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みなさんからのご意見を募集します！ 

～パブリックコメントの実施について～ 

                  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年（2019 年）10 月 

 

札  幌  市 

 

このたび札幌市では、今後４年間の中期実施計画として、 「札幌市

まちづくり戦略ビジョン・アクションプラン 2019（案）」を取りまとめましたの

で、広く市民のみなさんにお知らせし、ご意見を募集いたします。 

市民のみなさんと一緒により良い計画としていくため、多くの方からの

ご意見をお待ちしております。 

お寄せいただいたご意見を参考とし、令和元年（2019 年）12 月頃に

計画を策定する予定です。 

 

※いただいたご意見については、個別の回答はいたしませんが、ご意

見の概要とご意見に対する市の考え方について、別途ホームペー

ジなどでご紹介します。 

 

 以下の場所で資料の配布を行っております。 

 ○札幌市役所本庁舎 ５階 まちづくり政策局政策企画部政策調整課 

                ２階 市政刊行物コーナー 

 ○各区役所 

 ○各まちづくりセンター 

資料の配布場所 

募集期間：令和元年（2019 年）10 月 28 日（月）から 

令和元年（2019 年）11 月 26 日（火）まで【必着】 

市政等資料番号 

01-B01-19-2060 
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政） まちづくり政策局 

財） 財政局 

市） 市民文化局 

ス） スポーツ局 

保） 保健福祉局 
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経） 経済観光局 

環） 環境局 
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計画内において担当局の表記に局の略称を用いており、正式名称は下欄に示した。 
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