冬季オリンピック・パラリンピック招致に係る意向調査と機運醸成・市民対話事業について
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意向調査実施概要

■調査手法について

郵送調査
模

札幌市民10,000人に発送

市民対話事業の状況と今後の予定

子どもワークショップ（オンライン）【結果報告】

 各世代・性別ともにバランスのとれた回答を得るため、①郵送調査②インターネット調査③街頭調査
といった多様な手法により実施。

規

資料１

インターネット調査

街頭調査

道民含む2,500人を想定
札幌市民2,000人
（コロナの感染状況に応じて
道民(札幌市民除く)3,000人
修正）

対

住民基本台帳から満18歳以上の 「20代以下」～「60代以上」
象 市民を無作為抽出
の５世代×男女 ＝10区分

時

期

３月上旬発送

映画館のブース来場者

３月上旬開始

３月上旬開始

開催日
対 象
1月26日㈬ 小学校４～６年生
1月29日㈯
中学生・高校生
合計

第１回
第２回

参加人数
38人
18人
56人

 オリンピアンの近江谷杏菜さんの経験談を交えた講話や質疑応答のほか、秋元市長も参加して大会招
致に関するテーマでグループワークを実施
テーマ①：大会に国内外から訪れる人たちが「10点満点」だと思ってくれる「札幌のまち」はどんなまち？
そのためにできること・したいことは何ですか？
例）
・国籍や宗教などの多様性を尊重できるまち
・景観がよく自然が豊かできれいなまち
・誰もが快適に公共交通機関を利用できるまち

➡多言語表記の案内板やピクトグラムの活用を推進する
➡家や学校など身近な場所のごみ拾いや除雪を行う
➡スロープの設置、困っている人を積極的に助ける

テーマ➁：2030年札幌オリンピック・パラリンピックが開催された場合、どのように関わりたいですか？

・高齢世代から回答が多い傾向
・回答率を高めるためウェブに
その他
よる回答も導入

・各世代均等に回答を収集

・若い世代やファミリー層から
直接意見聴取する手法

■設問について
 大会概要（案）の内容をしっかりと理解してもらったうえで回答いただくことが重要なことから、
大会概要（案）の考え方に関する項目を設ける。
 また、大会開催に対する賛否に係る理由を尋ねることで、期待や懸念の声を適切に把握し、今後の
招致活動の進め方や大会概要（案）のブラッシュアップの参考とする。
＜設問内容＞
・大会概要（案）に掲げる開催意義や施設整備費、大会運営費等の考え方
・札幌市が大会を開催することへの賛否、賛否に係る理由
※子どもたちの声に関しては、教育委員会が実施するオリンピック・パラリンピック教育における
取組から把握する。
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機運醸成事業の状況と今後の予定

市内における取組・情報発信

 大会招致への興味・関心を喚起するため、オリンピアン・パラリンピアンを
起用したポスター・動画を制作し、公共スペースや街頭ビジョン、SNSなどで
放映
 広報紙やテレビ・ラジオ広報番組のほか、50周年記念事業等の各種イベント、
映画館などで、大会概要(案)への理解を深める情報を発信

・選手やコーチとして参加する ・観客として大会を盛り上げる・ボランティアやスタッフとして大会を支える
例）

市民ワークショップ（オンライン）【経過報告】
第１回
第２回
第３回

開催日
２月９日㈬
２月12日㈯
２月16日㈬
合計

対象
18歳以上の市民

参加人数
35人
29人
対面式のため中止
64人

 オリンピアン（第１回：船山弓枝さん、第２回：伊藤みきさん）との交流のほか、秋元市長も参加し
てグループワークを実施
テーマ①：大会を開催した場合の利点（期待すること）や課題（懸念する
こと）は何ですか？

出前講座【経過報告】
すでに実施した講座
今後実施予定の講座
合計

※Ｒ４.２.１２時点

回数
34回
29回
63回

参加人数
826人
469人
1,295人

 札幌市内に居住、通勤・通学している団体やグループに対
して大会概要（案）の説明や意見交換会を実施（感染状況
に応じて、動画の配信等も検討）
また出前講座のほか、道内約30大学等で、大会概要案の説
明動画を配信、学生が期待するレガシーに関する意見募集

シンポジウム【予告】
登 壇 者：阿部 詩 氏
日
時：２月20日（日）13：30～15：30
荒井 秀樹 氏
場
所：道新ホール
小髙 咲 氏
実施方法：ライブ配信（YouTube）、後日動画配信
山本 優 氏
※新型コロナウイルス感染拡大の影響により無観客で実施

２

経済界による取組との連携

冬季オリンピック・パラリンピック札幌招致期成会によるフォーラムや
「サポーターズクラブ」の取組、札幌青年会議所と連携した機運醸成
３

４

全国におけるスポーツ界と連携した展開

(公財)日本オリンピック委員会や競技団体等と連携して、北京2022大会に参
加したアスリートの協力による招致機運の盛り上げ、インターネットやSNSを活
用した記事広告等の実施による機運醸成

秋元 克広

(東京2020大会：女子柔道52㎏級

金メダリスト)

(ﾊﾟﾗﾉﾙﾃﾞｨｯｸｽｷｰ日本チームｾﾞﾈﾗﾙﾏﾈｰｼﾞｬｰ)
(株式会社北海道二十一世紀総合研究所 副社長)
(東京2020大会：ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ

金メダリスト)

(札幌市長)

【実施内容】
・荒井 秀樹さんによる「オリンピック・パラリンピックと共生社会」をテーマとした基調講演
・阿部 詩さんと山本 優さんによる「東京2020大会の体験」を踏まえたトークセッション
・登壇者による「オリンピック・パラリンピックの魅力」をテーマとしたパネルディスカッション

道内における展開

帯広市、ニセコ町・倶知安町の会場自治体に加えて、北海道、北海道市長会・
町村会を通じた道内各地における機運醸成

いただいた意見を踏ま
えてレガシーを強化

テーマ➁：大会を開催した場合には、どのようなレガシー（大会によって
もたらされるもの）が札幌のまちにのこってほしいですか？

市民対話事業の参加人数

計

1,415

人（今後の予定を含む暫定値）

※令和４年２月１２日時点

• 意向調査に加えて、市民対話事業を始めとした様々な機会を活用しながら、より多くの市民
の声を把握し、議会とも協議のうえ、大会招致の進め方を総合的に判断する。

• そのうえで、市民対話事業でいただいた意見も踏まえ、大会がもたらすレガシーの強化をは
じめとした大会概要の更新を進め、引き続き市民及び道民・国民からの理解促進を図る。

大会がもたらすもの
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１ 大会によってもたらされるレガシー（分野ごと）

スポーツ・健康

競技への関心が高まる

➡気軽にスポーツができる環境整備
➡スポーツ実施率向上

社 会

札幌初のパラリンピック開催

ハード・ソフト両面で
バリアフリー促進

市民の健康増進

「オリパラ」に「市民」「企業」「行政」が様々な形で参画しまちづくりの取組を加速
多くのボランティアが参加

パラリンピック教育を拡充

アスリートによるスポーツ普及活動

若年層の共生社会の理解

道内・札幌出身アスリート

札幌市全体がやさしいまちへ

の輩出増

ボランティア文化が定着

「オリパラ」×「企業」×「ｱｽﾘｰﾄ」

｢オリパラ｣×｢雪まつり｣
道産品・道内企業の商品をＰＲ

➡世界中から集まったメディア
が拡散

植樹など、企業や行政が実施する緑を
育む活動に多くの市民が参加して、

活用した除雪の自動化・無人
化の試行

「クライメートポジティブな
大会」が「環境首都・札幌」

大会後は、札幌市・市民の除雪に応用

を推進

大会後の販路や消費が拡大

大会後も雪まつりへの観光客増

スノーリゾートとして国内外に認知

継続的な観光客増

経済・まちづくり
２

「オリパラ」×「企業」×「市民」

選手村や競技会場などでICT・AIを

相乗効果をもたらす

国籍や障がいの有無によらない
相互理解が促進

｢オリパラ｣×｢教育｣×「市民」

｢オリパラ｣×｢企業｣×｢AI・ICT｣

イベント同士を掛け合わせたコラボ
企画の実施により、両イベントに

各国選手団の事前合宿
➡オリンピアン・パラリンピアン
との交流機会増

市内の小中学校で、オリンピック・

道内企業が積極的にアスリートを雇用

大会に合わせて更新する施設に
最先端の環境技術を導入
➡大会後にも環境にやさしい

施設として有効活用

再生可能エネルギーの利活用
➡大会のショーケース的な役割で
札幌発の新エネルギーが生まれる

従事者の不足など

社会構造変化に対応し、雪と共存

世界の寒冷都市のモデル

最先端の環境技術や
環境への対応の重要性を発信

新エネルギーの普及による
市場規模拡大

環 境

経済波及効果
レガシー効果（大会後の効果）

直接的効果（招致決定から大会までの効果）
・大会開催に関わる投資・支出により発生する需要増加額を推計して算出した経済波及効果

【需要増加額】

生産誘発額※1

施設整備費

全国

大会運営費

効果額

その他観客、選手・役
員などが消費する交通
費、宿泊費飲食費等

例

札幌市

粗付加価値誘発額※2

全国

札幌市

・大会後にもたらされるレガシーを見据えて実施される取組などから
需要増加額や得られる恩恵を推計して算出する経済波及効果

雇用者所得誘発額※3

全国

札幌市

約7,500億円 約3,500億円 約4,000億円 約2,000億円 約2,000億円 約1,000億円

宿泊費

宿泊先での

サービス

働く人の
給与

※1 生産活動を賄うために直接・間接に発生した額 ※2 生産活動によって新たに付加された価値の総額
※3 雇用されている者に対する、労働の報酬として支払われる現金や現物の総額

●世界最大の発信力を持つオリンピック・パラリンピック開催は、
官民の取組を加速させる効果がある
●2030年大会においても開催をきっかけとして、上に掲げるレガ
シーをはじめとした、様々な効果を得ることができることから、
それに基づく、さらなる経済効果が期待できる
★東京大会では、直接的効果が約５兆円、レガシー効果（大会10年後
まで）は約27兆円と試算 ※「東京2020大会開催に伴う経済波及効果（試算結果のまとめ）
平成29年4月東京都ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ準備局」参考

