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Ⅰ　調査実施の概要Ⅰ　調査実施の概要Ⅰ　調査実施の概要Ⅰ　調査実施の概要
　　　　
１　調査目的１　調査目的１　調査目的１　調査目的

新まちづくり計画の策定の参考とするために，札幌市のまちづくりの各分野に深い関
わりを有する方々の意見を把握する。

２　調査期間２　調査期間２　調査期間２　調査期間
平成１５年８月２８日～９月１２日

３　調査方法３　調査方法３　調査方法３　調査方法
Ａ４判４ページの調査票を郵送し，返信用封筒で回収

４　調査対象者４　調査対象者４　調査対象者４　調査対象者
まちづくりの各分野に関わりの深い本市附属機関（審議会・委員会）の委員等 468人

　　
※　まちづくりの各分野
「経済・雇用」，「地域づくり・健康・福祉」，「環境・都市機能」，「芸術・文化，
スポーツ」，「教育・人づくり」の５分野

５　調査内容５　調査内容５　調査内容５　調査内容
  ①　まちづくりの各分野における「望ましいまちの姿」
　②　望ましいまちの姿を実現するために，「市民一人ひとり」，「ＮＰＯ（非営利組織）や
地域組織」，「企業」，「行政」等に期待される役割や活動

　　　　③　札幌新まちづくり計画における５つの基本目標を実現するために必要なこと
　　　　④　札幌のまちづくりに関する意見・提言

６　回収結果６　回収結果６　回収結果６　回収結果
【回収数】　238 通　　　【回収率】　50.9 ％

Ⅱ　調査の結果Ⅱ　調査の結果Ⅱ　調査の結果Ⅱ　調査の結果
　　　　
１　１　１　１　「望ましいまちの姿」について「望ましいまちの姿」について「望ましいまちの姿」について「望ましいまちの姿」について
まちづくりの各分野から見た「望ましいまちの姿」について伺いました。
主な意見をとりまとめた結果はＰ２～Ｐ６のとおりです。

２　２　２　２　「まちづくりを担う各主体に期待される役割等」について「まちづくりを担う各主体に期待される役割等」について「まちづくりを担う各主体に期待される役割等」について「まちづくりを担う各主体に期待される役割等」について
望ましいまちの姿を実現するために，「市民一人ひとり」，「ＮＰＯ（非営利組織）や地
域組織」，「企業」，「行政」等に期待される役割や活動について伺いました。
主な意見やその要旨をとりまとめた結果はＰ７～Ｐ11のとおりです。
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望ましいまちの姿

・年齢，性別を問わず就業の場があり楽しく暮らせる街

・若い人が自信を持って働ける

・増え続ける高齢者が元気なうちは働き，若者と共に行き交う街

・第3次産業，コミュニティビジネスまたはNPO等が雇用を吸収

・就労者の時間的事情に配慮

・日本を代表する国際観光都市づくりのため，市民に住みよい来訪者にはやさしい，基盤整備
の行きとどいた街
・道外や海外の人達が「札幌に行ってみたい。旅行してみたい」と思ってくれるような魅力ある
街。
・豊かな自然，鮮やかな四季の移り変わり，豊富な味覚や市内の観光スポットなど多彩な観光
資源を生かし，市民にとって住みよく，働きやすい街
・訪れる人が，魅力的なイベント，文化，芸術，スポーツや市民のホスピタリティに惹かれるような
街

・食を含めた観光をメイン産業に位置づけた国際都市

研究開発,基幹産業の育成研究開発,基幹産業の育成研究開発,基幹産業の育成研究開発,基幹産業の育成

・産学官連携による研究開発が進展し，技術力・販売力のある企業が次々と誕生し，IT・バイオ
などの関連産業への波及が進む
・生活，文化水準ともにレベルが高く，個人の生活形態や価値観の多様化にも対応できる環境
に常に努力し，新しい技術開発などにより雇用の拡大を目指す街
・全国一律にIT関連事業を起死回生策とするのではなく，｢札幌｣の出来る事を再度見直し，魅
力ある「産業」を市民合意の上で構築していく

・経済を牽引していく未来型企業の育成による希望の持てる明るい街

・札幌の特性を活かした産業（ITや観光など）が中心となって産業が活性化する

・本州企業の勧誘によって経済と雇用が活性化し，それが地場企業の活性化にも繋がる

・地域密着型のNPOのような,小さな社会を支えていく企業を多数起こしていく

・スポーツ，文化，コミュニティビジネスを育成

・アジアの人々を始め，様々な国籍の知的ワーカーがダイナミックに事業を興し，四季を通じて
にぎわう国際都市。

・消費と生産(製造)のバランスのとれた経済

・北海道を経済面，雇用面で引っ張ってゆける，リーダー的な街

・経済的にも安定した働き甲斐のある企業を育成

・所得（給料）は少なくても自然環境，住環境で子供を伸び伸びと育てられる街

・高齢者の持つ能力を活用する

その他その他その他その他

経済・雇用分野経済・雇用分野経済・雇用分野経済・雇用分野

雇用雇用雇用雇用

観光観光観光観光

コミュニティビジネスコミュニティビジネスコミュニティビジネスコミュニティビジネス

国際経済交流国際経済交流国際経済交流国際経済交流
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望ましいまちの姿

・市民一人ひとりが札幌市民としての自覚を持ち，まちづくりへの参加の意識を高めていく

・市民が地域づくりに活き活きと積極的に関わることができる

・地域の一人ひとりの生き方が尊重され，一人ひとりが市民としての責任と事務を意識して日々
生活する

・若い人達がふれあいのある街づくりを考えることの大切さを認識

・若い人達がもっと地域に関心を持ち，参加し意見を言えるような機会が増える

・ふれあいや，安らぎがあり，自分の街に誇りを持てるような街

・市外・道外にもオープンで，札幌にきて良かった，ホッとする・また来たいと思ってもらえる特徴
ある街

・大都会でありながら，田舎・地方のもつ市民のつながりがある

・日々の生活に密着した，そしてお仕着せでない空間（緑，公園など）がたくさんある

・美しい街並みがたくさんある街

・毎日散歩したくなるような街

・時に支えあい，助け合い，かつ，プライバシーや個人を尊重できる成熟した街

・豊かな情報と支援体制が整い住民が明るく健康で安心して暮らせるまち

・高齢者や障がい者も含む多様な市民が人間としての尊厳を保て，それぞれの可能性を発揮
して暮らせる街

・福祉の援助を受ける人々が誇りを持っているまち

・障がいを持った人もごくあたりまえに一緒に居られる(生活できる)街

・健常者も非健常者も差別なく，心身に対するバックアップと経済的支援など必要な方策を整え
られている

・高齢者でも障がい者でも自由に外出できる

・冬期間誰もが安全に外出できる

・地域住民が健康に対する意識をもち，一次予防の重要性を強く認識している

・街の中から子供の声が常に聞こえる街

・子どもたちが安心して遊び，笑い声がある

・子育てと仕事が両立できる街

･防犯体制が強化され，幼い子供たちや高齢者等弱い立場の人が安心して，ゆったり暮らせ
る，北の大地にふさわしい｢安全生活都市札幌｣

・共感と協働を支えに生きる喜びを造りだす街

地域づくり・健康・福祉分野地域づくり・健康・福祉分野地域づくり・健康・福祉分野地域づくり・健康・福祉分野

子育て子育て子育て子育て

市民活動，個性・魅力のある地域づくり市民活動，個性・魅力のある地域づくり市民活動，個性・魅力のある地域づくり市民活動，個性・魅力のある地域づくり

その他その他その他その他

健康・福祉のまちづくり健康・福祉のまちづくり健康・福祉のまちづくり健康・福祉のまちづくり
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望ましいまちの姿

・札幌の恵まれた自然を生かし，調和のとれた都市緑化を進め緑豊かな潤いと安らぎのある
街。
・清浄な空気と水，緑豊かで野生生物の暮らせる自然があり，これらが緑の回廊で繋がり，その
中に市民が快適に暮らせる近代都市

・緑と花の中に建物があるまち

・公園・緑地などが整備され，人や生活環境に配慮した街

・緑に囲まれた，明るい，ゴミや煙草の投げ捨てのない街

・水と空気のおいしいシンプルな街

・自然のある都会，自然と都会機能の調和

・消費一辺倒ではなく，自然環境に配慮し，住民自身がさっぽろの自然環境に関心を持ってお
互いに協力できる街
・自分達の住んでいる地域に愛着と誇りを持ち，地域の自然環境等を守るためには，多少の我
慢ができる住民の住む街

・市民も行政も企業も，みんなが豊かで快適な環境づくりに高い意識を持ち，それぞれが日々
環境改善に取り組んでいる街

・日本で最もゴミが少なく都市環境がすばらしい街

・世界に誇れる観光の街さっぽろを標榜する上でも｢ゴミのないきれいな街さっぽろ」の実現

・交通渋滞や都心部の違法駐車が少ない，CO2排出抑制に努めている機能的な街

・コンパクトで，エネルギーの無駄をはぶく街

・冬に輝くまち

・快適な冬を過ごせるまち

・周辺の交通網が整った便利で緑豊かなきれいな街

・自動車に頼らない都市機能

・自動車の都心乗り入れを制限し，公共交通の利用が促進

・中心部を超高層化して，住と職とを接近させることで，効率よい生活が実現

・道都として高い文化と都市機能が充実し，かつ自然を感じさせる人にやさしい街

・都市機能の分離された，いわば中世の城郭都市のような街

・持続可能な環境文化都市として，さっぽろらしい環境への取組みを，市民が参加しながらつく
る街（「さっぽろスタンダード」を持つ街）
・市民も行政も企業も，みんなが豊かで快適な環境づくりの高い意識を持ち，それぞれが日々
環境改善に取り組んでいる街

・幼小学生から大人まで自分の住む街に関心を持ち，積極的に環境活動に参加できる街

その他その他その他その他

交通・都市空間交通・都市空間交通・都市空間交通・都市空間

環境・都市機能分野環境・都市機能分野環境・都市機能分野環境・都市機能分野

自然環境（緑，水，空気）自然環境（緑，水，空気）自然環境（緑，水，空気）自然環境（緑，水，空気）

地球環境（ゴミ，エネルギー）地球環境（ゴミ，エネルギー）地球環境（ゴミ，エネルギー）地球環境（ゴミ，エネルギー）

冬冬冬冬
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望ましいまちの姿

・東京や海外で勉強して来た音楽家や芸術家が，定住できる街

時間のゆとり，心に豊かさと感性を高めることのできる身近な場が多くある

・札幌の芸術情報を発信し，また世界からの芸術情報を集約して市民にそれらの情報を提供で
きる
・芸術(特に絵画や彫刻)を指導する人達が札幌を拠点に発表活動をし，市民はそれを享受し，
学生もそれを刺激して勉強していける
・ウィンタ－スポーツの札幌と世界に知られているように，芸術の札幌としても世界に知られるよ
うになる
・東京，大阪などの都会志向の目を，夢多き資源を持つ北海道に向き直させる，人の営みの素
敵な街

・芸術・文化活動に携わる人が活動しやすい，オシャレな街

・大通公園を中心にのんびりと芸術やショッピングを楽しめる街

・ジャンルや形など層の厚さが感じられ，どんなコンサートや催し物を行ってもにぎわう

・文化的集積度の高い都心を持つ

・芸術の創造や文化活動が行われ，日常的に高度な芸術文化に接することのできる，国際的
交流が盛んな街

・埋蔵文化財や歴史的建物の保存・再生を行いながら現代生活が充分に快適に行える街

・スポーツ団体，地域組織，NPO，行政が一体になって，いつでも，だれでも，どこでも出来るス
ポーツ組織がつくられている

・スポーツについて「札幌らしさ」を強調できる街

・週２日の休みを札幌の中で過ごせる様な街

・文化とスポーツがクロスしている

・北海道出身の一流専門化が札幌を活動の場とする

・芸術・文化，スポーツを通じて世代間の交流が促進されている

・芸術・文化・スポーツ共通して，地域色をもっと出し，大都市でありながら，フットワークを軽く，
とりくめる街
・性別，年齢を超えて子供からお年寄までが芸術を愛しスポーツを楽しみ，参加する機会・環境
に恵まれている
・家族や友人・職場の仲間達と，何時でも気軽に芸術に触れたり，スポーツを楽しむことができ
る街

・児童・生徒が無料で自由に使用できる文化・スポーツの公共施設が設置されている

芸術・文化・スポーツ分野芸術・文化・スポーツ分野芸術・文化・スポーツ分野芸術・文化・スポーツ分野

芸術・文化芸術・文化芸術・文化芸術・文化

スポーツスポーツスポーツスポーツ

芸術・文化，スポーツ（共通）芸術・文化，スポーツ（共通）芸術・文化，スポーツ（共通）芸術・文化，スポーツ（共通）
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望ましいまちの姿

・時代を担う子どもたちが生き生きと学び，心豊かで明るく元気な街

・子ども達一人一人が，自分の未来について夢や希望を抱き，その実現に向かって意欲を持っ
て主体的に学ぶことができる

・未来への夢を刺激する機会をできるだけ多く作り出し，学ぶことの面白さ，楽しさが実感できる

・「努力すれば成し遂げられる」という肯定的な自己概念を全ての子供に抱かせる

・子どもの頃からまちづくり（自然，景観，福祉など）への参加型学習が行われ，大人になっても
様々な立場・視点からまちづくりに参加できる人材が育成される
・青少年が，自分の夢や希望を笑顔で語ることができ，それぞれが個性を生かしながら，その実
現のために努力し，その努力が報われる社会
・義務教育において，学校と家庭との連携だけでなく，地域社会が深くかかわることが，ごく自然
な姿として実感できる

・家庭で幼児から人が生活するための基本的なモラルが育てられている

・家庭に限らず地域で子どもを育てる街

・学校教育と社会教育が相互補充的に結合し，体験(野外)学習の機会が学校教育に組み入れ
られている

・個性を重んじ，その人その人に合った人づくりができる

･老若男女が生き生きと学びつづける環境いっぱいの街

・市民がいつでも学ぶことができる学習機会が提供され，学んだ財産（人材）が札幌の街づくり
に活かされる

・高い意識をもった市民の手による教育・人づくりが各地域の実情にそって展開される街

・様々な動機・経歴を持つ多様な人々が，容易に学ぶことができる街

・図書館などの小学校区単位に充実され文化的香りがする街

・一人一人の市民が生涯を通して学習をするために，札幌市のあらゆる施設・設備が開放され
ている

・大人が子どもの健やかな育ちに責任と誇りを持つ街

・子どもにとって良きモデルとなる大人が生き生きと生活する街

・子子孫孫に豊かな自然と豊かな心を伝えていける街

・教え・教えられ，導き・導かれる，相互学習型のボランタリーなコミュニティ

・社会奉仕活動に誰もが進んで取り組み家庭生活，学校生活，社会生活が明るく楽しい街

・｢札幌｣という北の大地に根づきおおらかで広い心をもつ，人が人を思いやれる人間が住む街

・障がいや立場・属性などで差別されず，学習や就業できる街

・将来を担う子どもや高齢者（特に男性）や障害者の心の居場所づくりのために積極的に世代
間交流が図られる

・子どもたちや高齢者がゆったり遊びくつろげるような空間がある

・犯罪を無くし，人に対する思いやり，譲り合う，助け合う気持ちをもった人達が増える明るい街

教育・人づくり分野教育・人づくり分野教育・人づくり分野教育・人づくり分野

その他その他その他その他

子どもの教育・育成子どもの教育・育成子どもの教育・育成子どもの教育・育成

生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習
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まちづくりを担う各主体に期待される役割

チャレンジ精神を持った起業家への理解(失敗した起業家への支援)

事業を起こそうとする市民に対する情報提供

自分の仕事に対して満足感，自信を持つ

厳しい経済環境に対応できる能力の向上

経済最優先的な価値観を見直し

スローアンドステディ重視の意識づくり

温かいおもてなしの心

来札者との交流

新たな観光資源の発掘への協力

地域経済や雇用を支える

生活面のコーディネーター

コミュニティビジネスへの取り組み（福祉，健康分野）

行政・企業との連携による｢札幌の魅力｣のアピール

観光ボランティアの組織化や市民の活躍の機会の創出

新たな観光資源のPR

売上増，利益増，雇用数の増

企業体質を強化する努力

コストダウンの推進

本州企業と対等の技術力を維持

競争力の強化と道内，全国，海外への展開

本物を追求した物づくりやサービスの展開

世界に通用する製品づくりのための技術開発力の向上

産学官の連携による産業創出，雇用創出

学との連携による新規事業分野の開拓

地域環境保全のため各企業の持てる知恵を積極的に提供

環境に配慮した活動

公益サービスへの参加

人材の育成，道内出身者の札幌への集積

展示会，交流会，講演会等への出展・参加など積極的な異業種（外部）交流

魅力的な観光商品の開発，観光都市を支える人材育成

札幌の魅力のアピール，国際会議・イベントの誘致への努力

社会との共存

起業環境づくり（的を絞った使いやすい助成制度など）

企業活動への情報提供や後方支援

リーディング産業のプライオリティづけと支援

企業誘致のための魅力の向上

中小企業の育成

産学官連携による産業創出，雇用創出

経済活性化策・高齢者雇用対策の優先

民間への積極的な業務委譲

アウトソーシングによる雇用創出

人材の発掘

企業間の交流機会や活動報告機会の創出

実効ある活動やとりくみへの支援や表彰

ビジネス面の規制緩和

札幌の歴史・自然・文化を活用した，リピーターの増えるまちづくりの推進

全道的発展の志向

アジアへのシティセールス

行政の役割行政の役割行政の役割行政の役割

経済・雇用分野経済・雇用分野経済・雇用分野経済・雇用分野

市民の役割市民の役割市民の役割市民の役割

NPOや地域組織等NPOや地域組織等NPOや地域組織等NPOや地域組織等
の役割の役割の役割の役割

企業の役割企業の役割企業の役割企業の役割



8

まちづくりを担う各主体に期待される役割

まちづくりへの意識を高めること

地域のことを知り，そこで役割を担う自覚を持つこと。

地域の事業，行事等に関心を持ち，積極的に参加，協力すること

伝統行事，伝承遊びの継承

互いに理解し助け合うこと

地域のボランティア活動などへの積極的な参加

障がいのある人への理解

弱者の自立支援

若い人が福祉の実情を理解すること

成人病の恐しさの認識，運動の習慣づけ

健康に関するセルフチェック

若い世代が健康に関心を持つこと

社会ルールの遵守

市民のリーダー的役割

情報の共有化

地域の実態，ニーズの把握

日常生活のサポート，アドバイス

地域住民に対する役立つ情報の提供（医，教育，食，等）

多様なサービス提供・創出

講習会，勉強会などを通した障がい者への正しい知識の普及

優秀な人材の確保，適確な行政補完（NPO)

若者の活動参加の促進

町内会活動分野への参入（NPO）

市民とともに主体的なまちづくりを目指す意識

地域の美化活動や行事への理解，助成

地域活動への情報提供や研修会等への人材紹介

福利厚生，レクリエーション，定期健診の徹底

高齢者や障害のある人が無理なく働ける就労機会の提供

男女共同参画の推進，働きやすい職場環境づくり

より質の高い介護サービスの提供

商店街などとの共生

市民が気軽に相談できる体制づくり

ＮＰＯや地域組織などとの連携

市民活動に対する情報提供や効果的な支援

連絡所のあり方の検討

地域の実情を見極めた支援

職員の一地域住民としての意識の向上

行政主導による福祉施策の推進

市民の生活を支えるセーフティネットの整備

福祉のネットワークづくり

道路などのバリアフリー化の推進

福祉除雪サービスなどのより積極的な推進

少子化対策

行政の役割行政の役割行政の役割行政の役割

地域づくり・健康・福祉分野地域づくり・健康・福祉分野地域づくり・健康・福祉分野地域づくり・健康・福祉分野

企業の役割企業の役割企業の役割企業の役割

市民の役割市民の役割市民の役割市民の役割

NPOや地域組織等NPOや地域組織等NPOや地域組織等NPOや地域組織等
の役割の役割の役割の役割
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まちづくりを担う各主体に期待される役割

生活の身近な所からの環境への配慮

経済性，利便性ばかりに走らず，多少の不便を我慢する意識を持つこと

みんなで決めたルールの遵守

札幌を大切に思う心を持つこと

自分の住んでいる街をきれいにするという意識を持つこと

環境活動等への積極的な参加

公共や環境を意識した生活の実践

省エネの実践

乗用車の利用を最低限にとどめる。

ゴミの分別，減量

ECO商品の積極的な使用

ガーデニングなど地域活動への参加・協力

身近な環境美化（公園，道路）活動への参加

市民への情報提供，啓蒙活動

市民への活動機会の提供

行政を補完する環境改善の活動

地域一丸となった環境教育（特に子供に対して）

環境に関する施設の管理，イベントの運営等

活動についての情報公開

リサイクル活動を通じた雇用の創出(特に障がいのある人など）

身近な緑化，保全への協力

除雪についてのエコマネー推進

住宅地域のポケットパークの管理

企業活動による環境負荷への責任の自覚

環境保全に関する費用負担

環境商品の研究開発

雪国に適した技術開発

環境に関する国際規格の導入

製品に関する環境への影響をわかりやすい表示

排気ガス抑制やゴミの減量

マイカー通勤の禁止

買い物客の公共交通機関の利用促進(巡回バスの増，地下鉄来店者へのサービスなど）

有害物質の排出抑制

廃棄物の適正処理

企業内外の緑化推進

環境ＮＰＯなどへの支援

環境に対する法や条例の立案

都市環境の実態に関する情報開示や市民・各種団体への話し合いの場の提供

NPOや市民への教育，支援

自然保護・保全を志向した都市基盤の整備

環境に関する様々な活動へ職員派遣

ゴミ排出量の少ない先進都市の事例研究，施策への反映

自動車を利用しない企業や人へのメリットの供与

木質バイオマスへの取り組み

メタンガスのエネルギーとしての再利用の推進

除雪エコマネーの創設

交通網の整備とそれを格安で利用できるソフト面の整備

都心部への企業投資の誘導

行政の役割行政の役割行政の役割行政の役割

環境・都市機能分野環境・都市機能分野環境・都市機能分野環境・都市機能分野

市民の役割市民の役割市民の役割市民の役割

NPOや地域組織等NPOや地域組織等NPOや地域組織等NPOや地域組織等
の役割の役割の役割の役割

企業の役割企業の役割企業の役割企業の役割
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まちづくりを担う各主体に期待される役割

芸術・文化，スポーツに関心を持つこと

芸術・文化，スポーツの活動や催しに積極的に参加すること

芸術・文化，スポーツを楽しみ，他の人々との交流を深めること

住民同士が声をかけ合って積極的にスポーツ活動へ参加すること

自らの経験・知識・技術等の提供・伝承

スポーツ振興に対する理解

家族ぐるみでスポーツを楽しむ機会を増やすこと

参加しやすい環境づくりのアイディアの提供

企画，運営スタッフとしてのボランティア活動

展覧会等の実現のための寄付活動

子供の頃からの情操教育

札幌の歴史を知り，愛着を持ち生活すること

個々の立場で生活の潤いを見出すこと

オシャレなまちの住民であるという自覚と誇りを持つこと

身の回り住宅の周りを奇麗に飾る習慣を身に付ける

芸術，文化に関する組織づくり・運営

企画・運営の協力

市民が参加するプログラムの企画

芸術鑑賞のための講習会の開催

多種多様な文化活動の交流促進

若者が集う地域のサークル活動の立ち上げ

札幌の歴史を掘り起こす行動

地域の文化活動への経済的・人的支援

スポンサーとしての参画

有能な人材や有資格者の派遣

企業の施設等の開放(運動施設等)

活動の場の提供

企業内での組織づくり

専門的な情報の提供や用具等の紹介

新人への奨励となる賞の制定

実業団チームの育成・強化

芸術・文化活動の成果の活用

地元の若手芸術家の作品の採用（企業ロゴやＰＲ物など）

企業ボランティア

従業員がゆとりを持って生活を楽しめる環境づくり

施設の充実，開放，利用料の低額化

公的な場の開放

世界の芸術情報の集約や札幌の芸術情報を発信する機能の整備

各種企画への側面支援

宣伝活動

組織づくりへの支援（専門的知恵の結集）

鑑賞料金，観戦料金の工夫。

芸術・文化，スポーツの経済効果の把握

若手芸術家の活動の支援

都市設計・公園プランなどへの芸術家の活用

マスメディアとの協力

若者から老人まで集えるイベントを増やすこと

札幌の歴史に関する若者への教育

芸術・文化，スポーツ分野芸術・文化，スポーツ分野芸術・文化，スポーツ分野芸術・文化，スポーツ分野

NPOや地域組織等NPOや地域組織等NPOや地域組織等NPOや地域組織等
の役割の役割の役割の役割

企業の役割企業の役割企業の役割企業の役割

行政の役割行政の役割行政の役割行政の役割

市民の役割市民の役割市民の役割市民の役割
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まちづくりを担う各主体に期待される役割

子供や子供をとりまく環境に関心を持つこと

子どもが社会の財産であることの再認識

子どもの目を意識して行動し，子どもの良きモデルとなること

子どもへの正しい社会規範の指導

価値観を変える（学歴より人物）

子供たちの自己実現への支援

学校活動への参加

特技を活かした地域の学校教育活動への参加

地域での子ども育成活動

家庭や地域の教育力向上への努力

生涯教育への取り組み

学習成果をまちづくり活動，ボランティア活動等に活かす

子どもたちの相互のふれあい，社会体験・自然体験の機会の提供

インターンシップ，ボランティア活動など機会の提供

子どもが関われる多様な活動の場の提供

教育内容に社会のニーズを取り入れるための企画・ノウハウの提供

心の居場所づくりのためのカウンセリング

学校教育への参入（地域の指導者が学校へ参画）

家庭や地域の教育力を高める活動

有害環境の浄化活動

日常的な声かけ

地域行事・レクリエーションの企画と参加奨励

世代間交流の企画

学んだ人材を社会的に活用

学習機会の創出，情報発信・プログラムの立案

子どもへの社会体験の機会の拡充

インターンシップの推進

企業施設の開放

生涯教育に対するサポート

教育への資金，人材面での協力

子どもに悪影響を及ぼす宣伝やテレビ番組の提供者にならないこと

学校への積極的な講師派遣

週休２日制の促進と家庭団欒の推奨

地域活動への社員の参加協力

青少年の健全育成への取り組み

教育上ふさわしくない報道・出版に対する法規制

子どもの社会体験・奉仕活動の環境づくり

幼・保の一元化

個に応じた学習の充実，30人学級の実現

優れた教員の養成

札幌市の歴史など地元教育の充実

地域や家庭の教育力が高めるための学習の場，相談の場の設置

子供に悪影響を及ぼす環境について市民が考え，意見交換する場の設定

学校教育と社会教育の連携

市民，ＮＰＯ，地域組織，企業の教育活動のコーディネート

市民への生涯教育の機会や場の提供の拡充

高齢者が活躍できる機会の拡充

教育・人づくり分野教育・人づくり分野教育・人づくり分野教育・人づくり分野

企業の役割企業の役割企業の役割企業の役割

行政の役割行政の役割行政の役割行政の役割

市民の役割市民の役割市民の役割市民の役割

NPOや地域組織等NPOや地域組織等NPOや地域組織等NPOや地域組織等
の役割の役割の役割の役割



12

３　新まちづくり計画における５つの基本目標を実現するために必要なこと３　新まちづくり計画における５つの基本目標を実現するために必要なこと３　新まちづくり計画における５つの基本目標を実現するために必要なこと３　新まちづくり計画における５つの基本目標を実現するために必要なこと

※本調査結果利用上の注意

①　①　①　①　「元気な経済が生まれ，安心して働ける街さっぽろ」の実現のために必要なこと「元気な経済が生まれ，安心して働ける街さっぽろ」の実現のために必要なこと「元気な経済が生まれ，安心して働ける街さっぽろ」の実現のために必要なこと「元気な経済が生まれ，安心して働ける街さっぽろ」の実現のために必要なこと（複数回答）（複数回答）（複数回答）（複数回答）

　「元気な経済が生まれ，安心して働ける街さっぽろ」を実現するために，次の中から，
あなたが特に必要と思うことを３つまで○をつけてください。

（Ｎ＝238）

（全体の結果）（全体の結果）（全体の結果）（全体の結果）

「観光産業の振興や国際会議・イベントの誘致」が最も多く 42.0％，次いで「就労支援や雇用機
会の創出」が 41.2％，「ＩＴ技術など札幌の知恵を生かした新たな産業の創出」が 38.7％であった。

（１）　文中のＮとは，比率算出の基礎となるサンプル数のことである。
（２）　各回答の百分率はＮを基数として算出し，小数第２位を四捨五入した。このため，個々

の比率の合計が 100.0％にならない場合がある。
（３）　1 人の対象者に２つ以上の複数回答を認め，回答者総数を基数としているので，比率の

合計は 100.0％を超えている。

0.4%

0.0%

4.6%

15.1%

16.0%

16.8%

19.7%

28.2%

32.4%

34.0%

38.7%

41.2%

42.0%

0.0 20.0 40.0 60.0

無回答

特にない

その他

技術力・販売力のある工業の育成

アジア地域などとの海外経済交流の促進

創業を目ざす市民への支援

都市型農業の振興

中小企業の経営支援

産・学・官の連携による研究開発の促進

商業・流通業の振興や商店街の活性化

ＩＴ技術など札幌の知恵を生かした新たな産業の創出

就労支援や雇用機会の創出

観光産業の振興や国際会議・イベントの誘致

％
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②　②　②　②　「健やかに暮らせる共生の街さっぽろ「健やかに暮らせる共生の街さっぽろ「健やかに暮らせる共生の街さっぽろ「健やかに暮らせる共生の街さっぽろ」の実現のために必要なこと」の実現のために必要なこと」の実現のために必要なこと」の実現のために必要なこと（複数回答）（複数回答）（複数回答）（複数回答）

　「健やかに暮らせる共生の街さっぽろ」を実現するために，次の中から，あなたが特に
必要と思うことを３つまで○をつけてください。

（Ｎ＝238）

（全体の結果）（全体の結果）（全体の結果）（全体の結果）

「子育てと仕事の両立のための環境づくり」が最も多く 46.2％，次いで「市民の主体的なまちづ
くり活動の支援」が 43.7％，「高齢の方や障がいのある方の地域における生活支援体制の充実」が
40.8％であった。

0.4%

0.0%

3.8%

5.9%

8.8%

19.3%

22.3%

27.3%

35.7%

38.7%

40.8%

43.7%

46.2%

0.0 20.0 40.0 60.0

無回答

特にない

その他

子どもの虐待の防止

公共施設や市営住宅のバリアフリー化

患者のニーズに対応した医療体制の充実

子育て相談や地域での親子交流の充実

健康づくりに関する取り組みの促進

防災，防犯，交通安全の推進

高齢の方や障がいのある方の社会参加や活動の促進

高齢の方や障がいのある方の地域における生活支援体制の充実

市民の主体的なまちづくり活動の支援

子育てと仕事の両立のための環境づくり

％
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③　③　③　③　「世界に誇れる「世界に誇れる「世界に誇れる「世界に誇れる環境の街さっぽろ環境の街さっぽろ環境の街さっぽろ環境の街さっぽろ」」」」の実現のために必要なことの実現のために必要なことの実現のために必要なことの実現のために必要なこと（複数回答）（複数回答）（複数回答）（複数回答）

「世界に誇れる環境の街さっぽろ」を実現するために，次の中から，あなたが特に必要
と思うことを３つまで○をつけてください。

（Ｎ＝238）

（全体の結果）（全体の結果）（全体の結果）（全体の結果）

「ごみの発生抑制・再利用・リサイクル」が最も多く 49.6％，次いで「効率的で環境への負荷の
少ない雪対策の推進」が 48.7％，「人や環境に配慮した交通網の整備」が 37.4％であった。

0.8%

0.0%

5.0%

6.7%

14.3%

15.5%

17.6%

28.6%

29.4%

36.6%

37.4%

48.7%

49.6 %

0.0 20.0 40.0 60.0

無回答

特にない

その他

ダイオキシンなど有害化学物質の対策

二酸化炭素排出量の抑制

自然・未利用エネルギーの有効利用

河川など水辺環境の整備

緑化の推進

人や環境を重視した都心の整備

環境教育の推進

人や環境に配慮した交通網の整備

効率的で環境への負荷の少ない雪対策の推進

ごみの発生抑制・再利用・リサイクル

％
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④　④　④　④　「芸術「芸術「芸術「芸術・文化，スポーツを発信する街さっぽろ・文化，スポーツを発信する街さっぽろ・文化，スポーツを発信する街さっぽろ・文化，スポーツを発信する街さっぽろ」の実現のために必要なこと」の実現のために必要なこと」の実現のために必要なこと」の実現のために必要なこと（複数回答）（複数回答）（複数回答）（複数回答）

（Ｎ＝238）

（全体の結果）（全体の結果）（全体の結果）（全体の結果）

「芸術・文化を楽しむ環境づくり」が最も多く 47.5％，次いで「地域でスポーツを楽しむ環境づ
くり」が 45.8％，「芸術・文化活動に参加できる環境づくり」が 42.4％であった。

　「芸術・文化，スポーツを発信する街さっぽろ」を実現するために，次の中から，あなたが特
に必要と思うことを３つまで○をつけてください。

1.7%

0.0%

5.0%

20.2%

24.4%

28.6%

34.5%

37.8%

42.4%

45.8%

47.5%

0.0 20.0 40.0 60.0

無回答

特にない

その他

地域に根ざしたプロスポーツの育成

ウインタースポーツの振興

国内外との芸術・文化の交流

伝統文化・歴史の継承や保存

芸術・文化を担う人材の育成

芸術・文化活動に参加できる環境づくり

地域でスポーツを楽しむ環境づくり

芸術・文化を楽しむ環境づくり

％
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⑤　⑤　⑤　⑤　「ゆたかな心と創造性あふれる人を育む街さっぽろ「ゆたかな心と創造性あふれる人を育む街さっぽろ「ゆたかな心と創造性あふれる人を育む街さっぽろ「ゆたかな心と創造性あふれる人を育む街さっぽろ」」」」の実現のために必要なことの実現のために必要なことの実現のために必要なことの実現のために必要なこと（複数回答）（複数回答）（複数回答）（複数回答）

（Ｎ＝238）

（全体の結果）（全体の結果）（全体の結果）（全体の結果）

「思いやりとゆたかな心を育む教育」が最も多く 61.8％，次いで「社会体験や自然体験の機会の
充実」が 52.1％，「市民が学習する機会や場の充実」が 37.0％であった。

４　札幌のまちづくりに関する意見４　札幌のまちづくりに関する意見４　札幌のまちづくりに関する意見４　札幌のまちづくりに関する意見・提言・提言・提言・提言

　　　　　　　　総数３２３件の意見・提言をいただきました。
　　分野別の意見・提言件数は P17とおりです。

　「ゆたかな心と創造性あふれる人を育む街さっぽろ」を実現するために，次の中から，あなた
が特に必要と思うことを３つまで○をつけてください。

1.7%

0.0%

7.6%

5.9%

8.8%

10.1%

16.4%

17.2%

33.6%

35.7 %

37.0%

52.1%

61.8%

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

無回答

特にない

その他

ITを活用した教育環境の整備

障がいのある子どもの教育の充実

大学など高等教育の充実

非行，いじめ，不登校の問題への対応

一人ひとりの子どもに応じた学習の充実

学習成果が社会に生かされる環境づくり

家庭の教育力の向上

市民が学習する機会や場の充実

社会体験や自然体験の機会の充実

思いやりとゆたかな心を育む教育

％
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札幌のまちづくりに関する意見・提言（分野別件数）札幌のまちづくりに関する意見・提言（分野別件数）札幌のまちづくりに関する意見・提言（分野別件数）札幌のまちづくりに関する意見・提言（分野別件数）

              大 分 類                                  中 分 類 件数 合計
経済・雇用対策 中小企業や創業への支援 3

人材育成 1
景気対策・経済活性化 3

経済・ 雇用確保 12 19
雇用 産業育成 産業の育成 9 9

観光・集客交流 祭り・イベントの内容充実 2
積極的な集客施策 5 7

高齢の方，障がいの 街のバリアフリー化 5
ある方への支援 高齢の方，障がいのある方への理解・配慮 6 11

福祉・ 子育て支援 少子化への取組み 2 2

地域のま 福祉・健康・介護・年金 福祉の充実 3

ちづくり 年金 健康で暮らせる社会 2
保険料の負担減や年金の不安 1 6

地域づくり 町内会活動の活性化 4
地域住民の交流 3
様々な地域活動 1 8

ごみ対策 ごみ出しルールの徹底 2
ごみのポイ捨て規制 3 5

環境負荷低減 地球環境の保全 3 3
緑や自然環境 街の緑化 2

自然環境の保全 8
水辺の環境整備 1 11

雪対策 除排雪の充実 8
つるつる路面対策 3 11

公共交通機関 公共交通機関の充実 7

環境・ 利用しやすい料金体系 3

都市機能 地下鉄の延長や環状化 2
路面電車や軌道系交通機関の充実 1 13

自動車交通 交通渋滞の緩和 1
都心乗り入れ規制 5 6

自転車対策 自転車対策 5 5
都市景観 景観に配慮した街づくり 6

高層マンション規制 1 7
基盤整備 道路整備の充実 5

その他公共施設の整備 6 11
効果的なまちづくり 効果的なまちづくり 4 4
公共事業の見直し 公共事業の見直し 5 5

芸術・文化 芸術･文化，スポーツ 芸術・文化・スポーツ施設の充実 8
スポーツ 芸術・文化・スポーツ活動の環境づくり 18 26

豊かな人間性 思いやり，豊かな人間性 17 17
人づくり 教育環境 教育力，教育環境の向上 17 17

生涯教育 生涯を通した教育環境 10 10
交通安全 路上駐車や暴走車両の取締り 2 2
防犯対策 防犯の強化 2 2

その他 市政参加 市民の市政参加 12
市民の声の反映 10
市民の意識変革の促進 3 25

行政の改革 行政の効率化・スリム化 19
職員の意識改革 9 28

市民サービスの向上 市民サービスの向上 5 5
情報公開・情報提供 情報公開，情報提供の充実 4 4
その他 その他 44 44

合　　計 323 323


