
マニフェストの
目標値等

進捗 これまでの実績及び平成22年度（2010年度）の主な動き等 所管部

Ⅰ 人をはぐくむ街

1 仕事と生活・子育ての両立に理解ある企
業を支援します

08年度までに（ワー
ク・ライフ・バランス
認証）制度創設

○

【これまでの実績】
札幌商工会議所の協力により実態調査を実施
認証制度の創設に向け、札幌商工会議所などと協議会を設置し検討
ワーク・ライフ・バランス取組企業応援事業創設（認証制度、取組企業への助

成、アドバイザー養成・派遣）（08年7月）
認証企業数 106社（09年12月末現在）

子ども育成
部

2 現行１回に限り無料の妊婦健診を５回ま
で無料にします

08年度までに拡大 ○
【これまでの実績】
妊婦健診の公費負担を1回から5回に拡充
・制度開始 07年10月１日

09年度から公費負担を14回に拡充

保健所

3 ０歳から小学校入学までの子どもの医療
費は原則無料にします

08年度までに実施 ○

【これまでの実績】
乳幼児医療費助成受給者証更新時（08年8月１日）から実施
・就学前の乳幼児の医療費を原則無料

・09年1月から、入院のみ小学生まで拡充（非課税世帯：原則無料、課税世帯：1
割負担）

保険医療・
収納対策部

4 子育て支援センターを増設、子育てサロ
ンは全小学校区に

10年度までに
2センター増設 ○

〔子育て支援センター〕
【これまでの実績】
清田区保育・子育て支援センター開設（09年4月）
※札幌市立しんえい幼稚園に併設し、札幌市立認定こども園にじいろとして開

設
【10年度の主な動き】
仮称）白石区保育・子育て支援センター開設（白石保育園を改修）（10年4月開

設予定）
仮称）北区保育・子育て支援センター整備（12年4月開設予定）

〔子育てサロン〕
【これまでの実績】
191小学校区に設置済み（09年11月末現在）
【10年度の主な動き】
地域主体の子育てサロン設置事業を引き続き実施

子育て支援
部

5 子どもを虐待から守ります（児童家庭支援ｾﾝ
ﾀｰ増設、地域小規模児童養護施設新設）

10年度までにｾﾝ
ﾀｰを2か所増設 ◎

〔児童家庭支援センター〕
【これまでの実績】
児童家庭支援センター運営事業（2施設）
・児童虐待通告後初期調査を夜間・休日も実施
【10年度の主な動き】
児童家庭支援センター2か所開設（南区：札幌育児園､白石区：札幌乳児院）
関係機関等との調整を実施し、地域小規模児童養護施設を1か所設置

児童福祉総
合センター

6 待機児童ゼロを目指し、保育所定員を
1000人増やします

10年度までに保育
所定員1,000人増 ◎

【これまでの実績と10年度の主な動き】
保育所の創設・増改築等による定員増の状況
（07年度）285人増 （08年度）370人増 (09年度）470人増 （計1,125人増）
（10年度）820人増予定

子育て支援
部

7 子育て相談を希望する家庭を保育士が
訪問します

08年度から実施 ○
【これまでの実績】
中央区・手稲区でモデル事業実施（07年5月）
全区で実施（08年度）

子育て支援
部

8 いじめ根絶に向けてスクールカウンセ
ラーの訪問時間を増やします

10年度までにｽｸｰ
ﾙｶｳﾝｾﾗｰの派遣

時間を拡大
○

【これまでの実績】
スクールカウンセラー・スーパーバイザー増員（2人→5人）（07年4月）
派遣時間を拡大（08年4月）
・小学校：2h/月→4ｈ/月、中学校：6ｈ/週→8ｈ/週

学校教育部

9 障がいのある子どもの学校生活を応援
する専門相談員を配置します

08年度までに専門
相談員を配置 ○

【これまでの実績】
特別支援教育巡回相談員増員（３名→10名）（07年4月）
特別支援教育巡回相談員を統括し支援を行う専門相談支援体制として、セラピ

ストを配置（09年度）

学校教育部

10 全小学校区に放課後の居場所をつくり
ます

07年度内に実施計
画策定、順次実施 ○

【これまでの実績】
放課後子どもプラン策定（08年8月公表）
ミニ児童会館の整備
（07年度：新規11館）
（08年度：新規4館、うち2館は09年度に継続）
（09年度：新規5館）

放課後子ども教室モデル事業実施（藤の沢小、北海道朝鮮初中高級学校）
※放課後児童対策空白校区：28校区（09年度末）

【10年度の主な動き】
ミニ児童会館の整備 新規8館 （着工ベースでの整備総数、10年度：68館）
※放課後児童対策空白校区：24校区（10年度末見込み）

子ども育成
部

11 芸術に触れる機会を増やし心豊かな子
どもを育みます

08年度にオープン ○
〔佐藤忠良関連施設整備〕
【これまでの実績】
作品購入、芸術の森野外美術館敷地内のレストハウスの撤去、施設建設の調

査・設計、施設整備（08年9月オープン）

文化部

12 奨学金の支給対象を1000人に倍増しま
す

10年度までに
1,000人に倍増 ○

【これまでの実績】
支給対象
（07年度実績）463人
（08年度実績）629人 その他小竹正剛奨学基金分69人
08年度補充採用からの支給範囲を拡大（定時制生徒＆障がいのある生徒）

（09年度実績）797人 その他小竹正剛奨学基金分188人、緊急経済対策分186
人<09年12月末現在>

【10年度の主な動き】
支給対象見込（予算）1,000人 その他小竹正剛奨学基金分166人、緊急経済

対策分149人

学校教育部

マニフェストの進捗状況及び平成22年度（2010年度）の主な動き

マニフェストの政策項目

・７６項目の全ての政策に着手しており、これまでの取組や平成22年度予算（案）等により、マニフェストの目標値等を達成し実施済み、または、実施済みの見込みと
なるものは５９項目（「進捗」の欄に◎又は○印） ※○印のものは、これまでの取組や平成21年度（2009年度）予算（案）等により、マニフェストの目標値等を達成し
実施済み、または、実施済みの見込みとしたもの（４０項目）
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マニフェストの
目標値等

進捗 これまでの実績及び平成22年度（2010年度）の主な動き等 所管部マニフェストの政策項目

13 子どもの権利条例を制定し、自分で考え
る子、人を尊重する子を育みます

任期中早期に制定 ○

【これまでの実績】
条例制定に向けて普及啓発、救済制度の検討等
子どもの権利条例検討会議設置（07年8月）
検討会議が答申を提出（08年2月）
08年第３回定例市議会で名称を「札幌市子どもの最善の利益を実現するため

の権利条例」として制定
子どもの権利救済機関の設置（09年4月）・運営
子どもの権利委員会の設置（09年11月）・運営、条例の普及啓発等

【10年度の主な動き】
子どもの権利に関する推進計画の策定

子ども育成
部

Ⅱ 人の力を活かす街（市民自治が息づく街）

1 「まちづくり参加・入門教室」を実施しま
す

10年度までに
全区で実施 ○

【これまでの実績と10年度の主な動き】
元気なまちづくり支援事業において、07年度から各区の創意工夫により、まちづ

くり参加・入門教室を実施（10区で実施）
引き続き、元気なまちづくり支援事業を活用し、全区でまちづくり参加・入門教

室やフォローアップ研修・経験者向け講座を実施予定

市民自治推
進室

2 市民自治実践の場「まちづくりセンター」
の自主運営化を進めます

10年度までに10ｾﾝ
ﾀｰを自主運営化 ◎

【これまでの実績】
関係部局による検討会議を設置
アドバイザー会議から、まちづくりセンター自主運営化のあり方等について意見

聴取（07年度）
東区元町地区（08年10月）、南区澄川地区（09年1月）、南区石山地区（09年3

月）、南区真駒内地区（09年12月）、北区麻生地区（10年1月）、南区芸術の森地
区（10年1月）で自主運営を開始
【10年度の主な動き】
引き続き、自主運営化の内容等や先行実施地区の状況等の広報に努め、新規

実施に向けての協議・支援を実施

市民自治推
進室

3 区民意見を反映する区民協議会を設
置、自治の力を活かします

10年度までに
全区に設置

【これまでの実績】
区民協議会のあり方等を検討するため、有識者・公募市民で構成するアドバイ

ザー会議を設置。報告書受理（08年3月）
庁内検討会議により区民協議会のあり方検討

【10年度の主な動き】
既存区民協議会の機能強化支援及び未設立区への設立支援
地域の各団体等との協議・調整
必要性等を広く広報するため説明会等を実施

市民自治推
進室

4 まちづくり情報を総合的に発信します 08年度までに実施 ○

【これまでの実績】
地域の縁結び事業（情報提供のあり方やボランティアのマッチングスキーム等の

調査実施）
市民活動サポートセンターのホームページをリニューアルし、まちづくり情報を

総合的に発信（09年3月）
関係機関と連携して、札幌市ボランティア情報サイトを試験構築・公開（09年11

月）
【10年度の主な動き】
引き続き、市民活動サポートセンターのホームページのレベルアップを図り総合

的なまちづくり情報を発信

市民自治推
進室

5 職業体験やまちづくり活動で子どもたち
の市民力を養います

10年度までに全区
で実施 ○

【これまでの実績及び10年度の主な動き】
元気なまちづくり支援事業において、各区の創意工夫により、子どもたちに地域

のまちづくりやボランティア体験の機会を提供する事業を各区で実施(07年度：7
区、08年度：10区）
子どもたちが自らできるまちづくり活動などを照会する手引書を作成、配布
子どもたちがまちづくりセンターをめぐるスタンプラリーを実施（09年7～8月）
引き続き、元気なまちづくり支援事業を活用し、各区で実施予定

市民自治推
進室

6 大学・学生の底力を借りてまちの課題を
解決します

08年度までに実施 ◎

【これまでの実績】
大学と地域の連携による都市再生の推進（連携のあり方について市立大学に

研究委託）（07年度）
さっぽろ「地・学連携」フォーラム開催（09年1月）
元気なまちづくり支援事業において、各区の創意工夫により、学生と地域の連

携によるまちづくりを促進する事業を実施（07年度：9区、08年度：10区）
学生が地域にまちづくり活動の企画を提案するイベントを開催（08年2月、08年

12月）
学生が提案した企画等を実践するための奨励金を新たに創設した「学生まちづ

くりコンテスト2009」を実施（09年12月）
【10年度の主な動き】
大学地域連携ネットワーク会議の設置
引き続き、元気なまちづくり支援事業などを活用し実施予定

政策企画部
市民自治推
進室

7 起業を目指す団塊の世代や女性を支援
します

10年度までに相談
件数400件、起業

件数30件

【これまでの実績】
中小企業支援センター：起業を目指す人を対象とした窓口相談
産業振興センター：起業家セミナー、団塊の世代の起業セミナー、女性の起業

セミナー、女性・シニアのためのさっぽろ起業道場
その他市主催：中高年齢者のための起業家講座、女性のための起業家講座
（07年度）相談件数：68件、起業件数：7件
（08年度）相談件数：171件、起業件数：14件
（09年度）相談件数：143件、起業件数：6件（12月末現在）

【10年度の主な動き】
引き続き、中小企業支援センターでの相談対応等、産業振興センターでのセミ

ナー・起業道場の開催等により起業を支援

産業振興部

8 市民活動促進条例を制定します 任期中早期に制定 ○

【これまでの実績】
条例制定に向けたフォーラム開催等
市民まちづくり活動促進条例制定（07年4定）、条例施行（08年4月）
条例に基づき、市民まちづくり活動促進基本計画策定（09年5月）、さぽーとほっ

と基金（市民まちづくり活動促進基金）による助成制度の創設・運営等を実施
（08年度）さぽーとほっと基金への寄附35,546千円、助成金25事業23,090千円
（09年度）さぽーとほっと基金への寄附32,690千円、助成金58事業15,079千円

<09年12月末現在>

市民自治推
進室

9 アイヌ施策推進計画をつくります 09年度までに策定 ◎

【これまでの実績】
アイヌ施策推進計画検討委員会の開催
他自治体の調査、庁内連絡会議の開催

【10年度の主な動き】
推進計画の策定

市民生活部
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マニフェストの
目標値等

進捗 これまでの実績及び平成22年度（2010年度）の主な動き等 所管部マニフェストの政策項目

人の力を活かす街（元気な経済都市）

1 IT・コンテンツ・バイオなど新産業
を育てます

ＩＴ関連総売上
げ目標

10年度で
8,000億円

【これまでの実績】
〔ＩＴ〕 高度・即戦力人材の育成、企業情報提供センターの本格稼動及び市内ＩＴ
技術者のスキル認定、札幌イノベーションセンター開設、新規ＩＴ人材の創出、中
国瀋陽とのオフシェア開発支援等を実施
〔コンテンツ〕 札幌市デジタル創造プラザ、さっぽろフィルムコミッションが連携し、
市内クリエーター及び関連企業の育成、札幌国際短編映画祭の支援、コンテン
ツマーケットシステムをWeb上に構築、コンテンツマーケットシステムの本格運用
〔バイオ〕 市内バイオ企業と道外企業のビジネスマッチングを開催（関東圏・関西
圏）、札幌元気ファンドによる投資支援、札幌で全国規模の商談会実施
ＩＴ関連総売上（06年度：約7,000億円）

【10年度の主な動き】
引き続き、人材育成、商談会による販路拡大、企業誘致等を実施

産業振興部

2 人材を育て、札幌の産業を支援しま
す

07年度から着手
4年間で3,000人
の雇用を創出

○

【これまでの実績及び10年度の主な動き】
雇用創出実績及び見込み
（07年度）2,745人（08年度）4,494人（09年度）1,138人見込（10年度）約1,100人

見込
《内訳》
〔雇用創出型ニュービジネス立地促進事業 等〕
（07年度）1,812人（08年度）3,830人（09年度）774人見込（10年度）約700人見

込
〔地域提案型雇用創出促進事業（パッケージ事業）〕
（07年度）933人
〔地域雇用創造推進事業（新パッケージ事業）〕
（08年度）664人（09年度）364人見込（10年度）373人見込

雇用推進部

3 ものづくり産業の革新を支援します 10年度までに
15企業を誘致

【これまでの実績】
企業誘致促進事業（IT、デジタルコンテンツ等進出企業に対する補助等）、もの

づくり産業活性化支援事業（新製品開発･高付加価値化支援等）
ものづくり産業への支援のあり方について調査・研究、ものづくり振興戦略の策

定検討
〔企業誘致実績〕（07年度）2企業 （08年度）9企業 （09年度）2企業<09年12月

末現在>
【10年度の主な動き】
ものづくり振興戦略の策定。引き続き、ものづくり企業の高度化を支援
展示会へのブース出展、企業訪問などによる企業誘致を継続実施

産業振興部

4
創造都市の推進拠点を整備します
（アートビレッジに交流体験型宿泊
施設などを誘致）

10年度までに
アートビレッジ
の全区画を分譲

【これまでの実績】
創造都市さっぽろ推進検討委員会（庁内組織）を設置（07年7月）
札幌市立大学、芸術の森、アートビレッジ進出企業等で構成する創造都市さっ

ぽろ芸術の森地区協議会を設置（08年5月）
創造都市さっぽろ市民公開セミナー＆ワークショップ開催（08年9月）
創造都市さっぽろ情報誌の発行（08年12月）
アートヴィレッジの販売促進活動の実施

【10年度の主な動き】
アートヴィレッジでの事業化が見込める事業の検討、道内企業・首都圏企業へ

のPR活動の実施

政策企画部

5 「元気がんばれ資金」を創設し、中
小弱小企業をバックアップします

08年度までに実
施 ○

【これまでの実績】
市場調査や関係団体へのヒアリング等を実施
元気がんばれ資金創設（08年4月）
融資限度額：500万円
（08年度）新規融資枠9億円 実績：10.6億円
（09年度）新規融資枠9億円 実績： 1.1億円<09年11月末現在>

産業振興部

6 中小企業の後継者育成を支援します 08年度までに実
施 ○

【これまでの実績】
「札幌市企業経営動向調査」などで実態調査
産業振興センターで事業承継に係るセミナーを開催
中小企業支援センター事業や中小企業アドバイザー事業による後継者育成相

談・アドバイス
事業承継支援センターとして採択された商工会議所との連携

産業振興部

7 「食のまち」札幌を発信します 10年度までに
発信拠点を整備 ○

【これまでの実績】
北海道さっぽろ「食と観光」情報館（07年2月オープン）
道産品アンテナショップ「道産品彩HUG」（08年12月オープン)
さっぽろｽｲｰﾂｺﾝﾍﾟﾃｨｼｮﾝの実施支援など「さっぽろスイーツ」の振興
食産業振興事業（FOODEX JAPANや商談会などへの出展支援等）
さっぽろスイーツカフェ（09年10月オープン）

【10年度の主な動き】
北海道の食のポータルサイト開設

産業振興部
観光コンベ
ンション部

8 職場の悩み相談窓口をつくります 07年度から
順次実施 ○

【これまでの実績】
仕事の悩み相談室（07年6月、札幌サンプラザ１階にオープン）
（実績）相談件数：（07年度）148件 （08年度）249件 （09年度）177件<09年12

月末現在>
メンタルヘルス研修講師派遣事業の継続実施
（実績）相談派遣回数：（08年度）26回 （09年度）33回<09年12月末現在>

雇用推進部

9 藻岩山を観光都市さっぽろのシンボ
ルとして再生します

10年度までに完
成

〔藻岩山魅力アップ事業〕
【これまでの実績】
自然環境影響調査等、施設整備基本計画の策定等
環境配慮ガイドラインに基づく事業管理
施設整備設計

【10年度の主な動き】
現施設の解体及び建設工事

観光コンベ
ンション部
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10 都心部にさっぽろらしい新たな賑わ
いを創出します

08年度から実施 ○

【これまでの実績及び10年度の主な動き】
〔新たな秋のイベント事業〕
企画素案策定等（07年度）
さっぽろオータムフェスト2008の実施（08年度）
来場者数：724,000人

さっぽろオータムフェスト2009の実施（09年度）
期間：09年9/18～10/4（17日間）、会場：大通公園西4丁目～8丁目
来場者数：1,304,000人

引き続き、10年度も開催予定
〔大通公園スケーティング・スクエア事業〕
試行的に実施（08年2/4～2/11）
本格実施（08年度）
09年度実施内容
期間：10年1/29～2/11（14日間）、会場：大通公園西1丁目

引き続き、10年度も開催予定

観光コンベ
ンション部

Ⅲ 人のぬくもりあふれる街

1 夜間も利用可能な訪問介護サービスを
開始します

07年度中に整備 ○ 【これまでの実績】
夜間対応型訪問介護事業費補助（3事業所で全区をカバー）

保健福祉部

2
高齢者の介護・健康なんでも相談セン
ター（地域包括支援センター）を増やし
ます

10年度までに
4か所増設 ◎

【これまでの実績】
地域包括支援センター（17か所）の体制を強化
増設に向けて、増設区・地区割、運営法人の選定方法等の検討・協議を実施

（08年度～）
増設予定法人との調整・指導、市民及び関係機関・団体への周知（09年度）

【10年度の主な動き】
地域包括支援センターの開設・運営開始（北区、東区、厚別区及び手稲区に増

設）（10年4月）

保健福祉部

3 高齢者を「悪徳商法」「振り込め詐欺」か
ら守ります

07年度中に実施 ○
〔高齢消費者被害防止ネットワーク事業〕
【これまでの実績】
３区（中央・北・東）で試行実施（07年9月から）
全区で本格実施（08年4月）

市民生活部

4 特別養護老人ホームを８か所増設します 10年度までに
8か所整備 ◎

特別養護老人ホーム新築（地域密着型）
【これまでの実績及び10年度の主な動き】
新規整備数
（07年度）1施設 （08年度）2施設 （09年度）3施設 （10年度）2施設予定

保健福祉部

5 判断力が低下した高齢者の権利を本人
にかわって守ります

08年度から実施 ○

【これまでの実績】
総合的な相談窓口「高齢者・障がい者生活あんしん支援センター」の開設（08

年10月）
法人後見事業の開始(08年10月）
※両方とも札幌市社会福祉協議会内で実施

保）総務部

6 敬老パスの上限を２万円分増やします 09年度から実施 ○

【これまでの実績】
アンケート調査の実施（07年11月）
交通事業者との協議、市民意見や議会での議論を踏まえ、新制度の内容を検

討（08年度）
新制度の実施に向けたシステム改修(08年度）
新制度の実施（09年4月）
・利用上限額を5万円から7万円に引き上げ

保健福祉部

7 パークゴルフ場を増やします 10か所を目標に
10年度までに増設 ◎

【これまでの実績】
五天山公園（27ホール）07年6月オープン
丘珠空港緑地（18ホール）07年8月オープン
茨戸川緑地（9ホール）07年8月増設オープン
厚別西川河川敷（9ホール）08年7月オープン
山口緑地（27ホール）09年6月オープン
北郷公園（9ホール）09年9月増設オープン
厚別清掃工場跡地（9ホール）09年9月オープン

【10年度の主な動き】
山口緑地（18ホール）10年増設オープン予定
明日風公園（9ホール）10年オープン予定
豊平川緑地（18ホール）10年増設オープン予定

スポーツ部

8 優しさと思いやりの視点でバリアフリーを
実現します

10年度までに実施

【これまでの実績】
第5期札幌市福祉のまちづくり推進会議（07年9月から任期2年）のなかに部会

を設置して検討
第5期推進会議として、検討結果についての報告書の取りまとめ

【10年度の主な動き】
新しいバリアフリー基準についての要綱に基づき実施

保健福祉部

9 障がい者のグループホームの増設を支
援します

10年度までに
78か所増設 ◎

【これまでの実績及び10年度の主な動き】
障がい者グループホーム・ケアホームの増設
（07年度）20か所増 （08年度）32か所増 （09年度）29か所増 （10年度）16か所

増予定

障がい福祉
担当部

10 グループホームの夜間支援体制を支援
します

08年度までに実施 ◎
【これまでの実績及び10年度の主な動き】
国の障害者自立支援対策臨時特例交付金による激変緩和措置(07～11年度）

及び09年4月に実施された介護給付費等の報酬改定で対応

障がい福祉
担当部

11 「障がい者協働事業」で雇用の場を増や
します

10年度までに
7か所増 ◎

【これまでの実績及び10年度の主な動き】
障がい者協働事業運営事業
（07年度）3か所増 （08年度）1か所増 （09年度）1か所増 （10年度）2か所増予定

障がい福祉
担当部

12 元気ショップ２号店を開設します 10年度までに
2号店を開設 ◎

【これまでの実績】
2号店開設に向けた調査結果などから、新たに『労務提供サービスを行う施設等

への支援策』と『飲食系サービス提供を行う施設等への支援』を追加
『2号店開設』については『既存店舗改修（拡充）』、『販売体制強化』へと取り組

みを変更
元気ジョブアウトソーシングセンター設置（09年09月）

【10年度の主な動き】
元気カフェ整備（10年中頃を目処にオープン予定）、元気ショップ等の拡充整備

障がい福祉
担当部
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13 看護師不足の解消を目指します 10年度までに
1,000人受講

【これまでの実績】
関係職能団体（（財）北海道看護協会）との事前調整の実施
札幌市立大学・関係機関等と教育プログラムの開発や潜在看護師の活用方法

等について意見交換
ハローワークに求職に訪れた潜在看護師にｱﾝｹｰﾄ調査を実施(10年1月～2月)

【10年度の主な動き】
市立大学において潜在看護師の研修会を実施予定

政策企画部

Ⅳ 人にやさしい街（世界に誇れる環境都市）

1 「環境首都・札幌」を宣言します 08年度までに実
施 ○

【これまでの実績】
市民会議設置（07年8月）
札幌地域エネルギー戦略会議設置（07年10月）
さっぽろ地球環境憲章及び札幌行動を策定
「環境首都・札幌」宣言（08年6月25日）
札幌地域エネルギー戦略会議から提言を受け「札幌地域エネルギー戦略基本

方針」策定

環境都市推
進部

2 清掃工場１か所の廃止を目指し、ご
み減量を進めます

任期中に建替え
の

要否について判
断

【これまでの実績】
スリムシティさっぽろ計画策定（08年3月）
家庭ごみの有料化に係る条例改正（08年6月）
廃棄ごみ（焼却処理や埋立処分をしなければならないごみ）処理量
（07年度）約73.0万t （08年度）約67.7万t

家庭ごみ有料化実施（09年7月）
家庭ごみ有料化、「雑がみ」「枝・葉・草」の分別収集などを含む新ごみルールの

開始（09年7月）
10年3月末をもって篠路清掃工場の運転休止

【10年度の主な動き】
篠路清掃工場の建替えの要否の判断

環境事業部

3 新エネルギーを積極的に活用します
07年度に検討着

手
順次実施

○

【これまでの実績】
メガワットソーラー共同利用モデル事業（基礎調査及び詳細調査実施）
札幌・ｴﾈﾙｷﾞｰecoﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄによる新たな融資・補助制度の実施（新エネ、省エ

ネ機器導入支援）（08年4月開始）
札幌・ｻﾝｻﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業(市民、事業者、札幌市の3者が協働して、合わせて

1,000kwの太陽光発電を導入）
・太陽光発電の率先導入 （09年度）市役所本庁舎
・札幌・ｴﾈﾙｷﾞｰecoﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄによる市民、事業者への太陽光発電の設置支援
札幌ｴﾈﾙｷﾞｰeco+ﾌﾟﾗｽによる市民、事業者への新エネ、省エネ機器導入支援

【10年度の主な動き】
・太陽光発電の設置 （10年度）札幌ﾄﾞｰﾑ､清田区役所､北光まちづくりｾﾝﾀｰ
札幌・ｴﾈﾙｷﾞｰecoﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの継続実施（10年度まで）
（10年度）融資枠5.5億円、補助枠7,500万円

札幌ｴﾈﾙｷﾞｰeco+ﾌﾟﾗｽの継続実施（11年度まで）
（10年度）補助枠6,500万円

環境都市推
進部

4 バイオディーゼル・エコ燃料を普及
促進します

10年度までに実
施 ◎

【これまでの実績】
廃食油資源化企業3社、さっぽろｽﾘﾑﾈｯﾄ、札幌市が協働で事業を開始（06年

10月）
（07年度）回収拠点：71か所 回収量：21,395ℓ
（08年度）回収拠点：192か所 回収量：41,312ℓ
（09年度見込）回収拠点：290か所 回収量：80,000ℓ

<回収拠点目標の200か所達成予定>
バイオディーゼル燃料の普及促進
（07年度）ごみ収集車7台、サッポロさとらんどＳＬバス2台
（08年度）ごみ収集車21台、サッポロさとらんどＳＬバス2台、

百合が原公園リリートレイン
（09年度）ごみ収集車21台、サッポロさとらんどＳＬバス2台、

百合が原公園リリートレイン
【10年度の主な動き】
引き続き、回収拠点の整備やバイオディーゼル燃料への資源化を働きかけ

環境事業部

5 建築物環境配慮制度（ＣＡＳＢＥＥ
札幌）を導入します

07年度に条例を
制定し、実施 ○

【これまでの実績】
札幌市生活環境の確保に関する条例を改正（07年2定）
建築物環境配慮制度（ＣＡＳＢＥＥ札幌）実施（07年11月）
札幌市生活環境の確保に関する条例を一部改正（09年4定）

環境都市推
進部

6 みどりのボリュームアップを進めま
す

07年度から毎年7
万本植樹、

地域主体の花壇
づくりは08年度
から10か所整備

◎

【これまでの実績及び10年度の主な動き】
〔植樹によるみどりのボリュームアップ〕
さっぽろふるさとの森づくり事業、一家庭一植樹運動推進事業など市民との協

働による植樹や公園・道路造成に伴う植栽を実施
植樹実績
（07年度）9.1万本 （08年度）7.6万本 （09年度）8万本 （10年度）7万本予定

〔地域主体の花壇づくり〕
（08年度）10か所 （09年度）10か所 （10年度）10か所予定

みどりの推
進部

7 さっぽろ花博の開催の是非を検討し
ます

07年度に検討着
手し、誘致の是

非を決定
◎

〔国際園芸博覧会（花博）構想検討〕
【これまでの実績】
基礎調査（テーマ・コンセプト、開催候補地、開催時期、概算費用及び波及効

果等の検討）、庁内関係部局による検討委員会等を実施
市民意向の把握（1万人規模の市民アンケート）、結果の公表
誘致の断念を表明（09年4定）

政策企画部
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人にやさしい街（安全・安心な街）

1 安全安心なまちづくりを進めます
07年度に検討着手
10年度までに条例

制定
○

【これまでの実績】
〔防犯〕
「札幌市犯罪のない安全で安心なまちづくり等に関する条例」の制定に向けた

基礎調査に着手
啓発事業の実施や地域防犯に関する総合ホームページを開設
「札幌市防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」を策定
検討懇談会を設置し、条例素案を策定しパブリックコメントを実施
「札幌市犯罪のない安全で安心なまちづくり等に関する条例」制定（09年1定）
「札幌市犯罪のない安全で安心なまちづくり等基本計画」策定（10年3月予定）

〔防災〕
「札幌市災害時要援護者避難支援ガイドライン」と「市民向けハンドブック」の作

成及び配布
出前講座、モデル事業、フォーラムの実施

地域振興部
危機管理対
策室

2 学校施設・公共施設の耐震補強を早急
に実施します

10年度までに
全施設着手

〔耐震補強事業〕
【これまでの実績】
61施設の設計・工事に着手

【10年度の主な動き】
09年度までに着手した施設について引き続き事業を継続

建築部

3 地下鉄に可動式のホーム柵を設置しま
す

09年度までに
東西線全駅に設置 ○

〔東西線可動式ホーム柵設置工事〕
【これまでの実績】
南郷７丁目駅の中線ホームに先行設置（08年3月）
東西線全駅に設置（08年9月～09年3月）

交通局

4 防災行政無線の設置場所を拡充します 10年度までに
300基設置 ○

〔防災行政無線拡充整備〕
【これまでの実績】
現地状況調査、実施設計、整備・運用
（08年度）120基整備 （09年度）180基整備

危機管理対
策室

5 119番の出動時間を短縮します 08年度までに実施 ○ 【これまでの実績】
位置情報通知システム整備（08年4月運用開始）

消防局

6 救急隊を増強します 07年度中に1隊増
強 ○ 【これまでの実績】

救急隊増強整備（東区札苗地区：07年10月）
消防局

Ⅴ 人が輝く街（芸術文化スポーツ発信都市）

1 北海道厚生年金会館を存続させます 07年度中に官民で
の存続方法を構築 ○

【これまでの実績】
行政・経済界・市民の協働による取得・運営方法を検討
08年1定で、市が主体的な役割を果たし取得することを表明（08年2月）
08年11月13日の入札において札幌市が建物・土地を落札
※北2条側の駐車場については札幌商工会議所が落札

会館の運営スキーム等決定（09年12月運営開始）
施設名称：さっぽろ芸術文化の館、管理運営者：札幌商工会議所

文化部

2 文化情報ステーションを開設します 07年度開設 ○ 【これまでの実績】
観光文化情報ステーション開設（07年10月）

文化部

3 創成川河畔に新たなアート空間を創出
します

10年度までに整備 ◎

【これまでの実績及び10年度の主な動き】
（07年度） 創成川アートワーク事業（基本計画策定）
（08年度） アートワーク作品の検討
（09年度） アートワーク設置に係る作家との連絡調整
（10年度） アートワークの設置

文化部

4 サッポロ・シティ・ジャズ・フェスティバルを
開催します

07年度から開催
10年度で

15万人を集客

【これまでの実績及び10年度の主な動き】
サッポロ・シティ・ジャズ2007（7/21～8/5) 観客数：約74千人
サッポロ・シティ・ジャズ2008（7/19～8/10) 観客数：約109千人
サッポロ・シティ・ジャズ2009（7/12～8/9) 観客数：約109千人
サッポロ・シティ・ジャズ2010（7/11～8/29)

文化部

5 新たなスポーツ交流拠点の整備計画を
つくります

07年度に計画案を
民間公募

08年度に計画策定

【これまでの実績】
中央体育館改築計画策定に向け検討
札幌市スポーツ振興審議会に「スポーツ施設のあり方」を諮問（08年6月）
札幌市スポーツ振興審議会から中間答申（09年6月）

【10年度の主な動き】
中央体育館改築計画の策定

スポーツ部

6 札幌らしいウインタースポーツを育みま
す

10年度までに（整
備構想）策定

【これまでの実績】
札幌市スポーツ振興審議会に「スポーツ施設のあり方」を諮問（08年6月）
ウインタースポーツ活性化協議会の設立（08年10月）、協議の推進
引き続き、審議会、協議会での審議、調査・検討を実施

【10年度の主な動き】
ウインタースポーツ施設のあり方の調査検討
ウインタースポーツミュージアムのコーナーリニューアル
カーリング場の基本・実施設計策定に着手

スポーツ部

人が輝く街（将来を見据えた都市再生）

1 道都札幌にふさわしい都心の魅力
アップを進めます

08年度までに実
施 ◎

【これまでの実績】
官民が連携した都心の再生を進めるため、その将来像や取組手順等を示した

都心まちづくり戦略や新中心市街地活性化基本計画について検討
民間が主体となった地区ごとのまちづくり組織形成を支援
① 都心まちづくり戦略の策定（10年度内予定）
② 新中心市街地活性化基本計画素案の策定（10年度内予定）

新中心市街地活性化基本計画の認定申請調整
③ 大通地区で「まちづくり会社設立準備会」発足（08年9月）

「札幌大通まちづくり株式会社」設立（09年9月）

都心まちづ
くり推進室

2 北海道新幹線を活かす都心のまちづ
くりを進めます

10年度までに
構想策定

【これまでの実績】
新幹線推進室を新設（07年4月）
国への要望活動､市民PRの推進｡
再整備構想案策定検討委員会を設置し､札幌駅周辺の再整備に向けた構想案

を検討
【10年度の主な動き】
委員会からの提言を受けて、再整備構想を行政計画化

新幹線推進
室
都心まちづ
くり推進室
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マニフェストの
目標値等

進捗 これまでの実績及び平成22年度（2010年度）の主な動き等 所管部マニフェストの政策項目

3 札幌の都心に新たな名所をつくりま
す

10年度までに整
備 ◎

【これまでの実績】
札幌駅前通地下歩行空間活用基本計画を策定（07年度）
空間活用のルール化、運営体制等の調整・検討､空間活用設備の検討等（08

年度）
空間設備等設置に向けた検討等（09年度）

【10年度の主な動き】
広場設置条例制定、運営組織の選定及び空間設備等設置
地下歩道の整備完了

総合交通計
画部

4 創世1.1.1区を新たな交流拠点とし
て整備します

07年度中に
計画策定

10年度に整備着
手

【これまでの実績】
06年度：北1西1、大通東1街区再開発勉強会設置
07年度：北1西1、大通東1街区再開発基本計画策定（08年3月）
08年度：北１西１街区再開発協議会設立(09年1月)、再開発推進計画策定(09

年
3月)

市民交流複合施設基本計画策定（08年10月)
09年度：北１西１地区再開発準備組合設立(09年9月)

市民交流複合施設施設プラン検討
【10年度の主な動き】
準備組合での施設計画・事業計画の検討、市民交流複合施設の設計調整等

都心まちづ
くり推進室

5 路面電車を活用して都心の魅力を高
めます

09年度までに
基本計画を策定 ◎

【これまでの実績】
路面電車活用方針検討調査（まちづくりと一体となったルート、他交通機関との

連携方法、経営手法等、今後事業化を判断するために必要な検討調査）
基本計画検討フレーム公表（07年7月）
市電フェスティバルなどで情報提供
検討調査結果を基に関係者との意見交換実施
事業化の判断に必要となる基本計画策定（09年度中予定）

【10年度の主な動き】
路面電車の活用の方向性を決定

総合交通計
画部

6 地域の日常生活を支える拠点の再整
備を進めます

－

【これまでの実績及び10年度の主な動き】
・交通結節点改善事業（ＪＲ白石駅）〔建）土木部〕
・民間再開発による地域まちづくりへの支援（篠路駅西）（09年度完了予定）〔都）
市街地整備部〕
・厚別副都心地区街づくり事業（新さっぽろ駅周辺）〔都）市街地整備部〕
・苗穂駅周辺のまちづくり事業（苗穂駅）〔市）都市計画部〕
・乗継施設等整備推進事業（苗穂駅）〔市）総合交通計画部〕
・民間再開発による地域まちづくりへの支援（苗穂駅）〔都）市街地整備部〕
・市営住宅建設（北24条駅）〔都）市街地整備部〕

市街地整備
部
土木部
都市計画部
総合交通計
画部

Ⅵ 続行します 市役所改革

1 スリムで効率的な組織体制の整備を
進めます

10年度までに
管理職ポストを

10％削減

【これまでの実績及び10年度の主な動き】
07年4月 944人（管理職「局長職・部長職・課長職」のポスト数）
09年4月 889人（目標削減数95人のうち、2年間で55人減）
10年4月 869人（目標削減数95人のうち、3年間で75人減）
引き続き、削減目標の95ポストに向けて作業を実施

改革推進部

2 提案型公共サービス民間活用制度を
導入します

10年度までに
モデル事業を実

施
○

【これまでの実績】
民間事業者等からの提案募集（08年4～5月）
・提案数：40件（39事業）

民間活用の方向で考えていくもの：8件（7事業）（10年2月現在）
・08年度から随時実施

【10年度の主な動き】
民間活用の実施の検証、継続検討とした事業のフォローアップ等
制度自体の検証と今後の方向性の検討

改革推進部

3 民間の力を活用し市役所の民間度を
アップします

08年度までに
条例制定 ○

【これまでの実績】
任期付職員採用条例を制定（07年12月）
任期付職員を4人採用
（08年4月1日付）広報、まちづくり（市民自治）、観光の各分野
（08年5月1日付）環境（新エネルギー）分野

職員部

4 市役所の仕事の仕方を変えていきま
す

07年度中に実施 ○

【これまでの実績】
〔出前講座〕利用条件の緩和を実施
（参加予定人数） 20人以上 → 10人以上（07年5月）
（利用時間） 9時～17時（平日） → 原則、希望する日時（07年10月）
実施回数：（07年度）422回 （08年度）543回 （09年度）392回（09年12月現在）

〔出前トーク〕07年７月開始
実施回数：（07年度）7回 （08年度）8回 （09年度）4回（09年12月現在）

広報部

5 公的な役割が希薄になった出資団体
を見直します

07年度に検討着
手

順次実施
○

【これまでの実績】
出資団体評価を行うなかで、所管局において市の団体に対する出資目的や出

資割合について検証
㈱北海道熱供給公社（市出資比率25.4％→19.8％）（08年3月）
㈱札幌リサイクル公社（08年9月解散、09年3月清算結了）

【10年度の主な動き】
「札幌市出資団体改革新方針」（09年2月策定）に基づき、継続的に出資を見直

し

改革推進部

6 入札制度の改革を進めます 08年度中に
電子入札を導入 ○

〔契約関係〕
【これまでの実績】
一般競争入札の全面実施（08年10月）
総合評価制度の拡充（07年度：21件、08年度：101件）

〔電子入札関係〕
【これまでの実績】
工事及び設計等は全面実施（08年10月）

【10年度の主な動き】
品質確保の観点から、総合評価落札方式及び成績重視型一般競争入札を推

進

管財部

≪問い合わせ先≫
市長政策室 政策企画部 政策調整課 高野・西村 ℡211-2206
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