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市民参加事業で出された意見とビジョン素案の対応状況 
まちづくり戦略ビジョン構成  

章構成 素案 記載内容 

社
会
経
済
情
勢
の
変
化
と
札
幌 

第
２
章 

○社会経済情勢の変化 

・人口の将来見通し 

・人口減少・超高齢社会 

・グローバル化 

・環境・エネルギー問題 

 

○札幌・北海道の魅力と資源 

 

第
３
章 

都
市
像 

○私たちが目指す札幌市の将来  

第
４
章 

基
本
目
標 

地 

域 

○共生と交流により人と人とがつなが

るまちにします 

 

○さまざまな担い手が地域のまちづく

り活動に参加するまちにします 

 

○多様な地域課題を解決できるまちに

します 

 

◆未来カフェ 

○必要なものは自分たちの手でつくる 

○札幌の食材を使ったコンテストをもっとやってほしい 

○食について考える機会をもっとふやしてほしい 

○札幌産の野菜をもっとアピールしてほしい 

○生産の場と家庭を結ぶ取り組みを多くしてほしい 

○安全な食事を考えて家庭の食卓へ届けてほしい 

○各イベントと食のコラボをしたらいい 

○食に興味のない人にも参加できるようなイベントづくりを 

○北海道の野菜を給食でどんどん食べさせたらいい 

○子供に農業体験を 

○「さっぽろ」が元気になることで、日本の元気をリードできる輝く

街に 

○札幌が自立するために、地方都市にも自立してもらう 

○札幌での私たちのライフスタイルが北海道・地域をエンパワメント

するように 

○生産者、消費者、子供も大人も一緒に食べて北海道を元気にしたい 

○北海道の食材をもっとアピールする方法を考案・実践したらいい 

○北海道の食材をいかした料理教室で食育も伝える 

 

○雇用のある街であって欲しい 

 

○都市と都市との架け橋を担う、頼れる街 

 

 

◆市民会議 

【支え合い・つながり】 

○いいっしょ！一緒に ～支え愛のまち札幌～ 

（副案） 

○世界一思いきりと思いやりのある街 SAPPORO！ 

○おいしい自然を活力に、挑戦し続けるまち札幌 

○北の文化発信基地 SAPPORO 

○自然豊かで子供たちの笑顔あふれる環境都市 SAPPORO 

○それゆけ！純白都市さっぽろ！！ 

◆さっぽろ未来カフェＰＪ 
【人材・チャレンジ】 
○適材適所の街になる 
○チャレンジできる街 
○挑戦を歓迎する場所 
○新しいことを始めるなら東京より札幌 
○様々な人が楽しく生活できる街 
○さっぽろに住む人たちが、みんなの幸せ 
に貢献（協力）する街 

◆国際都市さっぽろワールドカフェ 
【活力】 
○世界とつながるまち 
○大志をいだいてクリエイティブなまち 
○活気で満ちあふれたまち 
○新しい歴史をつくるまち 

◆国際交流ワールドカフェ 

【国際交流】 

○外国人も住みやすい街づくり 

○海外に近いまち 

○未来のさっぽろは「ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ」なまち！ 

◆さっぽろ未来カフェＰＪ 

【思いやり】 

○思いやりのある人たちが暮らす街さっぽろ 

○多様な人を受け入れる街、多様な人が住みたいと思う街 

○さっぽろに住む人たちがみんな幸せである街になって欲しい 

○弱者に優しい街 

◆アンケート 

【札幌の魅力】 

○「自然」「環境」「景観」 

【札幌の課題】  

○「人口減少・少子化・高齢化への対応」「震災への対応や災害に強いま

ちづくり」「地球環境問題への対応」「経済・雇用対策」  

【理想の札幌】  

○安心：安心安全豊かな平和な街、札幌 一生安心して生活できる街  

○自然／自然環境：自然と都会の調和／融合 自然あふれる、笑顔の街  

○住みやすい／過ごしやすい：日本一住みやすい街札幌 

○子ども高齢者：子供も大人も高齢者も楽しく暮らせるマチ 

  子供から老人まで一生を快適に過ごせる街 

◆さっぽろ未来カフェ in東京 

【札幌の都市ブランド】 

○努力して作ったイメージではない 

○人を引きつける力がある 

【住みやすさ】 

○コンパクトで住みやすい 

○生活のクオリティが高い 日本一になれる 

可能性 

○適度に田舎 適度に都会 

○バランスの取れた街 

○札幌は独自性がありそうでない 

 

◆市民会議 

【多様な世代が交流し、共生する地域の大家族づくり】 

○子どもと高齢者の交流による多世代が共生する地域コミュニティづくり 

○地域の誰もが声を掛け合える共生の地域づくり 

○札幌に住み続ける環境を支える施設や地縁、コミュニティ等のきずなづくり 

○まちの情報が伝わる場としてのコミュニティサロンやカフェ、レストランづくり 

【全ての市民が関わる地域のまちづくり】 

○地域の有償ボランティアによるまちづくりの推進 

○住民がまちづくりセンターを知り、もっと上手に使う 

○気軽に参加できる町内会づくり 

【高齢者、子どもが元気に暮らせる環境づくり】 

○高齢者が元気に働ける・活躍できる福祉の充実 

【札幌の資源】 

○素材の良さ 人・食・自然 

○自然と街が共存した場所 

○こんなに近くに自然がある事に地元の人が

あまり気が付いていない 

【札幌人の気質】 

○歴史が浅いが色々なものを受け入れる 

○道内の他地域や本州の寄り合い世帯でも受

け入れる 

○新しいものを取り入れる精神 

○人の優しさ（ホスピタリティ） 

◆児童会館 

【自然・環境】 

○自然豊かなまち（緑・花・動物・川） 

○ゴミのないきれいなまち 

○エコなまち（自然エネルギーの活用） 

【安全・安心】 

○事件・事故・犯罪のない平和なまち 

○十分な防災対策で災害に強いまち 

【つながり】 

○人のつながりを大切にし、助け合うまち 

○老人・弱者にやさしいまち 

【文化】 

○観光 PR・魅力あるまちづくり 

○音楽が流れているまち 

【世界】 

○世界的に誇れる大都市に 

◆ミニさっぽろ 

【つながり】 

○笑顔でいられる（明るい）町 

○優しい・親切な町    

○仲が良い町 

【安全・安心】 

○事件・事故・争いのない（平和・安全な）町 

◆さっぽろ 1000人ワールドカフェ 

【共生・つながり】 

○あったかいまち 

○多文化共生 

○人とつながる優しい街 

○自立を評価するまち 

○世代、障がいの有無、国籍等、関係 

なく共生できるまち 

○いろんな顔・色がある街 

【暮らし】 

○自分にあったくらしができる 

○誰もが暮せる街 

【コミュニティ】 

○地域でのコミュニケーション作りが 

できる街 

【定住環境】 

○－街に定住できる(住環境・働きやすさ) 

○人生の最期まで住み続けたいと思える街 

○家族で住み続けることができる快適な街 

【人材育成】 

○人が集まるまち  

○定年退職の人の活躍の場を    

○都会で「田舎」な街（人情の街）    

○Face to Face つながる街    

○あいさつ、Smile、対話のある街 

 →文化づくり！！ 

○人がつながれる街    

【札幌の個性】 
○日本になくてはならない都市
「さっぽろ」 

○ご近所都市さっぽろ 
○人にやさしい街 
○多様な人を受け入れる街、多様
な人が住みたいと思う街 

 

◆さっぽろ 1000人ワールドカフェ 

【創造性】 

○クリエイティブなまち   ○市民が自らのやりたい事を実現できる街 

○無限色が創れる街     ○スタイルを持って発展する街 

○札幌の良い素材に自ら付加価値を付けて活かす 

【札幌気質】 

○夢がかなうまち      ○失敗していいまち 

○多様な人々が様々な楽しみが溢れたまち   ○前向きでいられるまち 

○金はなくても、市民一人ひとりがアイデアによって解決していけるまち 

【暮らし】 

○自分にあったくらしができる       ○誰もが暮せる街 

○心豊かに暮らせる街           ○住みたい、住み続けたいまち 

○人生の最期まで住み続けたいと思える街  ○スローライフの街 

○家族で住み続けることができる快適な街 

○地域でのコミュニケーション作りができる街 

○もっと世界とつながろう！ 

○外国の友達がたくさんできるまち 

○様々な国の人が自然に共存できる 

◆さっぽろ 1000人ワールドカフェ 
【資源・暮らし】 
○都市機能と自然が調和    ○四季がはっきり 
○災害が少ない        ○キレイで豊富な水 
○ストレス少なく生活できる  ○食べ物が美味しい 
○楽しいイベントがたくさん  ○女性の自由度が高い 
【都市】 
○中心地から１時間程でどこにでも行ける 
○他にはない、独特の雰囲気（ヨーロッパぽさ） 
○たくさん雪がふるのに都市機能を保っている 
【札幌気質】 
○フロンティアスピリット   ○OPEN MIND   ○合理的 
○歴史が浅くしがらみがない  ○新しいもの好き 
○札幌の寛容性は人を引き付け受け入れる 

参考資料 

◆まち「つながる」ワークショップ 

【共生】 

○つながろうとする意識  ○支援者と要援護者の日常的なつながり 

○小さな役割をつくる   ○否定されない安心感  ○世代間交流  

○学校、老人クラブ、子育てサロンのタイアップ  

○あいさつ、ゴミ出しの手伝い  ○マンション住民同士のつながり 

○つながりを持とうとしない人への声かけ  

○ゆるやかなつながり、距離感  

○地縁の限界、新しいつながりの仕組み 

【担い手】 

○女性のパワーを活かす    ○町内会の敷居を低く  

○若い人が町内会等に参加   ○高校生はボランティア必須科目に  

○イベントのノウハウを伝授  ○NPO や大学がコミュニティの核に 

○ボランティアチケット ○SNS 活用  ○学生会のネットワーク 

○町内会、社協、行政との関わりを深める   

【コミュニティ活動】 

○子どもとのつながりをつくる  ○町内会の法人化  

○年間行事を増やす       ○MS 管理会社の活用  

○役割、メリットの明確化    ○イメージ戦略  

○町内会に何を求めているか再考 

【場づくり】 

○コミュニティの場：児童会館、福まちセンター  

○学校の活用   ○まちセン  ○商店街の空き店舗  

○コミュニティカフェ      ○イベントの多目的化 

○区民まつり、地域ごとの小さなイベント  

○地域の成功例をまとめて周知  ○ワークショップ、しゃべり場  

○誰でも自由に立ち寄れる場所  

○新しい形式のサロン 

◆さっぽろ未来カフェ in東京 

【札幌らしさ】 

○クリエイティブ   ○再開拓精神 

○本州からの移住（退職後） 憧れの街にする 

○常に新しい風が流れこんでいてほしい 

○大都市でも東京を見習わずオリジナルでいてほしい 

【暮らし】 
○笑顔あふれるまち 
○人にやさしいまち 
○住みやすいまち 
○幸せなまち 

【環境】 
○自然・緑・花がいっぱい 
○ゴミがなくてきれいな町 
○エコ（環境に優しい・リサイクル）の町 

◆国際交流ワールドカフェ 

【多文化共生】 

○お互いの文化の違いを受け入れ接し、認め合う 

○他国の文化を学ぶ・理解する・興味を持つ 

◆国際都市さっぽろワールドカフェ 

【多文化交流】 

○海外の文化と触れる機会を創り出すこと 

○「盆踊り型」の交流。誰でも、途中からでも参加できる 

○外国の方を当たり前に受け入れる姿勢が大事 

○もっと交流して理解しあうことが大切 

○アイヌの文化をもっと世界に知ってもらえれば良いのに 

◆テーマ別ワークショップ 

【場づくり】 

○地域での支え合い活動を活性化させるため、多世代が交流できる場づ

くり 

○町内会や個人の協力などで、いろんな世代が集える場づくり 

【高齢者】 

○高齢者が生きがいをもち、人の役に立つ取組や場づくり 

○高齢者の方が外に出たい気持ちになるきっかけづくり 

○高齢者の自立、自律の意識改革の場づくり 

○ボランティアのポイント制度をつくる 



 2  
 

 

経 

済 

○強みを生かした産業が経済をけん引

するまちにします 

 

○さまざまな連携により産業が高度化

するまちにします 

 

○市民の雇用が安定的に確保されるま

ちにします 

 

○強みを生かしグローバル化に対応す

るまちにします 

 

○地域コミュニティを支える産業を大

切にするまちにします 

 

子
ど
も
・
若
者 

○安心して子どもを生み育てられるま

ちにします 

 

○将来を担う子どもの成長と自立を支

えるまちにします 

 

○若者が社会的に自立し活躍できるま

ちにします 

 

 

◆テーマ別ワークショップ 

【子育て支援】 

○子育てのボランティア制度の拡充 

○安心して子育ての相談ができる情報サービスの充実 

○子育ての総合センターづくりと、オープンな運営の構築 

○産科医、産院がもっと増えるような支援策 

○トラブル、治療を必要とする妊婦への支援の強化 

○育児休業者を抱える企業への支援 

○社会・企業の「子育て支援」の PR 

○保育環境の支援 

○働く女性の最低賃金アップ、助成 

○家庭教育学級など親の学ぶ場の増加 

○父親参加の親子教室 

【教育環境・学校のあり方】 

○企業と連携した子どものボランティア体験の場づくり 

○ふれあいサロンの充実で高齢者と交流 

○地域に開かれた学校づくり 

○小学校の空き教室を利用して、町内会・老人会との交流や保育園としての活用 

○地域の中で、子どもが安心して遊べる場所を増やす 

○財政、環境問題の教育を通じ、共同社会のリーダーを育成 

○土曜日の学校再開 

○子どもの権利の優先 

○子ども（15 歳以上）のための就業体験機会の提供 

○高齢者を支える人材の育成と教育環境の充実 

○高校生への理解を深めるために、研修制度（義務化）や体験の場づくり 

○小・中学校でボランティアの教育 

◆さっぽろ未来カフェＰＪ 

【食資源の活用】 

○食について考える機会をもっとふやしてほしい 

○札幌産の野菜をもっとアピールしてほしい 

○生産の場と家庭を結ぶ取り組みを多くしてほしい 

○各イベントと食のコラボをしたらいい 

○北海道の野菜を給食でどんどん食べさせたらいい 

○子どもに農業体験を 

【女性】 

○女性が活き活きすると新しい産業が生まれる 

○結果を求めない、恐れず行動する女性が輝くと街が活き活きする 

○おしゃれが景気を救う 

【ワークライフバランス】 

○仕事とプライベートのバランスが取れていることで、意識が上を向

いていて行動につながる 

○仕事と生活のバランスを自分らしく調整できる街 

【人材・雇用・札幌の活性化】 

○東京などでのキャリアを生かし、新しいことに挑戦できるまち 

○挑戦して失敗した場合の再チャレンジができる仕組み 

○地場産業の活性化による雇用創出 

○雇用のある街であって欲しい 

○街の活性化のために起業を促進する必要がある 

○札幌で起業したいと思わせる何かがある街 

○さっぽろが元気になることで、日本の元気をリードできる輝く街に 

◆さっぽろ未来カフェ in東京 

【観光・誘致】 

○観光誘致のためのＰＲをする 

○別荘地としてももっと誘致しては？ 

【雇用】 

○地元雇用の創造 地場の企業 

○雇用創出の一環として企業家を育てる支援する街 

○札幌が本店の会社を多くする 

○札幌発の企業をもっと作れば良い 

○雇用を作り出すこと 

【人材】 

○外国籍かつ安全な街にし、外国人にも活性化をしてもらう 

◆国際交流ワールドカフェ 

【経済】 

○札幌から海外への行き来しやすく（直行便） 

○ショップ店員が英語を話せる 

○外国語対応のお店が増えるといい 

◆市民会議 

【札幌の素質を鍛える観光の育成】 

○札幌の豊かな自然資源を活かした観光の推進 

○ストーリーの見える観光ルートづくり（歴史など） 

○郊外の観光資源などをもっと楽しめる着地型の観光ルートづくり 

○車に頼らず楽しめるルートづくり（定期観光バスなど） 

○食と公共交通を連動し、ターゲット層ごとに発信する観光情報の充実 

○リピーターを増やす活動の推進 

【魅力的な産業基盤の育成】 

○魅力的な産業を育てる 

○札幌の核となる企業の育成 

○行政による産業支援・育成・活用 

○観光客が買いたくなる加工品の魅力・付加価値の向上 

【北海道・札幌の豊かな資源を活かした『食』の産業強化】 

○自然を活かした産業・商業の創造・展開 

○一次加工産業の強化と海外への流通の強化 

○冷凍技術等を活かしたアジアへの加工品の輸出 

【魅力的な産業基盤の育成】 

○外貨を呼び込む産業育成 

【北海道・札幌を発信し、活力を創出する人材の育成】 

○若い世代が世界（外）に出て成長する仕組みづくり（地元に戻る条件の

奨学金制度など） 

◆さっぽろ未来カフェＰＪ 

【教育】 

○子供から大人まで教育で街を変える 

○学校でいろんな人が集まってのワールドカフェ 

○父親ネットワーク強化 

【多主体交流・教育への参加】 

○学校を開放し地域コミュニティへ 

○学校の先生もいろんな人との交流する視野を広げる 

○PPTA の実現（元気な高齢者の活躍） 

【若者】 

○社会を担っている大人（社会人）と、未来を担う若者（学生）が「つながり」

を持つことが大切 

○Ｕターンして起業を目指せる環境のある町、コワーキング・スペースで 

○Welcome Ｕターン。出るのを止めるのではなく、もどりやすくする 

○仕事の少なさ→起業家を増やして活性化する！ 

○若い世代にシゲキを 
◆まち「つながる」ワークショップ 

【多世代交流】 

○中高生が活動できる場（異世代） 

○子どもが大人とかかわる 

○三位一体で地域の子どもを見守る  ○おせっかいおばさん 

○子ども会の役割 

◆さっぽろ 1000人ワールドカフェ 

【子ども】 

○子育てがしやすい街 

○未来や子どもたちにもよりよいまちを 

○子ども目線にたったまちづくり 

○子どもがノビノビできるまち 

○特色ある教育 

【若者】 

○若者が働く場や女性が輝く場をもっとつくっていきましょう 

○才能ある若者にチャンス・夢・希望を与える 

○やる気ある大学生が残るまち 

○積極的に若者が外へ（海外 etc）出ていくためのサポート 

◆さっぽろ 1000人ワールドカフェ 

【経済の活性化】 

○経済がうるおう街（観光・リゾート） 

○商売上手なさっぽろ 

○札幌らしさ、札幌の良さをビジネスとして生かせるまちに！ 

○すすきのの活性化！ 

○IT・デジタル都市（モデル都市） 

○コーディネート産業（ツアーや企画もの、技術者・資格者をつなげる 育成も

含・・・） 

○外貨を稼ぐ街 

○企業誘致（海外も） 

○世界中の人々が集まってきて、街を活性化させる 

【人材】 

○札幌で働くことに魅力を感じさせたい！！ 

○優秀な人材がもどってきやすい街 

○仕事をしやすく！特色を活かした仕事をできる環境に！ 

○発信してる人と何かやりたい人とをつなぎ、挑戦する人々を支える交流の場を！    

○「キッカケ」をつなげられるまち 

【女性】 

○女性の社会進出、子育てに優しい、理解ある街になって欲しい！ 

○女性がメインのまちづくり 

○札幌は女性がはたらきやすい街 →この強みをもっと活かしては 

◆市民会議 

【高齢者、子どもが元気に暮らせる環境づくり】 

○女性が積極的に社会に参加し活動できる子育て支援の強化 

【創造性を育むきっかけづくり】 

○子どもの頃から可能性を引き出すきっかけづくり 

【北海道・札幌を発信し、活力を創出する人材の育成】 

○起業したい人を札幌に呼び込み応援する 

○新しいことをやろうとする人を応援する「チャレンジできるまち」づくり 

○企業による、将来の札幌経済を支える人材となる学生の教育の推進 

◆国際交流ワールドカフェ 

【国際教育・交流】 

○教育制度の改善 

○壁をブチこわす（言葉・文化・法律） 

○ホームステイをすることで外国の文化を学べると同時に、自分の

国の魅力にも気づくことができる 

○ホームステイをすることで外国の友達がいっぱいできる 

○国際交流ワールドカフェや、姉妹都市、姉妹校での提携を盛んに 

○ALT の先生を増やしたりして、国際交流の場を増やす 

◆ミニさっぽろ 

【科学技術】 

○科学技術が進んだ町（空飛ぶ車） 

【国際交流】 

○外国とふれ合う町 

◆児童会館 
【経済】 

○観光ＰＲ・魅力あるまちづくり 

○科学技術の発達 
○北海道企業の活性化 

○働く場が多くあるまち 

◆児童会館 
【子ども】 
○子育てが楽しいまち     ○人口増加（子どもがたくさん） 
○教育の充実         ○外で遊ぶ子どもが多いまち 
○いじめ・虐待のないまち 

◆子ども議会 

【子育て・子育ち】 

○保育園の定員を増やしたり、子どもの就学支援をしたりし、子育て・子育ちがし

やすい環境をつくる 

◆国際都市さっぽろワールドカフェ 

【資源の活用・ブランドの創造】 

○食を通した国際交流 

○日本人、外国人いろんな人が住む、多様性が必要。そのなかから新しい文化やビ

ジネスが生まれる 

○札幌をブランド化しよう 

○北海道を国際特区に 

○東京集中をやめて、北海道の良さをアピールして企業にきてもらう 

【雇用・人材】 

○外国人の雇用を増やす 

○外国人の企業採用を増やせば、札幌の企業も大きく成長し、札幌人の採用も増え

る 

○海外の人が住みやすい所にする 

○国際都市のためには仕事がふえることが大事 
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安
心
・
安
全 

○誰もが健康的で安心して暮らせる

まちにします 

 

○地域防災力が高く災害に強いまち

にします 

 

○安全な日常生活が送れるまちにし

ます 

 

環 

境 

○豊かな自然と共生するまちにしま

す 

 

○資源やエネルギーを有効活用する

まちにします 

 

○市民が環境について学び行動する

まちにします 

 

◆テーマ別ワークショップ 

【福祉】 

○ボランティアの情報発信、声かけの充実 

○介護保険を利用しやすい使い方、申請方法の PR 

○お年寄りに分かり易い情報提供、発信の工夫 

○区単位でわかりやすい相談窓口を設置 

○高齢者の住環境の充実（暮らしの実態に合った入居のあり方） 

【防災】 

○防災、災害情報の伝達を充実させる、多様な提供方法 

○家族連れや若者も楽しみながら参加できる防災イベントの企画、実施 

○出前講座の取組、様々な手段やメディアを使った啓発 

○防災に係る学習機会の充実 

○行政ができる範囲、限界を明確に市民に伝える 

○災害グッズの PR、安く定期購入できる仕組み 

○地域特性に応じた防災情報・マップ 

【バリアフリー】 

○高齢者が安心して外出できる施設や公共交通のバリアフリー化や除雪の充実 

【見守り】 

○若者を活用した除雪ボランティア 

○子どもの通学路の安全の確保 

○身近な地域で身構えないボランティアと、頼みやすい環境づくり 

（需要と供給のマッチング、研修の充実） 

○地域で支え合う仕組のマニュアルつくり 

○もっとたくさんの人が高齢者の生活サポートや見守りに参加できるしくみ 

◆子ども議会 

【防犯】 

○不審者がいない 

○笑顔で安心して暮らすためには、犯罪をなくすことが特に大切 

○地域で交流を広げ、絆を深めることが、犯罪に走りそうな人を思いとどめた

り、犯罪を起こしにくい環境ができるということなどに繋がり、そこから犯

罪のない街が広がっていく 

○犯罪をなくし笑顔であふれた平和な街にしていきたい 

◆児童会館 
【安全・安心】 
○老人・弱者にやさしいまち   ○病院・医療・福祉の充実（健康） 
○食の安全・安心        ○事件・事故・犯罪のない平和なまち 
【防災】 
○十分な防災対策（避難場所・備蓄・情報伝達）で災害に強いまち 
【バリアフリー】 
○バリアフリー・スロープ・手すり・エレベーターの整備 
○ユニバーサルデザイン 

◆市民会議 

【自然を活かすまちづくり】 

○市全体として、札幌の特色を活かした自然特区の指定を目指す 

○自然に触れたくなる整備（公園・観光資源）の推進 

【自然・みどりを増やすまちづくり】 

○都市型自然環境づくり・河川・緑地帯の形成 

○市民による市民の森づくり「毎年 1本植樹」 

○人工物を活かしながら自然を再生する取組の推進 

【世界に誇れる環境に配慮したまちづくり】 

○日本でいちばん住みたいまちから世界で一番住みたいまちを目指す 

○環境会議の誘致 

【再生可能エネルギーを活かした安全安心なまちづくり】 

○小河川ダム、小風力、太陽光、地熱など、自然を活かしたエネルギーの導入 

○積雪寒冷地の特性を活かした雪のエネルギー資源としての有効利用 

○原子力や化石燃料に頼らない再生可能なエネルギーを活用した省エネルギーなまちを目指す 

【世界に誇れる環境に配慮したまちづくり】 

○世界でもいち早く CO2 抑制が出来る街の実現 

○エコカー・公共交通の利用促進（料金の値下げ） 

【自然・みどりを増やすまちづくり】 

○自然を大切にする環境教育・ふれあい学習の推進 

◆さっぽろ未来カフェＰＪ 

【自然環境】 

○熊と虫と共存できる街づくり 

○ネイチャーコンパクトシティ 

◆国際都市さっぽろワールドカフェ 

【自然環境】 

○自然の魅力アピール、自然の共存は世界中でも札幌はアピー

ルポイントなのに売り切れていない 

◆子ども議会 

【自然環境】 

○自然豊かなまち 

○自然と調和し市民が快適に暮らせる生活環境が整っているまち 

○生物と共存するまち 

【資源・エネルギー】 

○自然エネルギーを利用するまち 

○私たち市民はゴミ問題等身近で一人ひとりができることを行う 

○自然エネルギーの利用、環境の保護等の大きな目標の実現にむけてまちづくりを進める 

○官民が協力して環境にやさしく、環境を利用できるまちを目指す 

◆テーマ別ワークショップ 

【みどり】 

○子どもの利用が少ない公園の遊具の撤去と緑化の推進 

○雪の多い都市ならではの緑化の PR 

○「一軒一鉢運動」と補助・支援 

○空地を活用して市民農園をつくる 

○ガーデニングを通じた地域活性化 

○表彰制度でモチベーションアップし、市民の緑化の推進 

○地域内で四季を楽しめる通りづくりと自主管理 

○みどりに関する環境教育 

○市民の緑化への関心を高めるソフトプログラムの充実 

○専門家による知識の普及啓発 

【公共交通】 

○公共交通機関を安くして車を使わない暮らし 

○自転車、バス、市電などの省エネ交通政策 

【低炭素】 

○家庭の目標値を共有化して CO2削減  

○市民の環境学習機会・場の充実○行政・企業のモデル的な取り組み 

○電気を使わない機会の創出など、省エネ意識の普及啓発 

○札幌らしい冬のファッションスタイルの発信 

○夏の省エネに力を入れる 

【新エネルギー】 

○雪の有効利用 

○自然エネルギー転換はリスクの説明とビジョンが必要 

○エコカー、エコ住宅の普及・助成（ちょっと割高でも取り入れる） 

◆さっぽろ 1000人ワールドカフェ 

【自然環境】 

○自然を増やす－活かす 

○自然環境を利用して経済を元気に 

○市民が自然とふれあうまち 

○自然ありながらの都市 

○生物多様性が維持される 

【エネルギー】 

○原発にたよらないまち 

○クリーンエネルギー（太陽・雪・波）の先進地に 

【先進性】 

○新たな技術の開発して環境リーダー都市として世界に発信 

○スローライフ都市宣言（特区活用） 

○環境の保全が未来にわたってなされるエコタウン 

○自転車にフレンドリー 走りやすく→環境にやさしい 

○クリーンな街 車・バス・市電（→充実！） 

◆ミニさっぽろ 

【安全・安心】 

○お年寄りにやさしくするまち 

○医療が発展している 

○老人ホームが増える 

○事件・事故・争いのない（平和・安全な）町 

◆さっぽろ未来カフェＰＪ 

【食の安全】 

○食の安全・大切さを後世に伝えていきたい 

○食品添加物に対する意識 

【防災】 

○緊急時の事に対して普段から互いに意識できるまち 

○在住外国人の不安     ○情報は英語でも伝えて 

◆ミニさっぽろ 

【自然・エコ】 

○自然・緑・花がいっぱい     ○小鳥がいっぱい 

○人が自然の中に住む 

○創成川がきれい         ○水がきれい 

○エコ（環境に優しい・リサイクル）の町 

◆児童会館 

【環境】 

○自然豊かなまち（緑・花・動物・川） 

○リサイクル（ゴミ減量） 

○エコなまち（自然エネルギー活用） 

○空気のきれいなまち（地球温暖化防止・電気自動車） 

◆さっぽろ 1000人ワールドカフェ 

【安全・安心】 

○医療、子育て、雇用も手に入る 

○安心・安全な街（食・人・水・空気） 

○犯罪などない安全な街 

【福祉】 

○障がいのある方や高齢の方に対して思いやりのあるまちづくり 

【防災・災害支援】 

○災害に備えるまちづくり 

○日本の復興の№１の牽引役 札幌 

○被災地の若者（家庭）を呼び、最終的に住んでいただく 

○津波の被害にあった人を呼び込んで！ 

◆市民会議 

【安全・安心な暮らしを守る生活環境づくり】 

○危機管理の出来るコミュニティづくり 

○私たちが考え、行動する安全・安心なまち 

【高齢者、子どもが元気に暮らせる環境づくり】 

○誰もが安全安心に暮らせるユニバーサルデザインのまちづくり 
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文 

化 

○創造的な活動により活力あふれる

まちにします 

 

○文化芸術やスポーツにより産業が

発展するまちにします 

 

○市民一人ひとりが魅力を再認識し

発信するまちにします 

 

都
市
空
間 

○公共交通を中心とした集約型のま

ちにします 

 

○札幌の顔となる魅力と活力あふれ

る都心にします 

 

○都市の価値を高めるみどりを生か

したまちにします 

 

○都市基盤が適切に維持・保全される

まちにします 

 

第
５
章 

ビ
ジ
ョ
ン
の
推
進
に
あ
た
っ
て 

市
民
が
主
役
の
ま
ち
づ
く
り 

○市民一人ひとりの参画 

 

○多様な主体によるネットワークの

推進 

 

◆さっぽろ未来カフェ in東京 

【創造】 

○本物が少ない（文化、芸術）   ○新しく作る 確認する 

【文化】 

○札幌発信のイベントを開催する  ○夏も冬もスポーツが楽しい 

【発信】 

○札幌は魅力的な街なので、どんどん情報を発信したほうが良い 

○もっと札幌の魅力を多くの人に気づいてほしい 

○札幌らしさのＰＲ 

◆子ども議会 

【移住促進】 

○たくさんの人に移住してもらい、札幌の魅力を他の人たちに伝え、広めて

もらいたい 

○札幌市の魅力は移住してきた人のほうが見つけられる 

○長く滞在してもらうことで、観光マップにのっていない観光地や、短い期

間では見つからない札幌の魅力、私たち地元の人が気づけない札幌市の魅

力を見つけてもらう 

○口コミや広告のサイトを立ち上げ、移住した人たちが見つけた札幌の良い

ところなどを書き込めるようにしたい 

○観光客や移住者の影響で札幌市の魅力が日本全体に知れ渡り、今よりもっ

と素晴らしい街になっていると良い 

◆市民会議 

【札幌の個性・文化】 

○市民が学び育てる『さっぽろ文化』づくり 

○市民の気づきを通じて内側から湧き出すまちの魅力づくり 

【さっぽろ発のアート・カルチャーの発信】 

○雪まつりと連動した地域イベント（雪灯り・キャンドル祭りなど） 

○ファッションと食をテーマにした新たなさっぽろ文化づくり 

○パティシエの世界大会など特色ある食文化の創造 

○食文化と芸術文化のつながりづくり 

○さっぽろの木である「ライラック」をもっと前面に押し出す、活用する

【さっぽろを知る・さっぽろから学ぶ教育】 

○自分の住んでいる地域（足元）を見つめ直す 

○札幌の過去・歴史を学ぶ教育機会の普及・展開 

○食育等の取組を通じた北海道・札幌を支える農業を学ぶ機会の提供 

【創造性を育むきっかけづくり】 

○アイディアを実現・広げていく環境・機会の提供 

○資源を活かした個性の育成（近隣の自然や産物等） 

【市民が生活を通じて楽しみ、育て、発信する札幌ブランドづくり】 

○ムリな発信に頼らず、自然と広まる『札幌の良さ』を今ある資源から育

てていく、高めていく 

○現在の札幌の資源・環境の良さ・価値への気付き・再認識を促す 

○生活の中で札幌の良さに触れ、楽しむことができる機会を生みだす 

○「札幌ブランド」など、資源・価値を再認識し、共有するきっかけとし

て、『地域資源認定制度』を創設する 

【札幌の良さが広がる仕組みづくり】 

○戦略的な PR のためのプロジェクトチームづくり 

○企業とのタイアップと市のバックアップ 

○札幌を良く知る人材が世界に札幌を発信し、もっと世界の人に札幌に来

てもらう 

【市民が札幌を理解する教育機会の提供】 

○市民が札幌をより学ぶことで発信力を高め、街の質を高める 

○市民が札幌の資源を理解する場・機会の創出 

○文化を学び、発信できる教育機関の設置 

○教育を通じて札幌市の内側を強化する 

◆さっぽろ未来カフェＰＪ 

【スポーツ】 

○ジョギングが増える 

○2020年札幌冬季オリンピック 

○スポーツが街の活性化のキーポイントになる 

【札幌を知る・学ぶ】 

○もっと札幌について学ぶ場が欲しい 

○自分のマチに誇りを持っている人がたくさんいるまち 

○可視化して面白い魅力＝資源を発信 

◆国際都市さっぽろワールドカフェ 

【市民が札幌を知る】 

○札幌市民が札幌を知ること 

○さっぽろをＰＲできるように知ることが大切である 

○自分の住んでいる街のこと（イベント、観光など）をもっともっと知る

事が大事 

○世界に発信する力を使って、札幌の魅力をＰＲすべき 

◆さっぽろ 1000人ワールドカフェ 

【創造性】 

○市民が自らのやりたい事を実現できる街 

○クリエイティブなまち 

○普通の人がクリエイティヴになって新しい札幌ブランドを生みだしてい

ける街 

【芸術文化】 

○音楽とビールが似合う街 

○札幌発のサブカルチャー 

○Art、Fashionの街 

【スポーツ】 

○スポーツを大いに押すまち 

○ウインタースポーツ 

○プロの選手と交流できるまち（ファイターズ、コンサ） 

【発信】 

○皆が観光大使 

○札幌発のエンターテインメント 

○強いマンパワーをもっとアピールへ活かすべき 

○自分を知る、自分の街に興味を持てるようにする 

○魅力をアピールできる街 

○みじかな魅力を PR する 

○“札幌のよさ”を市民全員が言えるまち 

◆さっぽろ未来カフェ in東京 

【街並み】 

○札幌らしい街並みを    ○街なみをもっとデザインしては？ 

【コンパクト】 

○コンパクトで住みやすい 

◆児童会館 

【街並み】 

○シンボルタワーテーマパークの建設  ○きれいな町並み（建物） 

◆さっぽろ 1000人ワールドカフェ 

【コンパクト】 

○さっぽろで全てが完結してしまうくらい便利 

○大きすぎず調度良い規模の街 

【公共交通】 

○拠点拠点のアクセスを良くする 

○人と自然の都心（市電・トランジットモール・自転車道） 

【街並み】 

○テレビ塔などモニュメントの存在感がある街 

○まちの景観、古き良きものは残してほしい 

○絵に描きたくなるような街 

◆市民会議 

【安全・安心な暮らしを守る生活環境づくり】 

○快適・安心な生活を支えるコンパクトなまち 

【世界に誇れる環境に配慮したまちづくり】 

○自転車道路の増設 

【創造性を育むきっかけづくり】 

○人材の輩出（芸術・学問） 

【さっぽろ発のアート・カルチャーの発信】 

○地下道などの空間をアート発表の場にする 

【自然・みどりを増やすまちづくり】 

○都心縁辺のグリーンベルト帯の創出 

【北海道・札幌の豊かな資源を活かした『食』の産業強化】 

○市内の農地増加による農業の拡大 

 

◆市民会議 

【全ての市民が関わる地域のまちづくり】 

○言うべきことを言える場づくり 

○市民会議のように市民が語り合う ALL さっぽろプロジェクト 

 

◆さっぽろ 1000人ワールドカフェ 

【市民自治】 

○市民どうしが活発に対話できる街 

○市民の声が通るまち 

○考え、行動し、支えあう札幌市民が暮らすまち 

○区ごとのワールドカフェ、コミュニティカフェ、コミュニティレストラン 

○いつでも、どこでも札幌を語るワールドカフェのあるまち！ 

○これからみんなで考えていくことができる街 

○つなぐ・つなげる・つながれるまち 

○参加するまち・参加できるまち 

○まちづくりセンターを核とした地域連携 

○コミュニケーションのバリアフリーがある街 

○市民自治のまち 市民がつくる街 

◆さっぽろ未来カフェＰＪ 

【市民自治】 

○市民が主人公であることを大切にする街であって欲しい 

○街に居る人たちが主体的に行動する街「さっぽろ」 

○未来カフェのような意見交換ができる場がもっと増えて、市民や女性の

声を聞いて今後の街づくりに活かしてほしい 

○一人ひとりの貢献が地域の成長に結び付く 
◆まち「つながる」ワークショップ 

【参加・語り合い】 

○ワークショップ、しゃべり場 

○集まって話すことが重要 ◆国際都市さっぽろワールドカフェ 

【語り合い】 

○話し合うまち 

◆国際交流ワールドカフェ 

【札幌の特性】 

○札幌は雪がきれいで食べ物がおいしい！町 

○札幌市民が海外へのより関心を持つ国際的なイベントを増やす 

【札幌の良さ】 

○住んでいる人が札幌をよく知ること 

○札幌の良さを海外に発信する 

○雪まつりは外国と交流できるいいチャンス！ 

○Facebookでたくさんの人とつながる！！ 

◆ミニさっぽろ 

【都市】 

○歩きやすくて広い道路    ○時計台を直す 

○ごみがなくてきれいな町   ○今あるいいものは残ってほしい 

○都会    ○高層ビル 

◆国際交流ワールドカフェ 

【語り合い】 

○ワールドカフェを色々なところで広める 
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ま
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○札幌人を育てる 

 

○市民が活躍できる環境づくり 

 

○未来を担う子どもたちへのまなざ

し 

 

北
海
道
と
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に
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展
す
る
札
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○北海道の資源との連携 

 

○北海道内の経済循環の促進 

 

○北海道の魅力の発信 

 

限
り
あ
る
資
源
の
有
効
活
用
と
共
創 

○官民の持つ力による共創の推進 

 

○世代間の公平性に配慮した資源活

用 

 

 

◆市民会議 

【創造性を育むきっかけづくり】 

○子どもの市民会議を開催する 

◆さっぽろ 1000人ワールドカフェ 

【人材育成】 

○人材育成のまち 

○自分の土俵を作る 

○第二の新渡部稲造の育生、誕生 

○すべての人を大切にする街！！～それぞれが自分らしく生きる街～ 

◆国際都市さっぽろワールドカフェ 

【国際教育】 

○教育（国際人）が重要 

○小学生から英語だけでなく色々な国の人と関わる 

○留学生と日本人のＥＸＣＨＡＮＧＥは大切です 

○札幌の人が積極的に世界に出ていくこと 

◆さっぽろ未来カフェＰＪ 

【市民自治】 

○人と地域に役立つこと 

○自己確立、人と社会に認められること 

○人を活き活きさせる、その結果、自分も生かされる 

○適材適所の街になる 

◆子ども議会 

【多世代交流】 

○意見が言い合えるなど、子どもと大人が手を取り合える仲の良い社会 

◆国際交流ワールドカフェ 

【国際教育】 

○教育制度の改善 

○日本の外国語教育の見直し 

○ALT（Assistant Language Teacher）の先生を増やしたりして、国

際交流の場を増やす。 

○海外に行く（異文化を知る）事で、自分の視野を広げ、日本・札幌の良

さを再発見できる 

○留学できる機会を増やす 

○もっと多くの人にホームステイ経験をしてほしい 

○日本の外国語教育の見直し 

◆市民会議 

【北海道の中心地としての札幌の食文化づくり】 

○道産食材を活用した北海道・札幌の食文化づくり 

○北海道の豊かな資源の価値を再確認し、伸ばす地産地消の推進 

○道産食材を発信できる人材育成プログラムづくり 

○「おもてなし」の環境（心、お店など）を整えるプロジェクトの推進 

【北海道の良さが札幌から広がる資源の積極的な活用】 

○道産食材の活用・安価に利用できる仕組み作り 

○資源の活用を通じた北海道全体の活性化 

【北海道・札幌の豊かな資源を活かした『食』の産業強化】 

○まちなかの『北海道の食のショーケース』づくり（加工料理市場） 

【北海道・札幌を発信し、活力を創出する人材の育成】 

○北海道を PR できる人材の育成 

◆さっぽろ 1000人ワールドカフェ 

【北海道】 

○中心となって北海道全体を元気にできるまち（ハブ的役割） 

○北海道を背負って立つさっぽろ 

○夕張市との連携 

○北海道の index（ハブ）になれる街 

○都会の心地良さはそのままに、地域内、地域外とつながりをもてるまち 

○地方の人・モノ・情報が集まり、案内できる 

○実際に送りだすリーダー役と一緒に発展していく！＜連携＞ 

○ニセコと札幌の連携 

○地方のおかげで札幌がある！ 

○北海道の顔らしくキレイで誇れるマチであってほしい 

○北海道の情報発信基地 

○他の地域も一緒に上げていこう  

◆さっぽろ未来カフェＰＪ 

【資源】 

○食だけでない北海道のブランド化（コスメブランドなど） 

【経済循環】 

○札幌のライフスタイルが北海道・地域をエンパワメントするように 

○生産者を応援する 

○私たちが、地産地消に積極的になること 

○生産の場と家庭を結ぶ取り組みを多くしてほしい 

○北海道の野菜を給食でどんどん食べさせたらいい 

○北海道の食材をいかした料理教室で食育も伝える 

【発信】 

○北海道、札幌に住む私たちが食材の豊富さ美味しさ新鮮さに気付く 

○北海道の食材をもっとアピールする方法を考案・実践したらいい 

【地方都市との連携】 

○北海道の他地域との連携で札幌がイキイキ出来る 

○都市と都市との架け橋を担う、頼れる街 
◆国際都市さっぽろワールドカフェ 

【食文化の発信】 

○農業と食を結びつけて北海道独自の食文化を発信してはどうか 

◆市民会議 

【自然を活かすまちづくり】 

○公園管理・運営の民間委託（雇用創出・自然活用） 


