタクシーが普及する。 

・ドローンでデリバリーすることが一般的になる。 

・スーパーと提携し、タクシーで物を運ぶ。 

・買い物難民の救済がなされる。 

・商品がドローンに乗っている光景が一般的になる。 

・Dr.ヘリを増やす。 

〇科学技術 

・圏外がなくなる。 

・GPS で把握する。 

・カギやクレジットカードを体に埋め込む。 

・人手不足から酪農の IT化が進む。 

・仕事の在宅化（テレワーク）から自由時間の確保につながり、日中のにぎわいが起きる。 

○高齢者 

・高齢者がセカンドライフを送れるようになる。 

・健康寿命が長くなる元気な老人の施設の充実が図られる。 

・働く、住むから呼び込む政策に変わる。 

・医療費、学費ゼロの政策から少子高齢化対策が抜本的に変わる。 

・既存、新規施設におけるバリアフリー化が進む。 

・都心居住が促進される。 

・シェアハウスが一般的になる。 

・コンパクトシティになる。 

〇自然と eco 

・自然（木々）であふれている。 

・エコな街になる。 

・巨大なクマ牧場ができる。 

〇防災 

・災害に強い都市になる。 

・事業継続計画の充実が図られる。 
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○まちの様子 

・市業務で民営化できるものは民営化する。 

・外国人だらけ（インバウンド、コンビニ、レストラン）になる。 

・札駅集中化から都心の見直しが図られる。 

・札幌と地方のアクセス改善がなされる。 

・札幌ドームの（活気ある“嵐”のような）運営をする。 
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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 

・世界へ向けた札幌の PR（インバウンド Up,観光 Up）がなされる。 

・バリアフリーの整備（誰でも住みやすい札幌へ）が進む。 

・交通インフラが整備される。 

・経済波及効果が期待できる。  

・外国人受け入れの姿勢が整う。 

・市民一人一人のまちづくりへの意識が高まる。 

・国内・海外問わず多くの人が訪れるため経済効果が期待できる。 

・既存の施設をほとんど使うとはいえ、その周辺の整備や外国人受入れ対応などまちづくりが変わ

っていくと思うから。 

 

■どちらでもない理由 

・施設次第だ。 

・ウィンタースポーツのイメージ訴求がなさなれる。 

・多少インフラ投資（空港、宿泊）はあるだろう。 

・各業界への経済効果は期待できる。 

・オリンピックを開催し、まちづくりに効果があるかどうか不明だ。 

・イメージがわかない、できない。 

・札幌の魅力を発信するチャンスになる。 

・予算（使い道）が適正なのか。 

・インフラ整備が進むと思うが、人口減少の中、必要な施設ではない。 

・開催後の負担が少なからずあるのではないか。 

 

■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 

・バリアフリーの整備がなされる。 

・誰もが住みやすい札幌になる。 

・市民一人一人のまちづくりの意識が高まる。 

・各業界への経済効果は期待できる。 

・国内外の人が訪れるので経済効果はある。 

・世界に向けた札幌のＰＲが出来る。 
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・外国人観光客の受け入れ姿勢が整う。 

・子どもたちに夢を見てもらう機会になる。 

・健康志向の向上になる。 

・札幌の魅力を発信するチャンスだ。 

・交通インフラの整備がされる。 

〇課題について 

・施策次第である。 

・まだイメージがわかない。 

・既存の施設を使うが、周囲の整備含めインフラ整備が進むが、人口減少の中で必要な施設なのか。 

・開催後の負担が少なからずある。 

・人口減少の中財政負担が大きくなるのではないか。 

・予算が適正なのか。 

・人手不足（建設・ボランティア）が起きる。 

・寒さ対策は万全なのか。 

○課題解決のアイデアについて 

・告知機会を増やす。 

・招致する意義、価値を市民間で共有すべき。 

・具体的なメリット、デメリットを発信する。 

・議論の場づくりをする。 

・収入の計画をしっかり行う。 

・地味な（負担の少ない）開催をする。 

・海外からの人の受け入れ体制整備（ボランティア）をつくる。 

・海外の言語対応（通訳など）は十分なものにできるのか。 

・海外より労働力として来訪してもらえないか。 

・新しい観戦の仕方を提案する。 

・会場の映像を鮮明に見られる技術を提案する。 

・観客の映像を会場に投影する。 

 

■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 

・記載なし 

○開催後の課題 

・記載なし 

○課題解決のアイデア 

・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について 

・これからインフラを維持していけるだろうか。 

・物流インフラの早急な整備をする。 

・札幌駅、大通、「すすきの」の他に新たな次の活動拠点が生まれる。 

・飲食以外の目玉がある観光地の多い街になる。 

・子どものうちに世界を体感させ、札幌の良さを知り発信力を養う。 

・雪国であることが内外ともに喜びと楽しみを感じることができる街になる。前向きに雪と共存す

る。 

・人口減少し、高齢化する。 

・都市とはかけ離れた各地域が出現する。 

・自助や共助が働きやすいベースがありもっと自立した人が住み、支えあう町になる。 

・民間任せにしない、市職員の育成が進む。 

・VR ありきの生活になる。 

・AI、VR、自動運転など今人がやっていることがなくなっている。 

・AI や IoTが進むことで人でしかできないことを再認識し、人と人が認めあえる街になる。 

〇交通インフラ等 

・右折レーンの効果的な整備がされる。 

・新幹線開業札幌～東京間が 4 時間弱になる。 

・道外の人にとって、もっと札幌が身近な街になる。 

・札幌に国際空港が出来る。 

・丘珠空港の有効活用がなされる。 

・駅、中心部まで高速道路を伸ばす。 

・地下街が伸びる。 

・動く歩道ができる。 

・車を運転しなくても楽にどこでも行ける街になる。 
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 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 

・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 

・観光客、インバウンドが増える。 

・子どもたちに夢を与える。 

・世界的イベントなので PR 効果は絶大だ。 

・一世一代のイベント札幌市民は嬉しい。 

・観光都市としてさらなるきっかけになる。 

・外国へのアピールが出来る。 

・外国人観光客のさらなる増加が見込まれる。 

・インバウンドが増加する。 

・2030 年に向けて市民に意識の変化が期待される。 

・良いおもてなし、バリアフリー、ウィンタースポーツへのチャレンジの場になる。 

・キャッシュレス化が進んで情報環境が向上する。 

・市民の外人慣れが進む。 

〇課題について 

・防犯対策が進む。 

・テロの心配がある。 

・特殊なスポーツ施設のその後の利活用（アミューズメント化や工夫）はどのようになるのか。 

・余っている土地をどんどん有効活用する。 

・宿泊施設の確保が求められる。 

・治安が悪くなる。 

・寒さへの対応方法（雪が災害級になったら）が万全なのか。 

・ホスピタリティが足りない。 

・交通渋滞が起きる。 

・雪の多い札幌は車いすでススキノのまちを自由に移動できない。 
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・気候変動、冬の寒さへの対応が準備できるのか。 

○課題解決のアイデアについて 

・防犯カメラを増設する。 

・市からの助成金などで Wi-Fi があるのが当たり前になる。 

・ボランティアの戦力になる世代を今から教育する。 

・雪害への備えを普段以上に行っておく。 

・アプリの活用をする。 

・市民への浸透を意識する。 

・オリンピック・パラリンピックの日程をこちらで作る。 

 

■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 

・雇用創出の場になる。 

・札幌に安心して住みやすい。 

・前回において 72年の札幌オリンピックの際には地下鉄ができるなど札幌の街づくりに大きな変化

があったので同様の大きな変化（地下鉄延線など）に期待する。 

・バリアフリー化する。 

・経済効果がある。 

・ウィンタースポーツの振興がなされる。 

・丘珠空港の整備（ジェット化）が進む。 

・計画次第で効果に大きな差が出そうだ。 

〇大会開催後のまちづくりの課題について 

・具体的な構想が見えない。 

・財政的な制約がなされる。 

・市の財政確保が出来るのか。 

・市民に負担は及ばないか。 

・高度成長期ほどの効果が見込めるか。 

・開催後の宿泊施設は維持できるのか。 

○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・事前の費用対効果の検証 

・パラリンピックのバリアフリーを高齢化社会対応と上手にリンクさせてほしい。 

 

 

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について 

〇観光客（外国人）がたくさん 

・観光客が何度もリピートしてくれる街（ハワイみたいに便利で食べ物に困らない）になる。 

・海外直行便が増えている。 

・観光客 2018 年 245万人から 2030 年 500万人に増加する。 
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・丘珠空港の増便し、現在の 2 倍になる。 

・札幌から外国へのアクセス便利になる。 

〇多様化社会 

・北海道はアジアのスイスを目指す。アジアＮｏ.1観光立国になる。 

・外国人の人口比率が日本で最も多い都市（国際都市）になる。 

・寒いから住むのが大変だ。 

・東京大阪に比べて賃金が安い。 

・子育て家庭の支援が足りない。 

・札幌市内で不便はあまりない。 

〇自然との共存 

・人間と動物とＡＩが仲良く共存する。 

・自然と都市化の共存をする。 

〇ウィンタースポーツの普及 

・楽しく手軽にウィンタースポーツを楽しめる札幌になる。 

・地下鉄で行けるスキー場ができる。 

・スキー場に温泉、娯楽施設の併設ができる。 

・スキー、スキーウエア購入助成がなされる。 

・ナショナルトレセンなど、オリンピック・パラリンピックの強化選手の拠点となっている。 

・オリンピック選手を育てている街という意識を市民全体で感じる。 

・（子どもたちの間で）気軽なウィンタースポーツが流行している街になる。 

・チューブ滑り場、スノーホッケー、雪合戦場等、新しいスポーツができる。 

〇若者のまち・医療のまち 

・札幌に人々が集中していく中、老人が増え医療が進む。 

・少子化に歯止めがきいた若い人があふれる街になる。 

・若者が魅力を持つような仕事がある。 

・外国人も若者も安心して働ける場所になる。 

・テレワークの推進がなされる。 

〇語学力の向上 

・教育の充実（特に高等教育）が図られる。 

・留学生がたくさん来る札幌になる。 

・英検取得都市 1 位になる。 
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○その他 

・IT 先進都市になる。 

・災害が起きても即座に復旧できる街にしたい。 

・地下鉄が伸び通勤ラッシュが緩和される。 

・バリアフリー化された街になる。 

・都心部を空中回廊で結ぶ。 

・通勤しないでみんなが働ける都市になる。 

・温暖化が進み降雪量が減る、その結果除雪が効率的になり冬の交通が楽になる。 
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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 

・上手にまちづくりする前提なら効果がある。 

・市民の様々な意識変化が起きる。 

・経済的効果がある。 

・住みよい街になる。 

・自分のまちを誇りに感じる市民が増える。 

・交通網が整備されるから通勤などが便利になる。 

・施設も新しくなって利用しやすくなる。 

・多くの人とお金が来るので効果がある。 

・オリンピックを意識したまちづくりが行われる。 

・子どものスポーツ意欲が向上する。 

・健康寿命延長に向かう。 

・交通インインフラが整備される。 

・短期的には盛り上がるだろうが長期的な効果影響はわからない。 

・世界的に「SAPPORO」と注目を集めるが、受け入れ体制（ホテルや外国語対応など）が整っている

か心配だ。 

・街づくりに有効かどうかは今後の札幌市次第だと思う。 

 

■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 

・経済効果がある。 

・人とお金が集まる。 

〇課題について 

・治安は大丈夫か。 

・他のイベントと重なり、ホストシティとして機能するのか。 

・宿、言葉対応は可能なのか。 

・期間中の観戦以外の楽しむ場少ない。 

・新幹線の開通が間に合うか。 
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・北海道全体への波及効果はあるのか。  

・今ある施設だけで不足しないのか。 

・インフラ整備（宿、交通網、会場施設）の対応が間に合うのか。 

・バリアフリー化の取り組みが必要だ。 

・財政問題が残されている。 

・ゴミ問題（環境への影響）の対策は練られているのか。 

○課題解決のアイデアについて 

・小中校で英語教育がなされる。 

・開催後も使える宿などの施設を作る。 

・外国人労働者受け入れをする。 

・ふるさと納税をする。 

・クラウドファンディングで対応する。 

・AI 対応をする。 

 

■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 

・経済効果がある。 

・交通網が便利になる。 

・施設などまちのリニューアルが進む。 

・世界的に PR 効果あり。 

・市民の意識が変わる。 

・市民のまちへの誇りを醸成する。 

・子どものスポーツ意識が向上する。 

・健康ボランティアの意識が向上する。 

〇大会開催後のまちづくりの課題について 

・どうまちづくりに活かすか。 

・短期は盛り上がっても中長期的に維持できるのか。  

・開催後の維持管理コストはどれほどになるか。 

・若い人たちに借金を残すことになる。 

・開催後の施設の活用方法（特に特殊な施設）は検討されているのか。 

・北海道内の空港などの経済効果をもっと広げる。 

○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 

・今後の札幌市の対応次第だ。 

・北海道全体に効果を出す。 

・開催後のビジョンを作る。 

・災害に強い街づくりをする。 

・テクノロジー、AI、ICTが発達する。 

・防災とテクノロジー（自動運転除雪など）が進化する。 
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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について 

〇安心なまち 

・医療の充実したまちになる。 

・災害に強いまちになる。 

・弱者（小さな子、身体弱い）に優しいまちになる。 

・北海道ならではの自然との付き合方を生み出す。 

〇民度の高いまち 

・助け合えるようなコミュニティの形成がなされている。 

・オリンピックを経験して民度を上げる。 

・人に寛容になる。 

〇最先端のものを持つ（とんがれる分野を持つ） 

・ICT 先端都市、実験都市になる。 

・AI が普及する。 

・レジや受付が機械化する。 

〇ダイバーシティー共生都市 

・外国人を含めて人が増えている。 

・雇用がある。 

・人が残っている。 

・移住しやすいまちになる。 

・共存する社会になる。 

〇サステイナブルなまち 

・食、資源、エネルギーが持続可能な社会になる。 

・札幌の自立がなされている。 

〇冬も快適な暮らしの実現 

・冬の道歩きやすくなる。 

・歩道と一軒家の玄関先の除雪が進む在り方になっている。 

・冬なのに路面に雪がない除雪排雪の新システムが開発されている。 

・雪とうまく付き合い快適な暮らしのある札幌になる。 

・雪とのかかわり方がポイントである。 

・雪は資源でもあり課題でもある。 
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〇交通 

・都心部は車の通行を禁止にしてバスと商用車のみにしてほしい。 

・自転車と歩行者のみの自転車専用道路を整備してほしい。 

・車の無い札幌の都心になる。 

・人も減るので思い切ったビジョンを描くとよい。 

・コンパクトシティが進めばできると思う。 
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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 

・ウィンタースポーツの振興がなされる。 

・観光客が増加する。 

・新しいインフラが整備される。 

・まちがリニューアルする。 

・ICT など新しい産業ができる。 

・人材の育成がされる。 

・バリアフリー化が進む。 

・スポーツ人口が増加する。 

・指導者の輩出がなされる。 

・未来への夢と希望が持つことが出来る。 

・ワクワク感がある。 

・札幌からスポーツのスペシャリストを育成する。 

・注目度上がる。 

・多くの企業がオリンピックマネーで潤うので経済効果が大きい。 

・新技術を活用したまちづくりができる。 

・大会後に生まれた世代が五輪の恩恵を被った実測がある。 

 

■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 

・サービス業、運送業、建設業の仕事が増える。 

・子どもたちが夢と希望を持てる。 

・まちの規模感コンパクトになる。 

・国際性が高まる。 

・子どもたちのウィンタースポーツに対する関心度が UP する。 

・バリアフリーの徹底がなされる。 

・パラリンピックについての認識が深まる。 

〇課題について 

・交通、インフラが動くかどうか心配だ。 
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・大会中の交通渋滞が起きる。 

・治安の悪化、テロが発生する可能性がある。 

・雪国ならではのバリアフリー不足がある。 

・ボランティア不足が起きる。 

・来訪者に対してのホスピタリティの不足が発生する。 

・市民、ボランティアの語学力が足りない。 

・ボールパーク北広島、JR 苫小牧との連動がなされないとうまく運営されないのではないか。 

・会場周辺の地域住民の不便さが顕在化する。 

・オーバルを改修期間は使えない。 

・新築の場合の方が長期的には安い場合もある。無理やりな改修になってないか。 

・施設の一局集中が起きる。 

○課題解決のアイデアについて 

・テレワークを推進する。 

・地下鉄の無い区には是非地下鉄の整備をするべきだ。 

・モノレールを環状線状に敷く。 

・地下鉄環状線になる。 

・10 年後に向けた小中高大への協力を要請する。 

・各団体への動員をする。 

・大会後施設の多目的利用を今から考える。 

 

■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 

・スポーツ施設が新しくなる。 

・スポーツ指導者育成できる。 

・ウィンタースポーツの普及が進む。 

〇大会開催後のまちづくりの課題について 

・施設の利活用がなされる。 

・人口が減少する。 

・施設の老朽化を防ぐケアを維持できるのか。 

・財政難になるのではないか。 

・地価の値下がりが起きる。 

・ウィンタースポーツ選手の育成施設がない（NTCの冬バージョン）。 

○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 

・施設を一般開放してほしい。 

・施設の利用と食を結び付けたまちづくりが進む。 

・会議、被服費、リニューアル施設の外観の見直す機会になる。 
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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について 

〇ビジネスのまち 

・人材育成がなされる。 

・スポーツ選手のセカンドライフを確立する。 

・JRA 未利用期間の活用を検討する。 

・中央市場の中に市民、インバウンドを呼び込めるにぎわい広場をつくる。 

〇スポーツのまち 

・スポーツビジネスが成立するまちになる。 

・スポーツイベントがたくさんある。 

・子どもがあこがれるプロスポーツ選手がいる。 

・夏でも滑れるスキー場が作られる。 

・雪を利用した体験施設づくりをする。 

・気軽にスポーツを楽しめる。 

・競技人口を増やすことでスポーツ用具の物価下げる。 

・巨大スポーツ施設（夏、冬ともに）ができる。 

・市内中心部でもウィンタースポーツを楽しめる環境が VR、ARを使ってでも整備される。 

・スポーツ全体の活性化がおきる。 

〇インフラ整備 

・札幌市内全てをカバーする地下鉄が開通する。 

・サイクリングロードの充実が図られる。 

・電柱の地中化、震災対策がされる。 

・都心部の自家用車乗り入れ減少する。 

・歩いて楽しいまちになる。 

・観光スポットが充実する。 

〇共生社会 

・多国籍の人たちの共生社会が生まれる。 

・北海道全体の経済効果が向上する。 

〇冬に力を発揮する町 

・雪による交通渋滞が減る。 

・雪に強い札幌になる。 

・地下鉄が整備される。 

・除雪、融雪の技術が向上する。 

○その他 

・タックスヘイブンになる。 

・教育費が無料になる。 

・福祉施設が充実する。 
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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 

・競技場が整備される。 

・交通関係が整備される。 

・経済効果がある。 

・札幌が世界に伝わる。 

・国外からたくさん人が来る。 

・施設が整備される。 

・子どもの教育へ活用される。 

・インフラの改善が進む。 

・自分の住む町を愛するきっかけになると思う。 

・既存施設の改修（特に真駒内公園内競技場）が進む。 

・建物、交通、観光など需要が増加する。 

・社会資本の整備が今後維持費としてコストになる。  

・施設設備の更新ができる。 

・新たに冬のスポーツや文化に興味を持つ人ができる。 

・経済的にも多くの利益が出ると思う。 

・海外や国内の人にも札幌や北海道魅力を伝えることができる。 

・田舎暮らしの付き合いができる大都会札幌を世界に伝えたい。 

・町内会長に給料を払うきっかけになるかもしれない。 

・外人に対するコンプレックスをなくす機会になる。 

・外国人の魚を食べる様子を見る（世界は魚食ブーム、日本は魚離れ）機会になる。 

 

■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 

・除雪に良い効果がある。 

・交通の整備が良くなる。 

・子どもに活きた感動体験を与えると思う。 

・ウィンタースポーツの魅力が発信される。 
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・既存施設が更新される。 

・市内バリアフリー化進む。 

・国内外の来外者が増える。 

〇課題について 

・市民の負担が大きくなるだろう。予算見込みが信じられない。 

・テロ、安全面の対策が行き過ぎる結果にならないか。 

・新幹線開通が間に合わないから、吹雪など新千歳空港だけでは対応できない。 

・鹿対策を考える。 

・通勤など不便になる。 

・市民生活に不安がある。 

・来場者規模予想できない。 

○課題解決のアイデアについて 

・新しい技術を入れ対策する。 

・利点を明確に市民に伝える。 

・市民に向けた翻訳アプリ講習などを開く。 

・札幌、雪の魅力を知ってもらう。 

・雪で作れるものは雪で対応する。 

・オリンピック専用の交通を準備する。 

・選手以外の観光客には仮設で対応できるものを考える。 

・札幌市で仮設ホテルを作る。 

 

■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 

・2030 年問題を考えているのか。高齢者の事を考えているのか。 

・結局維持費に費用が掛かると思う。 

○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 

・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 

・市民と外国人が楽しめるまちになる。 

・気軽にレジャーを楽しめるまちになる。 

・ウィンタースポーツが充実する。 

・地下設備が発展する。 

・働き方改革が進む。 



 

179 

 

・地域のコミュニティを強くする。 

・道路整備（バリアフリー化、自転車用道路）が進む。 

・貧富の差が解消する。 

・事故の無い自動車、交通機関になる。 

・病院の待ち時間がゼロになる。 

・自然エネルギーが活用される。 

・医療が発展する。 

・ロードヒーティングが完備される。 

・天候に左右されない交通網ができる。 

・福祉が充実する。 

・国際化（インバウンド増多文化都市）する。 

・芸術文化の中心都市になる。 

・災害に強いまちになる。 

・雪を最大限活用する。 
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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 

・国際都市として知名度が向上する。  

・スポーツ振興が促進する。 

 

■どちらでもない理由 

・記載なし 

 

■効果がない理由 

・レガシーの活用ができるか不安だ。  

・冬の公共交通がさらに混乱する。 

 

 

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 

・国の予算が引き出せる。 

・新たなまちづくりが進む。 

・オリンピックが来る町に住んでいることが自慢になる。 

・競技人口が増加する。 

・老朽化したインフラ、ライフラインが一新される（かもしれない）。 

・取り組みがなかなか進まなかったものを前進させる力になる。 

・整備された施設などはこれからの観光にも役に立つ。 

・子どもたちの夢も増える。 

・観光客が増加する。 

・便利になる。 

・一時的に経済効果が上がる。 

・技術開発が進む。 

〇課題について 

・200 万人都市としてインフラ投資が現状では少なすぎる。 

・新たな競技会場目玉がない。 

・テロ対策警備の問題がある。 

・通信環境問題がある。 

・社会保障とのバランスをどうとるかが課題だ。関連業界への課税で解決できる。 

・天気に影響される。 

・財政負担がどのくらいの重さか検証しなくてはいけない。 

・宿泊施設が不足する。 
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・維持管理が負担になる。 

・オリンピックのための施設になってしまう。 

・国際観光都市としての利便性が不足している。 

・バスが 3社バラバラで情報もまとまっていない。 

・人の受け入れ施設は用意できるのか。 

・観光客、住民の混雑が起きるが、市内のアクセスは問題ないのではないか。 

・競技場までのアクセスをわかりやすくする。 

・丘珠も使うなら地下鉄のアクセスを良くする。 

・空港とのアクセスを改善するべきだ。 

○課題解決のアイデアについて 

・テロ対策に対する新システムを導入する。 

・フリーWi-Fi などを整備する。 

・住宅のみならず都市機能向上のための投資を海外から呼び込む（リターンを工夫）する。 

・事前に投資すべきもの、しなくてもいいものについて市民を交えて検討する。 

・地域で何が必要かを考えオリンピックでどう使うか考える。 

・冬嫌いな人も行きたくなる企画にする。 

・バス情報をアプリで見られるようにする。 

・バスがあと何分で来るかわかる待合所を作る。 

・選手村を地下鉄駅そばに造る。 

 

■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 

・インバウンド客にとって道内各地へのアクセスの良さと都市観光を充実する。 

・トラムシステムを欧州並みにアップグレード、スピードアップし機能性を向上する。 

・道民、札幌市民の自然、スポーツ、健康志向の増進、向上する。 

・閉じこもらず動く冬になる。 

・交通問題（公共交通、自転車）が急速に改善してエコシティにする。 

〇大会開催後のまちづくりの課題について 

・今ある施設や商業には大きな効果があると思うが終了後が不安だ。 

・不人気種目の施設維持（仮設、取り壊し）が課題になる。 

・新規施設を作ったあとの利用方法はどうなるのか。 

・宿泊施設も含めて財政負担が子どもや孫たちに負わすことになるかもしれない。  

○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 

 ・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について 

〇ハード面 

・地下鉄福住駅と札幌ドームをつなぐ空中自動歩道（チューブ型）が出来る。 

・渋滞、転倒の無いまちになる。 

・地下空間が充実する。 

・高齢化対策（バリアフリー化）が完備されている。 

・バリアフリーが進んでそれが観光の目玉になればよい。 

・ツーリストが使いやすくアクセスが容易な輸送手段が構築される。 

・チカホの一層のネットワーク化が推進される。 

・丘珠空港へ地下鉄が延伸される。 

・今より高い建物はいらない。 

・地元企業が地元小中校への支援が当たり前の社会（スポーツなどの支援）になる。 

・イベントでも何にでも使えるようなスペースができる。 

・地下歩行空間が延伸する。 

・大型室内施設を作る。 

・伝統文化も市民、観光客の人たちにたくさん触れられるまちになる。 

・海外客所有の住居が市内各地に増え、滞在中生活を楽しめる。 

・取り外しが容易で携帯しやすい雪道用アタッチメントが普及する。 

・コンパクトシティになる。 

・建物の高さが制限される。 

・緑地面積割合が義務付けされる。 

・脱自動車社会（自動車は所有しない、自転車利用が進む）になる。 

〇ソフト面 

・冬を楽しめる都市になる。 

・人（住民、観光客、障がい者、高齢者）に優しいまちになる。 

・ボランティア文化が一層向上（特にマネジメントを担当するレベルが向上）する。 

・観光客の人たちがまた来たいと思える街になる。 

・エクスピアリアンスツーリズムとして北海道のブランド化、その基地としての札幌のステータス

ができる。 

・観光都市として成熟するために北海道産物を世界に発信できる街にする。 

・雪まつり期に大通にクロカン大会が開催される。 

・音楽を中心にナイトライフ（ライブ、クラシック、伝統芸能）が充実する。 

・冬季スポーツをもっと身近に体験できる施設会場を充実する。 

・シニア世代も冬にスノーシューで散歩を楽しむ。 

・札幌といえば、を世界に発信する。 

・まちづくり生涯学習など“知る”意識が高まる。 

・札幌の歴史をきちんと知る（大人も学べる機会がある）。 
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・学校教育の場ではスキー学習は中学校までだ。スキーをやる機会減っている。  

・冬の文化が発展する。 

・雪まつり以外の冬のイベントを開催する。 

・冬を楽しめるまちになる。 

・国際大会、全国大会、イベントを誘致する。 

・冬の遊び場ができる。 

・おしゃれなまち（景観、デザイン）への関心を高める。 
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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 

・インフラ整備の 1つのきっかけになる。 

・経済が活性化する。 

・パラリンピックがあるため、また多くの外国の方が来るためユニバーサル化が進む。 

・バリアフリー化などが進む。 

・スポーツ施設が充実する。 

・スポーツ文化が醸成される。 

・ウィンタースポーツのまちとしてのイメージが向上する。 

・いまより良い街になるきっかけになる。 

・前回オリンピックで綺麗なまちができた。 

・世界の人たちが札幌に来てくれる。 

・PR の絶好の機会になる。 

・観光まちづくりへの展開を期待できる。 

・各競技に興味を持つ人が増える。 

〇課題について 

・周辺情報が少ない。 

・費用の負担はどのように検討されているのか具体的な話が無い。 

・ごく一部の利を得るのなら開催するメリットはないのではないか。 

・市民合意のプロセス（支出の詳細不明、情報不足）が不明だ。 

・外国人の受け入れ態勢ができていない。 

・市民がウィンタースポーツに興味があるのか不明確だ。 

・電力のループ化、多重化が不十分だ。 

・JR、バス、地下鉄の連携システムづくりが万全とはいえない。 

・札幌の大きさの割にスポーツ施設が少ない。 
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・外国語が通じにくいので教育の充実を図るべきだ。 

・1972 年は高度成長があったが、2020年は成長しきっている。社会情勢が違う。 

○課題解決のアイデアについて 

・現在ある施設の活用をする。 

・雪国ならではの技術を開発する。 

・札幌だけが盛り上がっていて道内への波及はどれくらいなのか検討する。 

 

■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 

・札幌市は観光のアピールを強化する。 

・子どもがスポーツのトッププレイヤーを目指せる施設を整備する。 

・子どもに国際性を教育する良い機会だ。 

・心のバリアフリー化を図る。 

・周辺の整備が地域を活性化する。 

・人的ネットワークを構築する。 

〇大会開催後のまちづくりの課題について 

・施設を活用できるのか。 

・交通インフラの費用負担は誰が担うのか。 

・ランニングコストがかかるが人口減による施設活用は維持できるのか。 

・レガシーとして残っているものに関して情報が少ない。 

○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 

・真に利用する人（シニア、障がい者）にとってのシステムを計画する。 

・国際交流を図る。 

・設備があるので子どもに対して活用する。 

・子ども市民が参加できる地域クラブチームを作る。 

・指導者の配置を検討する。 

・まちづくりビジョンをどんどん出してほしい。 

・札幌（スポーツ、観光）の体験に来る。 

・雪エネルギーの活用を考える。 

・除雪を充実する。 

・交通インフラがもっと整備されている。 

・地下歩行空間が充実している。 

・雪国ならではの技術を開発する。 

・雪、氷の再利用を考える。 

・基本インフラの見直しをする。絶対丈夫なまちにする。 

・スポーツ施設で観光収入を得る。雪かきを観光の一部にする。 

・札幌で受入れ口を増やして流入人口を増やす。 

・北海体験センターを作る。 
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・これからの人体験した人で社会人生の感動が違う。 

・今の施設を活用するので現状と変わらない。 

・国際交流人材つくりのチャンスとする。 

・有効活用を第一であれば心配ない。 

・いまのところ損得抜きで行う。 

 

 

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について 

〇防災 

・冬場の避難場所がある。 

〇交通が便利に 

・予約なしでいつでも自由に乗れるバス、電車の便がある。 

・天気に関係なく違う交通手段で便利になっている。 

・丘珠空港にジェット機がある。 

〇地下の活用 

・地下歩行空間の再編（ネットワーク化ループ化完全バリアフリー）がなされている。 

・地下歩行空間が拡張している。 

・地下鉄以外の地下の移動手段がある。 

〇都市活用 

・真駒内駅前が再開発している。 

・地域ごとに分散して活気がある。 

・都心に集中して便利になっている。 

・繫華街は防災など再開発が進んでいる。 

〇雪対策が進んでいる 

・除雪が進んでいる。 

・雪道でも動く車いすがある。 

・雪エネルギーの活用（資源）が図られている。 

〇観光、人口増 

・札幌市が北海道全体を引っ張るようなまちづくりが進む。 

・1 年中全国、世界から人が集まる。 

・イルミネーション、藻岩山ロープウェイの冬の夜景が観光スポットとして有名になる。 

・安心して子どもが産める環境と制度が出来る。 

〇自然を生かす 

・豊平川と緑地（環境改良された自然）が形成される。 
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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 

・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 

・観光客が増加する。 

・ボランティアが醸成する。 

・雇用が創出される。 

・ウィンタースポーツが振興する。 

・知名度が向上する。 

・子どもに夢を与えたい。 

・子どもたちにまちへの誇りを持ってほしい。 

〇課題について 

・治安が悪くなる。 

・ゴミが増加する。 

・オリパラの周知が足りない。 

・パラリンピックの振興が図られる。 

・予算の立て方が甘い。 

・財政負担が懸念される。 

・宿泊施設のキャパ（建設した方がいい）が足りるのか。 

○課題解決のアイデアについて 

・テレビでの発信をする。 

・小中で行うが体験で終わってしまうので大学などでの教育を強化する。 

・パラスポーツを普及する。 

・エネルギー転換が必要なので水素エネルギーの活用をする。 

・かかる費用を示してほしい。具体的な必要な理由があればお金をかけてもいいのではないか。 

・宿泊税（財政的な補助）を取る。 

・宿泊施設は市外にも必要だ。北海道全体でやっていけるといい。分散させたい。 
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・民泊、空き家を活用する。 

・子ども（幼稚園）の参加も OK にしてはどうか。子どもたちにも勉強になる機会だ。 

 

■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 

・インフラ整備が進む。 

・バリアフリーが推進する。 

・多様な価値観が創出する。 

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について 

〇子育て福祉・交通 

・疲れた人にやさしい街（イス、ベンチ休める場所がたくさんある）になる。 

・子育て支援（公園の遊具が充実してる）が充実している。 

・冬季でもバリアフリーに対応している。 

・老人施設が充実している。 

・空き家対策がなされている。 

・歩いて用事が足せるコンパクトシティ化がなされている。 

・モビリティが進化している。 

〇災害に強い 

・冬季の災害（雪害）に強いまちづくりが進む。 

〇国際交流 

・丘珠空港のさらなる利便性が高まる。 

・丘珠空港が国際化する。 

・外国人の増加にともなって適応環境が整備される。 

・３D になって現れるなど、リアルタイムで海外の人とつながる。 

・５G の次の超高速通信が可能になる。 

〇地下施設の充実 

・地下鉄が郊外に延伸してファイターズの球場へ行ける。 

・地下鉄駅が増える。 

・超大型複合施設ができる。 

〇スポーツ振興 

・スポーツが身近にあるまちになる。 
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・ポロクルに準じたサービスが冬はノルディックスキーにスケートにも対応する。 

・大型スポーツ大会などスポーツ施設の利活用が進む。 

〇夢のあるまち 

・おもしろいことに全力で取り込めるまちになる。 

〇雪害に対応したまち 

・自動除雪機が普及する。 

・雪がないといい。しかし雪がないとオリンピックが困る。 

〇エネルギー 

・水素エネルギーを活用したまちになる。 

・水素活用先進都市になる。 

・公共交通は全て水素バスになる。 

○労働力 

・ロボット化が進む。 

・労働人口が減っていくのでロボットを活用外国人労働者も増えていく。 
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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 

・インフラが向上する。しかし各インフラが整っているので限定的だ。 

・競技の周知がなされる。知られていない競技が知れる。 

・市のブランド化が図れる。 

・国際化が進む。 

・札幌オリンピックがなかったらここまで発展しなかった。 

・何か大きな理由があると活動しやすい。 

・何もやらないよりは効果が少しある。 

・まちづくりが進む。 

・都市の名前が大きく出る国際大会は他にない（ブランド向上につながる）。 

・将来に向けたまちづくりが進む。 

・レガシーを未来に活かせる。 

・参加した人が思いを共有できる。 

・競技人口が増えても練習施設が足りなくなる。 

 

■どちらでもない理由 

・記載なし 

 

■効果がない理由 

・他の競技でも使える夏冬に対応した施設設計にする。 

・税金、利用料などトータルで考える必要があるが施設の活用を考える。 

・練習の機会も増えるように企業の支援も考えてほしい。 

・会場となる施設は新しくなるが、他のスピードは変わらないと感じている。 

 

 

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 

・子どもたちがワクワクする。札幌の子どもが世界レベルのスポーツを見られる。 

・インフラが再整備される。 

・経済効果が生まれる。 

・スポーツに対する意識が向上する。 

・競技関係者観光客が増加する。 

〇課題について 

・通常の生活がしづらくなる。 

・交通渋滞、交通事故が起きる。 
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・テロが起きるかもしれない。 

・細かい計画性を問われる。 

・使われない施設の維持にかかる費用の無駄が生まれる。 

・労働者が不足する。 

・障がい者の方の安全なまちづくり（車道歩道の充実）が進む。 

・負のレガシーが生まれる。 

・施設の不足、価格の高騰が起きる。 

・交通機関、小売店など現金しか使えない。 

○課題解決のアイデアについて 

・キャッシュレスを推進する。 

・施設の名前を企業に売る。 

・他の競技にも使える施設を整備する。 

・スポーツと食のコラボをする。 

・設備を企業に作ってもらう。 

・複合施設を進める。 

・施設の再利用を図る。 

 

■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 

・道内の冬のスポーツ人口が増大する、健康が推進される。 

・ウィンタースポーツ振興を図れる。 

・札幌市、競技の知名度が上がる。 

・施設が新しくなる。 

・札幌以外の観光客が増加する。 

〇大会開催後のまちづくりの課題について 

・施設の維持費がかかる。 

・まちが変わるふるさとが変わってしまう。 

・スポーツを始めたい子どものサポートは十分にできるのか。 

・外国人への対応力が必要だ。 

○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 

・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 

〇教育文化のまち 

・AI に支えられた共生の街になる。 

・教育環境の多様化が推進される。 
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〇車を所有しなくてもいい街（MaaS） 

・人がつながる交通インフラ（ループ化）が出来る。 

・コンパクトシティ化する。 

・交通が便利になる。 

・高齢者、障がい者が冬に外を歩かなくても済むまちになる。 

〇自然と都市の共生 

・災害に強い街になる。 

・自然豊かなまちになる。 

〇産学官連携のまちづくり 

・企業の理解が進む。 

〇スポーツできる環境づくり 

・積極的にスポーツに関わる。 

・スポーツだけでなく食、観光、遊びも楽しめる施設ができる。 

・オリンピックの試合が家でも VRで見られる。 

○その他 

・地域の特色を鮮明にする。 
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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 

・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 

・本物が見られる。 

・スポーツに楽しめるまちづくりが進む。 

・国際的なイベントなどの費用対効果がある。 

・学生たちの目標や夢が広がる。 

・交通アクセスが改善する。 

・新幹線の延伸が進む。 

・アクセスの利便性が良くなる。 

・人が集まる。 

・知名度が上がる。 

・札幌の PRになる。 

・北海道を知ってもらうきっかけになる。 

〇課題について 

・たくさんの人手とお金がかかる。 

・予算が不足した場合どうするか。 

・大会後のボランティアの活用をどうするか。 

・ボランティアが不足する。 

・外国観光客の言葉の問題が起きる。 

・大会期間中の瞬間的に増加する人口に街が耐えきれるかわからない。 

・リピーターが増大する。 

・治安対策が十分に練られるのか。 

・警備防災に対する意識が低いのではないか。 

・人、車の混雑が生まれる。 

○課題解決のアイデアについて 
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・翻訳アプリで解決する。 

・小学生もボランティアに参加する。 

・ユニフォームにスポンサー名を入れて OK にすることで予算が増える。 

・子どもたちが興味を持っても実際にウィンタースポーツを体験できる機会が少ないので市でもっ

と体験機会を増やしてほしい。 

・札幌市だけでなく北海道全体でスポーツ大会の招致をする。 

・予算の執行状況を公開する、監査する。 

・キャッシュレス化による犯罪防止を推進する。 

 

■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 

・街のインフラが整備される。 

・街の発展につながる転機になる。 

・人口減少の対策が打ち出せる。 

・バリアフリー化が進む。 

・エレベーターが増える。 

・会場の新しい利用価値が生まれる。 

・競技施設が整備されており経費削減できる。 

〇大会開催後のまちづくりの課題について 

・継続的な取り組みをする。 

・オリンピックを契機に札幌でのスタートアップを増やせるか。 

・国内外の企業に札幌の利便性をいかにして知ってもらうか。 

・10 年 30年 50 年後の北海道の在り方を描けているか。 

・大会後の施設の財政負担はどうなるのか。 

・施設が 100％再利用できるわけではない。 

・札幌だけのインフラ整備なのか。 

・使用が少ない施設の維持費が大きい。 

○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 

・地場企業が IT 活用をする。 

・VR 等のエンターテイメントや楽しさを訴求する。 

・オリンピック期間外の北海道の PR 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について 

 ○バリアフリー 

・ボランティア登録センターを創設して活用する。 

・積雪期でも安心して外出できるようにする。 
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・高齢化でも安心安全に生活できる街になる。 

・年齢問わず外出できる街になる。 

・バリアフリー化拡充で障がい者の活動領域も拡大する。 

 ○スポーツ 

・スポーツ人口を増やす。 

・子どもがスポーツを楽しめるまちにする。 

・道内競技者の支援をする。 

・アスリートの PR の仕組みを作る。 

・アスリートを呼び込む。 

 ○交通アクセス 

・市電化が進む。 

・丘珠空港の小型ジェット化利用が促進する。 

・地下鉄丘珠空港駅を作りビジネス都市にする。 

・交通移動手段が多様化する。 

・地下鉄の外回り線ができる。 

 ○産業 

・地元企業が中心になって街づくりする。 

・地産地消が実現する。 

・生産人口比率が上昇する。 

・企業、起業向けの広報活動が推進する。 

・札幌の街をもっと PRする。 
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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 

・個人レベルでいろいろな立場、役割で、オリンピックに関する何かを行うことになる。 

・人（子ども、スポーツ人口）が変化する。 

・インフラ整備が大きく変わる。 

・あれから 47 年になる札幌五輪の例を見ても経済効果が現れている。 

・観光客が増加する。 

・まちづくりを推進させる貴重で稀有な契機となる。 

・札幌から生まれる外国の方々とのビジネスマッチングの機会になる。 

・外国人が多く来ると思われるので、誰にでもわかりやすい表示になる。 

・何も決まっていない現状でプラスもマイナスもあると考える（今のところ効果があるかはわから

ない）。 

 

■どちらでもない理由 

・記載なし 

 

■効果がない理由 

・冬のスポーツは道具が必要で費用が掛かるため、選手育成が困難である。 

 

 

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 

・体力向上が見込まれる。 

・子どもから大人へ健康教育を行う機会になる。 

・ウィンタースポーツへの興味を持つきっかけになる。 

・スノーマラソンの周知の場となる。 

・民宿を利用してもらう機会になる。 

〇課題について 

・施設の見直しを図る。 

・観光客の滞在するホテルの確保ができるのか。 

・PR をどうするか。 

・外国人（宗教、食、文化）に対する対応は十分に取ることができるのか。 

・言語の問題をどのように乗り越えるのか。 

・五輪大会を子どもの教育に反映できるのか。 

・AI,スマホ教育環境を実際に行えるのか。 
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○課題解決のアイデアについて 

・ボランティアの受け入れ制度を変える。 

・研修など、市の制度を用いて会社で制度化する。 

・民法などの受け入れを簡単にする。 

・ホテルよりは民泊（空き家活用）を優先的に利用してもらう。 

・市民で作るオリンピックにする。 

・学校を宿泊施設にする。 

・日本の文化を伝えるチャンスだ。 

・外国人が増加する。 

 

■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 

・今ある施設の改修や新築にする。 

・生活が変化する。インフラが向上し、観光客が増える。 

・色々な人が掲示物をわかりやすいと思える社会が構築される。 

・まちが変化するいいチャンスになる。 

・まちのリニューアルが図られる。 

・外国人を相手にしたビジネスが生まれる。 

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について 

〇スポーツ施設 

・冬を利用する。 

・全国、海外の人も使える。 

〇観光 

・雪の利用がなされる。 

・エネルギーのイベントがある。 

・野菜を観光客に勧める。 

・お勧めできるもの、建物、まちのシンボルがある。 

〇人、文化、楽しみ 

・子どもの育成環境が充実している。 

・外国語を話せる人材を育てる。 

・高齢者の楽しみがある。 
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・歴史を大事に伝える。 

・日本の文化、アイヌ文化を大事にして伝える。 

〇インフラ 

・空飛ぶ車が普及するなど交通が進歩する。 

・空港が市内にある。 

・地下鉄を市外までループ化する。 

〇住居、雇用 UP 

・外国人が住みやすい環境になる。 

・道外の人が移住したい街になる。 

  



 

199 

 

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 

・行政がこれをテコにして開発しようとしているので何等かの効果はある。 

・経済効果や観光が盛んになる。 

・交通に関する整備は今後無駄になることは無い。 

・まちの活性化が図れる。 

・観光客が増加する。 

・地域性を活かしたスポーツでの札幌市の PRと住みやすいまちになる。 

・札幌市民の利益が示されていない。 

 

■どちらでもない理由 

・記載なし 

 

■効果がない理由 

・施設も改修で十分だ。 

・新たなインフラとオリンピックの関連が見えない。 

・単発イベントで十分だ。 

 

 

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 

■大会中の利点と課題 

〇利点について 

・生で見せたい。見たい。 

・バリアフリー化が進む。 

・観光客が増加する。 

・新しいインフラができる。 

・ボランティアが増えている。 

・リアルタイムで見られる。 

・競技者人口が増加する。 

・雇用の促進が図られる。 

〇課題について 

・なぜ札幌で行う必要があるのか。 

・観光客のホテルが足りるのか。 

・情報が少ない。 

・詳細な予算や内容が不明だ。 

・治安が悪化する。 

・輸送手段が確保できない。 
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・市民目線による大会設営が可能なのか。 

・スポンサー料に見合った効果を出すべきだ。 

○課題解決のアイデアについて 

・札幌市民税を減額する。 

・施設利用の無料券を配布する。 

 

■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 

・土地の価格が上がる。 

・きれいな街に住みたい。 

・人口が増加する。 

・未来都市が実現する。 

・利便性が向上する。 

〇大会開催後のまちづくりの課題について 

・少子化する。 

・施設の維持費がかかる。 

・持続的な収益を考えなければならない。 

・丘珠空港の拡張を検討するべきだ。 

・市民生活の向上につながらない。 

○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 

・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 

・学研都市・日本版シリコンバレーになる。 

・インターナショナルな企業のオフィス街になる。 

・70 歳以上のタクシーの利用が無料になる。 

・住民税が減額され住みやすいまちになる。 

・子育て費用タダの街になる。 

・少子化対策が行われる。 

・助成金が拡充する。 

・食文化の多様化が進む。 

・インテリジェントシティになる。 

・ベーシックインカムが上がる。 

・北海道単独予算が付く。 

・リゾートの併設が各施設で行われる。 

・市長がミッキーになるなど、遊べる街になる。 
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・条例であおり運転も厳罰化する。 

・街角報知器が設置される。 

・札幌市創立記念日ができる。 

・エコバスが増加し、環境が改善する。 

・五輪塾が創設され、強化プログロムが常設する。 

○雪 

・雪がない。 

・除雪が強化される。 

・自転車が危ないので歩道と車道の整備がされる。 

・すべらない街が実現する。 

・市街地が無雪化する。 
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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 

・地下街の整備や老朽化したビルの再開発が進むと思う。 

・札幌の発展が期待される。 

・間近で選手を見られる。 

・都会のオリンピックに田舎の人が感動する。 

・インフラを整備（台風の影響を受けないように電柱を地下にすれば停電が起きない）する。 

・地下街を整備すると市民が使いやすくなる。 

・アクセスする環境が良い。 

・新幹線の有効な活用が推進される。 

・外国人や障がい者に便利なシステムなどがある。 

・効果はあるとは思うが、先進国で実収入がマイナスなのは日本だけなのに大丈夫なのか。 

・将来の世代に夢を持たせる。 

・インフラ整備負担が大きい。 

 

 ■どちらでもない理由 

・記載なし 

 

■効果がない理由 

・地域が活性化される。 

・残される施設がどういう資産かわからない。どこまでできるのか。 

・予算が膨らむのではないか。 

・オリンピックを開いたところで人口は増加しない。 

・1972年に開催されたオリンピックは一過性のイベントで終わったと思っている。未来の札幌にお

いて有形無形のレガシーとして残っていると思えない。 

・今まで見ていいところがない。利用するといっていたが施設は荒れたまま放置されている。 

・不安だ。 

・競技施設を札幌市内外に作ってオール北海道的オリンピックにしてほしい。 

 

 

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 

・インバウンドによって経済効果がある。 

・札幌をアピールできる。 

・スポーツに興味を持つ子どもが増える。 
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〇課題について 

・利用しない人が出てくるので改修する予算は確保できるのか。  

・十分なホスピタリティが足りない。 

・安全対策で予算が足りなくなる。 

・指導者の確保、選手の活動の場は十分にあるのか。  

・コストがかかる。 

・今現在の様々な再開発とのリンクできるのか。 

・防災、市民の課題解決を含めて話し合いできるのか。 

・交通渋滞が起きる。 

・市民が交通機関を利用できない。 

・地下鉄の整備が足りない。 

・外国人に対応できるお店が増えるか。  

○課題解決のアイデア 

・キャッシュレスを促進する。 

・外国人労働者を増やす。 

・価値が上がるように使えたらいい。  

・IOC から設備投資について詳しく詰めてほしい。 

・観戦料の調整をする。 

・行政または自治体がコントロールした民泊システムを構築する。 

・地下鉄は環状線を作るような形で整備する。 

 

■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 

・インフラ整備による大会後の住みやすさが向上する。 

・インバウンド増加による経済効果が見込まれる。 

・地方が活性化する。 

・バリアフリー化が進む。 

・駅、ホームでの環境が整う。 

・新幹線が来るため地方の整備されていないところも潤う。 

・外国人の集客が期待される。 

〇大会開催後のまちづくりの課題について 

・長期的収支の観点から赤字をどうしていくか検討する必要がある。 

・施設をどうやってうまく活かすか。 

・オリンピックと軍隊の関連性ということで、自衛隊と札幌オリンピックでの関係でどう関わって

いくのか。価値観を共有できるのか。 

・負の遺産をどのように生かすか。 

○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 

・施設利用回数を増やす努力をする。 
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・市が貸すことができれば有用だ。 

・投資に見合った利用をする。 

・今後の市民の生活をイメージしてどう使うかを考える。 

 

 

③2030 年の札幌市のまちの姿（まちづくりのビジョン） 

■2030 年札幌市のまちの姿 

〇安全 

・治安が良く移動がスムーズな市民生活が送れるまちになる。 

・すべての犯罪がなくなる。 

・都市に自然がたくさんある。 

〇福祉 

・小さいところに目が届くような人々が増え、困っている人を助けられる社会になる。 

・女性でも働きやすくなる。 

・福祉が充実している。 

・様々な弱者を含めてあらゆる世代が生きやすいまちになる。 

・病院が近くにある。 

・高齢者にやさしいまちづくりができる。 

・外国人にやさしいまちづくりが進む。 

〇冬 

・冬の生活の不便さを感じさせない街になる。 

・雪があって人をよけて歩かないといけない。 

・融雪道が増えてほしい。 

・除雪をもっとしてほしい。 

・冬でも外に出たくなるような街になる。 

・冬でも運動できるなど魅力的なまちになる。 

○その他 

・標識の整備 

・まちのガイド、ボランティアを増やす。 

・技術の進歩により利用可能な範囲で AI、ロボット化する。 

・放射線で人が入れないところに入ってほしい。 

・単純作業、仕事の一部をロボットに任せる。 

・新幹線のある生活が普及する。 

・函館―札幌間が近くなる。 

・冬夏イベントを多くする。 

・障がい者も一緒に参加できるようなイベントが増える。 
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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 

・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 

・経済効果が生まれる。 

・雇用が創出される。 

・障がい者に優しい街になる。 

・最新技術が普及する。 

・高齢者向けの社会になる。 

・選手育成のきっかけになる。 

・観光客の増大が見込まれる。 

〇課題について 

・チケット代が高い。 

・宿泊施設の不足が予想される。 

・テロ対策が十分か。 

・空港が狭い。 

・増税が予想されて心配だ。 

・温暖化による雪不足が懸念される。 

・人材不足が予想される。 

・警備員が不足する。 

・交通が渋滞する。 

・作った後の活用方法が考えられる。 

○課題解決のアイデアについて 

・選手が育成する機会になる。 

・英語教育の場になる。 

・札幌市へ企業を誘致する。 

・中小企業×行政の仕組み作りをする。 
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・市民の協力を得る。 

 

■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 

・新しい魅力を発掘する。 

・海外ともっとつながる。 

・市民の英語、外国語力が上がる。 

・ヒト・モノ・カネの動きが活発になる。 

 〇大会開催後のまちづくりの課題について 

・除雪道路整備が十分にされるか否か、疑問に思う。 

・人が集中するあまり職があふれる。 

・人が不足する。 

○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 

・観光地化する。 

・市民側の協力姿勢が出来る。 

 

 

③2030 年の札幌市のまちの姿（まちづくりのビジョン） 

■大会開催後の利点、課題、課題解決のアイデアについて 

〇環境問題 

・環境対応が向上する。 

・ゴミ対策が充実する。 

・市内でリサイクルへの意識が高まる。 

・自動運転が普及する。 

・水素エネルギーが一般的に用いられる。 

・ドローンの活用が促進される。 

・分散型エネルギーが普及する。 

〇誰もが過ごしやすいまち、美観 

・賃金格差が是正される。 

・税金が 1番低い街になる。 

・バリアフリーが一般的になる。 

・街中の施設では段差が減り、エレベーターが増える。 

・バリアフリーに特化した施設が増える。 

・美観、電柱の埋設が普段の光景になる。 

・エンターテイメントが豊富なまちになる。 

〇雪対策 

・雪の活用法が見いだされる。 
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〇道内連携 

・札幌が一極集中する。 

・道内各自治体と連携、リーダーの役なるまちになる。 

○その他 

・札幌ドームが活用される。 

・地下鉄東西線が延伸する。 

・世界からの企業誘致が増加する。 

・市民の仕事の機会が増え、新規雇用創出が見込まれる。 

・観光客が増える。 

・観光各種インフラが整備される。 

・外国への PR がなされる。 

・札幌の認知度がアップする。 
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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 

・他の都市よりも上質の雪に恵まれている（五輪大会は札幌に向いている）。 

・外国語知識が向上する。 

・インフラが向上する。 

・バリアフリーが向上する。 

・知名度が向上することで観光振興につながる。 

・周知が不十分だ。 

・計画が十分に練られていないため、はっきりしていないところがある。 

・今は東京オリンピックで注目されているが続くのか。 

・札幌の予算以外に国の予算が見込めるので普通整備に回らないところに予算が付くと思われる。 

・経済波及効果があるのではないか。 

 

■どちらでもない理由 

・周知の問題があるが、そもそも 2026年招致を目指していたことを知らなかった。 

・まちづくりは進み、発展する。 

 

■効果が無い理由 

・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 

・経済効果がある。 

・知名度がアップする。 

・除雪が整備される。 

・市街が整備される。 

・スポーツに興味を持つきっかけになる。 

・冬季スポーツ選手が増加する。 

・多くの子どもたちが身近で一流の動きを生で見られる。 

〇課題について 

・若者が減少する。 

・ボランティアが不足する。 

・ホテルスタッフが今もすでに集まらないのに大会のために更にスタッフを増やすことはできるの

か。 

・ホテルが不足している。 
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・宿泊のインフラ整備が大会までに間に合うのか。 

・地方との連携（宿泊施設など受け入れ体制の工夫）を十分に取れるのか。 

・ビジネスで来る方のホテル（空室、料金）が用意できるのか。 

・移動手段の確保（悪天候時のアクセス）が十分に行えるのか。 

○課題解決のアイデアについて 

・リュージュとスケルトンの体験機会を作る。 

・民泊の規制を緩和する。 

・ワーキングホリデーを作る。 

・北海道内でホストタウンを作る。 

・次期開催国との連携を図る。 

・外国人の積極的な招集をする。 

・ボランティアの報酬制度を構築する。 

・継続的な周知をする。 

・市外の宿泊施設の活用をする。 

・道としての招致をしていく。 

・ビジネス用部屋確保などホテル業界による協力を求める。 

・道または市からの金銭的サポートを得る。 

・宿泊のことも考えると競技も地方分散をするべきだ。 

・札幌市内での開催をする。 

・新幹線を延伸する。 

 

■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 

・観光地としての知名度アップが図られる。 

・大会会場へのアクセスが良好になりオリンピック後にも大会を誘致しやすい。 

・国際交流が増加する。 

・ウィンタースポーツが普及（誰もがやりやすい環境に）する。 

・冬季スポーツ活動の発展が見込まれる。 

・オリンピックを目指す子どもたちの強化のきっかけになる。 

・地下歩行空間の増設（ループ化）を図る。 

・市線を延長する。 

〇大会開催後のまちづくりの課題について 

・札幌市内エリアの格差の拡大が予想される。 

・オーバーツーリズムが起きる。 

・ブームとして終了してしまうのではないか。施設の恒久的継続的な利用ができるのか。 

○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 

・地方都市と協力して周遊できるようなツアーを作る。 
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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 

 ○天候 

・融雪口の普及が進む。 

・冬でも安心して歩ける。 

・除雪不要なまちになる。 

・オールロードヒーティング 

・天候に左右されないまちになる。 

・バリアフリーがより充実する。 

 ○スポーツ 

・市営、民間ジムを充実する。 

・市民の運動意識が向上する。 

・フィットネスがとして文化として定着する。 

・冬季のスポーツ、レジャーの充実が図られる。 

・冬の活動振興（気軽にできる事）をする。 

・街中でもウィンタースポーツを身近に楽しめる。 

 ○居住環境 

・住みやすいまちといえば、「札幌」になる。 

・まちが潤っている。 

・福利厚生が整う。 

・コミュニティがいっぱいある。 

・子どもが自由に過ごせる。 

・子育て環境が充実している。 

・公園などでも自由に遊べる、学べる。 

・オーストラリアのように BBQ ができる公園がたくさんある。 

・日本初国立公園都市ができる。 

・大通公園が東へ延長する。（創成東地区の開発） 

・南北の大型公園が整備される。 

・市内の開発がまんべんなく進む。 

・新幹線を見こした賑わいづくりがなされる。 

○交通 

・北海道一極集中への対応が出来る。 

・郊外のインフラ、アクセスが整う。 

・格差の無い交通インフラ（地下鉄延伸、ループ化）が敷かれる。 

・市内及び近郊 JR 踏切が全廃する。 
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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 

・インフラ整備が進む。 

・ソフト面で整備される。 

・交通面の整備に期待する。 

・まちづくりを考えるきっかけに子どもたちが夢を持てる。 

・海外客による経済効果がある。 

・競技者、観覧者が集まるので経済効果がある。 

・札幌にいながら国際交流が出来る。 

・知名度アップが図られる。 

・観光客が増加する。 

・スポーツへの関心が上がる。 

・健康が増進する。 

・施設のリニューアルが進む。 

 

■どちらでもない理由 

・初年度はいいがその後の施設の活用どうしてる。  

・元々は反対デメリットがわからない、判断できない。 

・整備費がどのくらいかわからない。 

・10 年後も見据える。1972 年の時とは状況が違う。 

 

■効果が無い理由 

・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 

・都市の価値を高める。 

・ホテルや交通・物販・飲食業界によって町が潤う。 

・国際交流が進む。 

・トップレベルの選手が見られる。 

・交通インフラの改善が進む。 

・大会後も市民生活に役立つ施設が作られる。 

〇課題について 

・まず誘致できるのかわからない。 

・費用が掛かる。 
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・宿泊施設足りるのか。 

・交通が混雑する。 

・冬の気象が心配だ。日程の設定が崩れるのではないか。 

・選手村をホテルで対応するのは難しいのではないか。 

・困っている外国人に対応する意識を改善する必要がある。 

・開催中普通の生活への影響が心配だ。 

・ボランティアをどう確保するか問題がある。 

○課題解決のアイデアについて 

・しっかりと予算を立てる。あとから膨らませない。 

・子どもの時からウィンタースポーツにふれてもらう。 

・開催場所を 2 回連続で行ってはどうだろうか。  

・空き家マンションなどの活用をする。 

・道内全域で連携を取る。 

・交通、宿泊グループに情報提供する。 

・宿泊や飲食業界、交通など市民からの情報収集をする。 

・ネットワークを強化する。 

・札幌流のおもてなしをする。 

 

■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 

・オリパラの規定に則った施設、都市の整備ができる。 

・インフラの整備が進み生活が便利で快適になる。 

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 

・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 

・高齢化に対応した仕組みづくり（施設や交通）をする。 

・交通のバリアフリーをする。 

・オリンピックで費用を使いすぎない。 

・公共交通費の安定化を図る。 

・市内を網羅する交通利便性の向上 

・交通の情報化（IoT 化）をする。 

・街中で Wi-Fi 使えるようにする。 

・生活利便性（ゴミ捨て場地下）が向上する。 
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・温泉熱を使って冬でも新鮮な野菜が手に入る。 

・道民の所得格差が解消する。 

・無人タクシーで道内各地から人を市内へ施設を使ってもらう。 

・冬期間の地下空間の活用をする。 

・コンビニなど売店は無人化（福祉などに人材を）する。 

・配達が無人化する。 

・子育てが終わった後のお母さんの働く環境を確保する。 

・10 年後もよさこいソーランまつりがあるといい。 

 ○高齢者対策 

・高齢者の生きがい作りをする。 

・高齢者と子どもの交流を促進する。 

・子育て世代への対応、行政サービスがきめ細かくなる。 
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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 

・記載なし 

 

■どちらでもない理由 

・利便性が向上する。 

・冬季スポーツが活性化する。 

・オリパラ時しか利用されないものの活用が推進される。 

 

■効果が無い理由 

・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 

・飲食店の来客が増える。 

・インフラ整備による仕事量が増加する。 

・交通インフラが整備される。 

・利便性が向上する。 

〇課題について 

・施設設備費がかかる。 

・障がい者のための施設が建てられるのか。 

・海外の人へ日本にルールをきちんと伝える。 

・日常生活への影響は出るのか。 

・知的障害の人への広報や社会の扱いは統一できるのか。 

・札幌中心の競技になると地方との連携が取れなくならないか。 

・宿泊施設の不足が起きる。価格が高騰する。 

・小中学生にももっと興味を持ってもらう。 

・学生のバイトが増える。学生の身分では実際オリンピックを見る時間がない。 

・人口減少しているのに 10 年後要員が不足しないか。  

・財政負担が心配だ。 

・外国語ボランティアの不足が起きる。 

○課題解決のアイデアについて 

・公共交通機関、トイレなどもっとわかりやすく伝える。 

・札幌だけでなく北海道にまた来てもらえる広告を作る。 

・授業の一環でボランティアをする。 
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・今までオリンピック運営していた層と別の層を使う。 

・市民との協働（ボランティア育成）を推進する。 

 

■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 

・経済効果が上がる。 

・観光客が増加する。 

・スポーツ施設が充実する。 

・冬季競技の振興が図られる。 

・札幌ブランドによる MICE の招致推進がなされる。 

・札幌の知名度が向上する。 

・人口減少の歯止めがかかる。 

・現在の市民にとってもより住みやすいまちになる。 

〇大会開催後のまちづくりの課題について・一時的ならないか 

・オリパラしか利用されないものの活用する。 

・また来たいと思ってもらえるリピーターを増やす。 

・翻訳機の普及、配布をする。 

・招致のためのまちづくりは招致に成功した後、長続きしないと思う。 

・招致関係なくまちづくりを進めてほしい。 

・大会後も継続する企業支援の手法を作り出す。 

○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 

・スポーツ振興（オリンピアン育成）が図られる。 

 

 

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 

〇人とまちのシステム 

・高齢化社会（交通、買い物難民・孤独）が出来る。 

・何もかもがバリアフリーになる。 

・環境に配慮、人にやさしい安心安全な街になる。 

・市民が健康である。 

・新幹線が開通する。 

・外国人の市民が増える。 

・子どもが減り団体競技のチームが作れない。 

・バイリンガルが増える。 

・ススキノの盛り上がる時間帯が変わる。 

〇景観とシステムの両立 

・美しい街並みが出来る。 
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・温故知新古い建物も大事にする。 

・交通網の拡充を図る。 

〇交通への要望 

・高速道路を大通まで伸ばす。 

・地下鉄のループ化がなされる。 

・交通の発展（北海道内全ての地域の特産品が入手できる）が期待される。 

〇雪の処理と活用 

・人工雪の施設が出来る。 

・雪はねをすみから隅まで出来る社会になる。 
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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 

・100 万人の積雪寒冷都市を世界にアピールするチャンスだ。 

・札幌市と近郊の発展に寄与する。 

・人口増加が見込まれる。 

・施設が整備される。 

・都心の道路が整備される。 

・世界に先駆けて最新インフラが試せる。 

・パラリンピックが開催されることにより、障がい者用の設備が整備され住民や観光客が利用しや

すい訪れやすいまちとなる。 

・建設、飲食、観光の効果が大きい。 

 

■どちらでもない理由 

・レガシーの整備が今後も維持されるのか。 

・観光客は増加するが大会中のテロや渋滞が心配だ。 

 

■効果がない理由 

・何をもって効果があるといえるのかわからない。 

 

 

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 

・札幌、北海道の知名度が向上する。 

・札幌の魅力が世界にアピールされる。 

・札幌市民としての気持ち、閉塞感が打破される。 

・お祭り気分に浸れる。 

・国際交流が推進される。 

・経済効果が生まれる。 

・施設のインフラ整備が進む。 

・高速道路新幹線の供用が前倒しになる。 

・交通網の整備が進む。 

・観光客の増加が図れる。 

〇課題について 

・テロ対策が十分に行われているか。 

・インフラ整備の人員不足が起きる。 

・地元民の観戦への意欲が低い。 
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・スキー場の改修による自然改変を行うのではないか。 

・予算が足りなくなるのではないか。 

・物価が上がる。 

・コスト面の充足をどうするか。 

・道路、公共交通の渋滞が起きる。 

・ゴミが増える。 

・ホテルが不足する。 

・人手不足によりホテルや飲食店、ボランティアや警備面で十分に対応できない。 

○課題解決のアイデアについて 

・子どものウィンタースポーツの利用料を安くする。 

・体験の場を増やす。 

・競技人口の増加を目指す。 

・初心者歓迎をアピールする。 

・競技ルールをわかりやすく説明する。 

・競技を始めるきっかけを増やす。 

・冬の引きこもりを打破する。 

・施設のスポンサー利用を促進する。 

・メディアを有効活用する。 

・市民と観光客が施設を使える前提で作る。 

・多目的利用で技術力をアップする。 

・競技の面白さを伝える仕組みが必要だ。 

・スポーツ用品の用具代を札幌市が助成する。 

・普段から治安問題に取り組む。 

・チカホでカーリングイベントをやる。 

・開催時間と通勤ラッシュを避けるようにして渋滞を解消する。 

・リサイクルを促進してゴミを減らす。 

 

■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 

・観光客が増加する。 

・インフラが残る。 

・子どもたちがオリンピックに接することができる。 

・経済効果が期待できる。 

・スポーツ人口が増加する。 

・利用可能施設が増加する。 

・市民の生活の質が向上する。 

・施設が有効活用される。 

・国際化が図られる。 
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〇大会開催後のまちづくりの課題について 

・使われない施設ができる。 

・使わない施設の維持費がかかる。 

・維持管理費を確保できるのか。 

・治安が悪化する。 

・公共交通の容量が不足する。 

・子どもたちに伝え続けられるのか。 

○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 

・気軽にウィンタースポーツを楽しめる場を増やす。 

 

 

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 

〇未来 

・長寿のまちになる。 

・企業、大学がグローバル化する。 

・医療費が無償化する。 

・おしゃれなファッション専門店が増える。 

・IT 企業シリコンバレー札幌版の発展が生まれる。 

・働きながら子育てしやすいまちになる。 

・人口 250万人になる。 

・何かしらの産業に特化したまちになる。 

・寒冷地方都市の世界的なモデルケース（ショールーム都市）になる。 

〇教育 

・多言語化する。 

・小学校教育から観光学を取り入れる。 

・環境問題の研究をもっと特化したまちになる。 

・マナーと民度が向上する。 

・インフラと心がバリアフリーになる。 

〇観光・国際化 

・海外からの観光客向けの標識やガイドブックなどの充実化を図る。 

・5 つ星ホテルがオープンする。 

・VR 観光が普及する。 

・移民を受け入れるまちになる。 

・観光客が増える。国際都市になる。 

〇町の景観 

・雪不足になる。  

・除雪排雪システムの高度化、AI活用が向上する。 
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・電線の地中化が進む。 

〇スポーツ 

・ウィンタースポーツにおいて社会人リーグがスタートする。 

・冬のナショナルトレーニングセンターが建設される。 

・雪まつりの後の雪遊び大会が本格化する。 

・冬季競技会の国際大会が増加し、札幌で開催される。 

〇チカホ 

・冷暖房システムが構築される。 

〇交通 

・路面電車が延伸し、郊外まで行ける。 

・地下鉄が延伸する。 

・地下鉄と JR の相互乗り入れが可能になる。 

・札幌空港新設し、コンパクトなまちになる。 

・道内他都市との移動しやすさ向上し、札幌で働き旭川に暮らすことができる。 

・自動運転、カーシェアリングが普及する。 
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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 

・開催による経済効果が起きる。 

・インフラの整備が進む。 

・設備が更新される。 

・札幌が世界から注目され民間投資などが活発になると思う。 

・夢をもう一度見たい。 

・経済効果が見込まれる。 

・障害のある方に希望を与える。 

・子どもたちへのレガシーになる。 

・観光客の増加など観光業への効果が大きそうだ。 

 

■どちらでもない理由 

・1972 年の時に大きく変わったので今回はそれほど変わらないのではないか。 

・新しく作るものより直すものが多そうだ。 

・オリンピック、パラリンピックありきのまちづくりでいいのか。  

・オリンピック効果を体験していない。 

 

■効果がない理由 

・今の話を聞いて、効果は薄いと思う、今後どのように考えて進めていくかによって大きく変わっ

てくると思う。 

・オリンピックによって残されたものがちゃんと管理されていない。 

 

 

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 

・札幌は全国的に見ても雪質がものすごくいいので、選手から見るととてもコンディションがいい。 

・ジュニアスポーツが活性化する。 

・様々なスポーツが身近になる。 

・子どものやる気を引き出す。 

・外国人観光客が増加する。 

・観光業が潤う。 

・世界の冬の競技を肌で感じることができる。 

・札幌の地名が全世界に発信される。 

〇課題について 

・交通の利便性が確保される。 
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・宿泊場所が足りない。 

・サインなどの外国語表記が増やす。 

・スキー競技の面白さ発信する。 

・宿泊価格が高騰する。 

・観光業での人不足が起きる。 

・駐車場が不足する。 

・交通機関が混雑する。 

・大会の盛り上がりがないのではないか。 

・進んで大会に関わろう、手伝おうとする人が少なそうだ。 

・ボランティアが学生しかいないのではないか。 

○課題解決のアイデアについて 

・ホテルを建設する。 

・企業としてオリンピック休日導入する。 

・ALL 北海道の意識で取り組む。 

・新規の交通手段で渋滞を解消する。 

・GPS を使った路線バス誘導システムを構築する。 

・小学校や空き地を駐車場にする。 

・ボランティアへ特典を渡す。 

・金銭的な援助をする。 

 

■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 

・冬夏共有できる施設なら残せる。 

・ウィンタースポーツへのハードルが下がる（参加しやすくなる）。 

・競技人口が増加する。 

〇大会開催後のまちづくりの課題について 

・予算が増大する。 

・施設の適切な管理運営（施設の維持、コストと人材育成）はできるのか。 

○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 

・自然を活かしたコースや環境を整備する。 

 

 

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 

〇交通 

・すべて歩いて移動できるようなまちのコンパクト化をする。 

・都心の地下通路が周遊できる。 

・陸路ではなく水路で移動する。 
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・札幌に新幹線が通っている。 

・10 区を 1つの交通で移動できる。 

・雪で交通機関が乱れることがめったになくなっている。 

・他の地方自治体との結びつきが強くなっている。 

・バス、タクシーの自動運転化が進んでいる。 

・コンビニ、スーパーが無人化する。 

〇世代交流 

・誰に対しても優しい街になる。 

・小学生とシニアの共在が出来ている。 

・四季ビルが建つ。 

・医療技術が発達し、AIによって遠隔でも自宅で治療できる。 

〇IT 

・コワーキングスペースが増える。 

・ユーチューバー大会が開催される。 

・ドローン活用でより迫力のある放送が流れる。 

〇教育、運動 

・街中にランニングコースが出来る。 

・融雪溝が増える。 

・冬でもにぎわいのあるまちになる。 

・雪国の楽しみを世界に発信する。 

・札幌ドームが毎日運動場みたいになり、スポーツ選手が増える小さい子どもたちの遊び場にもな

る。 

・学校カリキュラムにスポーツ体験を取り入れる。 

〇災害 

・災害に強いまちづくりを進める。 

・エネルギーの有効活用で環境にやさしいまちになる。 
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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 

・札幌が観光都市として有名になる。 

・ウィンタースポーツが盛り上がるから。 

・交通インフラの再構築が可能になる。 

・オリンピックを機に札幌市内の再開発の中を完成させる。 

・街の更新に効果がある。 

・交通が便利で速くなる。 

・投資により札幌のまちに活気が出る。 

 

 ■どちらでもない理由 

 ・効果があるかないかではなく効果を引き出す。 

・どこの国やどこの都市でも開催できるものではない。 

・10 年後のことは分からない。 

・交通が変わるのか。 

 

■効果がない理由 

・今の南区は過疎化している。 

・手稲区でボロボロに荒廃していても放置されている五輪のついた建物がある。 

・北海道の中で札幌だけが大きくなるすぎる。 

・札幌出身者が誇りに思える街に。市外の人を帰省させるような街になる。 

・1972 年時と比べ、既にインフラは整備済みであり、現状の維持になる。大きく変わらないのでは

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 

  ・楽しい、ワクワクする。 

・シニアに優しい町になるかもしれない。 

・大通公園でクロスカントリーができるよう整備されるかもしれない。 

・訪日観光客が観光のため増加する。 

・世界に札幌を知ってもらうことでインバウンド増加のきっかけになる。 

・国際的知名度が上がる。 

・都市の知名度が向上するパブリシティ効果が期待できる。 

・建物やインフラが便利になる。 
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・国又は北海道の予算を引っ張ることにより、札幌市の負担が少ない状況で各設備の更新ができ

る。 

〇課題について 

 ・受入れ体制（人材不足）が不足する。 

・宿泊施設が足りない。 

・観光客に喜んで帰ってもらえるか。 

・北海道（国）の予算が本当につくか。 

・財政負担が増える。 

・ピークに合わせた町づくりは無駄が多い。 

・地元（札幌）出身で活躍しそうな選手が少ない。 

・札幌のみ存港が集中すると他都市が潰れるのではないか。 

・交通渋滞が起きると車での移動が不便だ。 

・ウィンタースポーツを楽しむ人が少ない。 

○課題解決のアイデアについて 

・人材育成強化により雇用増加で企業誘致と移住促進 

・お金をかけない行事が盛り上がるかは疑問ですが、本当に必要な物だけ残るように準備する。 

・顧客サービスの向上が見込まれる。 

・観光案内所が開設する。 

・観光ボランティアが増員する。 

・ボランティア、バイリンガル等の活躍の場にする。 

・国会議員などの利用により予算を付けてもらう。 

・リフトの利用料を一回 200円にする。 

・利用費が高いからウィンタースポーツを無料にする。 
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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 

・世界的な観光都市として訪日客が増加する。 

・シャッター街になっている商店街等が生かされていく。 

・降雪量を活かした都市づくりがなされる。 

・ウィンタースポーツの聖地になる。 

〇大会開催後のまちづくりの課題について 

・コンパクト化に向かうか。 

・永続的なレガシー活用についての責任の所在が不明だ。 

・オーバーツーリズムによる市民の負担が増す。 

○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 

・華美な設計設備から、有効利用が可能な設計建設を行う。 

・何のため、誰のために効果を出すのか。丘珠のように 10年先の技術開発の影響で交通が関わ

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 

上記「大会開催後の利点、課題、課題解決のアイデアについて」に集約。 
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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 

・インフラなどの産業のきっかけとなる。 

・世界に札幌をアピールできる。 

・スマートシティ化がなされる。 

・インフラ整備が進む。 

・バリアフリー化が加速する。 

・ホテルなどが増加する。 

・投資的にオリンピックをインフラ整備の都合のいい言い訳にできる。 

・海外からの関心が高まる。 

・札幌のシティブランドが高まる。 

・投資が少ない。 

・集客による経済活性化が期待できる。 

 

■どちらでもない理由 

・バランスの問題だ。 

・老朽化した施設が改修できる。 

・競技設備、施設の新設、改修に資金がかかりまちづくりに予算が組めるのか。 

 

■効果がない理由 

・施設整備の内容及びその後の活用などの積極的な効果がわからない。 

・北区の市民部は地域スポーツの在り方の議論を求める市民から逃げている。 

・市職員の再教育の方が優先と考える。 

 

 

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 

・インフラが整備される。 

・経済効果が生まれる。 

・札幌市の PR の場になり、注目度が上がる。 

・雇用が拡大する。 

・マイナー競技の知名度が向上し、競技人口が増加する。 

・子どもたちの記念になる。 

・人口が札幌に流入する。 

・何が市民にとって必要なのか考える契機になる。 

・市民間の協力体制が期待できる。 
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・冬季競技が振興され、盛んになる。 

・スポーツへの参加者が増加する。 

・札幌の世界的知名度が向上する。 

〇課題について 

・ボランティアが不足する。 

・2020 後に強化予算の削減をされる中で、国は予算を出してくれるのか。 

・土木系中心に人手が不足する。 

・施設改修中の施設利用者が減少する。 

・施設改修中の利用団体に負担がかかる。 

・宿が不足する。 

・招致のために経済負担が生まれる。 

○課題解決のアイデアについて 

・機械をうまく使う。 

・ネットやアプリを活用する。 

・AI で利用する。 

・競技団体の協力を得る。 

・ボランティアに頼る形を変える。 

・オリンピック期間はボランティアとして強制参加させる。 

・会社として全面協力する。 

・宿泊施設を増やす。 

・国への競技振興への働きかけをする。 

 

■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 

・住宅など施設を有効活用する。 

・インフラを整備する。 

・障害ある方のためのインフラを整備する。 

・市民の語学力を向上する。 

・雪と共生できる市民生活になる。 

・施設の機能が上がる。 

・インフラの充実による人にやさしい公共施設が増える。 

・早く市内が住みやすくなる。 

〇大会開催後のまちづくりの課題について 

・一過性の経済向上で不況になる。 

・競技施設や関連施設の利活用が維持できるのか。 

・大会後の宿泊客が減る。 

○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 

・競技人口を増やす。 
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・市民を招待する。 

・海外からも呼べる、来たくなる環境を整備する。 

 

 

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 

・世界へ発信する。 

・元気な高齢者が元気に稼ぐ。 

・観光都市になる。 

・雇用が創出される。 

・ストレスの少ない社会になる。 

・子どもが安心して暮らせる。 

・子どもの声があふれるまちになっている。 

・市民目線の行政ができる。 

・高齢者の働きやすい場所、環境になる。 

・誰もがスポーツをたしなむ。 

・自然、食、冬を活かしたまちになる。 

・冬、雪との共存ができる。 

・冬に走れる場所が増える。 

・自転車道が充実する。 

・災害に強い街になる。 

・除雪が自動化する。 

・多様な人が歩く街になる。 

・国際化する。 

・コンサドーレが優勝する。 

・コンサドーレとともに世界へ羽ばたく。 

・オリンピックができるようなまちにしていく。 

・札幌の名が上がる。 

・都心部に子育て施設が出来る。 

・災害への準備が進む。 

・自分のやりたいことが叶えられるまちになる。 

・バリアフリー化が進む。 

・環境が変化する。 

・多言語表示のインフラがなされる。 

・グローバル化が進む。 
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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 

・交通網も含んだ施設が再整備される。 

・雇用の場が確保される。 

・レガシーが生まれる。 

・経済の起爆剤になる。 

・1 度開催した経験を活かせる。 

・多くの人が札幌のことを考えるきっかけになる。 

・オリンピックをきっかけに市民にとってもプラスになるサービスができたらいい。 

・冬のスポーツ人気のきっかけになる。 

・まちが活気づく。 

・観光客が増える。 

・世界から注目される。 

・目標になる。 

・雪・冬（寒さ）を活かして楽しめると伝えられる。 

・暮らしやすいまちづくりが進みそうだ。 

・子連れ高齢者にも優しい。 

 

■どちらでもない理由 

・目指したいシティブランドが良く見えなかったから。 

・海外の人がたくさん訪れることで異文化にやさしいまちになったら嬉しい。 

・施設の改修に費用が掛かる。 

・施設によっては遊休になる。 

・過去のオリンピックと今回のオリンピックでどう違いを付けられるのか。 

・オリンピックを招致すると赤字になる。 

・オリンピックに合わせて開発するといっても、そのような需要があるのか。 

 

■効果がない理由 

・道内で五輪大会をやる村をすべて助けなくてはいけない。 

・経済効果も他の方法があるのではないか。 

・借金を残さず運営できるのか。 

・スポーツに興味のない市民は施設を利用しない。 

・札幌市は既に冬のスポーツが普及している。  

・テロ対策等に時間とお金がかかる。 

・少子化するが、あこがれる子どもがいるのか。 

・ラグビーW杯の盛り上がりを感じられないのと同じになる気がする。 

・スポーツにお金がかかり、楽しめない層が置いていかれる。 
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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 

・観光客がたくさん来る。 

・経済効果が生まれる。 

・たくさんの海外の方と会える。 

・国際的な人々とのつながりができる。 

・札幌の知名度が上がる。 

・雪まつりなど他イベントへの経済効果が生まれる。 

・障害のある人でもバリアフリー整備が行き届くことでその他の市民の生活にも繋がる。 

・身障者への理解が深まる。 

・インフラ整備が進む。 

・ボランティア精神が育成される。 

・生で観戦を楽しめる。 

・案内サインが整備されることでその後の観光にもつながる。 

・バリアフリーなど住みやすいまちづくりに貢献できる。 

・オリンピックを機に札幌を再訪する人が増える。 

〇課題について 

・各イベントが本当に盛り上がるのか不安だ。 

・交通渋滞が起きる。 

・マナーをどう理解して守ってもらうのか。 

・宿泊施設が不足する。 

・選手や海外客と接点を多くする交流方法を検討しなくてはならない。 

・交通が混雑して普段の生活が継続できるか不安だ。 

・交通トラブルが起きる。 

・いろいろな国の人が来るので食文化に対応できるのか不安だ。 

・ボランティアが不足する。 

・開催に協力するエネルギーが今の市民にない。 

・一時的な雇用の場とならないか。 

○課題解決のアイデアについて 

・空き家を活用する。 

・トレーラーハウスを活用する。 

・選手村を利活用する。 

・民泊で国際交流をする。 

・配送の時間をばらつかせる。 

・バスの本数と運転手を増やす。 

・雪に慣れている人に活躍してもらう場として白タクを増やす。 

・東京オリンピックはテレワークデイにしている。 



 

232 

 

・出社時間を遅らせる。 

・除雪をこまめにする。 

 

■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 

・おもてなしの土壌は出来上がる。 

・より暮らしやすく魅力的なまちになる。 

・市民の障がい者への考えを変えるきっかけになる。 

・外国人の受け入れ体制が出来る。 

・身障者も暮らしやすいまちになる。 

・住みやすいまちになる。 

・整備された施設を快適に使える。 

・世界に目を向けた観光を発信できる。 

・スポーツに対する興味が向上する。 

〇大会開催後のまちづくりの課題について 

・国際大会へ誘致する。 

・ホテルが急増すると大会後の空室率をカバーする方法を生み出さなくてはいけない。 

・新たな整備事業を確保する。 

・熱気が冷めたらどのように対応するのか考えられているのか。 

・札幌以外のまちにもいい影響があるか。 

・市民が暮らしにくいまちになりはしないか。 

・オリンピックのために建設した建物の用途を考えなくてはならない。 

・改修した施設どのくらいもつか、使えるか考えられているのか。 

・施設の有効活用をする。 

○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 

・合宿の誘致をすると毎年使ってくれる。 

・スポーツだけではない利用を考える機会になる。 

・気軽に市民が使えるようになる。 

・野球やサッカーのような全国的なプロスポーツリーグの設立、運営がなされる。 

 

 

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 

〇除雪  

・高齢者でも雪かきができる。 

・バリアフリーが整っているといい。 

・デマンドタクシーなどいろんな実験をしているが、郊外の足、除雪をどうしたらいいか。 

・自動化がどんどん進んでいるオリンピックだけでなく日常に使える。 
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〇街全体 

・サッポロはもっと都会になる。 

・ほかの町にも広がっていくといい。 

・災害に強い。 

・大通公園が広がってほしい。 

・地下街が広がってほしい。 

・女性が活躍できる札幌になる。 

〇子育て 

・子どもを見てくれる人が増える。 

〇国際交流 

・外国人が暮らしやすい。 

・国際交流がもっと進んでほしい。 

〇交通 

・自動運転がある。 

・環状線ができるといい。 

・丘珠空港のアクセスが良くなる。 

・全部ロードヒーティングになる。 

・新幹線の高架がほかの町にも広がる。 

○その他 

・冬の就職活動ファッションが温かくなってほしい。 

・テレビ塔が残っていてほしい。 

・病院との遠隔治療が普及する。 

・今のトライアルが 10年後につながるといい。 

・雪の活用進んでほしい。 
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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 

・将来的に北海道全体の成長になる。 

・市民が街全体を考える。 

・次の 50 年を作る。 

・子どもたちに夢を与えられる。 

・交通インフラが整備される。 

・海外の方とのコミュニケーションを取る機会になる。 

・札幌北海道の知名度アップの機会になる。 

・観光産業の振興を図る機会になる。 

・スポーツに興味を持つことになる。 

・ボランティアの醸成をする機会になる。 

 

■どちらでもない理由 

・開催後の施設の有効利用をする。 

・企業と経済が向上する。 

 

■効果がない理由 

・道内の地方都市の魅力が向上する。 

・財政的な問題がある。 

・オリパラは人生で一回だが、多くの競技で数年おきに世界選手権を開催したい。 

 

 

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 

・国際交流が図られる。 

・札幌北海道の知名度アップする。 

・若い世代がスポーツに興味を持つ。 

・ボランティア文化の醸成がなされる。 

・企業の参画が進む。 

〇課題について 

・日常生活に支障が出る。 

・言語の対応が可能なのか。 

・地下鉄の混雑が起きる。 

・ごみの回収が滞るのではないか。 

・治安が悪くなる。 
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・無償ボランティアは用意できるのか。 

・若い人たちに見てもらえる工夫をする。 

・運営面の費用はどうなるのか。 

○課題解決のアイデアについて 

・札幌の人が優先してみることができる。 

・ボランティア用の渡航費用を用意する。 

・スポンサーとの連携を図る。 

・クラウドランディングを募る。 

・ネーミングライツを公募にかける。 

・北海道の観光として産業化する。 

・観光産業のコンテンツ化をする。 

 

■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 

・市民が将来の街を考える。 

・観光産業の振興を図る。 

・北海道全体の魅力のアップを図る。 

・子どもに夢を持たせる機会になる。 

 〇大会開催後のまちづくりの課題について 

・財政に負担をかける。 

・宿泊施設が足りなくならないか。 

・経済効果があるのか。 

・町の規模よりもオーバーしたスペックが残る。 

○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 

・ホームステイと掛け合わせた国際交流をする。 

・テクノロジーを活用する。 

・サテライト的な観戦スタイルを選択する。 

・クラウドの活用をする。 

・他都市と受け入れ環境を整える。 

・開催地までの交通サービスを充実する。 

 

 

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 

〇環境都市が進む街 

・町中の環境衛生を整える。 

・ごみの問題を解決するようにごみ箱を設置する。 

・札幌は自然と隣接しているので住みやすさを売りにする。 
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〇ダイバーシティーが進んだ町 

・ダイバーシティーを推進する。 

・多様性を認め合える。 

〇観光都市交流人口を増加 

・北海道全体の資源を活用する。 

〇スポーツをキーワードに AI など研究機関を集める 

・AI などを活用して労働する環境が良くなっている。 

・除雪の作業も AIを活用して効率化する。 

・札幌発の産業を作る。 

〇子育てがしやすい街 

・若い人たちが子育てをしやすい街にしたい。 

・札幌に住み続けて札幌が暮らしやすい街になる。 

〇人と人がつながる街 

・人とのつながりがスマートフォンの普及でだんだん薄くなってきている。 

・人と人がかかわりある街になる。 

・人と人が直接顔を合わせる機会も作る。 

・東京と同じ街になってもしょうがない。 

〇自動運転など移動がスマートに 

・自動運転が普及している。 

・スマートな移動ができる。 

・除雪がうまくいって生活道路が快適になっている。 

・特に公共交通が自動運転になるといい。 
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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 

・オリンピック、パラリンピックがきっかけで普段札幌に来ない人が来る。 

・札幌の良さに気がつくきっかけとなる。 

・市内の施設が改善される利用しやすくなる。 

・インフラ施設や町の見直しを図る。 

・インフラ整備に効果がある。 

・将来を担う子どもに感動と刺激をもたらす。 

・経済効果がある。 

・インフラの向上を図る。 

・子どもなどの語学力を向上する。 

・子どものスポーツ意識向上を図る。 

・バリアフリーを推進する。 

・国際化を進める。 

・未来への夢の規模が大きくなる。 

 

■どちらでもない理由 

・今あるものを有効に活用していくことでどんな効果があるかまだ分からない。 

・既存の施設を活用でき開催することができるのならいいと思う。 

・オリンピックの招致開催のきっかけとなって街づくりの活性化につながると思う。 

・選手村の整備も含め概要がわからないなど、詳細が不明だ。 

・札幌自体には何らかの効果はあると思うがイメージできない。 

・海外からの人の流入施設の整備など町に対して何らかの影響はあると思うが 1972 年の時のよう

にプラスに作用するとは限らない。 

 

■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 

・インバウンド消費の拡大が見込まれる。 

・札幌の知名度アップ次の来訪者が増える。 

・外国人観光客が増える。 

・経済効果が見込まれる。 

・ボランティア文化が醸成する。 
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・国際交流が促進する。 

・国内観光客が増加する。 

・参加国との交流が進む。 

・市民同士の交流が生まれる。 

・治安の良さなど北海道の魅力をアピールできる。 

・街の美化整備が進む。 

・市民意識の高揚意欲規模が広がる。 

〇課題について 

・テロの恐れがある。 

・冬の交通渋滞が不安だ。 

・日常の社会経済活動の枠から逸脱するため、適正に対応できるのか。 

・外国人の対応が十分にできるのか。 

・共感や感動を呼ぶ運営の仕組みを作る。 

・雪凍結によるけが人が出るかもしれない。 

・日本人の語学力が足りない。 

・日本人のコミュニケーション能力を向上する必要がある。 

・大会経費の負担がある。 

○課題解決のアイデアについて 

・防犯カメラを設置する。 

・大会期間中フレックスタイムを導入する。 

・ボランティア参加によって返還率を変えるなどの語学スクールの奨学金制度を作る。 

 

■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 

・札幌を世界にアピールでき観光客が増える。 

・札幌の知名度を向上する。 

・国際交流経験値の向上を図る。 

・国際事情に関心が向く。 

・多様な人を受け入れるマインド文化の形成を図れる。 

・札幌を含めた北海道全体が活性化する。 

・交通インフラによる利便性が向上する。 

・社会インフラが充実する。 

・観光客が増加する。 

・インフラの整備によって街が活性化する。 

・施設を再利用する。 

・バリアフリーになる。 

・テロやトラブルに強い街づくりができる。 

〇大会開催後のまちづくりの課題について 
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・新しくした施設の維持管理をする。 

・マイナースポーツの施設の維持方法は考えられているのか。 

・国際交流の経験を次のステップにつなげていく手順は考えられているのか。 

・インバウンドの対応を考えられているのか。 

・市民税の負担が増す。  

 ○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 

・開催で得たものを発見継続させる仕組み作りをする。 

・パラリンピックでの体験を通して高齢者への取り組みにつなげられれば安心な老後の実現になる

かもしれない。 

・市民利用できるような使用料に設定する。 

・仮設で可能な部分を作っておく。 

 

 

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 

〇スポーツ 

・オリンピック・パラリンピックで得た語学力で札幌の国際化が進み国籍に関係なく暮らせる都市

になっていたらいい。 

・パラスポーツを介護に取り入れることで健康的な高齢者が増え孤独死や認知の方が減る。 

・札幌だけでなく道内出身のスポーツ選手が増える。 

〇観光 

・新幹線の利用で今までより北海道とほかの都市を近くに感じたい。 

・道内道外への移動がもっと楽でスピーディーになる。 

・渋滞のない道路が増える。 

・車いす利用者が一人でバス地下鉄を乗り降りできるようになったらいい。 

・地下歩行空間に歩くエスカレーターを設置する。 

〇暮らし・文化 

・多様な文化スポーツイベントが楽しめる街にある。 

・市民の多くがコミュニケーションのとれる語学力が向上する。 

・Yosakoi ソーラン祭りなどの大きなイベントがもっと市民に身近で参加しやすいものになってい

ればいい。 

・現在よりも道内人口が札幌に集中している。 

・コンパクト City が実現する。 

・高齢者が住みやすい街が実現する。 

・どこにいても安心できる街の防災システムが構築する。 

・災害に強い街になる。 

・自然豊かな街になる。 

・防災力の高い街になる。 
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・環境負荷の低い街になる。 

・自動運転公共交通が発達（車なしでも暮らせる）する。 

・低炭素化社会になる。 

・分散型エネルギーが活用される。 

〇福祉の充実 

・高度医療を得意とする街になる。 

・バリアフリーの進んだ町が実現する。 

〇産業 

・働く場所がたくさんある。 

・アルバイト店員がほぼ全員外国人なのではないか。  
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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 

・観光客が増え様々な店も増える。 

・効果があるものにしなければ意味がない。 

・インフラは整備されるはずだ。 

・わくわくする。 

・国内外からの観光客などによって経済が活性化する。 

・交通インフラや宿泊施設の整備が進むことが期待される。 

・経済効果が期待できる。 

・国際的な PR をできる。 

・スポーツの進んでいる国と見られる。 

・都市が整備されることが期待できる。 

・除雪排雪が進化する。 

・札幌ドームが有効活用される。 

 

■どちらでもない理由 

・社会環境変化と招致効果が分からない。 

・インフラ施設整備を目標効果のきっかけになる。 

・1972 年はアマチュアスポーツ 2030年はスポーツビジネスになる。 

・東京オリンピック 2020年の予算と実額から見て不安だ。 

・新幹線開業とリンクできる。 

・ビジョン次第だ。 

・冬季アジア大会の結果から疑問だ。 

 

 ■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 

・経験があるので冬季オリンピックの開催ノウハウがある。 

〇課題について 

・新設はしないで本当に大丈夫か。 

・市民以外の外国人観光客への冬の防災への対応はできるのか。 

・温暖化は大丈夫か。 

・ハウル対応など多様化した対応想定されていない費用がかかる。 
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・新千歳札幌の交通手段を増やす。 

・既存施設のキャパで対応できるのかその場しのぎに場当たり的になっていく。 

○課題解決のアイデアについて 

・多言語の防災マニュアルを作る。 

・周辺市町村との連携を図る。 

・北海道全体でオリンピックを開催する。 

・観光教育を進める。 

・高い山を有する自治体のスキー場でリスク分散する。 

・外国人向けアプリを作る。 

・滑りにくい靴を優先的に売る。 

・避難所に情報提供者を設置する。 

 

■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 

・既存施設の活用は利点である。 

・健康寿命延伸などの冬の運動を普及する。 

・ウィンタースポーツの振興を図る。 

〇大会開催後のまちづくりの課題について 

・宿泊施設を作ったら一時ニーズが去った後余る。 

・高齢者や障がい者の冬道の不安を排除する。 

・スポーツを軸とした観光、ゴールはオリンピックではなく長期ビジョンを市民参加で深堀する。 

○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 

・冬季グランピングを設置する。 

・新幹線を前倒しする。 

 

 

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 

〇人口減少に備えた充実した縮小 

・交通手段を充実させる。 

・スロープを自動化する。 

・便利な街になる。 

・地下鉄を充実させる。 

〇教育の質の向上 

・教育雇用を充実させる。街づくりは人づくりだ。 

・心を豊かにする教育をする。 

〇雪 

・雪の活用が進む。 
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〇医療介護子育てなど福祉の充実 

・医療サポート拠点を作るべきだ。 

・高齢化対策をする。 

・育児のサポートをする。 

・歩いて暮らせる多極化した街づくりをする。 

〇経済活性化 

・観光インバウンドが経済活性を促す。 

・特区をとって試験新しいことを始めるなら札幌と言われるようなまちになる。 

・寒冷地を利用した試験場を作る。 

・本州企業の誘致を促進する。 

・外国人が来る機会を作り、開かれたまちという印象を与える。外国人を雇用し、働き手不足を解

消する。 
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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 

・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 

・目標が明確だ。 

・外国人観光客が増えるので町に外国語表記やサインが増える。 

・雇用が増える。 

・オリンピックに向けて市民が前向きに札幌の街づくりについて考えるようになる。 

・古い施設の改修などがスピードアップすると効果が大きい。 

・知名度が向上する。 

・インバウンドが増加する。 

・インフラが整備される。 

〇課題について 

・交通量が多くなる。 

・ごみが増加する。 

・限られた期限内にインフラを整備することが求められる。 

・観光客の移動手段が少ない。 

・外国人対応のソフトとハードが十分ではない。 

・治安が悪くなる。 

・宿泊難民が増える。 

・情報のセキュリティー対策が十分ではない。 

・警備の人員が確保される。 

・移動の円滑化が図られる。 

○課題解決のアイデアについて 

・外国人労働者を雇用する。 

・外国人向けのアプリ（案内、災害発生時の対応）を開発する。 

・市民は大会中に時差出勤するフレックスタイム制を取る。 
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・外国人観光客の意見を聞き取って改善する。 

・計画的な仕組みづくりをする。 

・民家活用への財政補助をする。 

・民間活用ビジネスとしてまわるように大会後の利用も見据えて施設をつくる。 

 

■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 

・札幌の知名度が上がり世界からの観光客は増え経済効果が見込まれる。 

・未来にファシリティー活用やステータスが残る。 

・インバウンド増加が期待できる。 

・ウィンタースポーツの振興が図られる。 

・バリアフリー化が進展する。 

〇大会開催後のまちづくりの課題について 

・一時的な経済効果になりうるためお店が寂れる可能性がある。 

・施設の維持はなされるのか。 

・人口が減る。 

・オリンピック施設の負の遺産をどのように維持するのか。 

・財政負担に影響が出る。 

・大会後に使えない施設が出て来る。 

○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 

・冬季オリンピック・パラリンピックを定期的に大陸ローテーションで開催する。 

 

 

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 

〇雪インフラ 

・雪をエネルギー化する都市になる。 

・札幌駅前地区に続き大通地区での再開発が始動する。 

〇スポーツ  

・冬のスポーツを初心者から上級者まで楽しめる施設のある街になる。 

・夏は自転車の道、冬は歩くスキーの道が整備されている。 

・札幌市民は最低１シーズンに一度はウィンタースポーツを楽しむ風土のある街になる。 

・市民が一体となって応援できるプロスポーツチームを誘致する。 

・高齢化に対応して新しいウィンタースポーツが誕生する。 

〇観光 

・だれもが住みたい街になる。 

・だれもが行ってみたい町になる。 

・外国人に話しかけられても慌てない人がたくさんいる町になる。 
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・札幌の食のおいしさが世界で注目されている。 

・世界中から観光客が来る観光ダイバーシティーが実現する。 

・札幌を中心にマイナーな観光地へのアクセスを良くしてほしい。 

・札幌の見どころおすすめスポットを紹介できる市民になる。 

・札幌のことを知る。 

〇精神 

・人口減少を補うほどに交流人口が増える。 

・高齢者障害者などが冬など買い物に行かなくてもいいシステムになる。 

・札幌発のユニコーン企業が誕生する。 

・冬でも楽しい街になる。 

・地価をもっと生かす。 

・除雪に対する市民意識が向上する。 

・福岡市に負けない。 

・市民一人一人が活躍している社会になる。 
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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 

〇ボランティア 

・何らかの参加をするだろう機会となる。 

・ボランティア文化意識が変わるには大きなイベントが無いといけない。 

〇インフラ施設 

・インフラや交通、建物の整備をする。 

・新幹線や空港のインフラを整える。 

〇経済観光 

・経済的に潤う観光をする。 

〇子ども 

・子どもたちが世界へ向ける機会になる。 

・子どもたちがスポーツに興味を持つ。 

○その他 

・治安について不安もある。 

・投資したものをどのように使えるかが課題になる。 

・1972 年の時と経済状況が違う。 

・伝統文化の発信もするべきだ。 

・自然環境を守る意識を持って実施する。 

・北海道全体で考えた方がいいのではないか。 

 

■どちらでもない理由 

・記載なし 

 

■効果が無い理由 

・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 

・札幌の環境だからできる。 

・世界のトップアスリートを見られる。 

・子どもがスポーツ文化を知る。 

・子どもが世界に目を向ける。 

・大会を通してボランティアに参加する。 

・施設をリニューアルすればその後も活用できる。 
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・国際交流のきっかけの場になる。 

・経済効果が生まれる。 

・大会によって多くの人が札幌に来る。 

〇課題について 

・災害が起きたらどうするか。 

・町のバリアフリー化 

・計画的なインフラ整備が必要だ。 

・交通渋滞などで市民生活が圧迫される。 

○課題解決のアイデアについて 

・観光客に向けて町案内をする。 

・市民の海外向け街歩きツアーをする。 

・子ども団体の料金設定をする。 

・子どもの競技を見てもらう工夫をする。 

 

■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 

・海外に出た囲碁界人が増える。 

・いろいろなボランティアに興味を持つ。 

・国際社会の中で強い人材を作る。 

・語学を勉強する人が増える。 

〇大会開催後のまちづくりの課題について 

・観光として人を繰り返し呼べるか。 

・施設をしっかり活用しないと財政負担になる。 

・大会とその後の計画を一体的に行う。 

○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 

・ボランティアをその後の地域活動につなげる。 

・町内会活動への橋渡しをする。 

・オール北海道で取り組み、連携する。 

・今のミュージアム施設をもっと生かす。 

・新しい技術（VR）を発展させる。 

 

 

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 

〇歩く選択がたくさんある街 

・歩いて楽しい街中になる。 

・歩行者と車が共存の街になる。 

・都心部の空中回廊を設置する。 
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・自転車の利用頻度が多い歩行者車自転車の三つが今よりもっと共存できる社会になる。 

〇地下鉄のループ化相互乗り入れ 

・地下鉄のループ化をする。 

・公共交通を利用するのが当たり前になる。 

・副都心が完成する。 

・高速 IC が市中にも出来る。 

〇どんな災害にも備えがある街 

・災害に強いインフラが整備される。 

〇子ども大人障害者外国人みんなにやさしいまち 

・だれもが元気に暮らせる。 

・バリアフリーが進む。 

・ユニバーサルな社会になる。 

・海外からの観光客にやさしいまちづくりが進む。 

〇除排雪を完全に克服した雪を生かした街 

・冬の除雪に対する設備の変化がある。 

・ロードヒーティングを充実してほしい。 

・地下鉄が拡大する。 

・小学生以下の優遇政策がとられる。 

・除排雪がなされる。 

○その他 

・新幹線が来ることによって札幌駅が変わる。 

・電柱の埋設が普及する。 

・空港へのアクセスがリニアモーターカーによって更に快適になる。 

・美しい景観になる。 

・まちの状況に応じた施設が配置されている。 
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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 

・町がリニューアルする期待がある。 

・PR 知名度アップを図る。 

・観光客が増加する。 

・経済効果が期待できる。 

・交通インフラが整う。 

 

■どちらでもない理由 

・わからない 

・子どもに関心を持ってもらうことが重要だ。 

・子どもに広めていくきっかけになる。 

 

■効果がない理由 

・ウィンタースポーツは本当に盛り上がるのか。 

・財政負担が心配だ。 

 

 

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 

■大会中の利点と課題 

〇利点について 

・札幌の食をアピールする機会だ。 

・女性がきれいだ。 

・道内各地で経済効果がある。 

〇課題について 

・雇用ボランティアなど人手不足だ。 

・千歳空港と札幌間の交通アクセスの充実を図るべきだ。 

・インバウンド対策が必要だ。 

・通訳がいない。 

・言語におけるサービスを高めることが必要だ。 

・宿泊施設が足りない。 

・市民に頼子もてなしする人材が必要だ。 

○課題解決のアイデアについて 

・スポーツ団体のボランティアをもてなしする。 

・市民の英語を話すことができるように強化する。 

・プロモーションは冬季に限らなくてもいいのではないか。 

・市民の意識を高める。 
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・競馬場など使っていない施設を有効に活用する。 

・招致に向けた認知度は出ることが重要だ。 

・2030 年の歌を作る。 

・市民が民泊を進めるためのルールや情報を提供する。 

 

■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 

・バリアフリー化が進むと住みやすくなる。 

・ホテルなど大会後にはより受け入れられる。 

〇大会開催後のまちづくりの課題について 

・これ以上便利にすることが必要なのか。 

・どこまで充実させるのかは検討すべきだ。 

・大会後の施設が負の遺産になってしまう。 

・計画的な維持管理が必要だ。 

○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 

・地下鉄や電話の保留の時に流す音楽をドリカムや大黒摩季の楽曲にする。 

・道内全体で盛り上がるようにプロモーションする。 

・雪合戦をやりたい。 

 

 

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 

〇地下鉄のループ化 

・地域生活の移動手段も必要だ。 

・安心安全なまちづくりが進む。 

・雪の多い町で都市機能がしっかりしている。 

〇災害に強い街 

・特に冬の防災が重要だ。 

・災害に対応した街づくりが進む。 

〇除排雪の充実 

・除排雪に対する市からの助成があるといい。 

・安心して暮らせるような仕組みを実現させていく。 

・高齢化に伴い除雪の仕組みとして自動運転を検討している。 

〇バリアフリーの街 

・バリアフリーが整備されている。 

・地下鉄のエスカレーターが充実する。 

〇環境にも対応した街 

・環境にも対応した路面電車を走らせる。 
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〇スポーツで盛り上がり 

・スポーツのプロチームなどが盛り上がっている街になる。 

・大きい企業が札幌に来てくれるとよい。 

〇文化的な楽しみがある街 

・美術館や劇場などが身近にある。 

〇札幌のアピール 

・札幌のイメージとして“食”を PRしていく。 

・安全おいしい食を PRする。 

〇人のつながり 

・人とのかかわりつながりがある街になる。 

〇人口減少も考えて 

・少子高齢化を踏まえると発展よりは維持を大事にする。 

・空き家を活用して外から人を呼び込む。 
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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 

・アジアにおける冬季スポーツの中心地発信地としての基盤を確立できるきっかけになりうる。 

・古くなった交通網設備が更新できる。 

・10 年後の最新技術でのインフラ整備の可能性がある。 

・世界的知名度が上がる。 

・交通インフラが充実する。 

・国内外への札幌の PRをする。 

・スポーツが盛んになる。 

・スポーツを通じた健康づくりにつながる。 

 

■どちらでもない理由 

・時代に先駆けたインフラを世界発信する。 

・簡素で効率的な仕組みをモデル地区で実現する。 

 

■効果がない理由 

・オリンピック・パラリンピック開催予算とインフラ整備にかかる費用が見えない。予算は企業頼

りか。  

・デメリットの部分をもう少し理解した上でオリンピック・パラリンピックの招致に関して検討し

たい。 

・市民の一人当たりの金額を知りたい。 

・デメリットをどれだけ開示できるか。 

・かかる費用と収益の具体性がない。 

 

 

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 

・世界のトップアスリートを生で見られるチャンスだ。 

・人が多く集まりにぎわいが増す。 

・交通インフラが整備される。 

・スポーツ文化が醸成される。 

・障害のある人のスポーツがよく知れるチャンスだ。 

・アジアの発信源としての地位を確立する。 

・インフラと将来不安を同時に解消する。 

〇課題について 

・人口が少ない。 
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・チケットが高い。 

・日常生活が確保できるのか。 

・宿泊施設が足りるのか。 

・オリンピック競技とレジャースポーツ健康スポーツとのギャップがある。 

・セキュリティー対策は万全なのか。 

・テロ対策をしなければならない。 

・選手の育成とその後のケアが大切だ。 

・ボランティアはどうするのか。 

・一般利用者が増えない。 

・オリンピックを目指し競技を始めたものの継続するための環境が厳しい。 

○課題解決のアイデアについて 

・プロ化を推進する。 

・技術を革新する。 

・冬でもキャンプをする。 

・子どもたち小学生でも観戦できるように運営や競技場整備をする。 

 

■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 

・交通網設備を更新する。 

・交通インフラを充実する。 

・200 万人都市で年間降雪量が４～５ｍあるが街が機能しているという街全体がモデルとしてアピ

ールする。 

・オリンピック大会で終わらずに常に大きな大会を呼び込む。 

・オリンピックを契機とした流れに任せる。 

・市の行事イベントなどでパラリンピックのスポーツを行う。 

〇大会開催後のまちづくりの課題について 

・今後の人口減少に対応できるのか。 

・施設の維持費や利用率はどうなるのか。 

・予算がかかる。 

・招致した人が異動し当初目指した街づくりが忘れられる。 

・道具のレンタルや準備に予算がかかる。 

・札幌市民の日常的な利用は期待できるのか。 

・感動が夢で終わる懸念がある。 

○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 

・今ある施設を使う。 

・地下鉄 JRの乗り入れが更に便利になる。 

・オリンピックを競技者志向で終わらせないレジャーや市民スポーツの機運盛り上げをする。 
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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 

〇人口 

・新幹線の開通によって人口が増える。 

・予想に反し大きく人口増加に転じる。 

・市民がよりスポーツ文化に親しみ活気にあふれた街になっている。 

・都市が巨大化しすぎる。 

・人が札幌に集中しない。 

〇東側の開発 

・観光都市としての目玉になる。 

・リピーターが増える。 

〇IT と観光 

・SAPICA と交通 ICカードが連携する。 

・観光案内を母国語でどこにいても案内説明してくれるシステムが構築される。 

〇バリアフリー 

・バリアフリーエリアが拡大する。 

〇交通規制 

・都心に東西乗り入れ制限人を中心とした街になる。 

〇除雪 

・融雪槽などの設備が充実し冬季の移動がしやすい。 

・深夜に除雪とごみの収集をする。 

〇災害 

・環境面も含め安心を唱える都市になる。 

・災害に強い街になる。 

・歴史を感じる街になる。 

・自然が近いのでもっともっと自然とスポーツが近くになる。 
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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 

・前回オリンピックを見たとき素晴らしかったので少なくとも効果はある。 

・自分の住んでいる町に対して誇りの持てるまちになる。 

・子どもが将来に対して夢や希望が持てる。 

・札幌は観光地としてすでに外国人に有名だけど言葉が通じない。これを機に札幌が言葉の面で大

きく変わる。 

・次世代に夢目標をつなぐことができる。 

・前回のオリンピックでも街づくりが大きく進んだので古くなったものを再編できる。 

・観光客が増える。 

・障がい者の生活がしやすくなる。 

 

■どちらでもない理由 

・2030 年時点に開催する力はあるか。 

・既存施設のインフラの有効活用行う計画とのこと大きく街づくりが変わらない。 

・ある程度のレガシィがつくられそれが今後も改良を加えながら維持されていく。 

 

■効果が無い理由 

・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 

・パラリンピックへの理解が深まる。 

・海外になかなかいかない人たちにとって海外が身近になる。 

・多くの国の方との触れ合いができる。 

・自分の町に対する誇りを持つ。 

・夢、希望、ポジティブ思考をするようになる。 

・オリンピックにかかわりたい人が増える。 

・観光客が増加する。 

・経済効果がある。 

・よりウィンタースポーツに興味を持つ人が増える。 

・札幌市のよさを体感してもらえる。 

〇課題について 

・今のままなら JR の地下鉄の不便輸送機能の強化が必要だ。 

・災害への準備ができていない。 
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・集客効果がある。 

・すべての競技が人気ではなく観戦環境も厳しい。 

・宿泊施設の確保が出来る。 

・コストの増加、思うほど地元への利益がない。 

・テロ対策を十分に行わなくてはいけない。 

・環境が損なわれる。 

・除排雪の問題が増加する。 

・学校の授業で取り上げてほしい。 

○課題解決のアイデアについて 

・大会中の臨時便を増設する。 

・オリンピック開催までにインフラ施設など緊急性のある場所の点検整備補修補強をする。 

・マイナースポーツの魅力の PRを工夫する。 

・宿泊施設の地方へ分散する。 

・直通バスなどの交通の整備をする。 

・空き家を活用する。 

・期間中の小樽や石狩へのクルーズ船の誘致を図る。 

・各会場でオータムフェスタのようなイベントも開催し各地の PRも行う。 

・今から学校で今話題となっていることを共有する時間をつくる。 

 

■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 

・障がい者のスポーツ参加が向上する。 

・札幌を世界にアピールできるチャンスだ。 

・他の開催都市に比べても観光都市としての魅力は大きい。 

・ウィンタースポーツ施設が充実する。 

・都市計画を策定しやすい。 

・活性化が見込まれる。 

・外国からの観光客にどの業界も慣れていそうだ。 

〇大会開催後のまちづくりの課題について 

・負のレガシィが残る。 

・人口が減少する。 

・財政負担が軽減される。 

・大会終了後の施設の活用法を検討しなければならない。 

・インフラが整備され広がったとき現状の市民で使い切れるのか。 

○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 

・日本中さらに世界中から移住してもらう。 

・官民一体となった都市計画の策定と見直しの実施をする。 

・大会前に極力詳細に詰めておくしかない。そのための今回のようなワークショップも必要だ。 
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・大会後も利用できる作り方をする。 

・競技以外のまったく違う利用方法を考える。 

・定期的にイベントなどを開催する。 

 

 

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 

・大通公園近郊の車が自動運転に変わり自然にやさしいまちづくりが進む。 

・現段階で生活にあまり不便を感じていないので生活が大きく変わることはない。 

・ハード面の回収が未整備だ。 

・どのバス停も防風、防雪用になっている。 

・スキー場の利用料が安くなり、ウィンタースポーツを今よりももっと手軽に楽しめるようになっ

ている。 

・大通公園が東へ延長する。 

・住宅地に空き家が増えゴーストタウン化するのが目立つ。 

・都心に人が集中している。 

・多くのスポーツ競技の世界大会が多く見られるようになる。 

・首都が札幌へ移転する。 

・スーパーでの会計処理がすべて無人化セルフの時代が来る。 

・北海道全体で考えなければならない。札幌だけを考えても意味がない。 

・世界から移住してもらう。 

 ○交通アクセス 

・南方面の高速道路が欲しい。 

・地下街を多くする。 

・バスの利便性が良くなってほしい。 

・主要なイベント会場に天候に関係なく足を運べる。 

・公共交通機関が充実する。 

○バリアフリー 

・スポーツ施設の数を増やしてほしい。 

・病院間のネットワークが充実する。 

・老人介護施設が充実する。 

・バリアフリーが推進する。 

・公共交通機関のバリアフリー化が進む。 

・各施設のバリアフリー化する。 

・育児や介護の対応遅れがより顕著になる。 

○外国人 

・外国人が増えてコミュニティ街ができる。 

・外国人の型が住みやすい街になる。  
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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 

・実施するのであれば最大限効果のある大会とする。 

・新たな街づくりになる。 

・若者が意識改革する。 

・新しい雇用への期待できる。 

・ブランド化する。 

・街づくりが進む。 

・札幌の認知度が向上する。 

・バリアフリーになる。 

・観光客が増える。 

・オリンピックを見た子どもたちがウィンタースポーツをより振興させる。 

・建設屋が儲かるイメージが強い。 

 

■どちらでもない理由 

・オリパラ実施後のビジョンが明確であれば効果があると思われるがそのビジョンが見えないので

まだ分からない。 

・大会後の施設などの維持管理ができるか不安だ。 

 

■効果がない理由 

・3700 億円の経費でどれほど街に変化をもたらせるのか疑問だ。 

・費用対効果が不明だ。 

・負の財産として残る場合が多い。 

・大会後の街づくりの展望が見えない。 

 

 

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 

・観光客が増加する。 

・街が盛り上がる。 

・経済効果景気が良くなる。 

・札幌は自然が豊かで破壊しなくてよい。 

・ウィンタースポーツ離れが改善する。 

・ウィンタースポーツが文化として定着する。 

・マイナースポーツの競技人口が増える。 

〇課題について 
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・情報がもっと分かりやすくなる。 

・全体像が見えない。 

・効果を最大限発揮する。 

・金銭面の課題がある。 

・2020 年東京は招致の額が実施段階で増加している。 

・スポーツ文化を考えると道内でやってほしい。 

・ホテルや宿が足りるのか。 

・50 年後、施設はまた老朽化する。50年後も考えないといけない。 

・オリンピックでできた街はオリンピックでしか維持できない。 

○課題解決のアイデアについて 

・ウィンタースポーツを集約する。 

・稼げる仕組みを作る。 

・最低限の費用で実施する。 

・ブランド価値を高める。 

・市民が考える。 

・札幌以外の開催地とする。 

 

■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 

・ウィンタースポーツの文化として定着する。 

・ウィンタースポーツ離れを改善する。 

・マイナースポーツの競技人口が増える。 

・パラリンピック開催でバリアフリー化が進む。 

・国際化を推進する機会となる。 

・外国語の表記が充実する。 

・外国人観光客を受け入れる心ができる。 

〇大会開催後のまちづくりの課題について 

・施設の維持費が気にかかる。 

・仮説の段階で費用がかかっている。 

○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 

・冬のスポーツのオリンピックセンターを札幌に集約する。 

・新競技「除雪」が種目として追加される。 

・ウィンタースポーツ専用の学校をつくる。 

・海外から留学を受け入れる。 

 

 

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 
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〇情報発信 

・市の情報をもっと発信してほしい。 

・市政をふだん気にしていない。 

・スマホを活用する。 

・興味がもてるようにしてほしい。 

〇教育 

・「北海道は実はこんなにすごいぞ」という PRを子どもにしてもらう。 

・大通公園で実施されるイベントが多い。 

・大通公園をつなぐセントラルパーク化が進む。 

・国際化が進む。 

〇車社会 

・囲盤の目は車社会ベースになる。 

・公共交通が値下げする。 

〇スポーツ 

・町中にスノーボードのハーフパイプが出来る。 

〇観光 

・観光スポットが欲しい。 

・路面電車を観光活用する。 

〇インフラ 

・自転車で走りやすくなってほしい。 

・自転車道、サイクリングロードを都心まで伸ばす。 

・高速道路の IC が町中に出来る。 

・完全バリアフリーの商業ビルが建つ。 

○その他 

・西 2 丁目まで地下歩行空間が伸びる。 

・もっと革新的になる。 

・雪まつり期間はお休み条例が施行される。 

・皆が他の自治体へ旅行する。 
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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 

・オリンピックやった後に効果がある。 

・言葉の障壁が高い。 

・人、もの、お金が動く。 

・インフラが発達する。 

・冬のバスの課題が改善される。 

・長期的に見て効果がある。 

・スポーツの良さを子どもたちに伝える。 

・革新的になる。 

 

■どちらでもない理由 

・冬の生活が改善されるきっかけになる。 

 

■効果がない理由 

・盛り上がるけどその後は記憶から無くなるのではないか。 

・どれだけの効果があるかわからない。 

・維持管理が難しい。 

・スキー人口も減っている中でどう未来へつなぐか。  

・施設利用が冬季だと限られる。 

 

 

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 

・スポーツ振興がなされる。 

・競技力が向上する。 

・競技人口が増加する。 

・多くの種類の冬のスポーツに直接触れることができる。 

・子どもに夢を与える。 

・市民が優先的にチケットを入手できれば地元で世界トップレベルのプレーを見られる。 

・札幌の魅力を発信できる。 

・外国人や障害者と触れ合う機会が増えるのは子どもたちにとっていいことだ。 

・オリンピック精神が芽生える。 

・冬のスポーツを好きになるきっかけになる。 

・冬のスポーツ施設が充実する。 

・インバウンドが増加する。 
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〇課題について 

・市民の安全が心配だ。 

・交通渋滞が起きる。交通規制などで市民への影響はないのか。 

・通訳など言葉の問題が起きる。 

・ごみ問題が起きる。 

・来札される方の収容施設の対応は十分なのか。 

・対応するスタッフの確保は出来るのか。 

・会場へアクセスするための交通網の整備をしなくてはならない。 

・観客動員（特にパラリンピック）が少ないのではないかと心配だ。 

○課題解決のアイデアについて 

・民泊を推進する。 

・学校と連携する。 

 

■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 

・多言語での案内表記を充実する。 

・バリアフリーを推進する。 

・観光客を誘致する。 

〇大会開催後のまちづくりの課題について 

・施設の維持管理、活用方法を検討しなければならない。 

・改修しても利用者が少ない。 

・解決策は不明だ。 

○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 

・競技力向上への支援（環境を整備する競技団体の支援）をする。 

・市民総出で盛り上げて雰囲気づくりをする。 

・札幌中心だけではない北海道の視点での街づくりをする。 

・札幌の一極集中をする。 

 

 

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 

・建物の高層化、複合化をする。 

・花と緑のまちづくりが進む。 

・町内会レベルの自助をし、災害対策をする。 

・中心部の車乗り入れ制限をする。 

・大通公園を一つにつなげる。 

・建物に統一感を出す。 

・自転車連の整備をする。 
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・高齢者にやさしいまちになる。 

・バリアフリーを促進する。 

・回復力がある災害に強い街になる。 

・カーシェアリングが普及する。 

・札幌の特徴を生かした国際都市になる。 

・世界一の克雪都市になる。 

・在宅で副業、兼業が一般的になり、出社しなくていい。 
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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 

・バリアフリー化が進む。 

・インフラ整備を進める。 

・街づくりと連携して施設計画や運営をすると効果が大きい。 

・次世代のインフラ更新に期待する。 

・既存施設利用という意味では街づくりの効果は薄い。 

・交通インフラ整備が進む。 

・札幌の世界的認知度をアップする。 

・札幌市民のクローバル意識をアップする。 

・観光客が増加する。 

・札幌のおもてなし力低によるイメージ低下。リピートにつながらない。 

 

■どちらでもない理由 

・オリンピックには多額の費用がかかる。 

・オリンピックで町の将来を考えるのはおかしい。 

・これからの計画もあり方手法など工法が重要だ。 

 

■効果がない理由 

・案内板が少ない。 

・道民性が問われる。 

・南に行けば行くほどみんな話しかけてくれる。 

・おもてなしの心が足りない。 

・観光客へ注意などの声かけが多い。 

・観光、移住やリピートして観光する客が少ない。 

・従業員など、仕事をやらされている感じが出てしまう。 

 

 

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 

・海外国内から集客できる。 

・新幹線空港をアクセスする。 

・ホテルを増加する。 

・国際化国際交流が進む。 

・市民の国際感覚が磨かれる。 

・街の認知度を向上する。 
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・市の諸問題が表面化する。 

・市民の考えが向上する。 

・国際的な認知度が上がる。 

・インフラ整備が充実する。 

・ボランティア精神が芽生える。 

・バリアフリーが推進する。 

・経済効果が生まれる。 

・新技術新しいこと（シェアリングエコノミ）へのチャレンジの機会になる。 

・北海道の商品がたくさん売れる。 

・道外スポンサー収入アップが見込まれる。 

・キャッシュレスの充実を図る。 

・地域の活性化を図る。 

〇課題について 

・現段階では外国語対応が出来ない。 

・大通地下街は段差が多いのでバリアフリーになる。 

・警備の問題がある。 

・宿泊施設が枯渇する。 

・市民の日常生活が対応できない。 

・移動手段が足りない。 

・除雪の機能が麻痺する可能性がある。 

・日本は客にキャッシュレスの種類が多い。 

・施設整備などのお金がかかる。 

・自然災害への対策が足りない。 

・札幌外道内回遊できるような環境を作る。 

・テロ対策が必要だ。 

・早めの PRが必要だ。 

・交通渋滞が起きる。 

・スーツケースを持っている人は階段が辛い。 

・防災対策をしなければならない。 

・廃線になった JR はどうするのか。 

・札幌市内には抜け道がない。 

・雪をスキー場などに持っていくのか。 

・ドイツで札幌が通じないほど、札幌には知名度が無い。 

・子育てのみまもりを充実する。 

○課題解決のアイデアについて 

・車いすで入れるトイレを増やす。 

・新幹線は開通していてほしい。 

・経済効果が出るように市民が意識する。 



 

267 

 

・セキュリティー設備を増強する。 

・東京 2020年を参考にする。 

・会社の出勤の変更を検討する。 

 

■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 

・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 

〇交通整備 

・新幹線だけではなくほかのインフラを充実する。 

・交通がもっと発達する。 

・空港まで地下鉄を直結する。 

・飛行機の騒音より自衛隊の機体の騒音が大きい。 

〇産業 

・どこでも家でも働ける環境づくりをする。 

・働く場所の確保をする。 

・札幌からリノベーションを発信する。 

○その他 

・子育てしやすい環境を作る。 

・ゲストハウスシェアハウスの場での交流をする。 

・海外の人が働きやすい街づくりをする。 

・死ぬまで面倒を見てくれる都市になる。 

・冬雪がネックになる。 

・冬の体験を夏に活かす。 

・年金の不安がある。 

・四季を感じられる札幌になる。 

・四季を感じさせない札幌になる。 

・倒壊間近の家の整理が一般化する。 

・AI の上手な活用が生まれる。 

・北海道の中心都市になる。 

・健康寿命が延びてほしい。 
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・自宅で仕事ができるようになってほしい。 

・雪の利用法を考えて雪は恵みと思えるようになる。 

・高齢者が活躍できる街づくりをする。 

・住みたい街 Worldトップテン入りする。 

・未来は明るいと思える街になる。 

・宇宙は札幌経由で飛べるようになる。 
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４１）A 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 

・バリアフリーへの理解が進む。 

・交通が整備される。 

・世界の人々にもっと北海道知ってもらえる。 

・経済効果が期待できる。 

 

■どちらでもない理由 

・効果があっても一時的かもしれない。 

・説明だけでは体感がなく効果があるのかよくわからない。 

・規模が大きすぎてどのような効果があって効果がないのかの想像がつかない。 

 

■効果がない理由 

・過去に実施していて札幌は一定の知識がある。 

・長野オリンピックの後を参考にする。 

 

 

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 

・札幌に注目が集まる。 

・知名度がアップする。 

・札幌を世界に発信することができる。 

・日本が盛り上がる。 

・近くで競技選手が見られる。 

・近くで観戦している子どもに夢を与えることができる。 

・経済効果が生まれる。 

・国際交流が生まれる。 

・夏のオリンピックを開催する可能性がある。 

〇課題について 

・1 から設備を造る必要があり、経費が増大する。 

・交通が混雑する。 

・交通機関にトラブルが多数発生するかもしれない。 

・大雪の時の対処法が無い。 

・人がいっぱいくる。 

・必要施設建設が間に合うか。 

・ごみの処理は大丈夫か。 
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・テロ対策を練る必要がある。 

・大会期間中の市民生活が普段通り営めるのか。 

・楽しめる人と楽しめない人がいる。 

・外国人を迎える国際感覚が未成熟だ。 

○課題解決のアイデア 

・札幌市と北海道が連携して大会中の情報発信を多くする。 

・大会期間中の情報を発信する。 

・外国人ボランティアの活用をする。 

・ワークショップやメディアで市民の意識を高める。 

・国費を投入する。 

・夏のピークを避けて春秋の観光ショルダー期に入る。 

 

■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 

・失敗のレッテルを張られる可能性がある。 

・朝鮮との仲が良好になるきっかけになるかもしれない。 

・ウィンタースポーツの意識維持継続のきっかけになる。 

・たくさんのお金をかけたほどの効果がないかもしれない。 

・競技施設の多目的利用を大会後すぐに活用できるよう徹底する。 

〇大会開催後のまちづくりの課題について 

・夏でも使えるようにする。 

・長期利用を考えた計画的施設づくりをする。 

・札幌店を含む交通インフラ（IC乗車パス）を強化する。 

・選手村の跡地を含め志村防災村に利活用する。 

○課題解決のアイデアについて 

・施設の有効活用がなされる。 

・国際化が進む。 

・雪道が歩きやすくなる。 

・冬の時期の楽しみが増える。 

・便利な街になっている。 

・冬の暮らしが新しい技術で変わる。 

 

 

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 

・5G の VR ライブが一般的になる。 

・地下歩行空間が大阪並みのように店が並ぶ。 

・大企業を誘致する。 
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・お年寄りの緊急連絡体制を完全整備する。 

・アイヌ文化の常設シアターが出来る。 

・丘珠空港が拡張する。 

・地方へのアクセスが向上する。 

・大型ごみの回収をネット予約する。 

・千歳空港の滑走路が拡大する。 

・路面電車 LRT 網が発達する。 

・自転車専用道路が多く整備される。 

・他者への理解の深まる街になる。 

・ごみ箱を増やす。 

・JR が地下鉄に乗り入れ出来る。 

・大通公園の面積を最低 2倍にする。 

・狸小路が拡大する。 

・道路をすべてロードヒーティングにする。 

・だれでも参加できる生涯スポーツの拠点になる。 

・冬季オリンピックはいつも北海道で開催する。 

・交通料金を安くする。 

・大人向けスキー教室が充実する。 

・雪の量をコントロールできるようになる。 

・雪をエネルギー活用する。 

・国会議事堂を北海道に移転させる。 

・冬も都心と変わらない移動ができる。 

・雪を輸出する。 

・全世帯に発電機が整備される。 

・地下歩道空間が拡大する。 
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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 

・街が変わる。 

・人が変わる。 

・多様な人が集まる。 

・交通インフラで改善が期待できる。 

・子どもの未来のスポーツが盛んになる。 

・国内国外の観光客が増加する。 

・開催によりインフラ整備が向上する。 

・前回オリンピックを踏まえ札幌への各所効果が期待できる。 

・観光面がもっと良くなる。 

 

■どちらでもない理由 

・すでに町が整備されており一過性のものになりそうだ。 

・現在でも魅力的な街なのでこれ以上の効果はない。 

・人が都市に集中する。 

・街づくりとの意図が相違する。 

 

■効果が無い理由 

・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 

・雇用が増える。 

・ボランティア精神が育成される。 

・子どもに夢を与える。 

・非日常感じて建機が出る。 

・かっこいい大人が増える。 

・ウィンタースポーツへの意識が高まる。 

・本物を自分の目で見ることができる。 

・国際大会を身近に感じられる。 

・経済効果が生まれる。 

・全体的に消費が増える。 

・多様な人が集まる。 

・観光客が増加する。 
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・交通インフラが充実する。 

・北海道産食材のアピールの場になる。 

・知名度がアップする。 

・バリアフリーの街になる。 

〇課題について 

・街が混雑する。 

・交通事故や犯罪が増える。 

・交通渋滞が起きる。 

・テロが起きる。 

・治安が悪くなる。 

・物価が高騰する。 

・天候不良時の対応を練るべきだ。 

・悪天候時の交通対策をする。 

○課題解決のアイデアについて 

・バリアフリーを目指す。 

・映像技術アップによりどこでも情報を集められる。 

 

■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 

・整備されたインフラの継続的に利用する。 

・国際大会を増加する。 

・歴史ができる。 

・ウィンタースポーツをする人口が増える。 

・バリアフリーの街になる。 

・観光客が増加する。 

・再来札のきっかけになる。 

・国際化する。 

・LGBT、Q（性自認や性的指向が未確定な人々）の認知の加速が見込まれる。 

〇大会開催後のまちづくりの課題について 

・施設の維持管理が問われる。 

・過剰インフラになる。 

・雇用の継続をする。 

・人口減少の時の街のあり方として必要以上の規模になる。 

・設備で市民が使用しにくいものの活用法を考えなくてはならない。 

○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 

・テレワークのきっかけになる。 
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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 

・人にやさしいまちになる。 

・選択肢の多い町になる。 

・キャッシュレス社会になる。 

・種類やカードが電子化する。 

・作業用ロボットが導入される。 

・無人化する。 

・自然との共生がなされる。 

・自然を大事にしつつ AI化もする。 

・文化、医療、教育、芸術が向上する。 

・余暇が増大する。 

・高齢者の住みやすい街になる。 

・健康な後期高齢者が増加する。 

・MICE 施設が充実する。 

・北海道ツーリズムの拠点になる。 

・北広島市を吸収する。 

・千歳空港に関税を設ける。 

・寒さを感じさせない街になる。 

・地下歩行空間が拡大する。 

・地下鉄が延伸する。 

・市電の札幌駅乗り入れがなされる。 

・子ども手当として月 10万円が支給される。 

・平均学力が向上する。 

・子育て介護を街ぐるみでする。 
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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 

・雇用が創出される。 

・経済効果が生まれる。 

・地域が活性化する。 

・インフラが充実する。 

・子どもの教育が向上する。 

 

■どちらでもない理由 

・記載なし 

 

 ■効果がない理由 

・一過性のものとして終わるのではないか。 

・施設の負担が重い。  

 

 

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 

・観光客が増加する。 

・競技人口が増加する。 

・競技の質が向上する。 

・運営レベルが向上する。 

・子どものスポーツ教育が盛んになる。 

・国際化が進む。 

・雇用が増える。 

・財政の補助がなされる。 

〇課題について 

・市民への悪影響が出る。 

・治安が悪化する。 

・言語の問題が起きる。 

・財政負担が起きる。 

・雪が減少する。 

・他地域との連携がなされる。 

・競技場とのアクセスの悪さが懸念される。 

・選手に対する企業支援が少ないのではないか。 

・冬季競技にはお金がかかる。 
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○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 

○大会開催後の街づくりの利点ついて 

・健康の促進がなされる。 

・子どものスポーツが促進する。 

・新しい札幌発祥の文化が生まれる。 

・札幌の競技大会のブランドが生まれる。 

・インフラが整備される。 

・観光客が増加する。 

・ハードソフト面のバリアフリーが行われる。 

〇大会開催後のまちづくりの課題について 

・地域内で格差が生じる。 

・競技関心が一過性で終わる。 

・育成環境が整う。 

・施設が利活用される。 

・スター選手が育成される。 

・財政負担の懸念がある。 

・少子化により競技人口の減少が起きる。 

・他地域での施設が利用される。 

○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 

・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 

〇インフラ 

・インフラ整備がなされる。 

・道路に雪がない街になる。 

・ロードヒーティングが出来る。 

・地中熱排ガスが利用される。 

・地下にためた雪が再利用される。 

〇災害 

・災害に対する対応策が生まれる。 

・災害時のエネルギー対応が迅速に行われる。 

〇こども支援 

・子どもが安心していられる場所になる。 
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・子育て支援がなされる。 

・教育が IT化する。 

〇高齢化 

・高齢者が充実した生活を送れる。 

〇イベント 

・雪まつりのようなビッグイベントになる。 

・第 2 の大通、札幌駅周辺と呼ばれるまでになる。 

〇地域の個性化 

・電車から降りた先に魅力拠点をつくる。 

・機能が局在する。 

・コンパクトシティになる。 

・川の利活用がなされる。 

 

  


