
区のまちづくりビジョン、区実施プラン、元気なまちづくり支援事業の関係 

中央区  

区のまちづくりビジョン 区実施プラン 元気なまちづくり支援事業 

中央区ニューフロンティアプラン（H10 年 3 月） 平成 23 年度「ふれあいプラン・ちゅうおう 2011」 H22 年度札幌市の区勢より 

３ まちづくりの基本的考え方 
 (2) まちづくりの目標 
  『多様なライフスタイルを試行するくらし創造タウン』 
４ まちづくりの基本方向 
 (1) 安心して心豊かに暮らし活動できるまち 
  ① 自立と助けあいの精神を尊重したまちづくり 
  ② 多様なライフスタイルを支える仕組みのあるまちづくり 
  ③ 文化・スポーツ活動の盛んなまちづくり 
 (2) 安全性と快適性を持続するまち 
  ① 暮らしの安全性を守るまちづくり 
  ② 地域の快適なたたずまいをつくるまちづくり 
  ③ 身近な生活環境を向上させるまちづくり 
  ④ 歩きたくなるまちづくり 
 (3) 自然や歴史環境に配慮したまち 
  ① 自然や歴史の重みが伝わる街並みづくり 
  ② 日常の中に水と緑のあるまちづくり 
  ③ 自然やオープンスペースを活用したまちづくり 
 (4) まちなか居住と良好な住環境を備えたまち 
  ① 住環境ににぎわいを創出するまちづくり 
  ② 安全で美しい生活環境を形成するまちづくり 
  ③ 高齢社会に向けたバリアフリーのまちづくり 
 (5) 新たな可能性を導く都市活動が生まれるまち 
  ① 高次都市機能が集積したまちづくり 
  ② 人の動きを活発にし、新たなるまちのポテンシャルを生み出す交

通網の整備 
 (6) 歴史と文化を継承するまち 
  ① 札幌のまちの記憶をつなぐまちづくり 
  ② 先人の精神に学ぶまちづくり 
 (7) さまざまな交流と交歓の場を育むまち 
  ① 発見と界隈性のあるまちづくり 
  ② 出会いの感動があふれるまちづくり 
  ③ 自分たちで育てる意識をもったまちづくり 
５ まちの将来像 
 (1) まちのための空間形成のための着眼点 
  ○ 美しい都市景観形成に配慮したまちづくり 
  ○ 市民ニーズに対応した公共空間と公共施設のあるまちづくり 
  ○ 市民参加による地域性に根ざしたまちづくり 
 (2) まちの骨格 
  ① ゾーン 
  ② 軸（都市軸、地域軸、環境軸） 
  ③ 拠点 
   ○ 活力を生み出す拠点 
   ○ 歴史性や文化性を活かす拠点 
   ○ 自然環境と資源を活かした拠点 
   ○ 日常生活を支える拠点 
   ○ 公共交通体系による拠点 
 (3) まちなかの作法 
   みちすじづくり、まちかどづくり、公園づくり、施設づくり 
６ 実現に向けて 
 (1) アクションプログラムの策定 
 (2) まちづくり活動の組織化とネットワーク 
 (3) まちづくり活動の拠点づくり 

１ 中央区役所の使命 

 使命１ 区民に信頼され、区民の視点に立ち、質の高い行政サービスの

提供を行う。 

 使命２ 区政への区民参加を広げ、多くの区民が住みよいまちづくりの

担い手となるよう支援を行う 

 

２ 運営方針等 

 運営方針その 1 正確で・早く・親切な区役所を目指します（凡事徹底） 

 運営方針その 2 区民自らが住みよい中央区のまちづくりを考え、実践

できる環境を整えます（市民自治の環境づくり） 

運営方針その 3 区民ニーズを的確に捉えたまちづくりを区自らまたは

区民の協働で行います（住みよいまちづくりを区民と

ともに） 

 

３ 重点項目 

 重点取組項目 1 区民の視点に立った適正な各種行政サービスの提供 

 重点取組項目 2 接客マナー・窓口サービスの質の向上 

 重点取組項目 3 コンプライアンスの推進 

 重点取組項目 4 地域での自主的なまちづくり活動への積極的な支援 

 重点取組項目 5 区役所からの積極的な情報提供と区民との情報交換の

充実化 

重点取組項目 6 安全・安心を実感できる「中央区」 

 重点取組項目 7 子どもがいきいきと輝く「中央区」 

 重点取組項目 8 誰もがいきいきと健やかに暮らせる「中央区」 

 重点取組項目 9 誇りと愛着を持てる「中央区」 

 重点取組項目 10 身近な暮らしの中から地球環境を考える「中央区」 

 

まちづくりセンター活用事業 

まちづくりセンター活用事業 

 

安全・安心に暮らせるまちづくり 

安全安心なまちづくり支援事業 

 

いつまでも健康でいきいきと暮らせるまちづくり 

中央区くらしの相談便利帳 

けんこうフェスタ 2008in ちゅうおう 

 

次の時代を担う子どもの健やかな成長を育むまちづくり 

手づくり樹名板製作事業 

 

住みよい環境を築くまちづくり 

協働による地域の環境美化事業 

 

市電を活かしたふれあいと交流のまちづくり 

市電と沿線の魅力掘り起こし事業 

 

まちづくり活動を担う「人財」作り 

まちづくり参加・入門教室 
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区のまちづくりビジョン、区実施プラン、元気なまちづくり支援事業の関係 

北区  

区のまちづくりビジョン 区実施プラン 元気なまちづくり支援事業 

北区まちづくり構想 新北区ヴィジョン２１（Ｈ１０年３月） 北区実施プラン２０１１ H22 年度札幌市の区勢より 

第１章  
第３節 北区のまちづくりの基本的な考え方 
１ 区民の視点にたったまちづくり  
２ 自ら実践するまちづくり 
３ 区民と区がともに取り組むまちづくり 

第２章 
 第１節 まちづくりへ向けた北区の特色の集約 

■豊かな水郷と平地系緑地を有する北区 
■良好な居住環境を提供する北区 
■札幌開拓の原風景、景観資源と歴史・文化資源に恵まれた北区 
■都心機能を分担する北区 

第３節 まちづくりの目標 
ともにとりくむ歴史と文化のまちづくり―愛着と誇りをもてる北区を

目指して― 
第５節 構想づくりへの視点 
 １ 身近に実感できるまちづくり構想であること 
 ２ 輪郭がはっきりしたまちの将来像を描くこと 
 ３ 郷土の歴史を振り返り、現在に至る成長の過程を踏まえ、未来へ

の夢を描くこと 
４ 古くから伝えられた素材を活用し、生き生きとしたまちづくりを
進めること 

 ５ 人と自然が調和し、ともに生きる環境をつくる視点でまちづくり
を考えること 

 ６ 子どもからお年寄りまで、健常者、障害者もすべての人々が安心
して暮らすことができ、相互に交流し、協力・共存するまちづくり
であること 

 ７ 石狩市、当別町など隣接する市町村を視野に入れ、相互の交流を
念頭に入れたものであること 

８ まちは区民皆が共有する人間環境であり、区民自身がそのあり方
に協働の責任をもち、主体的にまちづくりを行うということ 

第４章 ８大プロジェクト構想 
 第１節 歴史と文化の軸づくり 
  １ 歴史的点景を生かしたまち並みづくり 
  ２ 主要交通軸の理想像 
  ３ 歴史と文化のロマネット～生活交通軸の整備～ 
  ４ 水と緑のネットワークづくり 
 第２節 歴史と文化の森づくり（８つの森構想） 
  １ 文化の森 
  ２ 遊学の森 
  ３ 藍の森 
  ４ 出会いの森 
  ５ 開墾の森 
  ６ 区民の森 
  ７ スポーツの森 
  ８ 産業の森 
 第３節 各地区の顔づくり～地区ヴィジョン 
  鉄西、幌北、北、新川、麻生、新琴似、新琴似西、屯田、太平、篠路、
拓北・あいの里 
 第４節 藍染文化の伝承とまちづくりへの展開 
 第５節 新琴似・篠路歌舞伎の伝承とまちづくり 
 第６節 歴史と文化の八十八選事業の展開 
 第７節 地域コミュニティの連携とネットワークづくり 
 第８節 創造的なまちづくりの実践 

北区の役割 

① 住民票や戸籍、税証明、保健福祉、除雪など日常の社会生活に密接

に関わる各種行政手続きを担うとともに、利用しやすい環境づくり

を行うこと。 

② 地域の課題や市民のニーズなどの把握に努めながら、市民の主体的

なまちづくり活動を支援していくこと。 

 

北区の目標・運営方針 

１ 区民が主体的に考え行動できるまち 

２ 安全・安心でぬくもりあふれるまち 

３ 心豊かに暮らせるまち 

４ 「区民のための区役所」として 

～区民の立場で考え、区民に信頼される職員を目指して～ 

 

重点取組項目 

１ 区民が主体的に考え行動できるまち 

１－１ まちづくりの担い手を育て、まちづくりへのきっかけをつく

る 

１－２ 地域の課題を共有し、区民とともにまちづくりを考える 

２ 安全・安心でぬくもりあふれるまち 

２－１ 「地域の安全を地域で守る」取り組みを進める 

２－２ 地域で支えあう取り組みを応援する 

３ 心豊かに暮らせるまち 

３－１ 北区の魅力ある歴史・文化・自然を発信する 

３－２ 『環境首都・札幌』を目指し、地球にやさしい環境行動を働

きかける 

４ 「区民のための区役所」として 

４－１ 利用しやすい区役所づくり 

４－２ 暮らしを支える財政収入の確保 

４－３ 職場外コミュニケーション・連携の促進 

 

まちづくりセンター事業 

まちづくりセンター事業 

コミュニティネットワーク・地域のネットワーク活用事業 

地域コミュニティ交流促進・まちづくり活動サポート事業 

 

まちづくりセンター機能強化事業 

まちづくりセンター機能強化・まちづくり人材育成事業 

 

スローライフ推進事業 

種から育てる花苗づくり支援事業 

世代間交流フラワーネット・北 8条アマとホップのフラワーロード事業 

とれたてっこ野菜クッキング 

地域健康づくり推進事業 

地歌舞伎の伝承事業 

あいのあふれるまちづくり事業 

歴史と文化の八十八選保存継承事業 

 

安全安心なまちづくりの推進事業 

地区防災ふれあいマップ事業 

スクールゾーン内の交通安全対策事業 

地域内の安全安心対策事業 

子どもの安全を地域で守る地域安全マップづくり事業 

 

福祉と環境のまちづくり事業 

乳幼児の親子と地域住民のふれあい交流事業 

母子保健事業「カラダとココロを育てる遊び教室」 

不法投棄・ポイ捨て防止・ごみステーションマナー向上支援事業 

 

多様な担い手によるまちづくりの推進事業 

まちづくり参加・入門講座 

子どもまちづくり活動参加促進事業「子ども広報記者」 

学生と地域の連携によるまちづくり促進 

 

北区まちづくり情報発信事業 

北区ガイドによる情報発信 

北区ホームページによる情報発信 

ノースウィング・まちづくりセンターだよりによる情報発信 

北区ふるさとカレンダー・ポストカード 

北区写真 PR 展 
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区のまちづくりビジョン、区実施プラン、元気なまちづくり支援事業の関係 

東区  

区のまちづくりビジョン 区実施プラン 元気なまちづくり支援事業 

東区ゆめプラン 21（Ｈ１０年２月） 平成 23 年度 東区実施 H22 年度札幌市の区勢より 

第１章 明日の東区をみんなで描く 

第２章 私たちのまちの姿 

第３章 社会情勢の動向と東区の課題 

第４章 区づくりの基本的考え方 

 区づくりの目標 

東区の豊かな自然と歴史性を生かしながら、共に支えあい、ふれ

あいあふれる生きいきとした、まちづくりを実現していきます。 

 区づくりの視点 

  １ 地域の歴史・文化・自然の活用と次世代への継承 

  ２ 環境保全・人間性の尊重 

  ３ コミュニティの育成・活性化 

 区づくりの基本的方向 

  １ 地域住民が支えあうまちづくり 

  ２ 歴史・文化・風土を生かした活気あるまちづくり 

  ３ 安全で安心なまちづくり 

  ４ 多様なネットワークと交流の生まれるまちづくり 

  ５ 主体的な市民参加のまちづくり 

第５章 区づくり協働推進計画（まちづくりネットワークプラン） 

 １ 充実生活推進計画（教育・文化・スポーツ） 

 ２ 生きいき推進計画（福祉） 

 ３ 安全・安心推進計画（雪・防災） 

 ４ 自然・安らぎ推進計画（環境・緑・景観） 

 ５ 快適生活推進計画（交通・土地利用） 

 ６ にぎわい・活力推進計画（農業・観光・経済） 

 ７ ふれあい推進計画（市民交流） 

第６章 区の魅力を高める空間構想（ゆめ空間７プラン） 

 １ ひがしくリフレッシュ構想 

 ２ ひがしくグリーンアップ構想 

 ３ ひがしく水辺空間整備促進構想 

 ４ ひがしくエコネットワーク構想 

 ５ ひがしく交通・みちネットワーク構想 

 ６ ひがしく都心周辺ゾーン整備促進構想 

 ７ 丘珠・モエレ沼・さとらんど周辺整備促進構想 

第７章 東区ゆめプラン21 の推進にあたって 

 １ 市民の主体的な参加によるまちづくり 

 ２ パートナーシップによるまちづくり 

 ３ 行政による推進と支援 

東区の使命 

 東区に住んで良かったと実感できるまちづくり 

東区の目標・運営方針 

１ 区民が主役のまちづくり 

２ 区民に親しまれ信頼される区役所づくり 

重点取組項目 

 １ 区民が主役のまちづくり 

１－１ 地域住民が支えあうまちづくり 

１－２ 歴史・文化・風土を生かした活気あるまちづくり 

１－３ 安心安全なまちづくり 

１－４ 多様な交流の生まれるまちづくり 

１－５ 主体的な市民参加のまちづくり 

２ 区民に親しまれ信頼される区役所づくり 

２－１ 区民の立場に立った区役所づくり 

２－２ 情報を早くわかりやすく提供する区役所づくり 

 

 

地域住民が支えあうまちづくり 

 北光ピカピカ子育てフェア 

 東区子育て支援事業～タッピー子育てフェスタ 

 

歴史・文化・風土を生かした活気あるまちづくり 

 区民センターロビーコンサート 

 東区ガイド 

 アマ＆ホップフェスティバル支援 

 

安心で安全なまちづくり 

 地域子ども見守り事業 

 栄西地区災害図上訓練 

 札苗地区安心安全マップ作成 

 

多様なネットワークと交流の生まれるまちづくり 

 東区子どもボランティア体験塾 

 東区さわやか健康まつり 

 ひがしく交流まつり 

 ひがしく雪まつりウェルカム協議会支援 

 

主体的な市民参加のまちづくり 

 コミュニティＦＭ「タッピー通信」 
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区のまちづくりビジョン、区実施プラン、元気なまちづくり支援事業の関係 

白石区  

区のまちづくりビジョン 区実施プラン 元気なまちづくり支援事業 

あなたがつくる白石のまち（H10 年 3 月） 平成 23 年度 白石区実施プラン H22 年度札幌市の区勢より 

第１章 白石区まちづくりビジョン策定の目的と性格 

 １ ビジョン策定の目的（まちづくりの方向性の共有化） 

 ２ ビジョンの性格（約20年後の将来像とまちづくりの方向性） 

第２章 白石区の将来像 

 １ 白石区の将来像 

 『区民が主役の表情豊かなまち』 

 『心かよいあうコミュニティを創造するまち』 

２ まちづくりの基本理念 

 ① 自立と共生、 ② 共感と協働、 ③ 交流と創造 

第３章 

 １ 歴史文化の継承と新たなふるさと文化の育つまち 

  (1) 歴史文化を継承するまちづくり 

  (2) 伝統文化・行事を育むまちづくり 

 ２ みんなが健康で住みやすいやすらぎのあるまち 

  (1) 地域社会で支えあうまちづくり 

  (2) 誰にもやさしい環境づくり 

  (3) 健康で楽しく暮らすための場や機会づくり 

 ３ みんなでつくる安全で安心なまち 

  (1) 安全で快適なまちづくり 

  (2) 身近な環境改善を実践するモラルの高いまちづくり 

 ４ 地域の個性を活かし環境と調和したまち 

  (1) うるおいのある水と緑のネットワークづくり 

  (2) 区の花「バラ」を活かした彩りのあるまちづくり 

  (3) 地域の特性を活かした発展性のあるまちづくり 

 ５ 身近で利便性の高い交通ネットワークのあるまち 

  (1) 交通を円滑化する道路環境の改善 

  (2) 公共交通を重視した交通ネットワークづくり 

  (3) 歩行者や自転車を重視した道路環境づくり 

 ６ 地域資源を活かした産業が発展するまち 

  (1) 地域の特性を活かした産業振興 

  (2) コミュニティを形成する活気ある商店街づくり 

 ７ まちづくりの主人公として区民が活躍できるまち 

  (1) 生きいきとした区民の活動・交流の推進 

  (2) 地域との関わりをもつ人材づくり 

  (3) 区民の声が生きるきめ細かいまちづくり 

第４章 将来像の実現に向けて 

 「人づくり（心づくり）」、「場づくり（環境づくり）」、「仕組みづ

くり」 

白石区の使命 

 

白石区の目標 

○区民の皆さんとともに、ふれあい信頼し合えるまちにします。 

○まちづくりの主人公として区民の皆さんが活躍できるまちにします。 

○歴史文化の継承と新たなふるさと文化の育つまちにします。 

○みんなが健康で住みやすいやすらぎのあるまちにします。 

○みんなでつくる安全で安心なまちにします。 

○地域の個性を生かし環境と調和したまちにします。 

 

運営方針 

○区役所の運営に当たっては、市政全般を見渡しながら「区民の皆さん

のためになるかどうか」を第一の判断基準とします。 

○地域の人たちが協力して問題解決に当たることができるよう、地域力

の向上に資する事柄に対して、積極的に支援を行っていきます。 

 

重点取組項目 

１ 地域のまちづくりの推進 

（１）地域のまちづくり活動への支援 

（２）区民との情報共有 

（３）協働によるまちづくり活動の推進 

 

２ ともに信頼し合えるまちづくりの推進 

（１）サービスアップの推進 

（２）国民健康保険制度の健全な運営と公平・適正な事務の執行 

（３）児童家庭相談・支援機能の強化 

（４）職場内コミュニケーションの活性化 

（５）職員の不祥事防止に向けた取り組み 

 

まちづくりセンター活用事業 

まちづくり支援関連 

 

わがまち・地域活性化事業 

すこやかファミリーフェスタ 

しろいし区民ふれあい健康マラソン大会 

ポイ捨て防止運動 

自然とのふれあい事業 

白石区ふれあいバラコンサート 

白石区の歴史作品コンテスト 

白石でっち奉公 

こども遊芽カーニバル 

寿大学まちづくり講座 

 

市民自治推進重点事業 

まちづくり善俗堂 

白石を探そう！まちづくり子ども探偵団 

白石区の未来を担う人材育成～白石ジュニアセミナー 
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区のまちづくりビジョン、区実施プラン、元気なまちづくり支援事業の関係 

厚別区  

区のまちづくりビジョン 区実施プラン 元気なまちづくり支援事業 

ふれあいと広がりのある副都心のまちを目指して（Ｈ１０年３月）  平成 23年度 厚別区実施プラン H22 年度札幌市の区勢より 

第１章 将来像 

 やすらぎと躍動を感じるまち―あつべつ～ふれあいと広がりのある副

都心のまちを目指して～ 

 ・誰もが安心して快適に住むことができるような潤いのあるまちづくり 

 ・副都心を中心とした活発な活動が展開されるまち 

 ・人・地域・まちが相互に密接に関わり、交流の輪が広がるまち 

第２章 現況 

第３章 基本目標 

 創造性、個性が育まれる快適な生活のまちづくり 

 環境と調和した躍動感あふれる広がりのあるまちづくり 

第４章 まちづくりの基本的方向 

 １ 厚別の特性を生かしたネットワーク型地域づくり 

  (1) ふれあい街づくり事業の新たな展開を進める 

  (2) 生活の場から広域圏まで広がりをもった交流のまちづくり 

  (3) まちへの愛着・関心を持った人が育まれるまちづくり 

  (4) まちの恵まれた資源を活用し、地域の個性を伸ばす 

  (5) まちの人材や施設などをネットワーク化する 

 ２ 高齢社会に先駆的に対応する環境づくり 

  (1) 誰もが安心して暮らせるまちづくり 

  (2) 誰もが生きがいを持って暮らせるまちづくり 

  (3) 地域福祉を通じた人や組織のつながりを広げ、そして深める 

  (4) バリアフリー化の促進による優しいまちづくり 

 ３ 創造性と個性が伸びる人づくり 

  (1) 身近な施設や人材を生かした生涯学習環境づくり 

  (2) 創造性・個性を伸ばす魅力的なまちづくり 

  (3) 男女共同参画の推進のための機会づくり 

  (4) 生涯学習機能の充実により副都心の魅力を高める 

 ４ 活力と魅力に満ちた副都心づくり 

  (1) 東部地域の拠点にふさわしい活力と魅力あふれるまちづくり 

  (2) 副都心へのアクセスの増大と多様化への適切な対応 

 ５ コンパクトな市街地を生かした優しい生活環境づくり 

  (1) 誰もが住みたくなる快適な住空間のまちづくり 

  (2) 誰もが安心して安全に暮らせるまちづくり 

  (3) まちやまちづくりの様子がいつでもどこでも得られる情報環境

づくり 

第５章 実現に向けて 

 １ パートナーシップによる推進 

 ２ ゾーン別による展開 

 ３ 各種計画への配慮 

厚別区の使命 

 区民が主体のまちづくりの推進 

 

厚別区の目標 

 (1) 身近な地域のまちづくりの推進 

(2) 地球と地域のより良い環境の創造 

(3) 職員力の増進 

 

重点取組項目 

 (1) 身近な地域のまちづくりの推進 

(2) 地球と地域のより良い環境の創造 

(3) 職員力の増進 

 

 

まちづくりセンター活用事業 

厚別南まちづくりセンター  

～サイクリングロードモザイクアート事業～ 

厚別西まちづくりセンター ～三世代健康づくり交流事業～ 

青葉まちづくりセンター ～お便り定期便～ 

厚別東まちづくりセンター ～健康づくり体験学習会～ 

 

わがまち・地域活性化事業 

子ども地域安全マップ作成事業 

近隣市子育て支援者交流事業 

あつべつ健康・福祉フェスタ 

ファミリー森林浴ウォーキング 

近隣市文化交流事業 

新さっぽろ冬まつり 

花と緑のふれあい事業 

夢市場あつべつ 

まちづくり参加・入門教室 

厚別区広報ラジオ番組「厚別・ふれあい・ほっと・ステーション」 

  

5



区のまちづくりビジョン、区実施プラン、元気なまちづくり支援事業の関係 

豊平区  

区のまちづくりビジョン 区実施プラン 元気なまちづくり支援事業 

とよひら・未来２１（Ｈ１０年１月） 豊平区実施プラン２０１１ H22 年度札幌市の区勢より 

Ⅲ 区の将来像とまちづくりビジョンの基本的考え方 
１ 区の将来像 
  「自然豊かな文化の香るまち」、「ふれあいを大切にするまち」 
２ 基本的な方向 
  ●地域の個性を活かしたまちづくり 
  ●住民、商店街・企業、大学等との協力・連携によるまちづくり 
３ 基本目標（ビジョン推進計画） 

  (1) 地域の人々が力を合わせ活気のあるまちをつくりましょう 
  (2) 教育・文化・スポーツ環境を活かした健康で文化的なまちをつく

りましょう 
  (3) 思いやりの精神を尊重したふれあいのまちをつくりましょう 
  (4) 安全で快適な生活のできるまちをつくりましょう 
  (5) 豊かな自然を次代に引き継ぐ環境を大切にするまちをつくりま

しょう 
  (6) とよひらの地域特性を活かした住みよいまちをつくりましょう 
  (7) 地域資源を活かし交流を通して産業が盛んなまちをつくりまし

ょう 
Ⅳ とよひら・未来２１構想 
 １ ビジョンの推進計画（基本目標と同じ） 
 ２ 区の重点プロジェクト（シンボル事業） 
  (1) ともに学びともに親しむ「文化の香り高い街とよひら」を創造し

ましょう 
  (2) 「スポーツの街とよひら」としてスポーツ振興を図りましょう 
  (3) 豊かな自然環境を次代に継承し、「自然とともに歩む街とよひら」

を創造しましょう 
  (4) 交通ネットワークの充実を図り、「人も車も快適な街とよひら」

を創造しましょう 
 (5) 諸外国の文化や習慣を学び、「国際色豊かな街とよひら」を創造

しましょう 
 (6) 区外との広域的な連携を進め、「広域ネットワークの街とよひら」

を創造しましょう 
 (7) 若者のエネルギーがまちの活力となる「若者文化の育つ街とよひ

ら」を創造しましょう 
 (8) 「とよひら魅力づくり事業」により地域の独自性を高め、「個性

豊かな街とよひら」を創造しましょう 
Ⅴ 地域の発展方向 

豊平地区、美園地区、月寒地区、平岸地区、中の島地区、西岡地区、
東月寒地区、南平岸地区、福住地区 

Ⅵ ビジョンの実現に向けて 
 １ 区ビジョンの推進 
  ○ 住民参加によるまちづくり 
  ○ 生活者に身近なまちづくり 
  ○ 人と人とのふれあいを育むソフトづくり 
  ○ 住民・企業・学校・行政のパートナーシップづくり 
  ○ 持続的なまちづくり運動のネットワークづくり 
 ２ 地域ビジョンの推進 
  (1) 話し合いの場をつくる 
  (2) まちづくり活動を実践する 
  (3) パートナーシップを広げる 

豊平区の使命 

『情報共有』と『市民参加』で区民が主役のまちづくり 

 

豊平区の目標・運営方針 

 １ 地域の個性を活かしたまちづくり 

２ 区民にひらかれた区役所の実現 

 

重点取組項目 

 １ 地域の個性を活かしたまちづくり 

(1) スポーツ・文化環境を活かしたまちづくりをすすめます 

(2) 安全・安心で快適なまちをつくります 

(3) 思いやりとふれあいを大切にするまちをつくります 

(4) 豊かな自然を育むまちづくりをすすめます 

 

２ 区民にひらかれた区役所の実現 

(1) 分かりやすく情報を発信します 

(2) 区民の目線で仕事をする職員を育てます 

(3) コミュニケーションを活性化します 

 

 

市民自治支援事業 

まちづくり団体助成事業 

コミュニティ活動支援事業 

まちづくり活動参加促進支援事業 

とよひらスポーツ健康づくり応援隊 

Ｕ―１５市民自治事業 

 

わがまち・地域活性化事業 

とよひらＨＡＮＡ－ＬＡＮＤ事業 

元気なまちづくり推進事業 

豊平区ガイド制作事業 

「豊平インフォメーション」制作事業 

子育て家庭と地域住民のふれあいの場づくり事業 

健康づくり懇話会と連携した健康フェア事業 

豊平食生活ネットワーク事業 

介護予防事業 

とよひらフラワーコンサート 

安全安心なまちとよひら推進事業 

とよひら元気大作戦！月間事業 
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区のまちづくりビジョン、区実施プラン、元気なまちづくり支援事業の関係 

清田区  

区のまちづくりビジョン 区実施プラン 元気なまちづくり支援事業 

清田区まちづくりビジョン２０２０（Ｈ１１年３月） 平成 23 年度 清田区ふれあいプラン H22 年度札幌市の区勢より 

Ⅰ 清田区の将来像 

 １ 緑豊かな自然に抱かれたまち―きよた 

 ２ ふれあいに満ちたまち―きよた 

 ３ 安らぎを感じるまち―きよた 

Ⅱ まちづくりの基本目標 

 １ 緑あふれる美しいまち～豊かな自然を享受できる街とするために 

  1-1 自然を大切にしたうるおいのあるまちづくり 

  1-2 美しい景観づくり 

  1-3 緑と親しむ生活づくり 

  1-4 環境への負荷の少ないまちづくり 

 ２ 健やかに暮らせる安全なまち～安心して暮らせる街とするために 

  2-1 福祉のまちづくり 

  2-2 健康のまちづくり 

  2-3 安心して暮らせる安全なまちづくり 

 ３ 豊かな心と文化を育むまち～ゆとりある暮らしの街とするために 

  3-1 歴史を生かしたイメージづくり 

  3-2 生涯学習の場づくり 

  3-3 余暇を自然の中で過ごせる環境づくり 

 ４ 楽しさと利便性のあるまち～活力とにぎわいのある街とするため

に 

  4-1 利便性の高い公共交通網のあるまちづくり 

  4-2 利便性の高い道路体系のあるまちづくり 

  4-3 都市活動を活性化するまちづくり 

  4-4 地域と協調した産業都市づくり 

 ５ 未来を創造する若々しいまち～次世代を育む街とするために 

  5-1 次世代を健やかに育むまちづくり 

  5-2 異世代間の交流を促進するまちづくり 

  5-3 住民の参加意識を培うまちづくり 

未来の街の姿 

 １ 自然緑地ゾーン 

 ２ 地域中心核ゾーン 

 ３ 居住ゾーン 

 

Ⅲ まちづくりビジョンの実現に向けて 

 １ 住民みずから育むまち 

 ２ パートナーシップを発揮するまち 

清田区の使命 

 みどり豊かで、地域のふれあいあふれ、誰もがやすらぎを感じるまちづ

くり 

 

目標・運営方針 

目標１「親しまれ、ふれあいあふれる清田区役所」を目指します 

目標２「市民参加によるまちづくり」を実現します 

 

重点取組項目 

目標１「親しまれ、ふれあいあふれる清田区役所」を目指します 

  区民との情報共有を推進 

来庁者の利便性の向上 

親しまれ、ふれあいあふれる清田区役所を目指す取組 

 

目標２「市民参加によるまちづくり」を実現します 

  みどり 

  ふれあい 

  やすらぎ 

 

 

区民との情報共有をすすめるまちづくり 

電子井戸端会議 

ふれあいカレンダー 

 

区ビジョンの実現に向けたまちづくり 

子どもまちづくり事業 

シニアスクールモデル事業 

まちづくり参加・入門教室 

 

健康増進のまちづくり 

ウォーキング健康づくり事業 

健康食生活普及推進事業 

 

子育て環境を支援するまちづくり 

きよたふれあいフェスタ 

わくわく子育てセミナー 

世代間交流「ふれ愛ひろば」 

 

地域福祉が息づくまちづくり 

健康＆介護予防フェア 

 

環境にやさしいまちづくり 

環境美化事業 

環境保全活動推進事業 

白旗山から未来につなぐまちづくり 

 

安心して暮らせる安全なまちづくり 

安全安心まちづくり事業 

 

芸術・文化を育むまちづくり 

PMF コンサート 

清田区ロビーコンサート 

 

まちづくりセンターを活用したまちづくり 

北野まちづくりセンター 

清田中央まちづくりセンター 

平岡まちづくりセンター 

清田まちづくりセンター 

里塚・美しが丘まちづくりセンター 
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区のまちづくりビジョン、区実施プラン、元気なまちづくり支援事業の関係 

南区  

区のまちづくりビジョン 区実施プラン 元気なまちづくり支援事業 

ふるさと南区まちづくりビジョン（Ｈ１０年３月） 平成２３年度 南区実施プラン H22 年度札幌市の区勢より 

Ⅰ ふるさと南区まちづくりビジョン策定にあたって 

 Ⅰ－１ 札幌市基本構想 

 Ⅰ－２ ふるさと南区まちづくりビジョンの意義と役割 

 Ⅰ－３ 地区まちづくりビジョンの意義と役割 

 

Ⅱ ふるさと南区まちづくりビジョン 

 Ⅱ－１ まちづくりの理念・方向性 

  １ 豊かな緑と清らかな水に恵まれた『ふるさと南区』、そ

の自然環境を生かし、やすらぎを感じられるまちづくりを

行う。 

  ２ 自然・人・まちのつながりを深め、次代につなぐ『地域

人』を育む。 

 Ⅱ－２ 南区のまちづくり目標 

１ 豊かな緑・大切な水源と都市生活との共存。 

２ 地区の歩みや文化を生かした個性づくり 

３ 自立と助け合いによるコミュニティづくり 

４ 快適で安心な生活環境づくり 

 Ⅱ－３ 地域別まちづくりビジョン 

  １ 都市的機能が整っている地域 

【澄川・藻岩下・真駒内地域】 

  ２ 都市的機能と豊かな自然が調和している地域 

【藻岩・石山地域】 

  ３ 豊富な自然と共存している地域 

【芸術の森・藤野・簾舞地域】 

  ４ 温泉を中心とした健康保養地 

【定山渓地域】 

 

 

南区の使命 

○区民が健やかに豊かで快適な暮らしを実感できるまちの実現 

○区民が主役で区民のためのまちづくりの実現 

○「環境首都・札幌」に相応しい取り組みの実践 

南区の目標・運営方針 

○区民の皆様や各種団体と緊密な連携を図りながら、四季を通じて、子

供からお年寄りまでの誰もが、健やかで安全にそして安心して暮らせ

る環境を整えるための取り組みを進めます。 

○市民自治の理念である「市民が主役のまちづくり」を一層推進するた

め、区民が主体となったまちづくり活動を支援する取り組みを進めま

す。 

○区民からより一層の信頼と親しみを得られるよう、職員一人ひとりの

能力の更なる向上を図るとともに、効率的で、公正かつわかりやすく

便利な区役所づくりを進めます。 

○「環境首都・札幌」宣言のもと、環境にやさしいさまざまな取り組み

を実践していくことで、先人たちが、保全・育成してきた豊かな自然

環境を、次世代に引き継いでいきます。 

基本方針と重点取組項目 

基本方針１ 地域とつくるまちづくりの推進 

重点取組項目１ 安全･安心なまちづくりの推進 

  重点取組項目２ 健康でぬくもりのあるまちづくりの推進 

  重点取組項目３ 地域との連携による雪対策の推進 

基本方針２ 地域が主体のまちづくりの支援 

重点取組項目１ シーニックバイウェイによる魅力づくりの支援 

重点取組項目２ まちづくり活動の支援 

基本方針３ 親しまれ信頼される区役所づくりの推進 

重点取組項目１ 区民の信頼確保に向けたコミュニケーションの活

性化と区役所のサービスアップの充実 

重点取組項目２ 地域への情報提供の推進 

基本方針４ 環境にやさしいまちづくりの推進 

重点取組項目１ 地域に根ざしたリサイクル運動の推進 

重点取組項目２ 環境にやさしい取り組みの推進 

各地区の個性あふれるまちづくりの推進事業 

「みんなの憲章・澄川」普及啓発事業（澄川） 

澄川地区ホームページリニューアル事業（澄川） 

石山地区緊急通報システム充実強化事業（石山） 

石山スノーファンタジー事業（石山） 

芸術の森地区「新まちづくりビジョン」推進事業（芸術の森） 

芸術の森地区まちづくり講座（芸術の森） 

藤野地区地域安全強化事業（藤野） 

簾舞地区子どもを見守る運動強化事業（簾舞） 

簾舞不法投棄抑止活動事業 

国蝶オオムラサキ保護育成事業 

定山渓地区郷土（ふるさと）ふれあい事業（定山渓） 

 

地域福祉などの全市的課題に取り組む事業 

介護予防でまちづくり事業 

男子厨房に入ろう！料理教室事業 

育児不安・虐待予防レベルアップ事業 

南区ユニバーサルデザイン・ウォーキングマップ事業 

親子で一緒にリズム遊びを楽しむ事業 

読み聞かせ講演会事業 

落ち葉から環境保全と地域交流事業 

地域ふれあいスポーツクラブモデル事業 

ウインタースポーツ振興事業 

子どもを見守る活動推進事業 

 

まちづくり活動の支援と情報発信事業 

まちづくり活動助成金 

南区情報発信事業 

 

大学と連携したまちづくりの推進事業 

まちづくり研究委託 

 

市民自治推進重点事業 

南区まちづくり参加・入門教室 

学生と地域の連携によるまちづくり推進事業 

 

シーニックバイウェイ推進事業 

シーニックバイウェイ推進事業 
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区のまちづくりビジョン、区実施プラン、元気なまちづくり支援事業の関係 

西区  

区のまちづくりビジョン 区実施プラン 元気なまちづくり支援事業 

西区のまちづくりにむけて（Ｈ１０年３月） 平成２３年度 西区実施プラン H22 年度札幌市の区勢より 

Ⅰ 「西区のまちづくりにむけて」策定にあたって 

Ⅱ 将来像の設定 

 １ 自然・歴史と調和したまちづくり 

 ２ 快適なまちづくり 

 ３ 潤いのあるまちづくり 

 ４ ふれあいのあるまちづくり 

 ５ やさしいまちづくり 

 ６ 活気あるまちづくり 

Ⅲ 西区まちづくりの基本方針 

 １ 自然・歴史と調和したまちづくり 

  (1) 残された貴重な自然を西区の財産として大切にして、自然と調和

した緑あふれるまちづくり 

  (2) 先人が築いてきた西区の輝かしい歴史を誇りとして、残された歴

史的な資料などの保存と活用を図り、次の世代に引き継いでいくこ

とができるまちづくり 

 ２ 快適なまちづくり 

  (1) 既存市街地の再整備を図り、住環境が整ったまちづくり 

  (2) 施設の整備や除雪の向上を図り、だれもが安心して暮らせるよう

な快適なまちづくり 

  (3) 雪と親しむ生活スタイルが定着し、北国で暮らすことが楽しくな

るようなまちづくり 

 ３ 潤いのあるまちづくり 

  (1) ゴミに対するモラルが生き届き、煙草の吸殻なども落ちていない

清潔で美しいまちづくり 

  (2) 自分たち一人ひとりが身近な環境を良くし、みんなが環境にやさ

しい生活を送れるようなまちづくり 

 ４ ふれあいのあるまちづくり 

  (1) あらゆる世代が気軽にスポーツや趣味、祭りなどを楽しめ、多彩

で活発な住民活動を通してふれあい、地域のコミュニティが醸成さ

れるようなまちづくり 

 ５ やさしいまちづくり 

  (1) 住民が人への優しさといたわりの心を持ち、お互いに助け合うこ

とができる地域福祉社会の形成 

 ６ 活気あるまちづくり 

  (1) 賑わいがあり、だれもが行ってみたくなるようなまちづくり 

西区の使命 

地域の豊かな自然環境や文化を活かし、区民の自主的なまちづくり活動

を支援しながら、区民主体のまちづくりを進めていくことが西区の使命で

す。 

 

西区の目標・運営方針 

(1) 区（地域）の特色を活かした区民主体のまちづくりを進めます。 

(2) 区民の視点に立ち、区民から親しまれ信頼される区役所を目指しま

す。 

 

重点取組項目 

１ 環境にやさしいまちづくり 

(1) 地域の自主的な環境活動の定着・支援 

(2) 西区民会議を母体とした環境活動の推進 

(3) 環境教育・学習活動の推進 

(4) 新たな環境活動手法の創出 

２ 文化芸術を活かしたにぎわいあるまちづくり 

(1) 人と文化を結ぶまちづくり事業 

(2) 文化芸術の振興 

(3) 音楽を通じたにぎわいの創出 

３ 地域と共に進めるまちづくり 

(1) まちづくり活動実践促進事業 

(2) まちづくり活動団体への支援 

(3) 区民との協働推進 

４ 誰もが安心で健やかに暮らせるまちづくり 

(1) 安全で安心なまちづくり 

(2) 災害に強いまちづくり 

(3) 地域主体の子育てと健康づくり 

５ 区民の視点に立った信頼される区役所 

(1) 市民サービスの改革 

(2) 積極的な情報発信 

(3) 区役所の改革 

市民自治が息づくまちづくりの推進 

まちづくり活動実践促進事業 

まちづくり参加・入門教室「西区おとな塾」の開催 

学生と地域によるまちづくり世代交流の実施 

西区ガイドの作成・配布及び西区情報プラザ放送事業の実施 

西区まちナビ及び西区の歴史の作成・配布 

西区まちづくりパートナー登録制度及び西区まちづくり活動団体助成

金等 

 

地域福祉が息づくまちづくりの推進 

生涯元気！西区介護予防応援事業 

地域ぐるみ健康福祉推進事業 

 

地球に優しいまちづくりの推進 

地球に優しいまちづくり活動支援事業 

西区民会議活動推進支援事業ほか 

琴似発寒川の稚魚放流事業及び一斉清掃事業 

アダプト･プログラムの推進 

 

安全・安心なまちづくりの推進 

西区子ども見守りネットワーク 

 

“かがやき”と“にぎわい”のまちづくり 

地域文化・芸術活動振興事業 

スポーツ振興事業 
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区のまちづくりビジョン、区実施プラン、元気なまちづくり支援事業の関係 

手稲区  

区のまちづくりビジョン 区実施プラン 元気なまちづくり支援事業 

手稲区まちづくりビジョン（Ｈ１０年３月） ていねっていいねプラン２０１１（手稲区実施プラン） H22 年度札幌市の区勢より 

まちづくりの目標 

 「こころに手稲を感じること（＝ふるさと手稲）」 

 

手稲区の将来像 

 「にぎわいのあるまち」 

 

ビジョンにおけるまちづくりの３つの柱 

 １ 「コミュニケーションを育てるまちづくり」 

  (1) まちを知り、考えるきっかけをつくり、区民のまちづく

りの活動を育てるしくみづくりをします 

  (2) 区民のまちづくりへの参加をすすめ、区民が主役のにぎ

わいのあるまちをつくります 

 

 ２ 「ネットワークで結ぶまちづくり」 

  (1) 区民が自ら企画し、汗を流してきた地域のまちづくりの

取り組みを継承していくとともに、地域の団体同士をつな

げ、活動の輪を広げていきます 

  (2) 新しいコミュニケーションの手段を利用して、人と情報

の出会いの機会を増やします 

  (3) 施設のつながりを考え、新たな交流の機会をつくります 

  (4) 自然や歴史などの資源をつなぎ、うるおいのある街の魅

力と景観をつくっていきます 

 

 ３ 「シンボルゾーンで創るまちづくり」 

  (1) にぎわいの「山」づくり 

   手稲山をより親しまれる区民の心のふるさととして活用

していきます 

  (2) にぎわいの「海」づくり 

   海の眺望や地域の特性を生かしながら、誰もが楽しめる新

たな余暇・学習空間づくりを進めていきます 

  (3) にぎわいの「街」づくり 

   手稲の中心核として、誰にもやさしいまちをつくり、人が

集まり交流する場をつくることで手稲のにぎわいを高め

ます 

手稲区の使命 

 区民の皆さんが「住んでいて良かった」と実感できる“ふるさと手稲”

づくりを目指します。 

 

まちづくりの目標 

①「人」「情報」「資産」などを活かして、魅力ある“ふるさと手稲”づく

りを進めます。 

②地域の皆さんと力を合わせて、区民が主役のまちづくりを進めます。 

 

手稲区の運営方針 

運営方針１ ともに支えあうふるさと手稲づくり 

運営方針２ 質の高い行政サービスの提供 

 

重点取組項目 

運営方針１ ともに支えあうふるさと手稲づくり 

【重点取組項目】市民によるまちづくり活動の促進に向けた支援 

Ⅰ 安全・安心 

Ⅱ まちづくり 

Ⅲ 地域福祉 

Ⅳ 子育て 

Ⅴ 健康づくり 

 

運営方針２ 質の高い行政サービスの提供 

【重点取組項目】「親切ていねイ」な行政サービスを提供するための

職員の育成 

Ⅰ 区役所改革 

Ⅱ 適正・確実な事務の推進 

ともに支えあうふるさと手稲づくり 

自治の拠点「まちづくりセンター」を通じた地域まちづくり支援 

ふるさと手稲歴史発見事業 

区民協議会「ていねっていいね！区民の集い」支援事業 

小樽市、石狩市との交流推進 

北海道工業大学との連携による地域課題解決 

まちづくり参加・入門教室 

市民による“あいくる”の活用促進 

地域住民によるスズラン、ミズバショウ、カタクリ保全の仕組みづくり

活動 

未来を担う子どもが健やかに育つ環境の充実 

スポーツを楽しむ環境の充実と健康づくりの推進 

 

質の高い行政サービスの提供 

「市民サービスアップ」の推進と向上 

地域情報発信支援 
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