第２次札幌市まちづくり戦略ビジョン 市民ワークショップ

Web フォームでのお申込み

Letｓ THINK! SAPPORO これからの札幌をみんなで考えよう

参加申込書
申込締切
６/13（月）

左の二次元コード、または以下の URL よりお申込みください。
https://www.city.sapporo.jp/kikaku/vision/vision2/
workshop2022/index.html

郵送でのお申込み
お名前
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※必要事項を記載のうえ郵送してください。
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〒

電話番号
メールアドレス

※オンライン参加をご希望の方は、メールアドレスが必須となります。
※＠ｇlocal−d.com からのメールを受信できるように設定してください。
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オンライン開催への
オンライン開催（Zoom） 参加を希望される場合
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１. 会場参加
参加費

無料

定員 各 50 名

謝礼として QUO カードをそれぞれ

※応募多数の場合は抽選となります。

２. オンライン参加

3,000 円分（会場参加）、1,000 円分（オンライン参加）をお渡しいたします。

※会場参加の場合は当日会場でのお渡し、オンライン参加の場合は後日郵送によるお渡しとなります。

開催日時

※内容は１回完結型です。参加できるのはいずれか 1 回のみとなります。

会場開催
令和４年

オンライン開催
令和４年

令和４年

18:00 〜 20:30

18:00 〜 20:30

6/25（土） 6/29（水） 6/25（土） 6/28（火）

※札幌市情報保護条例第 8 条に基づき、 記載された内容については、 本事業目的以外には使用いたしません。
※申込後、 参加決定者には 6/20（月）までに電話、またはメールにてご連絡いたします。
申込先は
応募者多数の場合は抽選で参加者を決定し、 抽選に外れた方にはご連絡いたしません。
こちら！
※参加決定者には 6/20（月）頃に事前資料の送付を予定しております。
【申込・問い合わせ先】
（業務受託者）株式会社 Glocal Design 担当：岡田、松田 ☎TEL：011-272-0333（受付時間 平日 9:00 〜 17:30)
〒060-0061 札幌市 中央区 南１条 西 12 丁目 322 新永ビル９階
平日 8:45 〜 17:15）

選べる
参加方法！

令和４年

私は、
「LetʼｓTHINK ！ SAPPORO」の目的及び趣旨を理解し、ワークショップへの参加を希望します。
また、参加の際には札幌市のホームページ等に当日の様子（写真等）が使用されることも承諾します。

【主催】
札幌市まちづくり政策局 政策企画部 企画課 ☎TEL：011-211-2192（受付時間
〒060-8611 札幌市 中央区 北 1 条 西 2 丁目

参加者大募集 !!

さっぽろ市
02-B01-22-1046
R4-2-777

13:30 〜 16:00

18:00 〜 20:30

TKP 札幌カンファレンスセンター

〒060-0003 札幌市中央区北３条西３丁目１−６
札幌小暮ビル 6 階 カンファレンスルーム 6B

使用ツール：Zoom

ご自宅からの参加のほか、必要機器等を揃えた特設会場
からの参加も可能です。
（詳しくは中面をご覧ください）

【申込・問い合わせ先】
（業務受託者）株式会社 Glocal Design 担当：岡田、松田 ☎TEL：011-272-0333
〒060-0061 札幌市 中央区 南１条 西 12 丁目 322 新永ビル９階
（受付時間 平日 9:00 〜 17:30)
【主催】
札幌市まちづくり政策局 政策企画部 企画課 ☎TEL：011-211-2192
（受付時間 平日 8:45 〜 17:15） 〒060-8611 札幌市 中央区 北 1 条 西 2 丁目

詳しくは
中面へ！

Letｓ THINK! SAPPORO

ワークショップではこんなことを考えます。

新しい札幌市まちづくり戦略ビジョンを

10年後の札幌は
どうなっているだろう？

策定します！
「札幌市まちづくり戦略ビジョン （以下、 戦略ビジョンという。）」 は、 札幌市のまちづくりの計画体系の中

３つの視点から考えます！

で最上位に位置づけられる 「総合計画」 で、 平成 25 年 （２０１３年） に策定されました。
戦略ビジョン策定当時と現在を比べると、 増加が続いていた人口は減少局面を迎えており、 人口構造に
変化が生じることが予想されています。 また、 今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大による人々の
行動変容やデジタル化の進展など、 札幌市をとりまく環境は大きく変わってきているといえます。

※「第２次札幌市まちづくり戦略ビジョン」では、まちづくりの重要概念として下記の３つを定めています。

ユニバーサル
ー共生ー

このような状況を踏まえ、 札幌市では、 令和４年度 （２０２２年度） から令和１３年度 （２０３１年度） を計
画期間とした 「第２次札幌市まちづくり戦略ビジョン」 の策定を進めています。
第 2 次戦略ビジョンの策定にあたり、 市民の皆様のご意見をお聞きするため、 「これからの札幌をみんな
で考えよう」 をテーマに、 これからの札幌のまちづくりについて考えるワールドカフェ形式のワークショップ

誰もが互いにその個性や
能力を認め合い、多様性
が強みとなる社会

ウェルネス
ー健康ー

誰もが生涯健康で、学び、
自分らしく活躍できる社会

スマート

ー快適・先端ー
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

を開催します！

な
実現したらどん
札幌になる？

ワークショップ参加までの流れ
本ワークショップは、 会場開催とオンライン開催の二つの形式で行います。
日時によって開催形式が異なりますので、 ご希望の回にお申込みください。
■申込後、参加者には６/２０
（月）までに電話、またはメールにてご連絡いたします。
■＠glocal−d.com からのメールを受信できるように設定してください。

■応募者多数の場合は抽選で参加者を決定し、抽選に外れた方にはご連絡いたしません。
■参加者には６/２０
（月）頃に事前資料の送付を予定しております。

当日はワールドカフェ（４〜５人のグループに分かれ、一定時間ごとに
メンバーを入れ替えて話し合う）形式のワークショップになります！
カフェにいるようなゆったりした雰囲気の中でこれからの札幌について
話してみませんか？

オンラインでの参加を希望される方へ
6/25 （土） 18:00、 6/28 （火） 18:00 は、
WEB 会議ツール 「Zoom」 を使ったオンライン
形式でワークショップを実施します。
※パソコンや WEB カメラ等、
必要となる機器や 通信環
境の準備は各自でお願い
いたします。

！

自宅にパソコンや Wi-Fi などの環境が整って

いない、 操作に不安がある方などを対象に、

事務局にて必要機器等を準備した
特設会場を用意します！

（定員 各 5 名程度）

■会場は別途ご連絡いたします。
■希望される方は、裏面の「パソコン等を
用意した特設会場から参加する」に〇を
つけてください。
※応募者多数の場合は抽選となります。

な
実現したらどん
札幌になる？

な
実現したらどん
札幌になる？

例えばこんなユニバーサルな札幌

例えばこんなウェルネスな札幌

例えばこんなスマートな札幌

札幌は、デザインや環境ビジネス
などにより、国際色豊かなまちに
なってきている。
また、様々な場面におけるバリア
フリー化が進み、障がいや文化の
壁を感じることなく、誰とでも楽
しく交流している。

札幌のまちには、散歩路やランニ
ングを楽しめる場所が数多く
あり、健康的な暮らしがしやすい
まちになっている。
スマートウォッチのセンサーで
蓄積されるバイタルデータで健康
管理をしたり、見守りを依頼して
いる高齢者も増えているようだ。

公共施設には太陽光発電が数多く
設置され、各家庭にも普及してい
る。まちなかには充電スタンドも
数多くあり、電気自動車も普及し
ている。また、近隣のまちの風力
発電でつくられた水素を活用した
燃料電池バスなども見かけるよう
になった。札幌はゼロカーボン
シティに近づいている。

Let s

こんな札幌を目指すには何をしたらいいだろう？何ができるだろう？
新型コロナウイルス感染症防止対策について
会場においては、 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、 次の対策を行います。
■会場内の換気 ■ワークショップ会場出入口付近にアルコール消毒液の設置
■スタッフのマスク着用・消毒・検温の実施 ■受付スタッフの手袋着用 ■備品の定期的な消毒
■参加者が密集・密接とならない企画運営
来場される方へのお願い
■ご来場時及びワークショップ開催中のマスク着用にご協力をお願いいたします。
■当日、 自宅出発前の検温にご協力をお願いいたします。 37.5 度以上の発熱及び風邪症状等の不調が
ある場合は、 ご参加をご遠慮いただきます。
■ワークショップ会場出入口での手指のアルコール消毒をお願いいたします。
■ワークショップ開催中の 「ソーシャルディスタンス」 でのご協力をお願いいたします。
■会場受付に、 厚生労働省の新型コロナウイルス感染症接触確認アプリ 「COCOA」 及び北海道コロナ通知
システムの登録について表示しますので、 ご利用ください。
※新型コロナウイルス感染症の影響等、諸事情により、本ワークショップは中止または日時が変更となる場合がございます。
あらかじめご了承ください。

お申込みは裏面へ！

