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1 パブリックコメントの概要 

(1)意見募集の概要 

札幌市では、今後 10 年間のまちづくりの基本的な指針となる第 2 次札幌市まちづくり

戦略ビジョン（ビジョン編）（案）を取りまとめ、より良い計画にするために、市民のみなさん

の御意見を募集しました。いただいた御意見を参考に、当初案を一部変更いたしました。 

(2)意見募集期間 

令和 4年 5月 23日（月曜日）～7月 1日（金曜日）まで（40日間） 

(3)意見提出方法 

郵送、FAX、Eメール、札幌市公式ホームページ意見提出フォーム、持参 

(4)資料の配布場所 

札幌市役所本庁舎 

5階まちづくり政策局政策企画部企画課/2階市政刊行物コーナー 

各区役所（総務企画課） 

各まちづくりセンター 

図書館 

児童会館 

札幌市内小中学校（キッズコメント） 

札幌市公式ホームページ 

(5)意見募集の周知方法 

広報さっぽろ 5月号 

札幌市公式ホームページへの掲載 
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2 パブリックコメント（大人の意見）の内訳 

(1)意見提出者数・意見数（年代別） 

年代 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 不明 合計 

人数 21 25 13 16 18 13 7 1 10 124人 

件数 34 37 20 34 25 23 10 2 16 

 

201件 

 

(2)提出方法別内訳 

提出方法 郵送 FAX Eメール ホームページ 持参 合計 

人数 8人 1人 6人 24人 85人 124人 

構成比 6.5% 0.8% 4.8% 19.4% 68.5% 100.0% 

 

(3)意見内訳 

分類 件数 構成比 

ビジョン編全般への意見 3 1.5% 

第１章 はじめに 2 1.0% 

第２章 札幌市の現在と将来に関する考察 5 2.5% 

第３章 目指すべき都市像とまちづくりの重要概念 7 3.5% 

第４章 まちづくりの基本目標 141 70.1％ 

 

1 子ども・若者 26 12.9% 

2 生活・暮らし 25 12.4% 

3 地域 9 4.5% 

4 安全・安心 10 5.0% 

5 経済 13 6.5% 

6 スポーツ・文化 14 7.0% 

7 環境 18 9.0% 

8 都市空間 26 12.9% 

第５章 目指すべき都市像の実現とまちづくりの基本目標の達成に

向けて 
2 1.0% 

その他 41 20.4% 

総計 201 100.0% 

※構成比は小数点以下第 2 位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも 100 とはな

りません。 
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3 キッズコメント（子どもの意見）の内訳 

(1)意見提出者数・意見数（学年別：小学 1年生～中学 3年生） 

学年 小 1 小 2 小 3 小 4 小 5 小 6 中 1 中 2 中 3 不明 合計 

人数 1 4 17 8 71 300 119 105 329 12 966人 

件数 1 10 31 17 127 406 120 112 457 20 1,301件 

 

(2)提出方法別内訳 

提出方法 郵送 FAX Eメール ホームページ 持参 合計 

人数 528人 5人 343人 1人 89人 966人 

構成比 54.7% 0.5% 35.5% 0.1% 9.2% 100.0% 

 

(3)意見内訳 

分類 件数 構成比 

ビジョン編全般への意見 17 1.3% 

第１章 はじめに 0 0.0% 

第２章 札幌市の現在と将来に関する考察 8 0.6% 

第３章 目指すべき都市像とまちづくりの重要概念 18 1.4% 

第４章 まちづくりの基本目標 1218 93.6％ 

 

 

1 子ども・若者 115 8.8% 

2 生活・暮らし 152 11.7% 

3 地域 120 9.2% 

4 安全・安心 100 7.7% 

5 経済 74 5.7% 

6 スポーツ・文化 61 4.7% 

7 環境 509 39.1% 

8 都市空間 87 6.7% 

第５章 目指すべき都市像の実現とまちづくりの基本目標の達成

に向けて 
12 0.9% 

その他 28 2.2% 

総計 1,301 100.0% 

※構成比は小数点以下第 2 位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも 100 とはな

りません。 
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4 意見に基づく当初案からの変更点 

市民の皆様からいただいた御意見をもとに、当初案から 8 項目修正いたしました。御意

見は趣旨が変わらない程度に要約しています。 

路線バスについて 

修正内容 

修正箇所 第 2章 札幌市の現在と将来に関する考察 

2札幌市の魅力・特徴（３）都市機能の集積①地下鉄やＪＲなどの公共交通ネットワーク 

修正前 ①地下鉄やＪＲなどの公共交通ネットワーク 

札幌市の地下鉄は、札幌市の公共交通機関の主役を担っており、南北線、東西線、東

豊線の営業キロは合わせて４８km となっているほか、人口１０万人当たりの営業キロも

地下鉄が整備されている政令指定都市の中では上位に位置しています。 

また、札幌市内の鉄道（ＪＲ）は、市内の輸送のみならず、長距離の移動に優れた大量

輸送機関として都市間輸送の役割も担っており、ＪＲ函館本線、ＪＲ千歳線、ＪＲ札沼線の

市内の営業キロは合わせて５０.６kmとなっています。 

修正後 ①地下鉄やＪＲなどの公共交通ネットワーク 

地下鉄は札幌市の公共交通機関の主役を担っており、南北線・東西線・東豊線の営業

キロは合わせて４８km となっているほか、人口１０万人当たりの営業キロも地下鉄が整

備されている政令指定都市の中では上位に位置しています。 

また、ＪＲは市内の輸送のみならず、長距離の移動に優れた大量輸送機関として都市

間輸送の役割も担っており、ＪＲ函館本線・ＪＲ千歳線・ＪＲ札沼線の市内の営業キロは合

わせて５０.６kmとなっています。 

加えて、路線バスは地下鉄駅やＪＲ駅などと市内各地域を結び、市民の身近な移動手

段となっているほか、路面電車は魅力ある都心の創造に寄与する輸送機関として、都心

やその周辺部における利便性の高い生活を支えています。 

 

修正の元となった意見 

意見の 

概要 

「２札幌市の魅力・特徴」の「(3)都市機能の集積①地下鉄やＪＲなどの公共交通ネット

ワーク」に、住民の足の一つとして重要な役割を果たしている路線バスの記載がないの

で、加えるべき。（パブリックコメント） 

札幌市の 

考え方 

御指摘の箇所については、都市機能の集積に係る公共交通の代表的な例示として、

大量輸送機関（軌道交通）である地下鉄・JR などの公共交通ネットワークを記載したも

のでありますが、御意見のとおり、路線バス等についても、市民の身近な移動を支える

輸送機関としての役割を果たしていると考えており、地下鉄・JR などに限らず記載する

こととし、路線バス等に関する記述を追記いたします。 
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若年層の道外転出について 

修正内容 

修正箇所 第 2章 札幌市の現在と将来に関する考察 

３ 第 1次戦略ビジョンに基づくまちづくりの取組結果（３）主要指標の状況①人口 

修正前 加えて、令和２年（２０２０年）の合計特殊出生率は１．０９となるなど、少子化が進んで

いるほか、２０代の若年層の道外への転出超過の傾向も続いており、生産年齢人口は更

に減少し、推計では２０４０年代に１００万人を割る見込みとなっています。 

修正後 加えて、令和２年（２０２０年）の合計特殊出生率は１．０９となるなど、少子化が進んで

いるほか、就職や転勤を主な理由として２０歳代の若年層の道外への転出超過傾向も

続いており、生産年齢人口は今後更に減少し、推計では２０４０年代に１００万人を割る

見込みとなっています。 

 

修正の元となった意見 

意見の 

概要 

私はとても札幌が大好きです。なので大人になっても結婚してどうしても北海道を離

れなければいけない以外はずっと自分が亡くなるまでいる予定です。大通の方が新しく

変化したり 2030 年の冬季オリンピックが開催されることを楽しみにしています。地域

おこしなどもっと盛んにすると楽しめる札幌になると思います。（キッズコメント） 

札幌市の 

考え方 

若年層の道外転出超過の理由に、結婚とともに、就職・転勤があります。このため、ま

ちづくりの基本目標 12「雇用が安定的に確保され、多様な働き方ができるまち」の目指

す姿2に「多様な人材が自身の持つ能力を発揮し、誰もがやりがいや充実感を得ながら

働くことができているとともに、高い専門性を生かすことができる職場で、若い世代を

始めとした幅広い年代の人材が活躍しています。（後略）」を掲げております。この実現

に向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施計画で定め

てまいります。 

また、オリンピック・パラリンピックは、子どもたちに夢と希望を与え、世界平和や団結

に貢献し、多様性への理解を促すだけではなく、開催地のまちのみならず、属する地域

や国の活性化を促すものと考えております。 

 

オリンピック・パラリンピックについて 

修正内容 

修正箇所 第 2章 札幌市の現在と将来に関する考察 

修正前 記載なし 

修正後 「６ オリンピック・パラリンピック冬季競技大会の招致」を追加 

 

修正箇所 第 5章 目指すべき都市像の実現とまちづくりの基本目標の達成に向けて 

修正前 記載なし 

修正後 「５ オリンピック・パラリンピック冬季競技大会によるまちづくりの加速化」を追加 
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修正の元となった意見 

意見の 

概要 

冬季五輪を開催した長野市の財政状況も参考にすべき。（パブリックコメント） 

札幌市の 

考え方 

「2030 北海道・札幌オリンピック・パラリンピック冬季競技大会概要（案）」では、大会

運営費は、原則として税金は投入せず、全て民間資金による収入で賄うものとなってお

り、また、施設整備については、すでに使われている施設を今後も使っていくための更

新・改修のみを行い、大会のためだけの新しい施設は造らない計画となっております。 

 

意見の 

概要 

札幌オリンピックをやるのであれば、どこからお金を出すのかはっきり知らせてほし

い。またもう一度札幌市民全員を対象に住民投票を行ってほしい。（パブリックコメント） 

札幌市の 

考え方 

「２０３０北海道・札幌オリンピック・パラリンピック冬季競技大会概要（案）」では、大会

運営費は、原則として税金は投入せず、全て民間資金による収入で賄うものとなってお

り、また、施設整備については、すでに使われている施設を今後も使っていくための更

新・改修のみを行い、大会のためだけの新しい施設は造らない計画となっております。 

また、同案をもとに、札幌市では、２０３０年冬季オリンピック・パラリンピックの招致

に関し、令和４年（２０２２年）３月、市民や道民から御意見を伺うため、郵送調査、インタ

ーネット調査及び街頭調査を行い、「北海道・札幌で冬季オリンピック・パラリンピックを

開催することをあなたはどう思いますか」という質問に対しては、３つの手法全てにお

いて、賛成の回答が過半数を超えました。 

 

意見の 

概要 

札幌が 2030 年冬季オリンピック・パラリンピックの開催候補地になっているが、行

うべきではないと思う。札幌を世界に PRしていくという点では、雪まつりや 2030年

度開通予定の新幹線で十分であり、オリンピック・パラリンピックを開催することに大き

なメリットはないと思う。また、開催にあたっては借金をすることになるが、将来の私た

ちに負担がかかるのでやめてほしい。開催後に何か良いことがあるのかと考えても、も

う札幌は有名なので開催のメリットは感じられない。 

なお、近年の冬は雪がいきなり大量に降ることが多いので、オリンピック・パラリンピ

ックを開催しない場合は、その予算などで市民がさらに暮らしやすくなるように、雪堆

積場や排雪作業員、流雪溝を増やす等、除雪に関することなどを費用にまわすのが良い

と思う。（キッズコメント） 

札幌市の 

考え方 

オリンピック・パラリンピックは、世界平和や団結に貢献し、多様性への理解を促すだ

けではなく、開催地のまちのみならず、属する地域や国の活性化を促すものです。 

今日、大会を開催する意義としては、少子高齢化や生産年齢人口の減少への対応、共

生社会の実現、気候変動対策などで、持続可能なまちや地球環境を実現していくことが

挙げられます。 

「2030 北海道・札幌オリンピック・パラリンピック冬季競技大会概要（案）」では、大会

運営費は、原則として税金は投入せず、全て民間資金による収入で賄うものとなってお

り、また、施設整備については、すでに使われている施設を今後も使っていくための更

新・改修のみを行い、大会のためだけの新しい施設は造らない計画となっております。 
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意見の 

概要 

住んでいる人や来た人が親切になれるような住みやすいまちになって、暮らしやすく

魅力的なところであることをオリンピック・パラリンピックでたくさんの人に知ってほし

い。（キッズコメント） 

札幌市の 

考え方 

日常生活を始めとして様々な場面における障壁や困難を解消し、誰もが他者とつな

がり、交流できる環境を整えていくため、この考えをまちづくりの重要概念の 1つ「ユニ

バーサル（共生）」として定め、各分野の取組を考える上で念頭に置くこととしています

（第 3章及び第 4章に掲載）。 

また、オリンピック・パラリンピックについても、大会の開催を契機として、多くの力を

集め、人種や性別、国籍の垣根を超えた人々の思いを一つに束ねることができるものと

考えます。大会を通じて、市民が愛着と誇りを持ち、将来も住み続けたいと思うと同時

に、誰もが訪れたいと思うまちを創ることを考えております。 

 

※意見に基づく当初案からの変更点「若年層の道外転出について」の修正の元となった意見と同一

の意見です。 

意見の 

概要 

私はとても札幌が大好きです。なので大人になっても結婚してどうしても北海道を離

れなければいけない以外はずっと自分が亡くなるまでいる予定です。大通の方が新しく

変化したり 2030 年の冬季オリンピックが開催されることを楽しみにしています。地域

おこしなどもっと盛んにすると楽しめる札幌になると思います。（キッズコメント） 

札幌市の 

考え方 

若年層の道外転出超過の理由に、結婚とともに、就職・転勤があります。このため、

「基本目標 12 雇用が安定的に確保され、多様な働き方ができるまち」の目指す姿 2 に

「多様な人材が自身の持つ能力を発揮し、誰もがやりがいや充実感を得ながら働くこと

ができているとともに、高い専門性を生かすことができる職場で、若い世代を始めとし

た幅広い年代の人材が活躍しています。（後略）」を掲げております。この実現に向けて、

行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいりま

す。 

また、オリンピック・パラリンピックは、子どもたちに夢と希望を与え、世界平和や団結

に貢献し、多様性への理解を促すだけではなく、開催地のまちのみならず、属する地域

や国の活性化を促すものと考えております。 

 

大学との連携について 

修正内容 

修正箇所 第 4章 まちづくりの基本目標 

基本目標 4「目指す姿 2」の私たちが取り組むこと「行政」 

修正前 〇多様な学びやスキルアップなどのための学び直しの機会の充実 

修正後 〇多様な学びやスキルアップなどのための大学等と連携した学び直しの機会の充実 
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修正の元となった意見 

意見の 

概要 

大学の市民向け公開講義を充実するよう支援し、新しいビジネスや地域課題解決へ

役立ててほしい。（パブリックコメント） 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標4「誰もが健康的に暮らし、生涯活躍できるまち」の目指す姿2

に「誰もが生涯にわたって学び、また、学び直しをすることができ、その成果が日々の生

活はもとより、まちづくり活動や仕事、ボランティア活動などに生かされています。」を

掲げております。御意見を踏まえ、私たちが取り組むことの行政に「大学との連携」を追

記いたします。 

 

外国人へのコミュニケーション支援について 

修正内容 

修正箇所 第 4章 まちづくりの基本目標 

基本目標６「目指す姿 2」の私たちが取り組むこと「行政」 

修正前 記載なし 

修正後 〇外国人へのコミュニケーション支援 を追加 

修正の元となった意見 

意見の 

概要 

「やさしい日本語」を札幌文化の柱の一つに育てて、住んでいる外国人も言葉で不自

由せずに暮らせることで、経済の活性化や移住者の増加につなげてほしい。相手とコミ

ュニケーションをとろうとする姿勢が大事だと思う。（パブリックコメント） 

札幌市の 

考え方 

外国人市民へのコミュニケーションへの支援は重要だと考えており、まちづくりの基

本目標6「互いに認め合い、支え合うまち」の目指す姿2に「世代や国籍を超えた交流や

趣味を通じた交流などにより、市民のつながりが深まり、相互の信頼や協力が得られる

社会が形成されています。」を掲げております。また、まちづくりの基本目標5「生活しや

すく住みよいまち」の目指す姿 2 に「建物や道路などのバリアフリー化やユニバーサル

デザインの導入が進み、誰もが円滑に移動することができ、快適に利用できる環境が整

っています。」を掲げております。御意見を踏まえ、基本目標 6目指す姿 2の、私たちが

取り組むことの行政に「外国人へのコミュニケーション支援」を追記いたします。目指す

姿の実現に向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施計

画で定めてまいります。 

 

環境問題について 

修正内容 

修正箇所 第 4章 まちづくりの基本目標 

基本目標 16「目指す姿 4」の私たちが取り組むこと「市民・企業など」「行政」 

修正前 記載なし 

修正後 ○大気・水質汚染、騒音などの都市・生活型公害への対策の実施 を追加 
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修正の元となった意見 

意見の 

概要 

太陽電池パネルは、建設時の環境破壊やパネル洗浄液による水質汚染、将来の廃棄

問題があり、風力発電はバードストライクや低周波による健康被害などが懸念される。

（パブリックコメント） 

森林伐採や有害物質などの環境問題の悪化になるので、ソーラーパネルを設置しな

いでほしい。（キッズコメント） 

札幌市の 

考え方 

太陽光や風力を含めた再生可能エネルギーの導入とともに環境保全への取組は重要

だと考えており、まちづくりの基本目標 16「世界に冠たる環境都市」の目指す姿１に「脱

炭素社会の早期実現に向け、更なる省エネルギー化に加え、北海道・さっぽろ圏の豊富

な再生可能エネルギーの導入拡大や新たなクリーンエネルギーである水素エネルギーの

活用のほか、ゼロエミッション自動車の普及が進んでいます。」を、目指す姿４に「誰もが

経済・社会とのつながりを理解しながら環境保全や気候変動対策などに取り組んでお

り、ライフスタイルの変革や技術革新が進んでいます。」を掲げております。この実現に

向けて、行政が行う施策については戦略編で検討してまいります。 

御意見を踏まえ、まちづくりの基本目標 16 の目指す姿４の私たちの取組むことの市

民・企業など及び行政に「大気・水質汚染、騒音などの都市・生活型公害への対策の実

施」を追記します。 

なお、現在は、良好な生活環境の確保に向け、環境影響評価等の事前配慮、環境法令

に基づく事業者への指導や市民への普及啓発等を行っているところです。 

 

意見の 

概要 

騒音問題を解決してほしい。【類似意見 1件】（キッズコメント） 

札幌市の 

考え方 

騒音など公害の防止により良好な生活環境を確保することは重要だと考えており、

まちづくりの基本目標16「世界に冠たる環境都市」の目指す姿４に「誰もが経済・社会と

のつながりを理解しながら環境保全や気候変動対策などに取り組んでおり、ライフスタ

イルの変革や技術革新が進んでいます。」を掲げております。 

御意見を踏まえ、騒音問題をはじめとする公害に対する取組について、「私たちが取

り組むこと」の市民・企業など及び行政に「大気・水質汚染、騒音などの都市・生活型公

害への対策の実施」を追記いたします。 

なお、現在は、良好な生活環境の確保に向け、環境法令に基づく事業者への指導や市

民への普及啓発等を行っているところです。 
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動物愛護について 

修正内容 

修正箇所 第 4章 まちづくりの基本目標 

基本目標 17「目指す姿 3」の私たちが取り組むこと「市民・企業など」「行政」 

修正前 記載なし 

修正後 市民・企業など ○動物の愛護と適正飼育 を追加 

行政 ○動物の愛護と適切な管理に関する情報発信 を追加 

修正の元となった意見 

意見の 

概要 

犬や猫の飼育を積極的に導入することで、人と人を結びつける役割をもたせて地域

力をあげてはどうか。（パブリックコメント） 

札幌市の 

考え方 

動物愛護管理の観点は重要だと考えており、まちづくりの基本目標１７「身近なみどり

を守り、育て、自然と共に暮らすまち」の目指す姿３に「生物多様性が広く理解され、地

域本来の生態系が維持された中で自然と人とが共生しています。」を掲げております。 

御意見を踏まえ、私たちが取り組むことの市民・企業などに「動物の愛護と適正飼

育」、行政に「動物の愛護と適切な管理に関する情報発信」を追記いたします。目指す姿

の実現に向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施計画

で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

犬の糞の回収などペットの管理を飼い主に徹底させてほしい。（キッズコメント） 

24時間やっている動物病院を札幌にもっと増やしてほしい。（キッズコメント） 

札幌市の 

考え方 

人と動物が幸せに暮らせるまちの実現は重要だと考えており、まちづくりの基本目標

17「身近なみどりを守り、育て、自然と共に暮らすまち」の目指す姿３に「生物多様性が

広く理解され、地域本来の生態系が維持された中で自然と人とが共生しています。」を

掲げております。 

御意見を踏まえ、「私たちが取り組むこと」の市民・企業などに「動物の愛護と適正飼

育」、行政に「動物の愛護と適切な管理に関する情報発信」を追記いたします。これらの

実現に向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施計画で

検討してまいります。 
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5 パブリックコメント（大人の意見）の主な意見の概要とそれに対する札幌市の考え方 

パブリックコメント 全般 

意見の 

概要 

とにかく自由化を進めてほしい。 

ルールの策定や変更について、すばやく対処してほしい。 

札幌市の 

考え方 

社会の動向を考慮し、効果的な施策を検討してまいります。 

 

意見の 

概要 

まちづくりの分野を実現させるためには、財政を支える「稼ぐ力」（税収アップ）が必

要。 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標の実現に向けて取り組む上で財源等は重要な観点であると考

えています。行財政運営の方向性については、戦略編で検討してまいります。 

 

パブリックコメント 第 1章 はじめに 

意見の 

概要 

戦略ビジョン達成のために各部署から出されている「個別計画」があると思うが、そ

れらが「まちづくりの基本目標」のどこに位置づけられるのか、関係性を明確に出してほ

しい。 

札幌市の 

考え方 

個別計画や中期実施計画の策定にあたっては、戦略ビジョンとの関係性を分かりや

すく記載するように努めてまいります。 

 

意見の 

概要 

中期実施計画(アクションプラン)を定めているが、実感がわかない。 

札幌市の 

考え方 

「第 2 次札幌市まちづくり戦略ビジョン」を市民、企業、行政などが共通の目標として

広く共有し、多様な主体が連携してまちづくりに取り組むことが重要だと考えておりま

す。中期実施計画についても、様々な手法や広報媒体を用いて、幅広い世代に対して効

果的に周知・啓発してまいります。 

 

パブリックコメント 第 2章 札幌市の現在と将来に関する考察 

意見の 

概要 

自然、雪、食、どれも札幌(北海道)の大きな財産だと思うので、それを世界が魅力と

感じていることを自覚して、まちづくりをしていってほしい。 

札幌市の 

考え方 

第 2 章で札幌市の魅力や特徴を記載しており、また、第 4 章で、第 2 章から札幌市

の強みや弱み、機会と脅威を整理したうえで、8つの「まちづくりの分野」と 20の「まち

づくりの基本目標」を定めております。 
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意見の 

概要 

市民アンケートに障がい者も参加させてほしい。 

札幌市の 

考え方 

戦略ビジョン策定に係る市民アンケートは、障がいの有無にかかわらず、無作為に抽

出された市民の方にお願いをしております。また、まちづくりの基本目標 7「誰もがまち

づくり活動に参加でき、コミュニティを育むまち」の目指す姿 2 に「誰もが市政を身近な

ものに感じ、計画の立案段階などから積極的に参加しています。」を掲げております。 

 

パブリックコメント 第 3章 目指すべき都市像とまちづくりの重要概念 

意見の 

概要 

今の札幌の大きな課題は大雪への対処と思います。雪を課題とするという考え方か

ら、雪をブランド化し、資源化する取り組みを行ってほしい。 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの重要概念の 1つとして「スマート（快適・先端）」を掲げたところです。この

重要概念において、「ゆきの利活用」の取組の必要性について位置付けており、分野横

断的に取り組んでいくことが必要であると考えております。この実現に向けて、行政が

行う施策については戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

3つの重要概念の 1つがウェルネスであるのに対し、現在の内容はあまりに平板で重

点が見えないため、さらなる内容の充実や重点的な取り組みが見えやすくすることが必

要と思う。 

札幌市の 

考え方 

今後は、より複雑化した課題が顕在化することも見込まれます。このため、より一層

「分野横断的」に課題に立ち向かい、戦略的にまちづくりを進めていくことが重要となり

ます。そこで、第２次札幌市まちづくり戦略ビジョン（戦略編）では、「目指すべき都市像」

を実現するため、「まちづくりの重要概念」である「ユニバーサル（共生）」・「ウェルネス

（健康）」・「スマート（快適・先端）」を踏まえて、分野をまたがる課題・観点を整理し、分野

横断的に取り組む「施策」と「まちづくりの基本目標」ごとに取り組む「施策」を定めてま

いります。 

 

意見の 

概要 

人口減少というマイナスをプラスに転換するビジョンを持った都市計画にしてほし

い。諸外国の人口減少対策も参考にすると良い。 

大自然と開拓精神という札幌の強みを生かした取り組みにも期待する。 

札幌市の 

考え方 

今後のまちづくりについては、人口減少の緩和を進めることはもとより、人口構造を

始めとする様々な変化に大きな影響を受けず、その変化を積極的に生かし持続的に成

長していくことが必要だと考えております。また、様々な事例を参考にしながら、札幌市

の特徴を生かしたまちづくりを進められるよう努めてまいります。 
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意見の 

概要 

ユニバーサル：共生、ウェルネス：健康としているが、英語とその和訳が適当ではない

と思う。外国人が見てもおかしくない言葉遣いをするか、誤解を招く可能性のある横文

字は使わなくてよいと思う。 

札幌市の 

考え方 

戦略ビジョンにおいては、多くの方に分かりやすいように、厳密な英訳にこだわらず

に、「誰もが多様性を尊重し、互いに手を携え、心豊かにつながること。また、支える人と

支えられる人という一方向の関係性を超え、双方向に支え合うこと」を「ユニバーサル

（共生）」として、また、「誰もが幸せを感じながら生活し、生涯現役として活躍できるこ

と。身体的・精神的・社会的に健康であること」を「ウェルネス（健康）」として「まちづくり

の重要概念」に定めております。戦略ビジョンの周知においては、外国人も含めて様々

な方に対して、分かりやすいものとなるように努めてまいります。 

 

意見の 

概要 

戦略ビジョンの「目指すべき都市像」と「札幌市民憲章」を連動すれば、戦略ビジョンと

市民憲章が一体化されて、市民憲章がより活かされると思うので、検討してほしい。【類

似意見 1件】 

札幌市の 

考え方 

目指すべき都市像については、札幌市民憲章の考え方も踏まえて定めております。 

 

意見の 

概要 

10年後に自然あふれる都市、子育てしやすい都市、明るく活気あふれる都市、外から

見た時に魅力的な都市であってほしい。 

札幌市の 

考え方 

目指すべき都市像として、『「ひと」「ゆき」「みどり」の織りなす輝きが、豊かな暮らしと

新たな価値を創る、持続可能な世界都市・さっぽろ』を掲げております。 

経済や学術、スポーツ、文化、健康、環境などの様々な分野において世界をリードし、

持続可能で、多様性と包摂性のある世界都市を目指すこととしております。 
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パブリックコメント 第 4章 1子ども・若者 

意見の 

概要 

安心して子育てが出来るまちにしてほしい。【類似意見 1件】 

札幌市の 

考え方 

安心して子育てが出来ることは重要だと考えており、まちづくりの基本目標 1 に「安

心して子どもを生み育てることができる、子育てに優しいまち」を掲げております。これ

に向けて、市民・企業と行政が協働していくことが必要だと考えており、私たちが取り組

むことを「市民・企業など」と「行政」に分けて記載しております。 

 

意見の 

概要 

託児所や子どもの遊べる場所が多い店など、子どもを連れて立ち寄りやすい施設を

もっと増やしてほしい。 

企業の広報も兼ねて、オムツやミルクなどの商品を子育て世帯に配布するなどの支

援を行ってほしい。 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 1 に「安心して子どもを生み育てることができる、子育てに優

しいまち」を掲げております。子育てしやすい環境づくりの観点から、行政が行う施策に

ついては戦略編で検討してまいります。 

 

意見の 

概要 

18 歳以下の子どものいる家庭に、世帯収入関係なく医療費控除があればいいと思

う。 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 1「安心して子どもを生み育てることができる、子育てに優し

いまち」の目指す姿 1に「社会全体が、妊娠期を含めて子どもと子育てを支えています。

また、子育てする人同士の交流も進んでいます。」を掲げております。これまでも、子ど

もの医療費助成は行っているところですが、今後、行政が行う施策については戦略編で

検討してまいります。 

 

意見の 

概要 

保育士に家賃補助など保育の人材などにお金をかけてほしい。【類似意見 1件】 

札幌市の 

考え方 

保育人材の確保に向けた支援は重要だと考えており、まちづくりの基本目標 1「安心

して子どもを生み育てることができる、子育てに優しいまち」の目指す姿2に「多様なニ

ーズに応じた保育サービスや、児童が放課後に過ごす安全で心地よい居場所が整って

います。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施策については戦略編で、

事業については中期実施計画で定めてまいります。 
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意見の 

概要 

学童やアフタースクールなど、学校以外での子どもの居場所を増やしてほしい。 

札幌市の 

考え方 

子どもの居場所づくりは重要だと考えており、まちづくりの基本目標1「安心して子ど

もを生み育てることができる、子育てに優しいまち」の目指す姿 2 に「多様なニーズに

応じた保育サービスや、児童が放課後に過ごす安全で心地よい居場所が整っていま

す。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業

については中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

出産に関する支援はもとより、子育て世代が働きながら子育てをしやすい環境づくり

に力を入れてほしい。また、女性が安心して働ける環境を作り、子どもを産む選択を自

由にできる環境にしてほしい。【類似意見 2件】 

子育て世代が働きながら子育てをしやすい環境づくりに力を入れてほしい。また、女

性が安心して働ける環境をつくってほしい。 

札幌市の 

考え方 

働きながら子育てをしやすい環境づくりは重要だと考えており、まちづくりの基本目

標 1「安心して子どもを生み育てることができる、子育てに優しいまち」の目指す姿3に

「ワーク・ライフ・バランスが広く定着し、性別を問わず、働きながら安心して子育てがで

きる環境が整っています。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施策につ

いては戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

子ども自身も自分の身や人権をどのように守るべきか学べるようにしてほしい。 

札幌市の 

考え方 

子どもの権利の保障は重要だと考えており、まちづくりの基本目標 2「誰一人取り残

されずに、子どもが伸び伸びと成長し、若者が希望を持って暮らすまち」の目指す姿 1

に「子どもの権利の保障が進み、子ども一人一人が自分らしく伸び伸びと過ごしていま

す。また、虐待やいじめなど、権利が侵害される事態が未然に防がれ、事態が起きても

迅速かつ適切に対応しています。」を掲げております。現在、子どもへの人権教育は行っ

ておりますが、今後の行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施計

画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

小児がん患者のための教育への支援や、働けなくなった場合の援助に力を入れてほ

しい。 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 2「誰一人取り残されずに、子どもが伸び伸びと成長し、若者

が希望を持って暮らすまち」の目指す姿 2 に「支援や配慮が必要となる子どもや家庭

が、困難な状況に応じた適切なサポートを受け、安心して過ごしています。」を掲げてお

ります。支援や配慮が必要となる子どもや家庭への支援の観点から、行政が行う施策に

ついては戦略編で検討してまいります。 
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意見の 

概要 

出生率をあげ、札幌から人口が流出しないためには、若者世代が「安心できる」と感じ

ることが大事だと思う。子育て支援の充実はもちろん、様々な家族の形に対応したサポ

ートなど、市民生活の実情に耳を傾けて優先順位を考えた対策をとってほしい。 

札幌市の 

考え方 

様々な家庭に応じた支援は重要だと考えており、まちづくりの基本目標 2「誰一人取

り残されずに、子どもが伸び伸びと成長し、若者が希望を持って暮らすまち」の目指す

姿 2に「支援や配慮が必要となる子どもや家庭が、困難な状況に応じた適切なサポート

を受け、安心して過ごしています。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う

施策については戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

今後、札幌の人口が減って高齢者向けの施設が閉鎖された場合、その施設を活用し

て、子どもの心の診療所を増やしてほしい。 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 2「誰一人取り残されずに、子どもが伸び伸びと成長し、若者

が希望を持って暮らすまち」の目指す姿 2 に「支援や配慮が必要となる子どもや家庭

が、困難な状況に応じた適切なサポートを受け、安心して過ごしています。」を掲げてお

ります。心に悩みを抱える子どもへの支援という観点から、行政が行う施策については

戦略編で検討してまいります。 

 

意見の 

概要 

札幌市内は公立大学が少なく学部設定も限られているので、公立大学を増やしたり、

総合的な学部の大学を設立してほしい。 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 2「誰一人取り残されずに、子どもが伸び伸びと成長し、若者

が希望を持って暮らすまち」の目指す姿 3 に「若者は、質の高い教育などを通して成長

するとともに、安心して過ごせる居場所をよりどころに社会とつながり、将来への希望

を持ちながら輝いています。」を掲げております。大学との連携の観点から、行政が行う

施策については戦略編で検討してまいります。 

 

意見の 

概要 

子ども・若者は、学校関連や生活に多くの費用がかかる。このような費用の支援を行

うことで、人を呼び込んだり、少子化を抑えたりしてほしい。 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 2 に「誰一人取り残されずに、子どもが伸び伸びと成長し、若

者が希望を持って暮らすまち」を掲げております。人口減少の緩和の観点から、行政が

行う施策については戦略編で検討してまいります。 

 

意見の 

概要 

1 クラスの人数を減らして、少人数で授業できる体制にしたり、部活は学校の先生で

はなく、そのスポーツや文化のプロが指導してほしい。 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 3「一人一人の良さや可能性を大切にする教育を通して、子ど

もが健やかに育つまち」の目指す姿 1 に「多様性が尊重された環境の下で、子どもは、

自分の特性や興味・関心に応じた学びと他の子どもとの協働的な学びなどを通して、自

立に向けて成長しています。」を掲げております。子どもの可能性を引き出すための教

育環境の観点から、行政が行う施策については戦略編で検討してまいります。 
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意見の 

概要 

道外と教育格差があることから、学校教育について、他の地域と意見交換をすると良

い。 

保育園から小学校に上がった時、先生が一人しかいなくなるので、これをなんとかし

てほしい。 

環境整備を含め教育に力を入れてほしい。 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 3に「一人一人の良さや可能性を大切にする教育を通して、子

どもが健やかに育つまち」を掲げております。教育環境の向上の観点から、行政が行う

施策については戦略編で検討してまいります。 

 

意見の 

概要 

インクルーシブ教育の実践として、まずは小さいうちから障がいの有無で子どもたち

を分けず、共に学べるサポートづくりを進めてほしい。 

軽度知的障がいのある方が、高等支援学校だけではなく、地域の高校に進学・転校可

能な教育環境を整えてほしい。 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 3「一人一人の良さや可能性を大切にする教育を通して、子ど

もが健やかに育つまち」の目指す姿１に「多様性が尊重された環境の下で、子どもは、自

分の特性や興味・関心に応じた学びと他の子どもとの協働的な学びなどを通して、自立

に向けて成長しています。」を掲げております。子どもの多様性の尊重の観点から、行政

が行う施策については戦略編で検討してまいります。 

 

意見の 

概要 

「子どもへの経済教育」を取り入れ、幼少期から「稼ぐ力」を身につけさせたら、その子

たちが大人になり税収をあげることができ、活気のあるまちづくりになるのではない

か。 

大学生が講習などを行うと、コミュニケーションが広がり、子どもの学力も上がって

良いのではないか。 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 3「一人一人の良さや可能性を大切にする教育を通して、子ど

もが健やかに育つまち」の目指す姿 3 に「地域社会での体験活動など、多様な学びの機

会が提供され、学校、家庭、地域、企業等が連携して子どもの成長を支えています。」を

掲げております。多様な学びの機会の提供の観点から、行政が行う施策については戦略

編で検討してまいります。 
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パブリックコメント 第 4章 2生活・暮らし 

意見の 

概要 

地域課題の解決をボランティアに課すのではなく、市民の中で、本当に参加したくな

る活動が自然発生することを目指してほしい。 

札幌市の 

考え方 

ボランティア活動の活性化は重要だと考えており、まちづくりの基本目標 4「誰もが

健康的に暮らし、生涯活躍できるまち」の目指す姿 2 に誰もが生涯にわたって学び、ま

た、学び直しをすることができ、その成果が日々の生活はもとより、まちづくり活動や仕

事、ボランティア活動などに生かされています。」を掲げております。また、まちづくりの

基本目標 7「誰もがまちづくり活動に参加でき、コミュニティを育むまち」の目指す姿 1

に「誰もが自身のライフスタイルに合わせながらまちづくり活動に参加し、支え合いなが

ら地域の課題を解決しています。また、区役所やまちづくりセンターが拠点となり、様々

な活動が推進されています。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施策に

ついては戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

介護保険の申請をわかりやすくしたり、気軽に歯医者に定期健診に行けるように無料

にしてほしい。 

札幌市の 

考え方 

健康づくりの推進は、手続きをわかりやすくすることも含めて重要だと考えており、

まちづくりの基本目標4「誰もが健康的に暮らし、生涯活躍できるまち」の目指す姿 1に

「あらゆる世代の市民や企業の健康への意識が高まり、健康づくりや介護予防の取組な

どに積極的に参加することで、誰もが生涯元気に過ごしています。」を掲げております。 

また、まちづくりの基本目標 5「生活しやすく住みよいまち」の目指す姿 3 に「誰もが

申請や相談等の手続をオンラインで完結することができるなど、社会のデジタル化が進

むことにより、官民によるサービスの利便性が高まり、市民生活の質が向上していま

す。」を掲げております。行政が行う施策については、戦略編で検討してまいります。 

 

意見の 

概要 

障がい者・高齢者も、大人の社会人として、独立して目指すべき都市像の指針を出し

てほしい。 

札幌市の 

考え方 

誰もが活躍できる社会の実現は重要だと考えており、まちづくりの基本目標 4「誰も

が健康的に暮らし、生涯活躍できるまち」の目指す姿2に「誰もが生涯にわたって学び、

また、学び直しをすることができ、その成果が日々の生活はもとより、まちづくり活動や

仕事、ボランティア活動などに生かされています。」を掲げております。この実現に向け

て、行政が行う施策については戦略編で検討してまいります。 
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意見の 

概要 

医療機能が札幌に集中していて遠くからの患者が増えてしまうので、早急に対策をし

てほしい。 

札幌市の 

考え方 

様々なニーズに応じた医療体制を整えることは重要だと考えており、まちづくりの基

本目標5「生活しやすく住みよいまち」の目指す姿 1に「多様なニーズに応じた住まいが

確保されているとともに、在宅医療や身近なかかりつけ医が普及しているなど、医療体

制が整い、支援を要する方とその家族は、医療・介護・福祉の連携の下、適切な支援を受

けています。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施策については戦略編

で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

障がい者にとって家賃は高いし、グループホームの空きは少ないため、自立して生活

していける知恵を札幌としても出してほしい。 

札幌市の 

考え方 

住まいの確保に課題を抱える方への居住支援は重要だと考えており、まちづくりの

基本目標 5「生活しやすく住みよいまち」の目指す姿 1に「多様なニーズに応じた住まい

が確保されているとともに、在宅医療や身近なかかりつけ医が普及しているなど、医療

体制が整い、支援を要する方とその家族は、医療・介護・福祉の連携の下、適切な支援を

受けています。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施策については戦略

編で、事業については中期実施計画で検討してまいります。 

 

意見の 

概要 

AI ロボットや電動 AI 車椅子などの開発研究への助成などを行って、介護・介助が必

要な人でも公共施設を快適に利用できるようにしてほしい。 

札幌市の 

考え方 

誰もが快適に過ごせる環境整備は重要だと考えており、まちづくりの基本目標 5「生

活しやすく住みよいまち」の目指す姿2に「建物や道路などのバリアフリー化やユニバー

サルデザインの導入が進み、誰もが円滑に移動することができ、快適に利用できる環境

が整っています。」を掲げております。行政が行う施策については、戦略編で検討してま

いります。 

 

意見の 

概要 

化学物質過敏症患者は公共交通機関車内などで合成香料により体調不良を起こすの

で、今後、市有施設や公共施設で合成香料を使わない「空気のバリアフリー」を進めてほ

しい。 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標5「生活しやすく住みよいまち」の目指す姿2に「建物や道路な

どのバリアフリー化やユニバーサルデザインの導入が進み、誰もが円滑に移動すること

ができ、快適に利用できる環境が整っています。」を掲げております。公共施設を様々な

方が快適に利用できるよう、行政が行う施策は戦略編で検討してまいります。 
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意見の 

概要 

健康への意識が高まり市営プールなどの利用が増えているが、化学物質過敏症患者

は柔軟剤などの香料により利用が困難なので、香害は人災という意識啓発をしてほし

い。 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標5「生活しやすく住みよいまち」の目指す姿2に「建物や道路な

どのバリアフリー化やユニバーサルデザインの導入が進み、誰もが円滑に移動すること

ができ、快適に利用できる環境が整っています。」を掲げております。これまでも、合成

香料などが原因と考えられるいわゆる化学物質過敏症やそのことで苦しむ方々につい

て、施設の管理者や市民の理解が深まるよう、普及啓発を実施してきており、引続き市

ホームページやポスター掲示等による取組を進めてまいります。 

 

意見の 

概要 

車椅子の人や足の不自由な人、目の不自由な人も快適に過ごせるように、ガタガタの

コンクリートを直したり、音のなる信号を増やしてほしい。 

札幌市の 

考え方 

誰もが快適に過ごせる環境を整えていくことは重要だと考えており、まちづくりの基

本目標 5「生活しやすく住みよいまち」の目指す姿 2に「建物や道路などのバリアフリー

化やユニバーサルデザインの導入が進み、誰もが円滑に移動することができ、快適に利

用できる環境が整っています。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施策

については戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

昔からある建物や観光地をバリアフリー化してほしい。誰もが不自由なく移動できる

ことで、札幌が住みよいまちになる。 

札幌市の 

考え方 

既存の建築物等をバリアフリー化していくことは重要だと考えており、まちづくりの

基本目標 5「生活しやすく住みよいまち」の目指す姿 2に「建物や道路などのバリアフリ

ー化やユニバーサルデザインの導入が進み、誰もが円滑に移動することができ、快適に

利用できる環境が整っています。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施

策については戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

乳児がいても出かけやすいように授乳室を充実させ、また授乳室はカーテンが多い

ので安全・安心の面からドアにしてほしい。 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標5「生活しやすく住みよいまち」の目指す姿2に「建物や道路な

どのバリアフリー化やユニバーサルデザインの導入が進み、誰もが円滑に移動すること

ができ、快適に利用できる環境が整っています。」を掲げております。授乳及びおむつ替

えの場所の整備については、札幌市福祉のまちづくり条例に基づき推進しているところ

ですが、行政が行う施策について、戦略編で検討してまいります。 
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意見の 

概要 

住民票の発行等の行政手続きの電子化を進めて、区役所の窓口や駐車場に並ばなく

て済むようにしてほしい。【類似意見 1件】 

札幌市の 

考え方 

行政手続きの電子化を進めていくことは重要だと考えており、まちづくりの基本目標

5「生活しやすく住みよいまち」の目指す姿 3 に「誰もが申請や相談等の手続をオンライ

ンで完結することができるなど、社会のデジタル化が進むことにより、官民によるサー

ビスの利便性が高まり、市民生活の質が向上しています。」を掲げております。この実現

に向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施計画で定め

てまいります。 

 

意見の 

概要 

中央集権型のデータ活用は、超監視社会を生み出してしまうので、個々の端末の利用

者側で、個人情報の保護の視点から、協力できるデータ提供を選択可能とする前提が

必要。【類似意見 1件】 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標5「生活しやすく住みよいまち」の目指す姿 3に「誰もが申請や

相談等の手続をオンラインで完結することができるなど、社会のデジタル化が進むこと

により、官民によるサービスの利便性が高まり、市民生活の質が向上しています。」を掲

げております。 

また、私たちが取り組むことの行政に「適切なデータの利活用」を位置付けており、法

に基づき、「個人情報の保護」を重視するとともに、データの活用については、「分散型

でのデータ連携」を基本としているところです。 

行政が行う施策については、戦略編で検討してまいります。 

 

意見の 

概要 

誰もがインターネットの社会を利用できる体制作りをしてほしい。【類似意見 1件】 

札幌市の 

考え方 

誰もがデジタルの利便性を享受できるような社会にしていくためには、国や民間事業

者と連携して、インターネット等に不慣れな方に対する「デジタル活用支援」を進めてい

くことが重要だと考えており、まちづくりの基本目標 5「生活しやすく住みよいまち」の

目指す姿 3 に「誰もが申請や相談等の手続をオンラインで完結することができるなど、

社会のデジタル化が進むことにより、官民によるサービスの利便性が高まり、市民生活

の質が向上しています。」を掲げております。行政が行う施策については戦略編で、事業

については中期実施計画で定めてまいります。 
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意見の 

概要 

今後 ICT の推進は益々必要不可欠なものになってくるので、市内中心部を始め、郊

外地域においてもWi-Fi環境の整備と拡大を進めてほしい。 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標5「生活しやすく住みよいまち」の目指す姿 3に「誰もが申請や

相談等の手続をオンラインで完結することができるなど、社会のデジタル化が進むこと

により、官民によるサービスの利便性が高まり、市民生活の質が向上しています。」を掲

げております。 

通信環境の整備については、民間事業者による整備が進んでいるところであります

が、住民ニーズなどを踏まえた検討も必要だと考えております。行政が行う施策につい

ては戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

降雪による交通アクセス障害が市民生活へ大きく影響している。特に札幌駅は北海

道の陸の玄関であるため、融雪槽や融雪車の導入を検討して対応してほしい。 

札幌市の 

考え方 

市民生活や経済活動を支える冬期の道路環境を確保していくことは重要だと考えて

おり、まちづくりの基本目標 5「生活しやすく住みよいまち」の目指す姿 4 に「市民・企

業・行政の連携やＩＣＴの活用などにより、市民の多様な暮らしを支える交通環境が保た

れているとともに、持続可能な除排雪体制の下で冬期の道路環境が確保されていま

す。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施策については戦略編で検討し

てまいります。 

なお、札幌駅周辺においては、札幌駅北口(地下)に「都心北融雪槽」を整備し、作業効

率の向上などにつなげているところです。 

 

意見の 

概要 

車通りが多い通りや、バスの路線を優先的に除雪してほしい。 

札幌市の 

考え方 

市民生活や経済活動を支える冬期の道路環境を確保していくことは重要だと考えて

おり、まちづくりの基本目標 5「生活しやすく住みよいまち」の目指す姿 4 に「市民・企

業・行政の連携やＩＣＴの活用などにより、市民の多様な暮らしを支える交通環境が保た

れているとともに、持続可能な除排雪体制の下で冬期の道路環境が確保されていま

す。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業

については中期実施計画で定めてまいります。 

なお、バス路線の除排雪作業や幹線道路の交差点排雪の強化といった取組を行って

おります。 
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意見の 

概要 

雪対策について市民ができる事は、町内会単位等で対応することだと考えます。 

札幌市の 

考え方 

市民や企業との協働により雪対策を行っていくことは重要だと考えており、まちづく

りの基本目標 5「生活しやすく住みよいまち」の目指す姿 4 に「市民・企業・行政の連携

やＩＣＴの活用などにより、市民の多様な暮らしを支える交通環境が保たれているととも

に、持続可能な除排雪体制の下で冬期の道路環境が確保されています。」を掲げており

ます。この実現に向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実

施計画で定めてまいります。 

なお、冬のルール・マナーに関する広報・啓発や除雪用具の貸出などの取組みを通じ

て、地域と札幌市が協力して雪対策を進めております。 

 

意見の 

概要 

ロードヒーティング化を進めて、過ごしやすい冬を送れるようにしてほしい。 

札幌市の 

考え方 

市民生活や経済活動を支える冬期の道路環境を確保していくことは重要だと考えて

おり、まちづくりの基本目標 5「生活しやすく住みよいまち」の目指す姿 4 に「市民・企

業・行政の連携やＩＣＴの活用などにより、市民の多様な暮らしを支える交通環境が保た

れているとともに、持続可能な除排雪体制の下で冬期の道路環境が確保されていま

す。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施策については、戦略編で検討

してまいります。 

 

意見の 

概要 

バス路線が通っていないまたは廃線になった地域に、一般乗り合いコミュニティバス

を民間企業に運営を委託して取り入れてほしい。 

人口減少局面において、これからの市民のあしを担うためには「地域企業など」が参

画し、現状では病院・幼稚園などバラバラで走らせている送迎バスを地域のニーズに合

わせ効率的・効果的にしていくべき。 

札幌市の 

考え方 

地域特性に応じた交通環境の維持・確保は重要だと考えており、まちづくりの基本目

標 5「生活しやすく住みよいまち」の目指す姿 4 に「市民・企業・行政の連携やＩＣＴの活

用などにより、市民の多様な暮らしを支える交通環境が保たれているとともに、持続可

能な除排雪体制の下で冬期の道路環境が確保されています。」を掲げております。 

また、私たちが取り組むことの市民・企業などに「地域住民・交通事業者・行政の協働

による公共交通の維持」を位置付けています。この観点から、行政が行う施策について

は戦略編で検討してまいります。 
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パブリックコメント 第 4章 3地域 

意見の 

概要 

障がいのある方の体験談・講座は、車椅子や視覚、聴覚障がいに限らず、知的・精神・

発達・高次脳障がいのある方の講師も検討してほしい。また若い障がい者講師の育成を

進めてほしい。 

札幌市の 

考え方 

障がいのある方への理解の向上は重要だと考えており、まちづくりの基本目標 6「互

いに認め合い、支え合うまち」の目指す姿 1 に「年齢・性別・障がいの有無・国籍・民族・

宗教・文化などの違いを互いに認め合い、尊重し合う、平和で包摂的な社会となってい

ます。」を掲げております。 

これまでも、知的・発達障がいのある方の感覚体験講座等を開催してきております

が、行政が行う施策について、戦略編で検討してまいります。 

 

意見の 

概要 

高齢化が今後も進んでいく。小さい子供から高齢者までが共存して安心して暮らせる

まちづくり、多世代交流の促進に取り組んでほしい。 

少子高齢化に会わせて高齢者にも興味を持って過ごしてもらえるように、大きな施設

ばかりではなく身近な場所でのイベントやオンラインを活用して、幅広い世代の交流の

活性化を図ってほしい。 

幅広い世代の方と交流できる機会を増やしてほしいです。 

札幌市の 

考え方 

多世代交流の促進は重要だと考えており、まちづくりの基本目標 6「互いに認め合

い、支え合うまち」の目指す姿 2 に「世代や国籍を超えた交流や趣味を通じた交流など

により、市民のつながりが深まり、相互の信頼や協力が得られる社会が形成されていま

す。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業

については中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

姉妹都市の盟約をもっと多く進めていただきたい。 

札幌市の 

考え方 

国を超えた交流は重要だと考えており、まちづくりの基本目標 6「互いに認め合い、

支え合うまち」の目指す姿 2「世代や国籍を超えた交流や趣味を通じた交流などによ

り、市民のつながりが深まり、相互の信頼や協力が得られる社会が形成されています。」

を掲げております。御意見は今後の参考にさせていただきます。 

 

意見の 

概要 

町内会に入ったものの何をやっているのか分からないので、町内会の方に説明して

ほしい。 

札幌市の 

考え方 

町内会の意義や重要性の広報・啓発は重要だと考えており、まちづくりの基本目標 7

「誰もがまちづくり活動に参加でき、コミュニティを育むまち」の目指す姿 3 に「良好な

生活環境の維持につながる地域コミュニティの中核として、地縁による団体（町内会・自

治会）が生き生きと活動しています。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行

う施策については戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 
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意見の 

概要 

都市化に伴ない地域のコミュニティが希薄になっているので、行政がはいって再構築

してほしい。 

札幌市の 

考え方 

地域コミュニティの活性化は重要だと考えており、まちづくりの基本目標 7「誰もがま

ちづくり活動に参加でき、コミュニティを育むまち」の目指す姿 3 に「良好な生活環境の

維持につながる地域コミュニティの中核として、地縁による団体（町内会・自治会）が生

き生きと活動しています。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施策につ

いては戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

まちづくりセンターや地区センターなどの施設に Wi-Fi を設置して、画面越しで交流

可能な部屋に環境改善をしてほしい。 

札幌市の 

考え方 

コミュニティ施設の利便性向上やデジタル化への対応は重要だと考えており、まちづ

くりの基本目標 7「誰もがまちづくり活動に参加でき、コミュニティを育むまち」の目指

す姿 3 に「良好な生活環境の維持につながる地域コミュニティの中核として、地縁によ

る団体（町内会・自治会）が生き生きと活動しています。」を掲げております。この実現に

向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施計画で定めて

まいります。 
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パブリックコメント 第 4章 4安全・安心 

意見の 

概要 

核の脅威を利用する人々もいるため、場合によっては札幌も攻撃対象となることも

ふまえ、市民の命を守るために、公共の核シェルターの整備や住居などの核シェルター

整備に関する補助金の整備などを行ってほしい。 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 8「誰もが災害に備え、迅速に回復し、復興できるまち」の目指

す姿 1に「地震災害や風水害・雪害といった自然災害や感染症の感染拡大などが起きて

も、生活や経済への影響を最小化するとともに、感染症の感染拡大を早期に抑えること

ができています。」を掲げております。市民の安全・安心を守っていくことは重要だと考

えており、行政が行う施策については、戦略編で検討してまいります。 

 

意見の 

概要 

福祉関係の職業の方々や、コロナ禍で通学や生活がままならなくなってしまった学生

などへの補償を見直してほしい。 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 8「誰もが災害に備え、迅速に回復し、復興できるまち」の目指

す姿2に「災害時や感染症の感染拡大時においても、誰もが安心して医療や介護を受け

ることができています。また、一人で避難することが難しい方への細かな配慮がなされ

ているなど、、被災者の安全が確保されているとともに、復旧復興に向けて誰一人取り

残さずに市民に寄り添った支援が行われています。」を掲げております。行政が行う施

策については、戦略編で検討してまいります。 

 

意見の 

概要 

障がい者も避難場で受け入れてもらえるような体制を整えてほしい。 

札幌市の 

考え方 

障がいのある方に配慮した避難所環境の整備は重要だと考えており、まちづくりの

基本目標8「災害時や感染症の感染拡大時においても、誰もが安心して医療や介護を受

けることができています。また、一人で避難することが難しい方への細かな配慮がなさ

れているなど、被災者の安全が確保されているとともに、復旧復興に向けて誰一人取り

残さずに市民に寄り添った支援が行われています。」を掲げております。また、私たちが

取り組むことの行政に「要配慮者への支援の充実」を位置付けているところです。この

実現に向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施計画で

定めてまいります。 
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意見の 

概要 

地域単位での避難場所の確認とその情報発信を徹底してほしい。 

札幌市の 

考え方 

災害時等における迅速な情報発信は重要だと考えており、まちづくりの基本目標 8

「誰もが災害に備え、迅速に回復し、復興できるまち」の目指す姿 3 に「防災への意識が

向上し、誰もが冬季の災害も想定した備えを行っています。また、有事の際には一人一

人が主体的に行動し、協力し合うなど、地域の防災力が高まっています。」を掲げており

ます。この実現に向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実

施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

市民と自治体両方の防災意識を向上させるような情報発信をしてほしい。 

札幌市の 

考え方 

災害時等においては、公助はもとより共助の取組も重要だと考えており、まちづくり

の基本目標 8「誰もが災害に備え、迅速に回復し、復興できるまち」の目指す姿 3 に「防

災への意識が向上し、誰もが冬季の災害も想定した備えを行っています。また、有事の

際には一人一人が主体的に行動し、協力し合うなど、地域の防災力が高まっています。」

を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業につ

いては中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

各家庭の防災準備率が非常に低いのが現状なので、もっと自分たちでなんとかする

意識を高めてほしい。 

札幌市の 

考え方 

防災への意識の向上は重要だと考えており、まちづくりの基本目標 8「誰もが災害に

備え、迅速に回復し、復興できるまち」の目指す姿 3 に「防災への意識が向上し、誰もが

冬季の災害も想定した備えを行っています。また、有事の際には一人一人が主体的に行

動し、協力し合うなど、地域の防災力が高まっています。」を掲げております。この実現

に向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施計画で定め

てまいります。 

 

意見の 

概要 

胆振東部地震では札幌市内でも被害の大きい地域があったが、経済的な復旧の多く

は自助が基本だったため、地震保険の普及促進を行い市民の自助努力を一層促してほ

しい。 

札幌市の 

考え方 

防災への意識の向上は重要だと考えており、まちづくりの基本目標 8「誰もが災害に

備え、迅速に回復し、復興できるまち」の目指す姿 3 に「防災への意識が向上し、誰もが

冬季の災害も想定した備えを行っています。また、有事の際には一人一人が主体的に行

動し、協力し合うなど、地域の防災力が高まっています。」を掲げております。行政が行

う施策については、戦略編で検討してまいります。 
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意見の 

概要 

特に都心部で、歩行者・自転車・自動車が安全に通行できるような整備をしてほしい。 

自転車専用レーンの整備や、自転車走行禁止の区域の入り口に自転車防止柵の設置を

してほしい。【類似意見 2件】 

札幌市の 

考え方 

札幌市では、社会実験の実施や関係事業者との協議を経て、平成 30 年３月に、自転

車通行空間の整備形態、整備路線、整備の進め方等を『札幌都心部 自転車通行位置の

明確化の取り組み』としてまとめました。 

これを基に、自転車専用レーンではなく、矢羽根型路面表示（自転車と自動車が車道

を共有）を設置することで、歩行者、自転車及び自動車の安全な通行環境の実現を図っ

ております。 

また、都心部以外についても、自転車の乗り入れ台数や事故件数の多い駅周辺など

について、矢羽根型路面表示の導入を検討しております。 

このように、安全な交通環境を整えていくことは重要だと考えており、まちづくりの

基本目標９「日常の安全が保たれたまち」の目指す姿３に「交通ルールや自転車マナーが

遵守され、事故の少ない安全な交通環境が実現しています。」を掲げております。この実

現に向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施計画で定

めてまいります。 
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パブリックコメント 第 4章 5経済 

意見の 

概要 

イベントに頼らない観光についても検討してほしい。 

札幌市の 

考え方 

観光コンテンツの創出は重要だと考えており、まちづくりの基本目標 10「強みを生か

した産業が北海道の経済をけん引しているまち」の目指す姿 1 に「札幌市・北海道の強

みである食や観光分野の産業が、時代の潮流を的確に捉え、国内外からの新たな消費

を生み出し、札幌市はもとより北海道の経済成長をけん引しています。」を掲げておりま

す。この実現に向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施

計画で検討してまいります。 

 

意見の 

概要 

札幌にない複合商業施設を増やして、外国人観光客が行きたいと思うような場所を

増やしてほしい。 

札幌市の 

考え方 

札幌市の強みを生かした観光産業の発展は重要だと考えており、まちづくりの基本

目標 10「強みを生かした産業が北海道の経済をけん引しているまち」の行政の取り組

むことに「観光コンテンツの創出への支援」を掲げております。行政が行う施策について

は戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

北海道各地と流通ルートを作り、札幌を中心とした経済圏を作れば、食料自給率

200％ともいわれる北海道のポテンシャルを最大限いかせるのではないか。 

札幌市の 

考え方 

札幌の食産業は道内の各地域と連携することで成り立っている産業でもあり、道内

各地域とともに成長していくという観点は重要だと考えており、まちづくりの基本目標

10「強みを生かした産業が北海道の経済をけん引しているまち」の目指す姿 1 に「札幌

市・北海道の強みである食や観光分野の産業が、時代の潮流を的確に捉え、国内外から

の新たな投資を生み出し、札幌市はもとより北海道の経済成長をけん引しています。」

を掲げております。行政が行う施策については戦略編で、事業には中期実施計画で定め

てまいります。 

 

意見の 

概要 

札幌は観光産業で成り立っているまちだと思うが、観光以外でも新しいことを始めや

すい街にしてほしい。 

札幌市の 

考え方 

新しいことが始めやすい、挑戦しやすい風土づくりは重要だと考えており、まちづくり

の基本目標 11「多様な主体と高い生産性、チャレンジできる文化が経済成長を支える

まち」の目指す姿 3に「行政、大学、民間組織などの関係機関が一体となり、起業家を育

成・支援する体制や環境が充実し、誰もがチャレンジできる文化が根付くことにより、多

くのスタートアップが生まれ続けています。」を掲げております。行政が行う施策につい

ては戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 
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意見の 

概要 

首都圏から仕事を持ってくるインセンティブの検討や、外国人の受け入れを検討し、

経済を活性化してほしい。 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 11「多様な主体と高い生産性、チャレンジできる文化が経済成

長を支えるまち」の目指す姿 4 に「様々な企業の立地や創業が進むことにより、産学官

連携や、国内はもとより海外の企業などとの交流が活発に行われ、ビジネスチャンスや

新たな価値が創出され続けています。」を掲げており、また、まちづくりの基本目標 12

「雇用が安定的に確保され、多様な働き方ができるまち」の行政が取り組むことに「性

別、年齢、国籍、障がいの有無などを問わない多様な人材の就労支援」を掲げておりま

す。行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいり

ます。 

 

意見の 

概要 

オフィスビルでの都市農業など新工業を産官学で研究・推進することで、攻めの経済

政策をとってほしい。 

札幌市の 

考え方 

既存の枠にとらわれない新たな産業の創出、推進は重要だと考えており、まちづくり

の基本目標 11「多様な主体と高い生産性、チャレンジできる文化が経済成長を支える

まち」の目指す姿4に「様々な企業の立地や創業が進むことにより、産学官連携や、国内

はもとより海外の企業などとの交流が活発に行われ、ビジネスチャンスや新たな価値が

創出され続けています。」を掲げております。行政が行う施策については戦略編で、事業

については中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

「IT やクリエイティブ、健康福祉・医療分野の振興への重点的な支援」には国内外から

の投資・人・企業を呼び込むような研究開発や社会イノベーション拠点・大学連携等が重

要になると思うので、その観点も盛り込んでほしい。 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 11「多様な主体と高い生産性、チャレンジできる文化が経済成

長を支えるまち」の目指す姿 4 に「様々な企業の立地や創業が進むことにより、産学官

連携や、国内はもとより海外の企業などとの交流が活発に行われ、ビジネスチャンスや

新たな価値が創出され続けています。」を掲げております。国内外から投資や人、企業を

呼び込むため、行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施計画で

定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

人口減少対策として、外国人移住の受け入れが必要と思うので、移住したくなるよう

な取り組みを行ってほしい。また、札幌市民生活に直結生活に影響が出る資源や資源を

有する土地を目的とした移住は規制してほしい。 

札幌市の 

考え方 

人口減少が進む中、海外人材の受入は重要だと考えており、まちづくりの基本目標

12「雇用が安定的に確保され、多様な働き方ができるまち」の目指す姿 1 で「安心して

働ける魅力的な雇用が安定的に確保されるとともに、企業も必要とする人材を確保で

きています。」を掲げております。行政が行う施策については、戦略編で検討してまいり

ます。 
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意見の 

概要 

雇用に関して、年齢や性別にかかわらず、ハンディキャップがある人も、その人の適性

を生かして働ける街にしてほしい。 

札幌市の 

考え方 

様々な人の適性を生かしていくことは重要だと考えており、まちづくりの基本目標

12「雇用が安定的に確保され、多様な働き方ができるまち」の目指す姿 2 に「多様な人

材が自身の持つ能力を発揮し、誰もがやりがいや充実感を得ながら働くことができて

いるとともに、高い専門性を生かすことができる職場で、若い世代を始めとした幅広い

年代の人材が活躍しています。また、こうした多様性が、イノベーションをもたらすきっ

かけとなっています。」を掲げております。行政が行う施策については戦略編で、事業に

ついては中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

札幌の雇用と賃金は首都圏より低く感じますし、一般企業の障がい者雇用の求人が

少ないので、一般企業であたりまえに障がいのある方が働ける社会になってほしい。 

札幌市の 

考え方 

障がいのある方を含め、個人の能力を生かした就労のための支援は重要だと考えて

おり、まちづくりの基本目標 12「雇用が安定的に確保され、多様な働き方ができるま

ち」の目指す姿 2 に「多様な人材が自身の持つ能力を発揮し、誰もがやりがいや充実感

を得ながら働くことができているとともに、高い専門性を生かすことができる職場で、

若い世代を始めとした幅広い年代の人材が活躍しています。また、こうした多様性が、イ

ノベーションをもたらすきっかけとなっています。」を掲げております。行政が行う施策

については戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

多様な働き方の推進や失業率が高いことを踏まえ、行政として「ワークライフバラン

ス」よりも「ワークシェアリング」という観点が必要ではないか。 

パートでもアルバイトでもない新しい正社員制度を作ってほしい。 

札幌市の 

考え方 

多様で柔軟な働き方の実現は重要だと考えており、まちづくりの基本目標 12「雇用

が安定的に確保され、多様な働き方ができるまち」の目指す姿 3 に「働きやすい職場環

境が整備されるとともに、多様で柔軟な働き方や、仕事と生活の調和のとれた生き方

が実現しています。」を掲げております。行政が行う施策については戦略編で、事業につ

いては中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

札幌にずっと住み続けるために、ライフイベントによって仕事を離れなくてはならな

い現状を変えてほしい。 

札幌市の 

考え方 

柔軟な働き方の実現は重要だと考えており、まちづくりの基本目標 12「雇用が安定

的に確保され、多様な働き方ができるまち」の目指す姿 3 に「働きやすい職場環境が整

備されるとともに、多様で柔軟な働き方や、仕事と生活の調和のとれた生き方が実現し

ています。」を掲げております。行政が行う施策については戦略編で、事業については中

期実施計画で定めてまいります。 
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パブリックコメント 第 4章 6スポーツ・文化 

意見の 

概要 

今の札幌はウインタースポーツがあまり有名ではないので、もっと身近な公園で地域

の人が参加できるイベントを行ったり、札幌のウインタースポーツが有名になる取組を

行ってほしい。 

札幌市の 

考え方 

ウインタースポーツに参加しやすい環境づくりは重要だと考えており、まちづくりの

基本目標 13「世界屈指のウインタースポーツシティ」の目指す姿 1に「身近なところでウ

インタースポーツを楽しむことのできる環境が充実しています。また、札幌市で育ったウ

インタースポーツのアスリートが国内外で活躍しています。」を掲げております。この実

現に向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施計画で定

めてまいります。 

 

意見の 

概要 

市民がもっとウインタースポーツに親しんでほしい。またスポーツ指導者へのサポート

など、スポーツ選手を支援するような施策を考えてほしい。 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 14「四季を通じて誰もがスポーツを楽しむことができるまち」

の目指す姿 1 に「誰もがスポーツを楽しみながら、心身共に健康で充実した生活を送っ

ています。また、スポーツで得られた知見が市民の健康づくりなどに生かされていま

す。」を掲げております。誰もが気軽にスポーツに参加しやすい環境づくりの観点から、

行政が行う施策については、戦略編で検討してまいります。 

 

意見の 

概要 

札幌にもハンドボールが 3面で出来る体育館を建設してほしい。 

企業による体育館の設置を支援し、新たな雇用の創出と、市民の健康の両立を図っ

てほしい。 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 14「四季を通じて誰もがスポーツを楽しむことができるまち」

の目指す姿 1 に「誰もがスポーツを楽しみながら、心身共に健康で充実した生活を送っ

ています。また、スポーツで得られた知見が市民の健康づくりなどに生かされていま

す。」を掲げております。スポーツ施設の整備の観点から行政が行う施策については、戦

略編で検討してまいります。 

 

意見の 

概要 

ロードヒーティングなどで冬でもスポーツできる環境を整え、冬にも家から出る機会

を増やす取り組みをしてほしい。 

ウインタースポーツだけでなく、スキー場をMTBのコースにするなど夏のスポーツも

充実させてほしい。 

大通公園で野外スポーツができるところを増やしてほしい。 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 14「四季を通じて誰もがスポーツを楽しむことができるまち」

の目指す姿 1 に「誰もがスポーツを楽しみながら、心身共に健康で充実した生活を送っ

ています。また、スポーツで得られた知見が市民の健康づくりなどに生かされていま

す。」を掲げております。誰もが気軽にスポーツに参加しやすい環境づくりの観点から、

行政が行う施策については、戦略編で検討してまいります。 
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意見の 

概要 

バーチャルスポーツは健康面への悪影響が指摘されているので、それを助長する大

会の誘致・開催に、行政が関わるべきではないと思う。 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 14「四季を通じて誰もがスポーツを楽しむことができるまち」

の目指す姿 2に「スポーツをきっかけに国内外から人が訪れ、地域経済が活性化してい

ます。」を掲げております。スポーツ大会の誘致・開催の観点から行政が行う施策につい

ては、戦略編で検討してまいります。 

 

意見の 

概要 

来年以降の札幌ドームの活用法として、国内全球団やメジャーリーグの球団も含め

て、プロ野球の試合を開催するべきだと思う。 

札幌市の 

考え方 

札幌ドームの活用は重要だと考えており、まちづくりの基本目標 14「四季を通じて誰

もがスポーツを楽しむことができるまち」の目指す姿 2 に「スポーツをきっかけに国内

外から人が訪れ、地域経済が活性化しています。」を掲げております。この実現に向け

て、行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいり

ます。 

 

意見の 

概要 

北海道の中心ともいえる札幌を軸として、ウインタースポーツのインバウンド誘致が

重要だと思う。 

札幌市の 

考え方 

スポーツによる地域経済の活性化は重要だと考えており、まちづくりの基本目標 14

「四季を通じて誰もがスポーツを楽しむことができるまち」の目指す姿 2 に「スポーツを

きっかけに国内外から人が訪れ、地域経済が活性化しています。」を掲げております。こ

の実現に向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施計画

で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

「文化」分野をより充実してほしい。「文化」は観光資源にもなるもので、音楽、演劇、ア

ートとともに「アイヌ文化」に関するコンテンツの充実も必要。【類似意見 1件】 

札幌市の 

考え方 

文化観光の推進は重要だと考えており、まちづくりの基本目標 15「文化芸術が心の

豊かさや創造性を育み、世界とつながるまち」の目指す姿 2 に「札幌市ならではの文化

が育まれ、世界に発信され、多くの人が集まるとともに、様々な分野との連携によって

新たな価値が創出され、まちの魅力が向上しています。」を掲げております。この実現に

向けて、行政が行う施策については、戦略編で検討してまいります。 
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意見の 

概要 

札幌の歴史について、市民や観光客は肌で感じられていないように思えるので、街並

を残すことや札幌市博物館を作るなど、もう一歩踏み込んだ取り組みをしてほしい。 

札幌市の 

考え方 

札幌市ならではの伝統的・現代的な文化の魅力の発信は重要だと考えており、まちづ

くりの基本目標 15「文化芸術が心の豊かさや創造性を育み、世界とつながるまち」の目

指す姿 2 に「札幌市ならではの文化が育まれ、世界に発信され、多くの人が集まるとと

もに、様々な分野との連携によって新たな価値が創出され、まちの魅力が向上していま

す。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施策については、戦略編で検討

してまいります。 

 

意見の 

概要 

歴史ある建物をもっと残してほしい。 

札幌市の 

考え方 

文化財の保存は重要だと考えており、まちづくりの基本目標 15「文化芸術が心の豊

かさや創造性を育み、世界とつながるまち」の目指す姿 3 に「文化・文化財を適切に保

存し様々な形で生かすとともに、札幌市への愛着を深めることで、札幌市の自然・歴史・

文化が未来へ継承されています。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施

策については、戦略編で定めてまいります。 
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パブリックコメント 第 4章 7環境 

意見の 

概要 

ゼロエミッション自動車については、製造工程の炭素排出量も考慮すべき。北海道は

広く電気自動車は不安があり、燃料ステーションも併せて整備すべき。 

札幌市の 

考え方 

商品やサービスの原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクル全体

を通して排出される温室効果ガスの排出量を考慮する視点や次世代自動車の普及に向

けた燃料ステーション整備は重要だと考えており、まちづくりの基本目標 16「世界に冠

たる環境都市」の目指す姿１に「脱炭素社会の早期実現に向け、更なる省エネルギー化

に加え、北海道・さっぽろ圏の豊富な再生可能エネルギーの導入拡大や新たなクリーン

エネルギーである水素エネルギーの活用のほか、ゼロエミッション自動車の普及が進ん

でいます。」を、目指す姿４に「誰もが経済・社会とのつながりを理解しながら環境保全

や気候変動対策などに取り組んでおり、ライフスタイルの変革や技術革新が進んでいま

す。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業

については中期実施計画で検討してまいります。 

 

意見の 

概要 

薪ストーブとペレットストーブを普及させてほしい。 

札幌市の 

考え方 

バイオマスなど再生可能エネルギーの導入拡大は重要だと考えており、まちづくりの

基本目標 16「世界に冠たる環境都市」の目指す姿１に「脱炭素社会の早期実現に向け、

更なる省エネルギー化に加え、北海道・さっぽろ圏の豊富な再生可能エネルギーの導入

拡大や新たなクリーンエネルギーである水素エネルギーの活用のほか、ゼロエミッション

自動車の普及が進んでいます。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施策

については戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

水素バスなど車の音が小さくなり、交通事故が増えてしまう問題のように、利便性の

向上に伴う諸問題を考慮しながらまちづくりを進めてほしい。 

札幌市の 

考え方 

ゼロエミッション自動車の普及は、脱炭素社会の早期実現に向け重要だと考えてお

り、まちづくりの基本目標 16「世界に冠たる環境都市」の目指す姿 1 に「脱炭素社会の

早期実現に向け、更なる省エネルギー化に加え、北海道・さっぽろ圏の豊富な再生可能

エネルギーの導入拡大や新たなクリーンエネルギーである水素エネルギーの活用のほ

か、ゼロエミッション自動車の普及が進んでいます。」を、目指す姿 4 に「誰もが経済・社

会とのつながりを理解しながら環境保全や気候変動対策などに取り組んでおり、ライフ

スタイルの変革や技術革新が進んでいます。」を掲げております。この実現に向けて、行

政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 
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意見の 

概要 

自然エネルギーと再生可能エネルギーとの併用が必要であり、太陽光発電の設置義

務化の検討とともに、電気自動車や燃料電池車等のインフラ整備・補助制度を検討して

ほしい。 

札幌市の 

考え方 

再生可能エネルギーの導入拡大やゼロエミッション自動車の普及は、脱炭素社会の早

期実現に向け重要だと考えており、まちづくりの基本目標 16「世界に冠たる環境都市」

の目指す姿１に「脱炭素社会の早期実現に向け、更なる省エネルギー化に加え、北海道・

さっぽろ圏の豊富な再生可能エネルギーの導入拡大や新たなクリーンエネルギーであ

る水素エネルギーの活用のほか、ゼロエミッション自動車の普及が進んでいます。」を掲

げております。この実現に向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業について

は中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

データセンターと農産物ハウス栽培を組合せた雪冷熱の利用が必要。また、環状交差

点化や都心部の車両地下通行化による信号機・電気使用の廃止、ドローンによるごみ収

集など、大胆な発想が必要。【類似意見 1件】 

札幌市の 

考え方 

雪氷熱エネルギーを含めた再生可能エネルギーの導入拡大やライフスタイルの変革は

重要だと考えており、まちづくりの基本目標 16「世界に冠たる環境都市」の目指す姿 1

に「脱炭素社会の早期実現に向け、更なる省エネルギー化に加え、北海道・さっぽろ圏の

豊富な再生可能エネルギーの導入拡大や新たなクリーンエネルギーである水素エネル

ギーの活用のほか、ゼロエミッション自動車の普及が進んでいます。」を、目指す姿 4 に

「誰もが経済・社会とのつながりを理解しながら環境保全や気候変動対策などに取り組

んでおり、ライフスタイルの変革や技術革新が進んでいます。」を掲げております。この実

現に向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施計画で検

討してまいります。 

 

意見の 

概要 

「雪氷冷熱エネルギーの活用」について、雪の利用検討、問題点の抽出、課題解決策の

検討など、産学官での検討組織の結成・検討会を提案したい。 

札幌市の 

考え方 

雪氷熱エネルギーを含めた再生可能エネルギーの導入拡大は非常に重要だと考えて

おり、まちづくりの基本目標 16「世界に冠たる環境都市」の目指す姿 1 に「脱炭素社会

の早期実現に向け、更なる省エネルギー化に加え、北海道・さっぽろ圏の豊富な再生可

能エネルギーの導入拡大や新たなクリーンエネルギーである水素エネルギーの活用のほ

か、ゼロエミッション自動車の普及が進んでいます。」を掲げております。この実現に向

けて、行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施計画で検討してま

いります。 
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意見の 

概要 

水素バス、ソーラーパネルはすぐ取り入れるべき。 

札幌市の 

考え方 

水素バスなどゼロエミッション自動車、ソーラーパネルなど太陽光をエネルギー源と

する再生可能エネルギーの導入拡大は、脱炭素社会の早期実現に向け重要だと考えて

おり、まちづくりの基本目標 16「世界に冠たる環境都市」の目指す姿１に「脱炭素社会の

早期実現に向け、更なる省エネルギー化に加え、北海道・さっぽろ圏の豊富な再生可能

エネルギーの導入拡大や新たなクリーンエネルギーである水素エネルギーの活用のほ

か、ゼロエミッション自動車の普及が進んでいます。」を掲げております。この実現に向

けて、行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施計画で定めてま

いります。 

 

意見の 

概要 

ごみ問題のごみステーションの設置について、例えば、転入を決める前の方に、転入

エリアのごみ処理のルールを周知するなど、問題が生じる前に対処していただきたい。 

札幌市の 

考え方 

ごみ問題を含めた環境に対する配慮や理解の促進は重要だと考えており、まちづく

りの基本目標 16に「世界に冠たる環境都市」の目指す姿3に「誰もがごみの減量・再使

用・リサイクルなどに積極的に取り組むとともに、近隣地域と資源を補完し支え合う地

域循環共生圏の形成を含めた循環型社会が構築されています。」を掲げております。こ

れらの実現に向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施

計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

世界中のごみ問題を考える上で、札幌が率先して動くなど、ごみ問題について、札幌

はもっと何かできるのではないか。 

札幌市の 

考え方 

ごみの減量や持続可能な収集・処理体制の確立などごみ問題に積極的に取り組むこ

とは重要だと考えており、まちづくりの基本目標 16「世界に冠たる環境都市」の目指す

姿 3 に「誰もがごみの減量・再使用・リサイクルなどに積極的に取り組むとともに、近隣

地域と資源を補完し支え合う地域循環共生圏の形成を含めた循環型社会が構築されて

います。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施策については戦略編で、

事業については中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

地上は自然との共生空間、地下は人の移動空間や、災害時のシェルター機能をもたせ

ていってはどうか。 

札幌市の 

考え方 

森林、公園などが保全・創出されていることは重要だと考えており、まちづくりの基

本目標 17「身近なみどりを守り、育て、自然と共に暮らすまち」の目指す姿 1 に「森林、

農地、公園や河川などの保全・創出・整備により、豊かなみどりのあるまちの中で、誰も

が健康的で幸福感の高い生活を送っています。」を掲げております。これに向けて市民・

企業と行政が協働していくことが必要だと考えております。 
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意見の 

概要 

季節ごとの花など、より多くの自然を増やして、まちの景観をよくしてほしい。 

札幌市の 

考え方 

暮らしに身近なみどりの創出によりまちの魅力向上を図ることは重要だと考えてお

り、まちづくりの基本目標 17「身近なみどりを守り、育て、自然と共に暮らすまち」の目

指す姿 1 に「森林、農地、公園や河川などの保全・創出・整備により、豊かなみどりのあ

るまちの中で、誰もが健康的で幸福感の高い生活を送っています。」を掲げております。

この実現に向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施計

画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

市民が植樹・花を植えるイベントを実施するなど、みどりに触れ合う機会をつくってほ

しい。 

札幌市の 

考え方 

みどりに触れ合う機会の創出や市民のみどりづくり活動への参加促進は重要だと考

えており、まちづくりの基本目標 17「身近なみどりを守り、育て、自然と共に暮らすま

ち」の目指す姿2に「森林や公園などの身近なみどりが自然との触れ合いや人々の交流

の場に加え、防災、経済活動、水源かん養、二酸化炭素の吸収などの多面的な機能を発

揮し、都市の魅力やレジリエンス（自己回復力・強じん性）を高めています。」を掲げてお

ります。この実現に向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業については中期

実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

自然と人が共生するため、ヒグマやキタキツネ、エゾシカ等の住宅地や都市エリアへの

接近に対する取組を加えてほしい。 

札幌市の 

考え方 

ヒグマ等の市街地への侵入抑制策は重要だと考えており、まちづくりの基本目標 17

「身近なみどりを守り、育て、自然と共に暮らすまち」の目指す姿３に「生物多様性が広く

理解され、地域本来の生態系が維持された中で自然と人とが共生しています。」を掲げ

ております。この実現に向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業については

中期実施計画で定めてまいります。 
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パブリックコメント 第 4章 8都市空間 

意見の 

概要 

札幌の街並には日本的な風景が不足していると思うので、現代の技術を活かした建

物の開発など、産官学連携で様々な施策を推進していってほしい。 

札幌市の 

考え方 

良好な街並み形成は重要だと考えており、まちづくりの基本目標 18「コンパクトで人

にやさしい快適なまち」の目指す姿 1 に「都市空間の種別に応じた土地利用と四季の変

化が感じられる良好な景観の形成などにより、多様なライフスタイルを実現できる魅力

あるまちになっています。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施策につ

いては戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

既存主要駅の再開発程度のことでその周辺エリアへの移住が進み、コンパクトシティ

化がスムーズに実現するとは思わない。 

札幌市の 

考え方 

主要な交通結節点の周辺などに都市機能の集積が進んでいるとともに、市民生活・

経済活動を支える持続可能な交通ネットワークが確率されていることが重要だと考え

ており、基本目標 18 に「コンパクトで人にやさしい快適なまち」を掲げております。この

実現に向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施計画で

定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

地下鉄乗車人員は都心に多いのが現状なので、普段は都心を利用する人もいろんな

ところに行きたくなるよう、地域活性化に向けて、まちづくりを進めてほしい。 

札幌市の 

考え方 

主要な交通結節点の周辺などに都市機能の集積が進み、地域特性に応じたまちづく

りを進めることは重要だと考えており、まちづくりの基本目標 18「コンパクトで人にや

さしい快適なまち」の目指す姿2に「「地域交流拠点」では、商業・サービス機能や行政機

能など多様な都市機能の集積が進み、快適な交流・滞留空間や歩きたくなる空間が形

成され、様々な活動が行われています。」を掲げております。この実現に向けて、市民・

企業と行政が協働していくことが必要だと考えております。 

 

意見の 

概要 

高齢者にやさしいまちにはなってきているが、一方で若者にやさしいまちから離れて

いっているため、無料で使用できる勉強スペースやワーキングスペースなど若者の為の

空間も提供してほしい。 

札幌市の 

考え方 

主要な交通結節点周辺や区役所周辺等で、都市機能の集積や、快適な交流・滞留空間

が形成されることなどは重要だと考えており、まちづくりの基本目標 18「コンパクトで

人にやさしい快適なまち」の目指す姿 2 に「地域交流拠点」では、商業・サービス機能や

行政機能など多様な都市機能の集積が進み、快適な交流・滞留空間や歩きたくなる空

間が形成され、様々な活動が行われています。」を掲げております。これらに向けて、市

民・企業と行政が協働していくことが必要だと考えております。 
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意見の 

概要 

札幌は高齢者向けのまちづくりをしているように思われる。高齢者だけでなく、若者

にも魅力的だと思われるようなまちづくりをしてほしい。 

札幌中心地だけでなく、副都心の大規模再開発を進めるとよい。 

札幌市の 

考え方 

第 3章 目指すべき都市像とまちづくりの重要概念に、子どもから大人までのあらゆ

る世代の「ひと」や多様な「ひと」が交わり、一人一人の思いがつながって、新しい時代に

ふさわしい真に豊かな暮らしを創ることなどを示しており、国内外から活力を呼び込

み、人口減少などの成熟社会における課題を一早く解決する拠点として、世界をリード

し、持続可能で、多様性と包摂性のある世界都市を目指すこととしております。 

市が副都心として位置付ける新さっぽろを含め、主要な交通結節点の周辺などに都

市機能の集積が進み、あらゆる世代にとって住みやすいまちづくりを進めることは重要

だと考えており、まちづくりの基本目標 18「コンパクトで人にやさしい快適なまち」の目

指す姿 2 に「「地域交流拠点」では、商業・サービス機能や行政機能など多様な都市機能

の集積が進み、快適な交流・滞留空間や歩きたくなる空間が形成され、様々な活動が行

われています。」を掲げております。この実現に向けて、市民・企業と行政が協働してい

くことが必要だと考えております。 

 

意見の 

概要 

「空飛ぶ車」の時代が来ると思うので、いち早く建設整備の計画をスタートして、民間

と協力して取り組んでほしい。 

札幌市の 

考え方 

交通分野においても、先端技術の活用は重要だと考えており、まちづくりの基本目標

18「コンパクトで人にやさしい快適なまち」の目指す姿 4 に「四季を通じて、誰もが快適

に利用でき、環境にもやさしい移動環境・手段が整備されることにより、公共交通を軸

とした持続可能でシームレスな交通ネットワークが確立されています。」を掲げておりま

す。これに向けて市民・企業と行政が協働していくことが必要だと考えております。 

 

意見の 

概要 

札幌が好きな理由に公共交通機関が整備されていると記載されている。公共交通の

運賃を下げると、札幌に住みたいと思う人が増え、札幌の発展につながると思う。 

地下鉄・路面電車・JRのない地域にも路線を伸ばしてほしい。【類似意見 3件】 

バス路線廃止により公共交通機関がなくなり困っている市民は多いので、地下鉄最

終便に接続する路線バスを復活してほしい。 

札幌市の 

考え方 

公共交通の利便性向上を図ることは重要だと考えており、まちづくりの基本目標 18

「コンパクトで人にやさしい快適なまち」の目指す姿 4 に「四季を通じて、誰もが快適に

利用でき、環境にもやさしい移動環境・手段が整備されることにより、公共交通を軸と

した持続可能でシームレスな交通ネットワークが確立されています。」を掲げておりま

す。この観点から、行政が行う施策については戦略編で検討してまいります。 
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意見の 

概要 

地下鉄の始発時間は 5時開始にしてほしい。 

路面電車での移動は時間がかかるので、もう少し短時間で移動できるようにしてほし

い。 

札幌市の 

考え方 

公共交通の利便性向上を図ることは重要だと考えており、まちづくりの基本目標 18

「コンパクトで人にやさしい快適なまち」の目指す姿 4 に「四季を通じて、誰もが快適に

利用でき、環境にもやさしい移動環境・手段が整備されることにより、公共交通を軸と

した持続可能でシームレスな交通ネットワークが確立されています。」を掲げておりま

す。この実現に向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施

計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

バスの路線や時刻表が分かりづらい。より分かりやすく情報発信をすれば、バスに乗

る人も増えると思う。（例：バスの到着時刻を知らせる電光掲示板の設置）【類似意見 1

件】 

札幌市の 

考え方 

公共交通の利便性向上を図ることは重要だと考えており、まちづくりの基本目標 18

「コンパクトで人にやさしい快適なまち」の私たちが取り組むことに「利便性の向上につ

ながる交通情報の積極的な発信」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施

策は戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

ビジョンから、自動車なしでも快適に過ごせるまちのイメージを想像できました。高齢

になっても我慢せず、楽しくチャレンジングな人生を過ごせるまちになってほしい。 

札幌市の 

考え方 

原案賛成意見 

 

意見の 

概要 

休めるベンチはあるがどの場所にあるのかあまり知られていないので、札幌駅や大

通駅にあるベンチの配置図を作成して、長距離の歩行が不安な方でも安心してでかけ

られるようにしてほしい。 

札幌市の 

考え方 

長距離の歩行が不安な方でも安心して出かけられるようにすることは重要だと考え

ており、まちづくりの基本目標 19「世界を引きつける魅力と活力あふれるまち」の目指

す姿 1 に「「都心」では、民間投資が活発化し、新しい時代にふさわしい高次の都市機能

の集積が進んでいます。また、快適な交流・滞留空間やみどりの創出、移動環境の充実

により、魅力的でうるおいのある歩きたくなる都心が形成されるとともに、データや先

端技術の活用などにより、イノベーションが創出され、新しい価値が生まれ続けていま

す。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業

については中期実施計画で定めてまいります。 
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意見の 

概要 

地下歩行空間を拡大する際に、動く歩道を導入してほしい。 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 19「世界を引きつける魅力と活力あふれるまち」の目指す姿 1

に「「都心」では、民間投資が活発化し、新しい時代にふさわしい高次の都市機能の集積

が進んでいます。また、快適な交流・滞留空間やみどりの創出、移動環境の充実により、

魅力的でうるおいのある歩きたくなる都心が形成されるとともに、データや先端技術の

活用などにより、イノベーションが創出され、新しい価値が生まれ続けています。」を掲

げております。この観点から、行政が行う施策については戦略編で検討してまいります。 

 

意見の 

概要 

札幌駅周辺について、地上の空間をバリアフリーを取り入れた新たな空間にしてほし

い。 

札幌市の 

考え方 

バリアフリー化を進めることは重要だと考えており、まちづくりの基本目標 19「世界

を引きつける魅力と活力あふれるまち」の目指す姿 1 に「「都心」では、民間投資が活発

化し、新しい時代にふさわしい高次の都市機能の集積が進んでいます。また、快適な交

流・滞留空間やみどりの創出、移動環境の充実により、魅力的でうるおいのある歩きた

くなる都心が形成されるとともに、データや先端技術の活用などにより、イノベーション

が創出され、新しい価値が生まれ続けています。」を掲げております。この実現に向け

て、市民・企業と行政が協働していくことが必要だと考えております。 

 

意見の 

概要 

札幌市の魅力やおススメの場所を市民が自慢と感じられるように、公共部分だけで

はなく、市民や企業が協力して改善していくまちづくりをしてほしい。 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標19「世界を引きつける魅力と活力あふれるまち」の行政の取り

組むことに「札幌市の強み・魅力を更に高める都市機能の高度化や集積に向けた積極的

な誘導」、市民・企業の取り組むことに「まちづくりに関する計画の策定やエリアマネジメ

ントなどへの積極的な参加」を掲げております。行政が行う施策については戦略編で、

事業については中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

北海道新幹線の札幌延伸・開業について、在来線の廃止など大きな課題を抱えてい

ることについても、きちんとした評価をしてほしい。 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標19「世界を引きつける魅力と活力あふれるまち」の目指す姿4

に「広域交通ネットワークの充実・強化により、道内の都市や観光地を始め、国内外の地

域とのつながりが深まり、新たな交流が促進され、さっぽろ圏はもとより北海道全体の

社会経済活動が活発化しています。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う

施策については戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 
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意見の 

概要 

郊外では、50 年前の札幌五輪に、間に合わせる様に急いだ、乱開発の遺物が、多数、

放置されたままである。 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 20「都市基盤を適切に維持・更新し、最大限利活用するまち」

の目指す姿 1 に「道路、交通施設、上下水道、公園、河川、廃棄物処理施設等のインフラ

や、住宅、事務所、区役所、学校、スポーツ施設等の建築物は、老朽化のほか、必要な機

能や人口動態、地域の特性なども踏まえ、計画的な維持・保全・更新・再配置・複合化が

行われ、誰もが快適に利活用しています。」を掲げております。この実現に向けて、市民・

企業と行政が協働していくことが必要だと考えております。 

 

意見の 

概要 

より良い札幌のまちを作るため、一部の人しか利用しない施設は市営から民営化して

ほしい。好きな人しかやらないことに市営である必要はないと思う。 

子ども関係の公共施設を民間企業に運営を委託してほしい。 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 20「都市基盤を適切に維持・更新し、最大限利活用するまち」

の目指す姿 2 に「公共施設では、整備や運営・維持管理などに関する積極的な官民連携

により、市民ニーズ・社会経済情勢を捉えた多様で柔軟なサービスの提供が行われてい

ます。」を掲げております。市民ニーズを捉えたサービス提供の観点から、行政が行う施

策については戦略編で検討してまいります。 

 

意見の 

概要 

使える場所や使える空間がたくさんあるのに、ルールや使える場所と用途がわかりづ

らいので、もっとわかるようにしてほしい。 

札幌市の 

考え方 

道路空間を滞留空間として活用するなど、既存施設や空間を有効活用することは重

要だと考えており、まちづくりの基本目標 20「都市基盤を適切に維持・更新し、最大限

利活用するまち」の目指す姿 3 に「道路や広場などの都市基盤等の空間が有効に利活

用され、まちにゆとりやにぎわいが生まれています。」を掲げております。これに向けて

市民・企業と行政が協働していくことが必要だと考えております。 
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パブリックコメント 第 5 章 目指すべき都市像の実現とまちづくりの基本目標の達成に向

けて 

意見の 

概要 

持続可能な社会の実現に向けて、札幌市と札幌市以外の市町村が連携して持続性を

高めることが重要だと思う。もう少し踏み込んだ記載にしてほしい。 

札幌市の 

考え方 

持続可能な社会の実現やまちづくりの基本目標の達成に向け、札幌市と札幌市以外

の道内市町村の連携は重要であり、「第5章目指すべき都市像の実現とまちづくりの基

本目標の達成に向けて」の「北海道と共に発展する札幌市」に地域循環共生圏の形成や

札幌市の持つ集客、消費、流通の機能と道内各地域が持つ資源の結びつきにより、双方

の発展を目指す必要性について記載しております。加えて、北海道と道内市町村との連

携などは、戦略編第 3章「行財政運営の方向性」の中で、記載してまいります。 

 

意見の 

概要 

都市が自立できる仕組みで、環境課題解決や経済効果への波及につながるようにし

てほしい。 

札幌市の 

考え方 

まちづくりを進めるに当たっては、SDGｓの 17 のゴールとともに、「誰一人取り残さ

ない」という理念や「経済・社会・環境」の 3 側面の課題の統合的な解決という視点を踏

まえて取り組んでいく必要があると考えております。この観点から、行政が行う施策に

ついては戦略編で検討してまいります。 

 

パブリックコメント その他 

意見の 

概要 

市民の意見を聞く場を設けるのは良いことだと思う。 

多数の意見を引き出すための方法を今後さらに工夫してほしい。意見が反映すると、

より良いまちづくりの計画になると思う。【類似意見 38件】 

札幌市の 

考え方 

ビジョン編の策定にあたっては、パブリックコメントのほか、市民ワークショップ等を

行い、市民意見の反映に努めております。策定後も出前講座等を積極的に行い、戦略ビ

ジョンの考え方をより多くの市民のみなさまと共有してまいりたいと考えております。 

 

意見の 

概要 

滞納してる低収入者世帯の方は、差し押さえ禁止にしてほしい。 

札幌市の 

考え方 

様々な状況におかれている方でも安心して暮らせるように、各分野で必要な支援を

検討してまいります。 

 

意見の 

概要 

札幌市の施策には素晴らしいものが多くあるので、「発信」はもちろん大事だが、「知

ってもらう方法」をよく考えてほしい。 

札幌市の 

考え方 

御指摘のとおり、「第 2 次札幌市まちづくり戦略ビジョン」を市民、企業、行政などが

共通の目標として広く共有し、多様な主体が連携してまちづくりに取り組むことが重要

だと考えております。様々な手法や広報媒体を用いて、幅広い世代に対して効果的に周

知・啓発してまいります。 
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6 キッズコメント（子どもの意見）の主な意見の概要とそれに対する札幌市の考え方 

キッズコメント 全般 

意見の 

概要 

計画の内容は良いと思う。札幌市まちづくりの戦略ビジョンを広めるための広報活動

をした方が良い。【類似意見 2件】 

札幌市の 

考え方 

御指摘のとおり、「第 2 次札幌市まちづくり戦略ビジョン」を市民、企業、行政などが

共通の目標として広く共有し、多様な主体が連携してまちづくりに取り組むことが重要

だと考えております。様々な手法や広報媒体を用いて、幅広い世代に対して効果的に周

知・啓発してまいります。 

 

意見の 

概要 

平等な社会に近づくために、格差を是正する取り組みをしてほしい。【類似意見 1件】 

札幌市の 

考え方 

多様性や包摂性があり、格差なく均等に機会が得られる社会の実現を目指して、まち

づくりの重要概念の１つとして「ユニバーサル（共生）」を掲げたところです。この重要概

念に基づき、分野横断的に取り組んでいくことが必要だと考えております。この実現に

向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施計画で定めて

まいります。 

 

意見の 

概要 

第 2次札幌市まちづくり戦略ビジョンを 10年間で実現し、札幌が住みよいまちにな

ってほしい。【類似意見 11件】 

札幌市の 

考え方 

原案賛成意見 

 

キッズコメント 第 2章 札幌市の現在と将来に関する考察 

意見の 

概要 

札幌は豪雪地帯にもかかわらず、大都市で、魅力あふれるまちだと思った。スキー場

が近郊にあることも、札幌市の魅力の一つだと思う。【類似意見 3件】 

札幌市の 

考え方 

豊富な積雪量と都市機能を合わせ持つことは札幌市の魅力の一つだと考えており、

まちづくりの基本目標 13に「世界屈指のウインタースポーツシティ」、まちづくりの基本

目標 14 に「四季を通じて誰もがスポーツを楽しむことができるまち」を掲げておりま

す。この実現に向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施

計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

SDGｓのプランは 2019 年から始まったけど、その前はやっていなかったんです

か？ 

札幌市の 

考え方 

2013 年から第 1 次札幌市まちづくり戦略ビジョンにおいても、人口減少を見据え

SDGｓが掲げる持続可能なまちづくりに合致する取組を進めてまいりました。さらに、

2018年には、札幌市は内閣府からＳＤＧs未来都市に選定され、同年に札幌市 SDGs

未来都市計画を定めております。 
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キッズコメント 第 3章 目指すべき都市像とまちづくりの重要概念 

意見の 

概要 

札幌市全体で、デジタル技術を生かした取組をしてほしい。【類似意見 1件】 

札幌市の 

考え方 

デジタル技術が急速に進歩していることを踏まえ、まちづくりの重要概念の１つとし

て「スマート（快適・先端）」を掲げたところです。札幌市をより便利な街にしていくため、

この重要概念に基づき、デジタル技術を積極的に活用したまちづりを進めていくことが

必要だと考えております。この実現に向けて、行政が行う施策については戦略編で、事

業については中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

だれもが健康的に楽しく暮らし、生涯活躍できるまちにしてほしい。【類似意見 2件】 

札幌市の 

考え方 

高齢者人口の増加が予想されるとともに人生 100年時代の到来を踏まえ、まちづく

りの重要概念の１つとして「ウェルネス（健康）」を掲げたところです。この重要概念に基

づき、分野横断的に取り組んでいくことが必要だと考えております。この実現に向けて、

行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいりま

す。 

 

意見の 

概要 

SF映画みたいな未来都市にしてほしいです。 

札幌市の 

考え方 

デジタル技術が急速に進歩していることを踏まえ、まちづくりの重要概念の 1 つとし

て「スマート（快適・先端）」を掲げたところです。 

札幌市をより便利で先進的なまちにしていくため、この重要概念に基づき、デジタル

技術を積極的に活用したまちづくりを進めていくことが必要だと考えております。 

この実現に向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施

計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

みんなが快適に暮らせるまちになってほしい。【類似意見 11件】 

札幌市の 

考え方 

デジタル技術の急速な進歩を踏まえ、様々な資源を掛け合わせ、新たな価値を生み出

していくことが重要だという考えのもと、まちづくりの重要概念の１つとして「スマート

（快適・先端）」を掲げたところです。この重要概念に基づき、分野横断的に取り組んでい

くことが必要だと考えております。この実現に向けて、行政が行う施策については戦略

編で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 
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キッズコメント 第 4章 1子ども・若者 

意見の 

概要 

子どもが安心して健康に育つまちになるため、子どもや親子で色々なところに行きや

すい環境を整えてほしい。【類似意見 2件】 

子どもが室内などで安全に遊べる施設がたくさんあるとよい。【類似意見 9件】 

札幌市の 

考え方 

子育てしやすい環境づくりは重要だと考えており、まちづくりの基本目標 1 に「安心

して子どもを生み育てることができる、子育てに優しいまち」を掲げております。これに

向けて、市民・企業と行政が協働していくことが必要だと考えており、私たちが取り組む

ことを「市民・企業など」と「行政」に分けて記載しております。 

 

意見の 

概要 

子育て世代のために、経済的な支援や子育てに必要な物資の無料配布などをしてほ

しい。【類似意見 1件】 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 1 に「安心して子どもを生み育てることができる、子育てに優

しいまち」を掲げております。子育てしやすい環境づくりの観点から、行政が行う施策に

ついては、戦略編で検討してまいります。 

 

意見の 

概要 

子育て世代のために、親同士・子ども同士が触れ合えるイベントを開催してほしい。 

札幌市の 

考え方 

子育て世代の交流の場は重要だと考えており、まちづくりの基本目標 1「安心して子

どもを生み育てることができる、子育てに優しいまち」の目指す姿１に「社会全体が、妊

娠期を含めて子どもと子育てを支えています。また、子育てする人同士の交流も進んで

います。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施策については戦略編で、

事業については中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

保育園等の送迎バスを作ってほしい。 

保育園等に、スマートフォンで簡単に部屋全体を見渡せる防犯カメラの設置をしてほ

しい。 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 1「安心して子どもを生み育てることができる、子育てに優し

いまち」の目指す姿 2 に「多様なニーズに応じた保育サービスや、児童が放課後に過ご

す安全で心地よい居場所が整っています。」を掲げております。多様なニーズに沿った

保育環境の構築の観点から、行政が行う施策については戦略編で検討してまいります。 

 

意見の 

概要 

保育士不足解消のために、保育士の賃金の見直しや、労働環境の改善に取り組んで

ほしい。【類似意見 4件】 

札幌市の 

考え方 

保育人材の確保に向けた支援は重要だと考えており、まちづくりの基本目標 1「安心

して子どもを生み育てることができる、子育てに優しいまち」の目指す姿2に「多様なニ

ーズに応じた保育サービスや、児童が放課後に過ごす安全で心地よい居場所が整って

います。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施策については戦略編で、

事業については中期実施計画で定めてまいります。 
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意見の 

概要 

子どもの数に対して、保育園等が少ないと感じるので、新たに保育園等を作ってほし

い。【類似意見 5件】 

札幌市の 

考え方 

子育てしやすい環境づくりは重要だと考えており、まちづくりの基本目標 1「安心して

子どもを生み育てることができる、子育てに優しいまち」の目指す姿 2 に「多様なニー

ズに応じた保育サービスや、児童が放課後に過ごす安全で心地よい居場所が整ってい

ます。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施策については戦略編で、事

業については中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

「ただ預けるだけではなく、その後の親のベースをきちんと立て直して親子に戻して

あげる」というシステムを導入した赤ちゃんポストを設置してほしい。【類似意見 2件】 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 1「安心して子どもを生み育てることができる、子育てに優し

いまち」の目指す姿 1に「社会全体が、妊娠期を含めて子どもと子育てを支えています。

また、子育てする人同士の交流も進んでいます。」を掲げております。妊娠期を含めた支

援という観点から、行政が行う施策については、戦略編で検討してまいります。 

 

意見の 

概要 

ベビーカーで人ごみを移動する大変さを周知することで、子育て世代への気配りが

できる社会になってほしい。【類似意見 2件】 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 1「安心して子どもを生み育てることができる、子育てに優し

いまち」の目指す姿 1に「社会全体が、妊娠期を含めて子どもと子育てを支えています。

また、子育てする人同士の交流も進んでいます。」を掲げております。子育てしやすい環

境づくりの観点から、行政が行う施策については、戦略編で検討してまいります。 

 

意見の 

概要 

子育ての悩みを気軽に相談できるようにしてほしい。【類似意見 3件】 

札幌市の 

考え方 

子育ての悩みの緩和は重要だと考えており、まちづくりの基本目標 1「安心して子ど

もを生み育てることができる、子育てに優しいまち」の目指す姿 1 に「社会全体が、妊娠

期を含めて子どもと子育てを支えています。また、子育てする人同士の交流も進んでい

ます。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施策については戦略編で、事

業については中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

子どもの医療費を無料にしてほしい。【類似意見 2件】 

札幌市の 

考え方 

子どもの医療費等の負担軽減は重要だと考えており、まちづくりの基本目標 1「安心

して子どもを生み育てることができる、子育てに優しいまち」の目指す姿１に「社会全体

が、妊娠期を含めて子どもと子育てを支えています。また、子育てする人同士の交流も

進んでいます。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施策については戦略

編で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 
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意見の 

概要 

男性のための乳幼児の育て方などの教室や、男性の育児休暇が必要だと思う。 

札幌市の 

考え方 

男性が積極的に家事や育児を担うことができる環境づくりは重要だと考えており、ま

ちづくりの基本目標 1「安心して子どもを生み育てることができる、子育てに優しいま

ち」の目指す姿 3 に「ワーク・ライフ・バランスが広く定着し、性別を問わず、働きながら

安心して子育てができる環境が整っています。」を掲げております。この実現に向けて、

行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいりま

す。 

 

意見の 

概要 

いじめや差別のない平和なまちにしたい。【類似意見 9件】 

札幌市の 

考え方 

子ども一人一人が自分らしく伸び伸びと過ごし、虐待やいじめなど、権利が侵害され

る事態がないことは重要だと考えており、まちづくりの基本目標 2 に「誰一人取り残さ

れずに、子どもが伸び伸びと成長し、若者が希望を持って暮らすまち」を掲げておりま

す。これに向けて、市民・企業と行政が協働していくことが必要だと考えており、私たち

が取り組むことを「市民・企業など」と「行政」に分けて記載しております。 

 

意見の 

概要 

いじめの事や、そこからどう立ち直ったかの体験談聞く場を設けて、いじめのことを

考える機会を作ってほしい。【類似意見 1件】 

札幌市の 

考え方 

基本目標 2「誰一人取り残されずに、子どもが伸び伸びと成長し、若者が希望を持っ

て暮らすまち」の目指す姿 1 に「子どもの権利の保障が進み、子ども一人一人が自分ら

しく伸び伸びと過ごしています。また、虐待やいじめなど、権利が侵害される事態が未

然に防がれ、事態が起きても迅速かつ適切に対応しています。」を掲げております。いじ

め等の防止や相談支援の観点から、行政が行う施策については、戦略編で検討してまい

ります。 

 

意見の 

概要 

少子高齢化、貧困、DV などの問題が解決できるようにこれからの若者で頑張ってい

ける街にしたい。 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 2「誰一人取り残されずに、子どもが伸び伸びと成長し、若者

が希望を持って暮らすまち」の目指す姿 3 に「若者は、質の高い教育などを通して成長

するとともに、安心して過ごせる居場所をよりどころに社会とつながり、将来への希望

を持ちながら輝いています。」を掲げております。若者の成長と自立への支援の観点か

ら、行政が行う施策については戦略編で検討してまいります。 
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意見の 

概要 

若者が出ていかないように、もっと居心地を良くしてほしい。【類似意見 2件】 

札幌市の 

考え方 

若年層の道外流出を防ぐことは重要だと考えており、まちづくりの基本目標 2「誰一

人取り残されずに、子どもが伸び伸びと成長し、若者が希望を持って暮らすまち」の目

指す姿 3 に「若者は、質の高い教育などを通して成長するとともに、安心して過ごせる

居場所をよりどころに社会とつながり、将来への希望を持ちながら輝いています。」を

掲げております。この実現に向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業につい

ては中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

公立大学、国公立大学は少ないので、札幌から若者が出ていかないようにするため

に、大学を増やしてほしい。 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 2「誰一人取り残されずに、子どもが伸び伸びと成長し、若者

が希望を持って暮らすまち」の目指す姿 3 に「若者は、質の高い教育などを通して成長

するとともに、安心して過ごせる居場所をよりどころに社会とつながり、将来への希望

を持ちながら輝いています。」を掲げております。若者の地元定着の観点から、行政が行

う施策については戦略編で検討してまいります。 

 

意見の 

概要 

学校にクーラーを設置して、熱中症対策を強化してほしい。【類似意見 20件】 

札幌市の 

考え方 

より良い教育環境づくりは重要だと考えており、まちづくりの基本目標 3「一人一人

の良さや可能性を大切にする教育を通して、子どもが健やかに育つまち」の目指す姿 1

に「多様性が尊重された環境の下で、子どもは、自分の特性や興味・関心に応じた学び

と他の子どもとの協働的な学びなどを通して、自立に向けて成長しています。」を掲げ

ております。この実現に向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業については

中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

歌手になる夢を叶えるために、小学生だけで利用できるカラオケを作ってほしい。 

札幌市のホームページを活用して、子どもにいろいろな職業の紹介をしてほしい。そ

うすれば、子どもが大人になっても札幌に残ると思う。 

小中学生が職業体験できる場を増やしてほしい。【類似意見 4件】 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 3「一人一人の良さや可能性を大切にする教育を通して、子ど

もが健やかに育つまち」の目指す姿 3 に「地域社会での体験活動など、多様な学びの機

会が提供され、学校、家庭、地域、企業等が連携して子どもの成長を支えています。」を

掲げております。多様な学びの機会の提供の観点から、行政が行う施策については戦略

編で検討してまいります。 
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意見の 

概要 

学校で動物を飼育してほしい。【類似意見 1件】 

小学校のスクールバスを作ってほしい。 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 3に「一人一人の良さや可能性を大切にする教育を通して、子

どもが健やかに育つまち」を掲げております。教育環境の向上の観点から、行政が行う

施策については戦略編で検討してまいります。 

 

意見の 

概要 

みんなが色々な外国語を話せたら、外国人も住みやすくなると思います。 

札幌市の 

考え方 

外国語を含めて子どもの可能性を引き出す学びの提供は重要だと考えており、まち

づくりの基本目標 3「一人一人の良さや可能性を大切にする教育を通して、子どもが健

やかに育つまち」の目指す姿 1 に「多様性が尊重された環境の下で、子どもは、自分の

特性や興味・関心に応じた学びと他の子どもとの協働的な学びなどを通して、自立に向

けて成長しています。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施策について

は戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

「算数にーごープロジェクト」の授業が分かりづらいので、改善してほしい。【類似意見

1件】 

札幌市の 

考え方 

基本目標 3「一人一人の良さや可能性を大切にする教育を通して、子どもが健やかに

育つまち」を掲げております。きめ細かな指導体制の整備という観点から、行政が行う

施策については、戦略編で検討してまいります。 

 

意見の 

概要 

札幌市の偏差値が全国より低いことが分かったので、偏差値の高い都市を見習い、

落ち着いて学習ができる環境づくりや放課後に少人数での勉強会ひらいてはどうか。

【類似意見 1件】 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 3に「一人一人の良さや可能性を大切にする教育を通して、子

どもが健やかに育つまち」を掲げております。教育環境の向上の観点から、行政が行う

施策については戦略編で検討してまいります。 

 

意見の 

概要 

小学生の負担を減らし、未来のための学習をよりよくするために、全ての教科書をデ

ジタル化してほしい。 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 3「一人一人の良さや可能性を大切にする教育を通して、子ど

もが健やかに育つまち」の私たちが取り組むことに「ICT 機器やデジタル教材の整備と

効果的な活用」を掲げております。教育環境の向上の観点から、行政が行う施策につい

ては戦略編で検討してまいります。 

 

  



キッズコメント 第 4章 1子ども・若者 

54 

 

意見の 

概要 

学校の授業を減らし、運動や遊びの時間を増やしてほしい。【類似意見 1件】 

副担任を作るなどして、担任が休んだ時でもしっかりと対応してほしい。 

学校の設備を整えてほしい。（グラウンドの遊具の増設、プールを温水プールにする

等）【類似意見 4件】 

校則を見直してほしい。（小学校でのシャープペンシル禁止等）【類似意見 2件】 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 3に「一人一人の良さや可能性を大切にする教育を通して、子

どもが健やかに育つまち」を掲げております。教育環境の向上の観点から、行政が行う

施策については戦略編で検討してまいります。 

 

意見の 

概要 

友達 1人 1人の意見を大事にするようにしたい。【類似意見 4件】 

札幌市の 

考え方 

基本目標 3「一人一人の良さや可能性を大切にする教育を通して、子どもが健やかに

育つまち」の目指す姿 1 に「多様性が尊重された環境の下で、子どもは、自分の特性や

興味・関心に応じた学びと他の子どもとの協働的な学びなどを通して、自立に向けて成

長しています。」を掲げております。協働的な学びの提供の観点から、行政が行う施策に

ついては、戦略編で検討してまいります。 

 

意見の 

概要 

体が不自由な人などの学校を、普通の学校と統合してほしい。 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 3に「一人一人の良さや可能性を大切にする教育を通して、子

どもが健やかに育つまち」を掲げております。子どもの多様性の尊重の観点から、行政

が行う施策については戦略編で検討してまいります。 

 

意見の 

概要 

学校で整列するときの男女分けを見直してほしい。学校生活で必要な時以外は男女

を分けないでほしい。 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 3「一人一人の良さや可能性を大切にする教育を通して、子ど

もが健やかに育つまち」の目指す姿 1 に「多様性が尊重された環境の下で、子どもは、

自分の特性や興味・関心に応じた学びと他の子どもとの協働的な学びなどを通して、自

立に向けて成長しています。」を掲げております。子どもの多様性の尊重の観点から、行

政が行う施策については戦略編で検討してまいります。 
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キッズコメント 第 4章 2生活・暮らし 

意見の 

概要 

たばこは、吸っている本人と、副流煙で周りの人の健康も害する。たばこの販売を中

止してほしい。【類似意見 3件】 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 4「誰もが健康的に暮らし、生涯活躍できるまち」の目指す姿 1

に「あらゆる世代の市民や企業の健康への意識が高まり、健康づくりや介護予防の取組

などに積極的に参加することで、誰もが生涯元気に過ごしています。」を掲げておりま

す。受動喫煙対策や禁煙支援の推進は重要だと考えており、行政が行う施策については

戦略編で検討してまいります。 

 

意見の 

概要 

お店の中や道（住宅街）などに喫煙所を造ればいいと思う。副流煙を防ぐことができ

る。 

札幌市の 

考え方 

受動喫煙対策の推進は重要だと考えており、まちづくりの基本目標 4「誰もが健康的

に暮らし、生涯活躍できるまち」の目指す姿 1 に「あらゆる世代の市民や企業の健康へ

の意識が高まり、健康づくりや介護予防の取組などに積極的に参加することで、誰もが

生涯元気に過ごしています。」を掲げております。今後、行政が行う施策については戦略

編で検討してまいります。 

 

意見の 

概要 

図書館の開放日をもっと増やしてほしい。 

図書館を増やしてほしい。 

図書館の本を増やしてほしい。 

札幌市の 

考え方 

図書館の機能を充実させていくことは重要だと考えており、まちづくりの基本目標 4

「誰もが健康的に暮らし、生涯活躍できるまち」の目指す姿 2 に「誰もが生涯にわたって

学び、また、学び直しをすることができ、その成果が日々の生活はもとより、まちづくり

活動や仕事、ボランティア活動などに生かされています。」を掲げております。この実現

に向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施計画で定め

てまいります。 

 

意見の 

概要 

お年寄りの人の学校を作ってほしい。 

札幌市の 

考え方 

高齢者の学びや学び直しの機会を充実させていくことは重要だと考えており、まちづ

くりの基本目標 4「誰もが健康的に暮らし、生涯活躍できるまち」の目指す姿 2 に「誰も

が生涯にわたって学び、また、学び直しをすることができ、その成果が日々の生活はも

とより、まちづくり活動や仕事、ボランティア活動などに生かされています。」を掲げて

おります。この実現に向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業については中

期実施計画で定めてまいります。 
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意見の 

概要 

10年後、障がい者の人たちや病気を抱えている人まで楽しめるまちにしてほしい。 

札幌市の 

考え方 

誰もが生涯にわたって学び活躍できることは重要だと考えており、まちづくりの基本

目標4「誰もが健康的に暮らし、生涯活躍できるまち」の目指す姿2に「誰もが生涯にわ

たって学び、また、学び直しをすることができ、その成果が日々の生活はもとより、まち

づくり活動や仕事、ボランティア活動などに生かされています。」を掲げております。こ

の実現に向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施計画

で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

介護の人手不足解消のため、人間型ロボットを開発してほしい。 

札幌市の 

考え方 

介護分野の人手不足の解消は重要だと考えており、まちづくりの基本目標 5「生活し

やすく住みよいまち」の目指す姿 1 に「多様なニーズに応じた住まいが確保されている

とともに、在宅医療や身近なかかりつけ医が普及しているなど、医療体制が整い、支援

を要する方とその家族は、医療・介護・福祉の連携の下、適切な支援を受けています。」

を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業につ

いては中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

冬の間、他の県よりガソリンや暖房のお金がかかるので、これらの料金を数％安くし

てほしい。 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 5「生活しやすく住みよいまち」の目指す姿 1に「多様なニーズ

に応じた住まいが確保されているとともに、在宅医療や身近なかかりつけ医が普及し

ているなど、医療体制が整い、支援を要する方とその家族は、医療・介護・福祉の連携の

下、適切な支援を受けています。」を掲げております。生活への福祉的な支援の観点か

ら、行政が行う施策については戦略編で検討してまいります。 

 

意見の 

概要 

札幌の家賃を下げてほしい。 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 5「生活しやすく住みよいまち」の目指す姿 1に「多様なニーズ

に応じた住まいが確保されているとともに、在宅医療や身近なかかりつけ医が普及し

ているなど、医療体制が整い、支援を要する方とその家族は、医療・介護・福祉の連携の

下、適切な支援を受けています。」を掲げております。多様なニーズに応じた住まいの確

保の観点から、行政が行う施策について戦略編で検討してまいります。 
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意見の 

概要 

障がいのある方や高齢者などのために、まちのバリアフリー化を進めてほしい。(ユニ

バーサルデザインの導入、車いす対応トイレの設置、スロープの設置等）【類似意見 18

件】 

障がいのある方や高齢者などのために、商業施設のバリアフリー化を進めてほしい。

(車いす対応トイレの設置、スロープの設置等）【類似意見 6件】 

学校にも様々な人に対応できるような、バリアフリーを導入してほしい。【類似意見 5

件】 

高齢者が歩きやすいように、家に手すりをつけてほしい。 

札幌市の 

考え方 

バリアフリー化の推進は重要だと考えており、まちづくりの基本目標 5「生活しやすく

住みよいまち」の目指す姿 2 に「建物や道路などのバリアフリー化やユニバーサルデザ

インの導入が進み、誰もが円滑に移動することができ、快適に利用できる環境が整って

います。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施策については戦略編で、

事業については中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

点字ブロックの設置と、破損している点字ブロックの整備に取り組んでほしい。【類似

意見 8件】 

まちの信号機で、体が不自由で渡るのに時間がかかる人のためのボタンを増やして

ほしい。信号機の音声案内機能も付けてほしい。【類似意見 11件】 

札幌市の 

考え方 

誰もが円滑に移動することができる環境の整備は重要だと考えており、まちづくりの

基本目標 5「生活しやすく住みよいまち」の目指す姿 2に「建物や道路などのバリアフリ

ー化やユニバーサルデザインの導入が進み、誰もが円滑に移動することができ、快適に

利用できる環境が整っています。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施

策については戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

障がい者や、高齢者向けの案内表を増やしてほしい。（点字表記等）【類似意見 1件】 

札幌市の 

考え方 

障がいのある方や高齢者にも配慮した案内サインの充実は重要だと考えており、まち

づくりの基本目標5「生活しやすく住みよいまち」の目指す姿2に「建物や道路などのバ

リアフリー化やユニバーサルデザインの導入が進み、誰もが円滑に移動することがで

き、快適に利用できる環境が整っています。」を掲げております。この実現に向けて、行

政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 
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意見の 

概要 

通勤通学の時間帯に、車いすなどの優先者専用の車両を作ってほしい。 

札幌市の 

考え方 

誰もが円滑に移動することができる環境の整備は重要だと考えており、まちづくりの

基本目標 5「生活しやすく住みよいまち」の目指す姿 2に「建物や道路などのバリアフリ

ー化やユニバーサルデザインの導入が進み、誰もが円滑に移動することができ、快適に

利用できる環境が整っています。」を掲げております。札幌市の交通局では、高齢者やお

体の不自由な方等の「優先席」ではなく、「専用席」を設けているところです。目指す姿の

実現に向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施計画で

定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

通販の際、北海道は他の県より送料が多くかかってしまう。他の県と同等にしてほし

い。【類似意見 2件】 

本の発売日を本州と揃えてほしい。 

札幌市の 

考え方 

デジタル化の進展による市民生活の向上は重要だと考えており、まちづくりの基本目

標5「生活しやすく住みよいまち」の目指す姿3に「誰もが申請や相談等の手続をオンラ

インで完結することができるなど、社会のデジタル化が進むことにより、官民によるサ

ービスの利便性が高まり、市民生活の質が向上しています」を掲げております。行政が

行う施策については、戦略編で検討してまいります。 

 

意見の 

概要 

パソコンを使える人を増やしてほしい。 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標5「生活しやすく住みよいまち」の目指す姿 3に「誰もが申請や

相談等の手続をオンラインで完結することができるなど、社会のデジタル化が進むこと

により、官民によるサービスの利便性が高まり、市民生活の質が向上しています。」を掲

げております。また、私たちが取り組むことの行政に「デジタル格差の是正」を位置付け

ており、パソコンやスマートフォンなどのデジタル機器を使える人を増やし、誰もが便利

さを感じられるように、デジタル機器に不慣れな人を支援していくことにも取り組んで

いきます。行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施計画で定め

てまいります。 

 

意見の 

概要 

1年中過ごしやすいようにしてほしい。 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 5 に「生活しやすく住みよいまち」を掲げており、これに向け

て、市民・企業と行政が協働していくことが必要だと考えております。行政が行う施策に

ついては、戦略編で検討してまいります。 
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意見の 

概要 

住んでよかったと思えるようなまちのサービスを増やしてほしい。 

札幌市の 

考え方 

官民による市民サービスの利便性向上は重要だと考えており、まちづくりの基本目標

5「生活しやすく住みよいまち」の目指す姿 3 に「誰もが申請や相談等の手続をオンライ

ンで完結することができるなど、社会のデジタル化が進むことにより、官民によるサー

ビスの利便性が高まり、市民生活の質が向上しています。」を掲げております。また、私

たちが取り組むことの行政に「デジタル格差の是正」を位置付けています。この実現に

向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施計画で定めて

まいります。 

 

意見の 

概要 

免許を持たない高齢者が便利になるように、バス停を増やしてほしい。 

札幌市の 

考え方 

地域特性に応じた交通環境の維持・確保は重要だと考えており、まちづくりの基本目

標 5「生活しやすく住みよいまち」の目指す姿 4 に「市民・企業・行政の連携やＩＣＴの活

用などにより、市民の多様な暮らしを支える交通環境が保たれているとともに、持続可

能な除排雪体制の下で冬期の道路環境が確保されています。」を掲げております。ま

た、私たちが取り組むことの市民・企業などに「地域住民・交通事業者・行政の協働によ

る公共交通の維持」を位置付けており、行政が行う施策については戦略編で検討してま

いります。 

 

意見の 

概要 

除排雪に力を入れてほしい。除排雪が適切にされないと、道路・歩道の見通しが悪く

なり、危険である。除排雪の人件費をあげたり、雪かきボランティア活動を進めたりし

て、人員を確保してほしい。また、雪捨て場の確保や、融雪する仕組みを取り入れるな

ど、大雪に対処できるよう準備をしてほしい。【類似意見 65件】 

札幌市の 

考え方 

市民生活や経済活動を支える冬期の道路環境を確保していくことは重要だと考えて

おり、まちづくりの基本目標 5「生活しやすく住みよいまち」の目指す姿 4 に「市民・企

業・行政の連携やＩＣＴの活用などにより、市民の多様な暮らしを支える交通環境が保た

れているとともに、持続可能な除排雪体制の下で冬期の道路環境が確保されていま

す。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業

については中期実施計画で定めてまいります。 

なお、令和 3 年度の冬期のような大雪にも対応できるよう検討を進めているところ

です。 
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意見の 

概要 

雪上での転倒事故を減らすための呼びかけや対策をしてほしい。 

札幌市の 

考え方 

凍結路面への対策は重要だと考えており、まちづくりの基本目標 5「生活しやすく住

みよいまち」の目指す姿 4 に「市民・企業・行政の連携やＩＣＴの活用などにより、市民の

多様な暮らしを支える交通環境が保たれているとともに、持続可能な除排雪体制の下

で冬期の道路環境が確保されています。」を掲げております。この実現に向けて、行政が

行う施策については戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 

なお、転倒防止事故低減のため、砂箱設置や砂散布強化を行っているところです。 

 

意見の 

概要 

除雪作業中の事故をなくすため、対策をとってほしい。【類似意見 1件】 

札幌市の 

考え方 

札幌市が発注している除雪作業の安全対策は重要だと考えており、まちづくりの基

本目標 5「生活しやすく住みよいまち」の目指す姿 4 に「市民・企業・行政の連携やＩＣＴ

の活用などにより、市民の多様な暮らしを支える交通環境が保たれているとともに、持

続可能な除排雪体制の下で冬期の道路環境が確保されています。」を掲げております。 

この実現に向けて、行政が行う施策については戦略編で検討してまいります。 

 

意見の 

概要 

夜中の除雪をもっと静かにしてほしい。【類似意見 1件】 

大雪による交通障害を防ぐため、札幌の道路・歩道をロードヒーティングにしてほし

い。【類似意見 1件】 

札幌市の 

考え方 

市民生活や経済活動を支える冬期の道路環境を確保していくことは重要だと考えて

おり、まちづくりの基本目標 5「生活しやすく住みよいまち」の目指す姿 4 に「市民・企

業・行政の連携やＩＣＴの活用などにより、市民の多様な暮らしを支える交通環境が保た

れているとともに、持続可能な除排雪体制の下で冬期の道路環境が確保されていま

す。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施策については、戦略編で検討

してまいります。 

 

意見の 

概要 

屋根からの落雪による事故を防止するために、落雪防止のための金具の設置を義務

づけるべきだ。 

札幌市の 

考え方 

札幌市では、札幌市建築基準法施行条例において、氷雪の落下により他に危害を与

えるおそれのあるときは、雪止めの設置その他の当該危害を防止するため有効な措置

を講じなければならないことを定めております。 

屋根からの落雪による事故の防止は重要なものと考えており、今後も周知啓発に努

めてまいります。 
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キッズコメント 第 4章 3地域 

意見の 

概要 

お互いの個性を認め合い、差別のないまちにしたい。みんなが助け合うまちになって

ほしい。【類似意見 41件】 

札幌市の 

考え方 

誰もがお互いの個性を認め合うまちにしていくことは重要だと考えており、まちづく

りの基本目標6「互いに認め合い、支え合うまち」の目指す姿 1に「年齢・性別・障がいの

有無・国籍・民族・宗教・文化などの違いを互いに認め合い、尊重し合う、平和で包摂的

な社会となっています」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施策につい

ては戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

アイヌの人の暮らしや文化を知れる施設や、アイヌの人が作った製品を売る施設をも

っと作ってほしい。 

札幌市の 

考え方 

文化の違いを認め合い、学び合うことは重要だと考えており、まちづくりの基本目標

6「互いに認め合い、支え合うまち」の目指す姿 1に「年齢・性別・障がいの有無・国籍・民

族・宗教・文化などの違いを互いに認め合い、尊重し合う、平和で包摂的な社会になって

います。」を掲げております。行政が行う施策については戦略編で、事業については中期

実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

今後、「非核三原則」の他にも、なにか平和主義に関連のある法律を制定してほしい。 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 6「互いに認め合い、支え合うまち」に目指す姿 1 に「年齢・性

別・障がいの有無・国籍・民族・宗教・文化などの違いを互いに認め合い、尊重し合う、平

和で包摂的な社会となっています。」を掲げております。平和の尊さの浸透の観点から、

行政が行う施策については戦略編で検討してまいります。 

 

意見の 

概要 

お年寄りがゆっくりできる場所を増やす。 

札幌市の 

考え方 

高齢者の交流・市民の交流を促進していくことは重要だと考えており、まちづくりの

基本目標6「互いに認め合い、支え合うまち」の目指す姿2に「世代や国籍を超えた交流

や趣味を通じた交流などにより、市民のつながりが深まり、相互の信頼や協力が得られ

る社会が形成されています。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施策に

ついては戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

今問題になっていることをみんなに知ってもう為に、ポスターにして地下鉄に張り出

してほしい。【類似意見 1件】 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 7「誰もがまちづくり活動に参加でき、コミュニティを育むま

ち」の目指す姿 2 に「誰もが市政を身近なものに感じ、計画の立案段階などから積極的

に参加しています。」を掲げております。市政の積極的な情報発信の観点から、行政が行

う施策については戦略編で検討してまいります。 
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意見の 

概要 

多世代交流ができる施設や機会を作ってほしい。どんな人も参加しやすいように、情

報発信の方法を工夫してほしい。（花を植える活動や、ゴミ拾い活動などの）運動不足を

解消できるようなイベントがあれば、健康にも良い効果をもたらすと思う。また、交流施

設はあらゆる世代が学習できる施設にすると、生涯活躍できる人材を育成することが

できる。【類似意見 32件】 

札幌市の 

考え方 

多世代交流の促進は重要だと考えており、まちづくりの基本目標 6「互いに認め合

い、支え合うまち」の目指す姿 2 に「世代や国籍を超えた交流や趣味を通じた交流など

により、市民のつながりが深まり、相互の信頼や協力が得られる社会が形成されていま

す。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業

については中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

LGBTQ+の人たちでも安心して生活できる施設や取り組みを作ってほしい。【類似

意見 3件】 

札幌市の 

考え方 

性的マイノリティの方々が安心して生活できる共生社会を実現していくことは重要だ

と考えており、まちづくりの基本目標 6「互いに認め合い、支え合うまち」の目指す姿 1

に「年齢・性別・障がいの有無・国籍・民族・宗教・文化などの違いを互いに認め合い、尊

重し合う、平和で包摂的な社会となっています」を掲げております。この実現に向けて、

行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいりま

す。 

 

意見の 

概要 

2030 年のオリンピック・パラリンピック開催、新幹線の延伸により外国人が札幌に

たくさん来るようになると思う。外国との交流を増やしてほしい。【類似意見 2件】 

札幌市の 

考え方 

国籍を超えた交流は重要だと考えており、まちづくりの基本目標 6「互いに認め合

い、支え合うまち」の目指す姿 2 に「世代や国籍を超えた交流や趣味を通じた交流など

により、市民のつながりが深まり、相互の信頼や協力が得られる社会が形成されていま

す」を掲げております。行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施

計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

近所の人と積極的に話したり助け合ったりして、仲良く暮らしやすい街になってほし

い。【類似意見 8件】 

札幌市の 

考え方 

地域意識の希薄化が進んでいる中で、市民の交流を促進していくことは重要だと考

えており、まちづくりの基本目標6「互いに認め合い、支え合うまち」の目指す姿2に「世

代や国籍を超えた交流や趣味を通じた交流などにより、市民のつながりが深まり、相互

の信頼や協力が得られる社会が形成されています。」を掲げております。この実現に向

けて、行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施計画で定めてま

いります。 
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意見の 

概要 

まちづくりについて、知らない人と話すのは、勉強になるし楽しいので、参加したい。 

札幌市の 

考え方 

まちづくり活動の促進は重要だと考えており、まちづくりの基本目標 7「誰もがまち

づくり活動に参加でき、コミュニティを育むまち」の目指す姿 1 に「誰もが自身のライフ

スタイルに合わせながらまちづくり活動に参加し、支え合いながら地域の課題を解決し

ています。また、区役所やまちづくりセンターが拠点となり、様々な活動が推進されてい

ます。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施策については戦略編で、事

業については中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

ボランティア活動などを活発にしてほしい。【類似意見 10件】 

札幌市の 

考え方 

ボランティア活動の活性化は重要だと考えており、まちづくりの基本目標 7「誰もが

まちづくり活動に参加でき、コミュニティを育むまち」の目指す姿 1 に「誰もが自身のラ

イフスタイルに合わせながらまちづくり活動に参加し、支え合いながら地域の課題を解

決しています。また、区役所やまちづくりセンターが拠点となり、様々な活動が推進され

ています。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施策については戦略編

で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

募金活動をして、集まったお金を子どもや高齢者に使ってほしい。【類似意見 4件】 

札幌市の 

考え方 

寄付文化の醸成は重要だと考えており、まちづくりの基本目標 7「誰もがまちづくり

活動に参加でき、コミュニティを育むまち」の目指す姿 1 に「誰もが自身のライフスタイ

ルに合わせながらまちづくり活動に参加し、支え合いながら地域の課題を解決していま

す。また、区役所やまちづくりセンターが拠点となり、様々な活動が推進されていま

す。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業

については中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

住みやすいまちにするためには、一人一人の意見を反映させることが大切だと思う。

子どもから大人まで、意見を言いやすいような機会や施設を設けるべきだ。【類似意見

6件】 

札幌市の 

考え方 

市政に意見を述べやすい環境づくりは重要だと考えており、まちづくりの基本目標 7

「誰もがまちづくり活動に参加でき、コミュニティを育むまち」の目指す姿 2 に「誰もが

市政を身近なものに感じ、計画の立案段階などから積極的に参加しています。」を掲げ

ております。この実現に向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業については

中期実施計画で定めてまいります。 
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キッズコメント 第 4章 4安全・安心 

意見の 

概要 

皆が安全に過ごせるようにしているのがすごいと思いました。【類似意見 1件】 

札幌市の 

考え方 

安全・安心なまちづくりは重要だと考えており、基本目標 8に「誰もが災害に備え、迅

速に回復し、復興できるまち」、基本目標 9 に「日常の安全が保たれたまち」を掲げてお

ります。この実現に向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業については中期

実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

新型コロナウイルス感染症対策を、その感染状況に応じて効果的に取り組んでほし

い。感染拡大を抑えることに取り組むと同時に、コロナウイルスによって大きく影響を受

けた業種への支援や、通常の生活に戻るための取り組みも進めてほしい。【類似意見 8

件】 

札幌市の 

考え方 

感染症への対策は重要だと考えており、まちづくりの基本目標 8「誰もが災害に備

え、迅速に回復し、復興できるまち」の目指す姿 1 に「地震災害や風水害・雪害といった

自然災害や感染症の感染拡大などが起きても、生活や経済への影響を最小化するとと

もに、感染症の感染拡大を早期に抑えることができています。」を掲げております。この

実現に向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施計画で

定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

地震などの災害に備えて、都市基盤の点検の頻度を増やすなど丈夫で安全な都市に

してほしい。 

札幌市の 

考え方 

災害に備えていくことは重要だと考えており、まちづくりの基本目標 8「誰もが災害

に備え、迅速に回復し、復興できるまち」の目指す姿 1 に「地震災害や風水害・雪害とい

った自然災害や感染症の感染拡大などが起きても、生活や経済への影響を最小化する

とともに、感染症の感染拡大を早期に抑えることができています。」を掲げております。

この実現に向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施計

画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

公衆電話をもう少し増やしてほしい。 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 8「誰もが災害に備え、迅速に回復し、復興できるまち」の目指

す姿 1に「地震災害や風水害・雪害といった自然災害や感染症の感染拡大などが起きて

も、生活や経済への影響を最小化するとともに、感染症の感染拡大を早期に抑えること

ができています。」を掲げております。行政が行う施策について戦略編で検討してまい

ります。 
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意見の 

概要 

災害が起こったときに、女性や子どもが安心して避難できる施設を作ってほしい。 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 8「誰もが災害に備え、迅速に回復し、復興できるまち」の目指

す姿2に「災害時や感染症の感染拡大時においても、誰もが安心して医療や介護を受け

ることができています。また、一人で避難することが難しい方への細かな配慮がなされ

ているなど、被災者の安全が確保されているとともに、復旧復興に向けて誰一人取り残

さずに市民に寄り添った支援が行われています。」を掲げております。また、私たちが取

り組むことの行政に「避難所運営体制の整備や備蓄物資の確保」を位置付けておりま

す。行政が行う施策については、戦略編で検討してまいります。 

 

意見の 

概要 

町内会に入る人を増やすことなどにより、地域でのつながりを今よりも増やして災害

のときに助け合える関係をつくっていった方がいいと思う。 

札幌市の 

考え方 

地域の防災力の向上は重要だと考えており、まちづくりの基本目標 8「誰もが災害に

備え、迅速に回復し、復興できるまち」の目指す姿 3 に「防災への意識が向上し、誰もが

冬季の災害も想定した備えを行っています。また、有事の際には一人一人が主体的に行

動し、協力し合うなど、地域の防災力が高まっています。」を掲げております。この実現

に向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施計画で定め

てまいります。 

 

意見の 

概要 

防災意識を高めるために、防災グッズを配って欲しい。【類似意見 1件】 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 8「誰もが災害に備え、迅速に回復し、復興できるまち」の目指

す姿 3 に「防災への意識が向上し、誰もが冬季の災害も想定した備えを行っています。

また、有事の際には一人一人が主体的に行動し、協力し合うなど、地域の防災力が高ま

っています。」を掲げております。防災意識の向上の観点から、行政が行う施策について

戦略編で検討してまいります。 

 

意見の 

概要 

市民一人一人が災害に備えるように、防災教育を行ってほしい。防災マップの周知

や、災害を想定した訓練を実施するべきだ。【類似意見 5件】 

札幌市の 

考え方 

防災意識の向上は重要だと考えており、まちづくりの基本目標 8「誰もが災害に備

え、迅速に回復し、復興できるまち」の目指す姿 3 に「防災への意識が向上し、誰もが冬

季の災害も想定した備えを行っています。また、有事の際には一人一人が主体的に行動

し、協力し合うなど、地域の防災力が高まっています。」を掲げております。この実現に

向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施計画で定めて

まいります。 
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意見の 

概要 

防犯のため、防犯カメラの設置、電灯の増設などをしてほしい。【類似意見 13件】 

自販機の落書きが多い地域があるのでどうにかしたい。 

犯罪のない安全・安心なまちになってほしい。【類似意見 22件】 

家の近くの地下歩道など、薄暗いし、ごみなども落ちていてこわいと思う所が何カ所

もあるので、見回りをしてほしい。 

札幌市の 

考え方 

犯罪の未然防止は重要だと考えており、まちづくりの基本目標 9「日常の安全が保た

れたまち」の目指す姿 1 に「犯罪や消費生活に関するトラブルの発生が未然に防止され

ています。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施策については戦略編

で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

街の治安を良くするために、交番を増やしてほしい。【類似意見 1件】 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 9「日常の安全が保たれたまち」の目指す姿 1 に「犯罪や消費

生活に関するトラブルの発生が未然に防止されています。」を掲げております。治安の

向上の観点から、行政が行う施策について戦略編で検討してまいります。 

 

意見の 

概要 

AEDをたくさん設置して欲しい。 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 9「日常の安全が保たれたまち」の目指す姿 2 に「強じんな消

防・救急体制が構築され、市民の安全・安心が守られています。」を掲げており、これに

向けて、市民・企業と行政が協働していくことが必要だと考えております。 

市有施設においては、現在 733施設に計 850台を設置しております。また、その他

の施設については、AED の設置が推奨される施設の管理者様に、導入をご検討いただ

くようお願いをしているところです。 

 

意見の 

概要 

駐輪禁止のところに停める自転車を減らし、街の雰囲気を良くしてほしい。安全に歩

くためにも、街中に駐輪場を増やしてほしい。【類似意見 2件】 

札幌市の 

考え方 

札幌市では、歩行者の安全な通行の確保と、まちの景観向上の観点から、都心部や駅

周辺の放置自転車の多い場所を放置禁止区域に指定して、歩道などに停められた自転

車を撤去する取組を行っています。 

また、自転車利用者が多くても停める場所が少ない地域には、駐輪場の整備も進め

ており、都心部では、今年 4 月に西 2 丁目線地下駐輪場がオープンし、来春以降には、

南 2西 3地下駐輪場がオープンする予定です。 

このように、駐輪対策の推進は重要だと考えており、まちづくりの基本目標9「日常の

安全が保たれたまち」の目指す姿 3 に「交通ルールや自転車マナーが遵守され、事故の

少ない安全な交通環境が実現しています。」を掲げております。この実現に向けて、行政

が行う施策については戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 
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意見の 

概要 

自転車専用の通行レーンを作れば、歩行者、自動車、自転車が安全に移動することが

できる。【類似意見 3件】 

札幌市の 

考え方 

札幌市では、社会実験の実施や関係事業者との協議を経て、平成30年3月に、自転

車通行空間の整備形態、整備路線、整備の進め方等を『札幌都心部 自転車通行位置の

明確化の取り組み』としてまとめました。 

これを基に、自転車専用レーンではなく、矢羽根型路面表示（自転車と自動車が車道

を共有）を設置することで、歩行者、自転車及び自動車の安全な通行環境の実現を図っ

ております。 

また、都心部以外についても、自転車の乗り入れ台数や事故件数の多い駅周辺など

について、矢羽根型路面表示の導入を検討しております。 

このように、安全な交通環境を整えていくことは重要だと考えております。駐輪対策

の推進は重要だと考えており、まちづくりの基本目標 9「日常の安全が保たれたまち」

の目指す姿 3 に「交通ルールや自転車マナーが遵守され、事故の少ない安全な交通環

境が実現しています。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施策について

は戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

交通ルールが守られ、交通事故の少ないまちになってほしい。札幌は冬の気候が原因

で事故が起きることもあるので、雪の事故の防止策などを周知してほしい。【類似意見

18件】 

札幌市の 

考え方 

交通事故の防止は重要だと考えており、まちづくりの基本目標 9「日常の安全が保た

れたまち」の目指す姿 3 に「交通ルールや自転車マナーが遵守され、事故の少ない安全

な交通環境が実現しています。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施策

については戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

高齢ドライバーによる事故防止対策推進に力を入れてほしい。【類似意見 1件】 

札幌市の 

考え方 

高齢ドライバーによる交通事故の防止の取組は重要だと考えており、まちづくりの基

本目標 9「日常の安全が保たれたまち」の目指す姿 3 に「交通ルールや自転車マナーが

遵守され、事故の少ない安全な交通環境が実現しています。」を掲げております。この実

現に向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施計画で定

めてまいります。 

 

意見の 

概要 

信号を整備してほしい。（信号機のない箇所への設置、渡るのに時間がかかる人のた

めの青信号の秒数延長機能、信号の色を見やすくする等）【類似意見 4件】 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 9「日常の安全が保たれたまち」の目指す姿 3 に「交通ルール

や自転車マナーが遵守され、事故の少ない安全な交通環境が実現しています。」を掲げ

ております。事故の少ない安全な交通環境の整備の観点から、行政が行う施策について

戦略編で検討してまいります。 
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意見の 

概要 

自転車に乗る時のルールの徹底をして安全な街にしてほしい。 

札幌市の 

考え方 

交通ルールや自転車マナーの理解の促進は重要だと考えており、まちづくりの基本目

標 9「日常の安全が保たれたまち」の目指す姿 3 に「交通ルールや自転車マナーが遵守

され、事故の少ない安全な交通環境が実現しています。」を掲げております。この実現に

向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施計画で定めて

まいります。 

 

意見の 

概要 

歩行者との交通事故を起こさないために、空を飛ぶ車の開発を進めてほしい。 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 9「日常の安全が保たれたまち」の目指す姿 3 に「交通ルール

や自転車マナーが遵守され、事故の少ない安全な交通環境が実現しています。」を掲げ

ております。交通事故防止の観点から、行政が行う施策について戦略編で検討してまい

ります。 
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キッズコメント 第 4章 5経済 

意見の 

概要 

新たな観光スポット・レジャー施設を作ってほしい。札幌の冷涼な気候等、札幌ならで

はの魅力ある施設が観光客を集めると思う。【類似意見 26件】 

観光客を惹きつける、札幌ならではのイベントを頻繁に開催してほしい。札幌は公共

交通機関が整備されていることが強みの一つなので、地下鉄等で行ける場所で開催す

ると良いと思う。【類似意見 16件】 

札幌市の 

考え方 

札幌市の強みを生かした観光産業の発展は重要だと考えており、まちづくりの基本

目標 10「強みを生かした産業が北海道の経済をけん引しているまち」の行政の取り組

むことに「観光コンテンツの創出への支援」を掲げております。行政が行う施策について

は戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

2030 年、札幌にオリンピック・パラリンピックの誘致が成功した場合、国内のグルメ

を食べられるイベントを行い、日本の食文化を世界に知ってもらいたい。 

札幌市の 

考え方 

札幌市の強みを生かした観光産業の発展は重要だと考えており、まちづくりの基本

目標 10「強みを生かした産業が北海道の経済をけん引しているまち」の行政の取り組

むことに「食の魅力を活用した都市ブランドの強化」を掲げております。行政が行う施策

については戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

外国からの観光客のために、自動翻訳機の配布や、観光地の外国語表記を充実させ

てほしい。【類似意見 2件】 

札幌市の 

考え方 

観光客の受け入れ環境の整備は重要だと考えており、まちづくりの基本目標 10「強

みを生かした産業が北海道の経済をけん引しているまち」の行政の取り組むことにこの

ことを掲げております。行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施

計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

北海道の産業のすごさを、道内外にアピールしてほしい。 

札幌市の 

考え方 

北海道、札幌市の強みである産業が道内外から投資や人を呼び込み、北海道の経済

が発展していくことは重要だと考えており、まちづくりの基本目標 10に「強みを生かし

た産業が北海道の経済をけん引しているまち」を掲げております。行政が行う施策につ

いては戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

札幌独自の技術や特産物の育成に力を入れてほしい。【類似意見 1件】 

札幌市の 

考え方 

札幌市の強みとなる産業の育成は重要だと考えており、まちづくりの基本目標 10に

「強みを生かした産業が北海道の経済をけん引しているまち」を掲げております。行政が

行う施策については戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 
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意見の 

概要 

道産食品だけを使う飲食店や、道産品のみを販売するお店を出し、地産地消で道内

の経済を回してほしい。【類似意見 7件】 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 10「強みを生かした産業が北海道の経済をけん引しているま

ち」の市民・企業の取り組むことに「地元の食の魅力の再発見と地産地消の推進」を掲げ

ており、また、行政の取り組むことに「食の魅力を活用した都市ブランドの強化」を掲げ

ております。行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施計画で定め

てまいります。 

 

意見の 

概要 

農業を体験できる場を作ってほしい。 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 10「強みを生かした産業が北海道の経済をけん引しているま

ち」の行政の取り組むことに「食の魅力を活用した都市ブランドの強化」を掲げておりま

す。 

これまでも、サッポロさとらんどにおいて農業体験事業を開催してきておりますが、

行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいりま

す。 

 

意見の 

概要 

ホテルを色々な場所に作ってほしい。 

札幌市の 

考え方 

観光客の受け入れ環境の整備は重要だと考えており、まちづくりの基本目標 10「強

みを生かした産業が北海道の経済をけん引しているまち」の行政の取り組むことにこの

ことを掲げております。行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施

計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

アニメやユーチューバーのコラボカフェなどを作ってほしい。 

札幌市の 

考え方 

札幌の新たな強みとなり得るコンテンツ産業の振興は重要だと考えており、まちづく

りの基本目標 10「強みを生かした産業が北海道の経済をけん引しているまち」の目指

す姿 2 に「ＩＴ分野やクリエイティブ分野、健康福祉・医療分野の産業が、国内外から投資

や人・企業を呼び込み、札幌市の新たな強みとして更なる成長を遂げています。」を掲げ

ております。行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施計画で定め

てまいります。 
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意見の 

概要 

世界中から観光客が来るようなまちになってほしい。【類似意見 1件】 

札幌市の 

考え方 

札幌市の強みを生かした観光産業の発展は重要だと考えており、まちづくりの基本

目標 10「強みを生かした産業が北海道の経済をけん引しているまち」の行政の取り組

むことに「観光コンテンツの創出への支援」、「観光客の誘致への支援」などを掲げてお

ります。行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施計画で定めてま

いります。 

 

意見の 

概要 

誰もが好きな仕事にチャレンジできるような機会を作るべきだ。【類似意見 1件】 

札幌市の 

考え方 

誰もがチャレンジできる環境が整っていることは重要だと考えており、まちづくりの

基本目標 11「多様な主体と高い生産性、チャレンジできる文化が経済成長を支えるま

ち」の目指す姿 3 に「行政、大学、民間組織などの関係機関が一体となり、起業家を育

成・支援する体制や環境が充実し、誰もがチャレンジできる文化が根付くことにより、多

くのスタートアップが生まれ続けています。」を掲げております。行政が行う施策につい

ては戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

まちづくりの基本目標 11「多様な主体と高い生産性、チャレンジできる文化が経済成

長を支えるまち」を達成するために、製造業・農林水産業をもっと成長させるべきだ。 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 11「多様な主体と高い生産性、チャレンジできる文化が経済成

長を支えるまち」の行政の取り組むことに「新製品や新技術の開発への支援」、「経営基

盤の強化への支援」などを掲げております。行政が行う施策については、戦略編で検討

してまいります。 

 

意見の 

概要 

次の世代が北海道の産業で経済をけん引していけるようにしてほしい。 

札幌市の 

考え方 

若い世代が札幌で働き、イノベーションを起こしていくことは重要だと考えており、ま

ちづくりの基本目標 12「雇用が安定的に確保され、多様な働き方ができるまち」の目指

す姿2に「多様な人材が自身の持つ能力を発揮し、誰もがやりがいや充実感を得ながら

働くことができているとともに、高い専門性を生かすことができる職場で、若い世代を

始めとした幅広い年代の人材が活躍しています。また、こうした多様性が、イノベーショ

ンをもたらすきっかけとなっています。」を掲げております。行政が行う施策については

戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 

  



キッズコメント 第 4章 5経済 

72 

 

意見の 

概要 

最低賃金を上げてほしい。働き盛りの若い世代の流出を防げ、経済を活性化できる。

【類似意見 2件】 

札幌市の 

考え方 

若い世代の就労支援、流出防止は重要だと考えており、まちづくりの基本目標 12「雇

用が安定的に確保され、多様な働き方ができるまち」の目指す姿 2 に「多様な人材が自

身の持つ能力を発揮し、誰もがやりがいや充実感を得ながら働くことができているとと

もに、高い専門性を生かすことができる職場で、若い世代を始めとした幅広い年代の人

材が活躍しています。また、こうした多様性が、イノベーションをもたらすきっかけとな

っています。」を掲げております。行政が行う施策については戦略編で、事業については

中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

高齢者も働くことのできる職業を増やして、色んな人が働く街になってほしい。 

札幌市の 

考え方 

高齢者の就労支援は重要だと考えており、まちづくりの基本目標 12「雇用が安定的

に確保され、多様な働き方ができるまち」の行政の取り組むことに「性別、年齢、国籍、

障がいの有無などを問わない多様な人材の就労支援」を掲げております。行政が行う施

策については戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

まちづくりの基本目標 12「雇用が安定的に確保され、多様な働き方ができるまち」に

ついて、多様な働き方を実現するには、障がい者雇用に取り組むべきだ。障がい者の雇

用率が低い事業主に勧告するとよい。【類似意見 1件】 

札幌市の 

考え方 

障がい者の就労支援は重要だと考えており、まちづくりの基本目標 12「雇用が安定

的に確保され、多様な働き方ができるまち」の行政の取り組むことに「性別、年齢、国

籍、障がいの有無などを問わない多様な人材の就労支援」を掲げております。行政が行

う施策については戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 
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キッズコメント 第 4章 6スポーツ・文化 

意見の 

概要 

冬になると運動不足になる人が増える。ウインタースポーツを気軽に体験できるイベ

ントや、ウインタースポーツに関する情報発信をして、冬でも気軽に運動できる環境を整

えてほしい。例えば、大通公園に期間限定のスケートリンクを作ると良いと思う。【類似

意見 1件】 

札幌市の 

考え方 

ウインタースポーツに参加しやすい環境づくりは重要だと考えており、まちづくりの

基本目標 13「世界屈指のウインタースポーツシティ」の目指す姿 1に「身近なところでウ

インタースポーツを楽しむことのできる環境が充実しています。また、札幌市で育ったウ

インタースポーツのアスリートが国内外で活躍しています。」を掲げております。この実

現に向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施計画で定

めてまいります。 

 

意見の 

概要 

スキー場をもっと増やしてほしい。 

札幌市の 

考え方 

ウインタースポーツに参加しやすい環境づくりは重要だと考えており、まちづくりの

基本目標 13「世界屈指のウインタースポーツシティ」の目指す姿 1に「身近なところでウ

インタースポーツを楽しむことのできる環境が充実しています。また、札幌で育ったウイ

ンタースポーツのアスリートが国内外で活躍しています。」を掲げております。この実現

に向けて、行政が行う施策については戦略編で検討してまいります。 

 

意見の 

概要 

子どもから高齢者まで、あらゆる人が参加できるスポーツイベントを開催してほしい。

地域の人たちとの交流機会にもなり、良い効果が生まれると思う。季節に応じたイベン

トだとなお良い。【類似意見 6件】 

区の体育館を団体だけでなく、個人で使える日を増やしてほしい。 

地元のスポーツチームや、スポーツ選手が活躍するとスポーツへの関心が高まると思

う。幼少期からスポーツに本格的に取り組めるように、指導者や冬でも使える屋内スポ

ーツ施設への投資をするべきだ。 

札幌市の 

考え方 

誰もが気軽にスポーツに参加しやすい環境づくりは重要だと考えており、まちづくり

の基本目標 14「四季を通じて誰もがスポーツを楽しむことができるまち」の目指す姿 1

に「誰もがスポーツを楽しみながら、心身共に健康で充実した生活を送っています。ま

た、スポーツで得られた知見が市民の健康づくりなどに生かされています。」を掲げて

おります。この実現に向けて、行政が行う施策については、戦略編で、事業については

中期実施計画で定めてまいります。 
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意見の 

概要 

スポーツができる施設を増やしてほしい。（体育館・プール・サッカー場・ラグビー場・

スケートボード場・野球場等）料金を下げるなどして、気軽にスポーツができるようにな

ると良い。【類似意見 18件】 

運動や、自転車が好きな人のために、自転車でサイクリングできる場所を整備してほ

しい。【類似意見 1件】 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 14「四季を通じて誰もがスポーツを楽しむことができるまち」

の目指す姿 1 に「誰もがスポーツを楽しみながら、心身共に健康で充実した生活を送っ

ています。また、スポーツで得られた知見が市民の健康づくりなどに生かされていま

す。」を掲げております。スポーツ施設の整備の観点から行政が行う施策については、戦

略編で検討してまいります。 

 

意見の 

概要 

北海道コンサドーレ札幌に海外の有名選手を呼んでほしい。 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 14「四季を通じて誰もがスポーツを楽しむことができるまち」

の目指す姿 2に「スポーツをきっかけに国内外から人が訪れ、地域経済が活性化してい

ます。」を掲げております。 

札幌市としても、海外有名選手の獲得などの、地元のプロスポーツチームの強化や魅

力向上につながる取組は望ましいものと考えますが、具体の選手獲得などのチームの

方針・取組については、チームが検討するもので、残念ながら、札幌市が直接関与する

のは難しいところです。 

なお、プロスポーツチームの振興の観点から行政が行う施策については、戦略編で検

討してまいります。 

 

意見の 

概要 

あまり世間に知られていないスポーツなどを札幌特有の文化にして、もっと観光客が

訪れるまちにしてほしい。誰もが簡単に始められるスポーツだと、市民の運動不足解消

になると思う。【類似意見 1件】 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 14「四季を通じて誰もがスポーツを楽しむことができるまち」

の目指す姿 1 に「誰もがスポーツを楽しみながら、心身共に健康で充実した生活を送っ

ています。また、スポーツで得られた知見が市民の健康づくりなどに生かされていま

す。」を、目指す姿 2 に「スポーツをきっかけに国内外から人が訪れ、地域経済が活性化

しています。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施策については、戦略

編で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 
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意見の 

概要 

夏場はラグビーチームを誘致し、冬にはスキージャンプの大会などを増やすことがで

きれば、「四季を通じてスポーツを楽しめるまち」が出来ると思う。 

札幌市の 

考え方 

スポーツ大会の誘致・開催は重要だと考えており、まちづくりの基本目標 14「四季を

通じて誰もがスポーツを楽しむことができるまち」の目指す姿 2 に「スポーツをきっか

けに国内外から人が訪れ、地域経済が活性化しています。」を掲げております。この実現

に向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施計画で定め

てまいります。 

 

意見の 

概要 

世界がより身近に感じられるように、世界の様々な芸術を、札幌でも見たり体験でき

るイベントをもっと増やしてほしい。 

音楽を楽しめる施設・空間・お店を増やしてほしい。 

札幌市の 

考え方 

誰もが鑑賞・創作に参加しやすい環境づくりは重要だと考えており、まちづくりの基

本目標 15「文化芸術が心の豊かさや創造性を育み、世界とつながるまち」の目指す姿 1

に「誰もが文化芸術に親しみ、創作や表現ができる環境が整い、多様な価値観が受け入

れられています。」を掲げております。この実現に向けて行政が行う施策については、戦

略編で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

コンサートができる施設を作ってほしい。【類似意見 1件】 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 15「文化芸術が心の豊かさや創造性を育み、世界とつながる

まち」の目指す姿1に「誰もが文化芸術に親しみ、創作や表現ができる環境が整い、多様

な価値観が受け入れられています。」を掲げております。文化芸術施設の整備の観点か

ら行政が行う施策については、戦略編で検討してまいります。 

 

意見の 

概要 

音楽・絵などの芸術を、みんなが聞いて・見て、感動するようにしたい。 

札幌市の 

考え方 

誰もが鑑賞・創作に参加しやすい環境づくりは重要だと考えており、まちづくりの基

本目標 15「文化芸術が心の豊かさや創造性を育み、世界とつながるまち」の目指す姿 1

に「誰もが文化芸術に親しみ、創作や表現ができる環境が整い、多様な価値観が受け入

れられています。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施策については、

戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 

  



キッズコメント 第 4章 6スポーツ・文化 

76 

 

意見の 

概要 

札幌を舞台にした文化作品を作成するなどして、PR を工夫し観光客も呼び込んでほ

しい。【類似意見 12件】 

札幌市の 

考え方 

文化観光の推進は重要だと考えており、まちづくりの基本目標 15「文化芸術が心の

豊かさや創造性を育み、世界とつながるまち」の目指す姿 2 に「札幌市ならではの文化

が育まれ、世界に発信され、多くの人が集まるとともに、様々な分野との連携によって

新たな価値が創出され、まちの魅力が向上しています。」を掲げております。この実現に

向けて行政が行う施策については、戦略編で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

石山軟石でできた建物などの歴史ある建造物を大切にしてほしい。また歴史的建造

物の PRをしてほしい。【類似意見 5件】 

札幌市の 

考え方 

文化財の保存・活用は重要だと考えており、まちづくりの基本目標 15「文化芸術が心

の豊かさや創造性を育み、世界とつながるまち」の目指す姿 3 に「文化・文化財を適切

に保存し様々な形で生かすとともに、札幌市への愛着を深めることで、札幌市の自然・

歴史・文化が未来へ継承されています。」を掲げております。この実現に向けて、行政が

行う施策については戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 
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キッズコメント 第 4章 7環境 

意見の 

概要 

火力発電から、自然エネルギーに切り替えてほしい。【類似意見 5件】 

札幌市の 

考え方 

再生可能エネルギーの導入拡大は、脱炭素社会の早期実現に向け重要だと考えてお

り、まちづくりの基本目標16「世界に冠たる環境都市」の目指す姿１に「脱炭素社会の早

期実現に向け、更なる省エネルギー化に加え、北海道・さっぽろ圏の豊富な再生可能エ

ネルギーの導入拡大や新たなクリーンエネルギーである水素エネルギーの活用のほか、

ゼロエミッション自動車の普及が進んでいます。」を掲げております。この実現に向け

て、行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいり

ます。 

 

意見の 

概要 

雪を利用した発電方法を導入し、雪を有効活用してほしい。【類似意見 4件】 

雪氷熱利用の施設を設置し、雪を有効活用してほしい。【類似意見 5件】 

札幌市の 

考え方 

雪氷熱エネルギーを含めた再生可能エネルギーの導入拡大は非常に重要だと考えて

おり、まちづくりの基本目標 16「世界に冠たる環境都市」の目指す姿１に「脱炭素社会の

早期実現に向け、更なる省エネルギー化に加え、北海道・さっぽろ圏の豊富な再生可能

エネルギーの導入拡大や新たなクリーンエネルギーである水素エネルギーの活用のほ

か、ゼロエミッション自動車の普及が進んでいます。」を掲げております。この実現に向

けて、行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施計画で検討してま

いります。 

 

意見の 

概要 

ガソリン車から電気自動車への移行を進めたり、充電スポットを充実させてほしい。

【類似意見 1件】 

札幌市の 

考え方 

次世代自動車の普及に向けた燃料ステーション整備は重要だと考えており、まちづく

りの基本目標 16「世界に冠たる環境都市」の目指す姿１に「脱炭素社会の早期実現に向

け、更なる省エネルギー化に加え、北海道・さっぽろ圏の豊富な再生可能エネルギーの

導入拡大や新たなクリーンエネルギーである水素エネルギーの活用のほか、ゼロエミッ

ション自動車の普及が進んでいます。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行

う施策については戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

ごみの減量に取り組むべきだ。特にプラスチックごみの削減が課題である。プラスチ

ック以外のごみも、できる限り減らし、最低限使う分だけ消費するようになってほしい。

リサイクルも進めてほしい。【類似意見 34件】 

札幌市の 

考え方 

ごみの減量やリサイクルは重要だと考えており、まちづくりの基本目標 16「世界に冠

たる環境都市」の目指す姿 3 に「誰もがごみの減量・再使用・リサイクルなどに積極的に

取り組むとともに、近隣地域と資源を補完し支え合う地域循環共生圏の形成を含めた

循環型社会が構築されています。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施

策については戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 
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意見の 

概要 

札幌市全体でソーラーパネルの導入を進めてほしい。太陽光発電で電気代削減と

CO2排出量削減が見込めるほか、非常用電源としても活用できると思う。【類似意見2

件】 

札幌市の 

考え方 

太陽光など再生可能エネルギーの導入拡大は、脱炭素社会の早期実現に向け重要だ

と考えており、まちづくりの基本目標 16「世界に冠たる環境都市」の目指す姿 1 に「脱

炭素社会の早期実現に向け、更なる省エネルギー化に加え、北海道・さっぽろ圏の豊富

な再生可能エネルギーの導入拡大や新たなクリーンエネルギーである水素エネルギーの

活用のほか、ゼロエミッション自動車の普及が進んでいます。」を掲げております。この

実現に向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施計画で

定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

カラスに荒らされないように、ごみ捨て場の増設や工夫をしてほしい。【類似意見 20

件】 

札幌市の 

考え方 

ごみ捨て場の問題や環境に対する配慮や理解の促進は重要だと考えており、まちづ

くりの基本目標 16「世界に冠たる環境都市」の目指す姿 3 に「誰もがごみの減量・再使

用・リサイクルなどに積極的に取り組むとともに、近隣地域と資源を補完し支え合う地

域循環共生圏の形成を含めた循環型社会が構築されています。」を、目指す姿 4 に「誰

もが経済・社会とのつながりを理解しながら環境保全や気候変動対策などに取り組ん

でおり、ライフスタイルの変革や技術革新が進んでいます。」を掲げております。これらの

実現に向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施計画で

定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

ごみのポイ捨てを防止し、きれいなまちになってほしい。（ごみ箱の設置、不法投棄へ

の取り締まり、ごみ拾い活動、ポイ捨て禁止の周知等）【類似意見 224件】 

札幌市の 

考え方 

ごみの問題や不法投棄対策、環境に対する配慮や理解の促進は重要だと考えてお

り、まちづくりの基本目標16に「世界に冠たる環境都市」の目指す姿4に「誰もが経済・

社会とのつながりを理解しながら環境保全や気候変動対策などに取り組んでおり、ライ

フスタイルの変革や技術革新が進んでいます。」を掲げております。これらの実現に向け

て、行政が行う施策については戦略編で検討してまいります。 
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意見の 

概要 

食品ロスを減らす取り組みをしてほしい。食べる分だけ購入することを周知してほし

い。また、廃棄予定の食品を、必要としている施設等に分配する仕組みを作るべきだ。

【類似意見 10件】 

札幌市の 

考え方 

環境や社会に配慮した賢い消費・選択に取り組むことは重要だと考えており、まちづ

くりの基本目標 16「世界に冠たる環境都市」の目指す姿 3 に「誰もがごみの減量・再使

用・リサイクルなどに積極的に取り組むとともに、近隣地域と資源を補完し支え合う地

域循環共生圏の形成を含めた循環型社会が構築されています。」を掲げております。こ

の実現に向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施計画

で検討してまいります。 

 

意見の 

概要 

ごみ箱とごみステーションを合体させたら、ごみ収集車が一緒に持っていってくれる

ので、一緒にしてはどうでしょうか。 

札幌市の 

考え方 

持続可能なごみの収集・処理体制の確立は重要だと考えており、まちづくりの基本目

標 16に「世界に冠たる環境都市」の目指す姿3に「誰もがごみの減量・再使用・リサイク

ルなどに積極的に取り組むとともに、近隣地域と資源を補完し支え合う地域循環共生

圏 の形成を含めた循環型社会が構築されています。」を掲げております。これらの実現

に向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施計画で定め

てまいります。 

 

意見の 

概要 

脱炭素社会実現に向けた新技術の開発に力を入れてほしい。まだ実用化されていな

い振動発電・海洋発電や、太陽光で動く乗り物の開発等を支援してほしい。【類似意見 1

件】 

札幌市の 

考え方 

環境に関する新技術の開発は重要だと考えており、まちづくりの基本目標 16「世界

に冠たる環境都市」の目指す姿 4 に「誰もが経済・社会とのつながりを理解しながら環

境保全や気候変動対策などに取り組んでおり、ライフスタイルの変革や技術革新が進ん

でいます。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施策については戦略編

で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

クールビズの設定温度が 28℃だと熱中症になる人もいるので、26℃に変更してほ

しい。 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 16に「世界に冠たる環境都市」の目指す姿 4に「誰もが経済・

社会とのつながりを理解しながら環境保全や気候変動対策などに取り組んでおり、ライ

フスタイルの変革や技術革新が進んでいます。」を掲げております。人々の行動変容を促

す観点から、行政が行う施策については戦略編で検討してまいります。 
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意見の 

概要 

二酸化炭素の排出削減に取り組み、脱炭素社会を実現させてほしい。札幌市民一人

一人が取り組めることを周知したり、二酸化炭素排出削減に協力する企業には補助金

を出したりしてほしい。【類似意見 16件】 

地球温暖化を防ぐ取り組みを心がける街にしたい。 

札幌市の 

考え方 

市民や企業の誰もが環境保全や気候変動対策に取り組むことは重要だと考えてお

り、まちづくりの基本目標 16「世界に冠たる環境都市」の目指す姿4に「誰もが経済・社

会とのつながりを理解しながら環境保全や気候変動対策などに取り組んでおり、ライフ

スタイルの変革や技術革新が進んでいます。」を掲げております。この実現に向けて、行

政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

最近、とっても気温があがってきて、みんな大変ですね。夏の最高気温が年々上がっ

てきています。そこで、私は札幌市の方々に気温の上昇の対策をお願いしたいと思いま

す。何か、この暑さをこれ以上上げさせないようにするための取り組みはないのでしょ

うか。クーラーを使うと外が暑くなるとよく聞くので、クーラーは使わない方が良いの

かもしれませんね。ご検討、よろしくおねがいします。 

札幌市の 

考え方 

市民や企業の誰もが気候変動対策に取り組むことは重要だと考えており、まちづくり

の基本目標 16「世界に冠たる環境都市」の目指す姿 4に「誰もが経済・社会とのつなが

りを理解しながら環境保全や気候変動対策などに取り組んでおり、ライフスタイルの変

革や技術革新が進んでいます。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施策

については戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

大都市でありながら、自然豊かなところが札幌の魅力だと思う。今ある自然は守って

いきたい。【類似意見 26件】 

札幌市の 

考え方 

今ある豊かな自然を守っていくことはとても重要だと考えており、まちづくりの基本

目標 17「身近なみどりを守り、育て、自然と共に暮らすまち」の目指す姿 1 に「森林、農

地、公園や河川などの保全・創出・整備により、豊かなみどりのあるまちの中で、誰もが

健康的で幸福感の高い生活を送っています。」を掲げております。この実現に向けて、行

政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

公園の使い方で、公園の近所に住んでいる人とトラブルになることがある。公園の使

い方に明確なルールを決め、看板等を設置してほしい。 

札幌市の 

考え方 

公園が自然との触れ合いや人々の交流の場となることは重要だと考えており、まち

づくりの基本目標 17「身近なみどりを守り、育て、自然と共に暮らすまち」の目指す姿 1

に「森林、農地、公園や河川などの保全・創出・整備により、豊かなみどりのあるまちの

中で、誰もが健康的で幸福感の高い生活を送っています。」を掲げております。この実現

に向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施計画で定め

てまいります。 
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意見の 

概要 

公園を増やしてほしい。【類似意見 10件】 

公園に、あらゆる世代が楽しめるような設備を整えてほしい。高齢者のための日陰の

ベンチや、小さい子ども用の遊具の設置をしてほしい。あらゆる世代が安全に楽しく遊

べる公園が増えると、住みよいまちになる。【類似意見 7件】 

公園の遊具の整備を行い、安全に遊べるようにしてほしい。また、魅力的な新しい遊

具を増設してほしい。【類似意見 17件】 

札幌市の 

考え方 

公園づくりについては重要だと考えており、まちづくりの基本目標 17「身近なみどり

を守り、育て、自然と共に暮らすまち」の目指す姿 1 に「森林、農地、公園や河川などの

保全・創出・整備により、豊かなみどりのあるまちの中で、誰もが健康的で幸福感の高い

生活を送っています。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施策について

は戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

環境保全のために、札幌の「みどり」を増やしてほしい。【類似意見 28件】 

札幌市の 

考え方 

みどりの創出によりまちの魅力向上を図ることは重要だと考えており、まちづくりの

基本目標 17「身近なみどりを守り、育て、自然と共に暮らすまち」の目指す姿 1 に「森

林、農地、公園や河川などの保全・創出・整備により、豊かなみどりのあるまちの中で、

誰もが健康的で幸福感の高い生活を送っています。」を掲げております。この実現に向

けて、行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施計画で定めてま

いります。 

 

意見の 

概要 

公園のトイレを清潔にし、トイレットペーパーも設置しほしい。洋式にしてほしい。【類

似意見 8件】 

公園の遊具を多くしてほしい。【類似意見 6件】 

札幌市の 

考え方 

公園づくりについては重要だと考えており、まちづくりの基本目標 17「身近なみどり

を守り、育て、自然と共に暮らすまち」の目指す姿 1 に「森林、農地、公園や河川などの

保全・創出・整備により、豊かなみどりのあるまちの中で、誰もが健康的で幸福感の高い

生活を送っています。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施策について

は戦略編で検討してまいります。 
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意見の 

概要 

公園にごみをポイ捨てする人がいるから、ごみ箱を設置してほしい。【類似意見 1件】 

札幌市の 

考え方 

公園づくりについては重要だと考えており、まちづくりの基本目標 17「身近なみどり

を守り、育て、自然と共に暮らすまち」の目指す姿 1 に「森林、農地、公園や河川などの

保全・創出・整備により、豊かなみどりのあるまちの中で、誰もが健康的で幸福感の高い

生活を送っています。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施策について

は戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 

なお、札幌市の公園のごみ箱は、家庭ごみを捨てたり、カラスにいたずらされたりす

るのを防ぐために、平成 11 年度から全市の公園でごみ箱を無くしています。現在は大

通公園など一部の公園を除き、原則としてごみ箱は置いていません。 

 

意見の 

概要 

ボールが使える公園をもっと増やしてほしい。【類似意見 20件】 

札幌市の 

考え方 

公園づくりについては重要だと考えており、まちづくりの基本目標 17「身近なみどり

を守り、育て、自然と共に暮らすまち」の目指す姿 1 に「森林、農地、公園や河川などの

保全・創出・整備により、豊かなみどりのあるまちの中で、誰もが健康的で幸福感の高い

生活を送っています。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施策について

は戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 

なお、公園でのボール遊びは、他人にけがをさせず、迷惑とならない場合はボールの

使用が可能です。 

 

意見の 

概要 

保育園や幼稚園専用の公園を作ってほしい。 

札幌市の 

考え方 

公園づくりについては重要だと考えており、まちづくりの基本目標 17「身近なみどり

を守り、育て、自然と共に暮らすまち」の目指す姿 1 に「森林、農地、公園や河川などの

保全・創出・整備により、豊かなみどりのあるまちの中で、誰もが健康的で幸福感の高い

生活を送っています。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施策について

は戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 

なお、公園はさまざまな世代の人が自由に訪れて交流できる場所なので、現在はあ

えて利用する人を決めないようにしています。 
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意見の 

概要 

川が汚れているので、川のごみを拾う活動をしてほしい。【類似意見 7件】 

札幌市の 

考え方 

河川の保全・整備は重要だと考えており、まちづくりの基本目標 17「身近なみどりを

守り、育て、自然と共に暮らすまち」の目指す姿 1 に「森林、農地、公園や河川などの保

全・創出・整備により、豊かなみどりのあるまちの中で、誰もが健康的で幸福感の高い生

活を送っています。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施策については

戦略編で検討してまいります。 

なお、現在は、日常の河川維持作業に加え、町内会等が行う河川美化活動の支援を行

うなど、市民の皆さまとの協働により、河川環境の保全に取り組んでいます。 

 

意見の 

概要 

暑さ対策のために噴水を作ってほしい。 

札幌市の 

考え方 

みどりが持つ多様な機能を発揮させることは重要だと考えており、まちづくりの基本

目標 17「身近なみどりを守り、育て、自然と共に暮らすまち」の目指す姿 2「森林や公園

などの身近なみどりが自然との触れ合いや人々の交流の場に加え、防災、経済活動、水

源かん養、二酸化炭素の吸収などの多面的な機能を発揮し、都市の魅力やレジリエンス

（自己回復力・強じん性）を高めています。」を掲げております。この実現に向けて、行政

が行う施策については戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

自然の大切さを学ぶために、自然を楽しく学べる公園を作ったり、自然に触れ合うイ

ベントを開催してほしい。【類似意見 4件】 

札幌市の 

考え方 

みどりに触れ合う機会の創出や市民のみどりづくり活動への参加促進は重要だと考

えており、まちづくりの基本目標 17「身近なみどりを守り、育て、自然と共に暮らすま

ち」の目指す姿2に「森林や公園などの身近なみどりが自然との触れ合いや人々の交流

の場に加え、防災、経済活動、水源かん養、二酸化炭素の吸収などの多面的な機能を発

揮し、都市の魅力やレジリエンス（自己回復力・強じん性）を高めています。」を掲げてお

ります。この実現に向けて、行政が行う施策については戦略編で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

人間に被害を及ぼすヒグマ・アライグマ・キツネ等を駆除してほしい。【類似意見 7件】 

札幌市の 

考え方 

自然と人との共生のため、ヒグマ等の市街地への侵入抑制策は重要だと考えており、

まちづくりの基本目標17「身近なみどりを守り、育て、自然と共に暮らすまち」の目指す

姿 3 に「生物多様性が広く理解され、地域本来の生態系が維持された中で自然と人と

が共生しています。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施策については

戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 
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意見の 

概要 

自然・動物との共生に取り組んでほしい。（絶滅危惧種の保護等）【類似意見 8件】 

札幌市の 

考え方 

自然と人との共生は重要だと考えており、まちづくりの基本目標17「身近なみどりを

守り、育て、自然と共に暮らすまち」の目指す姿 3 に「生物多様性が広く理解され、地域

本来の生態系が維持された中で自然と人とが共生しています。」を掲げております。こ

の実現に向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施計画

で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

街路樹を新しく植えることがあるなら、花粉があまり飛ばない植物にしてほしい。 

札幌市の 

考え方 

街路樹など暮らしに身近なみどりの創出によりまちの魅力向上を図ることは重要だ

と考えており、まちづくりの基本目標 17「身近なみどりを守り、育て、自然と共に暮らす

まち」の目指す姿 1 に「森林、農地、公園や河川などの保全・創出・整備により、豊かなみ

どりのあるまちの中で、誰もが健康的で幸福感の高い生活を送っています。」を掲げて

おります。この実現に向けて、行政が行う施策については戦略編で検討してまいりま

す。 

なお、現在、街路樹を新しく植えるときには、花粉の多いポプラやシラカンバは新しく

植えないこととしております。 

 

意見の 

概要 

円山動物園をリニューアルさせてほしい。 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 17「身近なみどりを守り、育て、自然と共に暮らすまち」の私

たちが取り組むことに「生物多様性に関する教育などの推進」を掲げております。この実

現に向けて、行政が行う施策は戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいり

ます。 

  



キッズコメント 第 4章 8都市空間 

85 

 

キッズコメント 第 4章 8都市空間 

意見の 

概要 

街の景観を大切にする【類似意見 1件】 

札幌市の 

考え方 

良好な街並み形成は重要だと考えており、まちづくりの基本目標 18「コンパクトで人

にやさしい快適なまち」の目指す姿 1 に「都市空間の種別に応じた土地利用と四季の変

化が感じられる良好な景観の形成などにより、多様なライフスタイルを実現できる魅力

あるまちになっています。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施策につ

いては戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

ホテル、飲食店やデパートなどを一体化した施設を増やして、コンパクトなまちを作っ

ていってほしい。 

新しい商業施設や、お店が増えてほしい。都心だけなく、地方にもお店があると、遠く

へ行くのが難しい人にとって便利だ。【類似意見 13件】 

札幌市の 

考え方 

主要な交通結節点の周辺等に、商業・サービス機能など多様な都市機能の集積が進

んでいることは重要だと考えており、まちづくりの基本目標 18「コンパクトで人にやさ

しい快適なまち」の目指す姿2に「「地域交流拠点」では、商業・サービス機能や行政機能

など多様な都市機能の集積が進み、快適な交流・滞留空間や歩きたくなる空間が形成

され、様々な活動が行われています。」を掲げております。これらに向けて、市民・企業と

行政が協働していくことが必要だと考えております。 

 

意見の 

概要 

近所にがれきや野草が放置されているような古い建物が多いので、誰も住んでいな

いような古い建物に何か措置をとってほしい。【類似意見 4件】 

空き地の所有者に雑草の除去など、適正な管理を行わせるようにしてほしい。また、

所有者不明の空き地等を、市で適正に管理してほしい。【類似意見 2件】 

札幌市の 

考え方 

空き家を発生させないことや、適切に管理されていない空き家等の解消などは重要

だと考えており、まちづくりの基本目標 18「コンパクトで人にやさしい快適なまち」の目

指す姿 3 に「「複合型高度利用市街地」では、集合型の居住機能と多様な生活利便機能

が集積し、「一般住宅地」では、多様な居住機能と生活利便機能が調和を保って立地し、

「郊外住宅地」では、地域特性に応じた生活利便機能が確保されたゆとりある良好な住

環境が維持されています。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施策につ

いては戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 
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意見の 

概要 

気軽に釣りや遊ぶことができる楽しい白石にしてほしい。 

札幌市の 

考え方 

地域の特性に応じたまちづくりを進めることが重要だと考えており、まちづくりの基

本目標 18「コンパクトで人にやさしい快適なまち」の目指す姿 3 に「「複合型高度利用

市街地」では、集合型の居住機能と多様な生活利便機能が集積し、「一般住宅地」では、

多様な居住機能と生活利便機能が調和を保って立地し、「郊外住宅地」では、地域特性

に応じた生活利便機能が確保されたゆとりある良好な住環境が維持されています。」を

掲げております。地域の特性に応じたまちづくりを進めるという観点から、行政が行う

施策については戦略編で検討してまいります。 

 

意見の 

概要 

道路・歩道の整備をしてほしい。道が凸凹していると、特に障がい者やお年寄り、子ど

もにとって危険だ。工事して直してほしい。また、道幅も広くしてほしい。【類似意見 21

件】 

札幌市の 

考え方 

安全で快適に利用できる道路ネットワークの維持や充実を図っていくことは重要だと

考えており、まちづくりの基本目標 18「コンパクトで人にやさしい快適なまち」の目指す

姿 4 に「四季を通じて、誰もが快適に利用でき、環境にもやさしい移動環境・手段が整

備されることにより、公共交通を軸とした持続可能でシームレスな交通ネットワークが

確立されています。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施策については

戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

交通機関を改善して、スムーズに行き来できるようにしてほしい。【類似意見 1件】 

札幌市の 

考え方 

公共交通の利便性向上を図ることは重要だと考えており、まちづくりの基本目標 18

「コンパクトで人にやさしい快適なまち」の目指す姿 4 に「四季を通じて、誰もが快適に

利用でき、環境にもやさしい移動環境・手段が整備されることにより、公共交通を軸と

した持続可能でシームレスな交通ネットワークが確立されています。」を掲げておりま

す。この実現に向けて、市民・企業と行政が協働していくことが必要だと考えておりま

す。 

 

意見の 

概要 

地下鉄の車両編成を増やしてほしい。また、地下鉄をもっと伸ばしてほしい。【類似意

見 1件】 

札幌市の 

考え方 

公共交通の利便性向上を図ることは重要だと考えており、まちづくりの基本目標 18

「コンパクトで人にやさしい快適なまち」の目指す姿 4 に「四季を通じて、誰もが快適に

利用でき、環境にもやさしい移動環境・手段が整備されることにより、公共交通を軸と

した持続可能でシームレスな交通ネットワークが確立されています。」を掲げておりま

す。この観点から、行政が行う施策については戦略編で検討してまいります。 
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意見の 

概要 

道路が混んでいて渋滞するので、地下に道路を作ってほしい。【類似意見 1件】 

札幌市の 

考え方 

安全で快適に利用できる道路ネットワークの維持や充実を図っていくことは重要だと

考えており、まちづくりの基本目標 18「コンパクトで人にやさしい快適なまち」の目指す

姿 4 に「四季を通じて、誰もが快適に利用でき、環境にもやさしい移動環境・手段が整

備されることにより、公共交通を軸とした持続可能でシームレスな交通ネットワークが

確立されています。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施策については

戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

アリオさっぽろ近辺の踏切を橋に変えて、電車との接触事故を防止したり、いつでも

渡れて便利にしてほしい。 

札幌市の 

考え方 

安全で快適に利用できる交通環境を形成することは重要だと考えており、まちづくり

の基本目標18「コンパクトで人にやさしい快適なまち」の目指す姿4に「四季を通じて、

誰もが快適に利用でき、環境にもやさしい移動環境・手段が整備されることにより、公

共交通を軸とした持続可能でシームレスな交通ネットワークが確立されています。」を掲

げております。この実現に向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業について

は中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

天候に左右されず、安全に利用できるように公共交通機関の改善をしてほしい。 

改札全てにきっぷと IC カードどちらも使えるようにしてほしいです。IC カードの人

はすべての改札が使えるのに、きっぷは何台かしかないので、いつも迷ってしまいま

す。買い物袋をたくさん持っていても通れるようなすこし広めの改札も設置してほしい

です。ご検討よろしくお願いします。 

札幌市の 

考え方 

公共交通の利便性向上を図ることは重要だと考えており、まちづくりの基本目標 18

「コンパクトで人にやさしい快適なまち」の目指す姿 4 に「四季を通じて、誰もが快適に

利用でき、環境にもやさしい移動環境・手段が整備されることにより、公共交通を軸と

した持続可能でシームレスな交通ネットワークが確立されています。」を掲げておりま

す。この実現に向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業については中期実施

計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

都市空間に力を入れたらいいと思う。快適なまちになったら、札幌に住む人が増えた

り、観光客が増えたりすると思う。【類似意見 1件】 

まちづくりの基本目標 18「コンパクトで人にやさしい快適なまち」は必要な目標だと

思う。 

まちづくりの基本目標 19「世界を引きつける魅力と活力あふれるまち」は必要な目

標だと思う。 

札幌市の 

考え方 

原案賛成意見 
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意見の 

概要 

まちづくりの基本目標18「コンパクトで人にやさしい快適なまち」を達成するために、

自動車に頼らないまちになるといい。公共交通機関や自転車、徒歩での移動を促進し、

二酸化炭素排出削減を進めるべきだ。【類似意見 2件】 

札幌市の 

考え方 

環境にやさしい公共交通や徒歩、自転車などの交通手段の促進は重要だと考えてお

り、まちづくりの基本目標 18「コンパクトで人にやさしい快適なまち」の目指す姿 4 に

「四季を通じて、誰もが快適に利用でき、環境にもやさしい移動環境・手段が整備される

ことにより、公共交通を軸とした持続可能でシームレスな交通ネットワークが確立され

ています。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施策については戦略編

で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

地下街などに動く歩道を設置してほしい。 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 19「世界を引きつける魅力と活力あふれるまち」の目指す姿１

に「「都心」では、民間投資が活発化し、新しい時代にふさわしい高次の都市機能の集積

が進んでいます。また、快適な交流・滞留空間やみどりの創出、移動環境の充実により、

魅力的でうるおいのある歩きたくなる都心が形成されるとともに、データや先端技術の

活用などにより、イノベーションが創出され、新しい価値が生まれ続けています。」を掲

げております。また、私たちが取り組むことの行政に、「地上・地下の歩きたくなる空間

の形成に向けた取組の実施・誘導・支援」を位置付けています。行政が行う施策について

戦略編で検討してまいります。 

 

意見の 

概要 

テレビ塔から西 18 丁目あたりまでロープウェイを通し、大通公園を空中散歩できる

ようにしてほしい。 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 19「世界を引きつける魅力と活力あふれるまち」の目指す姿 1

に「「都心」では、民間投資が活発化し、新しい時代にふさわしい高次の都市機能の集積

が進んでいます。また、快適な交流・滞留空間やみどりの創出、移動環境の充実により、

魅力的でうるおいのある歩きたくなる都心が形成されるとともに、データや先端技術の

活用などにより、イノベーションが創出され、新しい価値が生まれ続けています。」を掲

げております。都心の魅力向上の観点から、行政が行う施策については戦略編で検討し

てまいります。 
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意見の 

概要 

2030年度末の北海道新幹線の札幌延伸に向けて、周りにマンションやデパートなど

をたてて、発展させてほしい。 

札幌市の 

考え方 

2030 年度末の北海道新幹線の札幌延伸・開業等の動きにあわせて、民間開発の動

きがさらに活発化することから、このような機会を最大限に活用し、投資を促しながら、

都市のリニューアルを進めていくことが重要だと考えており、まちづくりの基本目標 19

「世界を引きつける魅力と活力あふれるまち」の目指す姿 1に「「都心」では、民間投資が

活発化し、新しい時代にふさわしい高次の都市機能の集積が進んでいます。また、快適

な交流・滞留空間やみどりの創出、移動環境の充実により、魅力的でうるおいのある歩

きたくなる都心が形成されるとともに、データや先端技術の活用などにより、イノベー

ションが創出され、新しい価値が生まれ続けています。」を掲げております。これらに向

けて、市民・企業と行政が協働していくことが必要だと考えております。 

 

意見の 

概要 

札幌駅から大通りまでの空中の橋を作ったり、新しいデザインの地下鉄や、新しい接

近メロディ、新しいテレビ局を作ってほしい。 

札幌市の 

考え方 

新しい時代にふさわしい高次の都市機能の集積が進み、歩きたくなる魅力ある都心

が形成されることは重要だと考えており、まちづくりの基本目標 19「世界を引きつける

魅力と活力あふれるまち」の目指す姿 1に「「都心」では、民間投資が活発化し、新しい時

代にふさわしい高次の都市機能の集積が進んでいます。また、快適な交流・滞留空間や

みどりの創出、移動環境の充実により、魅力的でうるおいのある歩きたくなる都心が形

成されるとともに、データや先端技術の活用などにより、イノベーションが創出され、新

しい価値が生まれ続けています。」を掲げております。都心の魅力向上の観点から、行政

が行う施策については戦略編で検討してまいります。 

 

意見の 

概要 

高層ビルがあるまちにしてほしい。【類似意見 2件】 

札幌市の 

考え方 

新しい時代にふさわしい高次の都市機能の集積が進むことは重要だと考えており、

まちづくりの基本目標19「世界を引きつける魅力と活力あふれるまち」の目指す姿1に

「「都心」では、民間投資が活発化し、新しい時代にふさわしい高次の都市機能の集積が

進んでいます。また、快適な交流・滞留空間やみどりの創出、移動環境の充実により、魅

力的でうるおいのある歩きたくなる都心が形成されるとともに、データや先端技術の活

用などにより、イノベーションが創出され、新しい価値が生まれ続けています。」を掲げ

ております。都心の魅力向上の観点から、行政が行う施策については戦略編で検討して

まいります。 
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意見の 

概要 

市政世論調査によると、市民の 9 割以上は札幌の都市機能や自然に満足している。

これから新たに都市機能に投資するよりも、いまの札幌の魅力を発信することで、国内

外の人に興味を持ってもらえる。 

札幌市の 

考え方 

昭和 47 年の札幌オリンピック開催を契機として、都心を中心に民間ビルなどが多く

整備されましたが、当時形成した都市基盤の老朽化が進んでおります。このため、まち

づくりの基本目標 19「世界を引きつける魅力と活力あふれるまち」の目指す姿１に「「都

心」では、民間投資が活発化し、新しい時代にふさわしい高次の都市機能の集積が進ん

でいます。また、快適な交流・滞留空間やみどりの創出、移動環境の充実により、魅力的

でうるおいのある歩きたくなる都心が形成されるとともに、データや先端技術の活用な

どにより、イノベーションが創出され、新しい価値が生まれ続けています。」を掲げており

ます。これらに向けて、市民・企業と行政が協働していくことが必要だと考えておりま

す。 

 

意見の 

概要 

2030 年度末に新幹線が延伸される予定だが、工事をしている間の買い物客・観光

客の減少が予測される。対策は考えているのを知りたい。 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 19「世界を引きつける魅力と活力あふれるまち」の目指す姿 1

に「「都心」では、民間投資が活発化し、新しい時代にふさわしい高次の都市機能の集積

が進んでいます。また、快適な交流・滞留空間やみどりの創出、移動環境の充実により、

魅力的でうるおいのある歩きたくなる都心が形成されるとともに、データや先端技術の

活用などにより、イノベーションが創出され、新しい価値が生まれ続けています。」を掲

げております。 

工事にあたって、分かりやすい歩行者動線の確保や利用者への適切な周知などの実

施について、事業者等と協議し、利用者への影響が最小限となるよう、対策を講じる予

定です。 

 

意見の 

概要 

新幹線が通るのは大賛成。冬季オリンピック・パラリンピックの時にも、空港からのア

クセスなど大活躍すると思う。 

札幌市の 

考え方 

広域交通ネットワークが充実していることは重要だと考えており、まちづくりの基本

目標 19「世界を引きつける魅力と活力あふれるまち」の目指す姿 4「広域交通ネットワ

ークの充実・強化により、道内の都市や観光地を始め、国内外の地域とのつながりが深

まり、新たな交流が促進され、さっぽろ圏はもとより北海道全体の社会経済活動が活発

化しています。」を掲げております。これらに向けて、市民・企業と行政が協働していくこ

とが必要だと考えております。 
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意見の 

概要 

札幌と青森を早くつなげてほしい。 

札幌市の 

考え方 

2030 年度末の北海道新幹線の札幌延伸・開業に向けた取組は重要だと考えてお

り、まちづくりの基本目標 19「世界を引きつける魅力と活力あふれるまち」の目指す姿

4 に「広域交通ネットワークの充実・強化により、道内の都市や観光地を始め、国内外の

地域とのつながりが深まり、新たな交流が促進され、さっぽろ圏はもとより北海道全体

の社会経済活動が活発化しています。」を掲げております。これらに向けて、市民・企業

と行政が協働していくことが必要だと考えております。 

 

意見の 

概要 

新幹線が本当に必要なのか確認した方がいいと思う。 

札幌市の 

考え方 

広域交通ネットワークの充実を図ることは重要だと考えており、まちづくりの基本目

標 19「世界を引きつける魅力と活力あふれるまち」の目指す姿 4 に「広域交通ネットワ

ークの充実・強化により、道内の都市や観光地を始め、国内外の地域とのつながりが深

まり、新たな交流が促進され、さっぽろ圏はもとより北海道全体の社会経済活動が活発

化しています。」を掲げております。これらに向けて、市民・企業と行政が協働していくこ

とが必要だと考えております。 

 

意見の 

概要 

道内の移動時間をもっと短くしてほしい。 

札幌市の 

考え方 

道内の主要都市のほか、国内外の地域をつなぐ広域的な交通ネットワークの充実・強

化は重要だと考えており、まちづくりの基本目標 19「世界を引きつける魅力と活力あ

ふれるまち」の目指す姿 4 に「広域交通ネットワークの充実・強化により、道内の都市や

観光地を始め、国内外の地域とのつながりが深まり、新たな交流が促進され、さっぽろ

圏はもとより北海道全体の社会経済活動が活発化しています。」を掲げております。こ

れらに向けて、市民・企業と行政が協働していくことが必要だと考えております。 

 

意見の 

概要 

学校の老朽化を防ぐために整備する回数を増やしてほしい。 

札幌市の 

考え方 

学校をはじめ、公共施設の老朽化対策が課題となっているなか、必要な規模や機能

を踏まえた計画的な維持・更新などを行うことは重要だと考えており、まちづくりの基

本目標 20「都市基盤を適切に維持・更新し、最大限利活用するまち」の目指す姿 1 に

「道路、交通施設、上下水道、公園、河川、廃棄物処理施設等のインフラや、住宅、事務

所、区役所、学校、スポーツ施設等の建築物は、老朽化のほか、必要な機能や人口動態、

地域の特性なども踏まえ、計画的な維持・保全・更新・再配置・複合化が行われ、誰もが

快適に利活用しています。また、ＩＣＴや先端技術の活用により、効率的な維持・保全や施

設規模の適正化などが行われています。」を掲げております。この実現に向けて、行政が

行う施策については戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 
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意見の 

概要 

都心部だけでなく、各地域の整備にも取り組んでほしい。歩道橋を新しくしたり、街灯

や橋の塗装を塗りなおしたりしてほしい。【類似意見 2件】 

札幌市の 

考え方 

道路等の公共施設の老朽化対策が課題となっているなか、必要な規模や機能を踏ま

えた計画的な維持・更新などを行うことは重要だと考えており、まちづくりの基本目標

20「都市基盤を適切に維持・更新し、最大限利活用するまち」の目指す姿 1 に「道路、交

通施設、上下水道、公園、河川、廃棄物処理施設等のインフラや、住宅、事務所、区役所、

学校、スポーツ施設等の建築物は、老朽化のほか、必要な機能や人口動態、地域の特性

なども踏まえ、計画的な維持・保全・更新・再配置・複合化が行われ、誰もが快適に利活

用しています。また、ＩＣＴや先端技術の活用により、効率的な維持・保全や施設規模の適

正化などが行われています。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施策に

ついては戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

地下に病院や警察署を作るなど、地下都市を開発してほしい。【類似意見 1件】 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 20 に「都市基盤を適切に維持・更新し、最大限利活用するま

ち」を掲げております。公共空間の利活用という観点から、行政が行う施策については

戦略編で検討してまいります。 

 

意見の 

概要 

公共施設をもっと増やしてほしい。【類似意見 2件】 

札幌市の 

考え方 

公共施設の老朽化対策が課題となっているなか、必要な規模や機能を踏まえた計画

的な維持・更新などを行うことは重要だと考えており、まちづくりの基本目標 20「都市

基盤を適切に維持・更新し、最大限利活用するまち」の目指す姿 1 に「道路、交通施設、

上下水道、公園、河川、廃棄物処理施設等のインフラや、住宅、事務所、区役所、学校、ス

ポーツ施設等の建築物は、老朽化のほか、必要な機能や人口動態、地域の特性なども踏

まえ、計画的な維持・保全・更新・再配置・複合化が行われ、誰もが快適に利活用してい

ます。また、ＩＣＴや先端技術の活用により、効率的な維持・保全や施設規模の適正化な

どが行われています。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施策について

は戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

電柱の移設をもっと安くできるようにしてほしい。 

札幌市の 

考え方 

道路空間が有効に利活用されることは重要だと考えており、まちづくりの基本目標

20に「都市基盤を適切に維持・更新し、最大限利活用するまち」を掲げております。公共

空間の利活用という観点から、行政が行う施策については戦略編で検討してまいりま

す。 
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キッズコメント 第 5章 目指すべき都市像の実現とまちづくりの基本目標の達成に向けて 

意見の 

概要 

ＳＤＧsの達成に力を入れてほしい。【類似意見 11件】 

札幌市の 

考え方 

まちづくりを進めるに当たっては、SDGｓの 17 のゴールとともに、「誰一人取り残さ

ない」という理念や「経済・社会・環境」の 3 側面の課題の統合的な解決という視点を踏

まえて取り組んでいく必要があると考えております。 

 

キッズコメント その他 

意見の 

概要 

市民に有益な事業に費用をかけてほしい。無駄なお金を使わないでほしい。 

札幌市の 

考え方 

市民ニーズに沿って財政運営を適切に行うことは重要だと考えております。行財政運

営の方向性については、戦略編で検討してまいります。 

 

意見の 

概要 

物価を安くしてほしい。【類似意見 2件】 

札幌市の 

考え方 

様々な状況におかれている方でも安心して暮らせるように、各分野で必要な支援を

検討してまいります。 

 

意見の 

概要 

インフラが整備されていない国や町や村に、最新テクノロジーでインフラを届けたい。 

札幌市の 

考え方 

誰もがチャレンジできる文化は重要だと考えており、まちづくりの基本目標 11「多様

な主体と高い生産性、チャレンジできる文化が経済成長を支えるまち」の目指す姿 3 に

「行政、大学、民間組織などの関係機関が一体となり、起業家を育成・支援する体制や環

境が充実し、誰もがチャレンジできる文化が根付くことにより、多くのスタートアップが

生まれ続けています。」を掲げております。この実現に向けて、行政が行う施策について

は戦略編で、事業については中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

札幌市が抱える問題を解決したいと思いました。【類似意見 1件】 

札幌市の 

考え方 

御意見のとおり、「第 2 次札幌市まちづくり戦略ビジョン」を市民、企業、行政などが

共通の目標として広く共有し、多様な主体が連携してまちづくりに取り組むことが重要

だと考えております。 
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意見の 

概要 

小学生や中学生向けた事業がたくさんやっているのはびっくりしました。 

札幌市の 

考え方 

将来を担う子どもに向けた取組は重要だと考えており、まちづくりの基本目標 2 に

「誰一人取り残されずに、子どもが伸び伸びと成長し、若者が希望を持って暮らすまち」

と、基本目標 3 に「一人一人の良さや可能性を大切にする教育を通して、子どもが健や

かに育つまち」を定めております。 

 

意見の 

概要 

車が自動になってほしい。 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの重要概念としてスマート（快適・先端）を掲げ、誰もが先端技術などによ

り快適に暮らし、新たな価値の創出に挑戦できる社会の実現を目指してまいります。行

政が行う施策については戦略編で検討してまいります。 

 

意見の 

概要 

増税し、まちづくりに使ってほしい。 

税金を安くしてほしい。 

札幌市の 

考え方 

まちづくりに関する市民ニーズに沿って財政運営を適切に行うことは重要だと考え

ております。行財政運営の方向性については、戦略編で検討してまいります。 

 

意見の 

概要 

少子高齢化で税金が高齢者に使われがちですが、札幌を担う子どもに関することに

税金を使ってほしい。 

札幌市の 

考え方 

戦略ビジョンでは、まちづくりの分野の一つに「子ども・若者」を定めております。この

分野の基本目標の実現に向けて、行政が行う施策については戦略編で、事業について

は中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

過去に行った事業を真似するのではなく、新しい事業に挑戦してほしい。 

札幌市の 

考え方 

まちづくりを進めるに当たって、新しい事業を始めることも必要なことだと考えてお

ります。行政が行う事業については中期実施計画で定めてまいります。 

 

意見の 

概要 

分かりません【類似意見 7件】 

札幌市の 

考え方 

まちづくりの基本目標 7「誰もがまちづくり活動に参加でき、コミュニティを育むま

ち」の目指す姿 2 に「誰もが市政を身近なものに感じ、計画の立案段階などから積極的

に参加しています。」を掲げております。市政の積極的な情報発信の観点から、行政が行

う施策については戦略編で検討してまいります。 
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