
平成25年度　市民参加の実施結果

アンケート調査 26年2月
改革推進部の「事業の効果に関する市
民意識調査」で実施。1,904人が回答。

シンポジウム 25年12月 437人来場（定員500人）

パブリックコメント 25年7月～8月 意見提出者252人・意見件数579件

キッズコメント 25年7月～8月 意見提出者609人・意見件数1,093件

アンケート 25年9月～10月 10,000人を対象に実施、回収率34.2％

シンポジウム 25年12月10日 437人来場（定員500人）

検討委員会
25年6月～26年3

月
７回開催

子どもの意見把握 26年2月
出前講座（小中高計７校）、子ども議員と
の意見交換会

行政評価委員会 25年5月～12月 委員会9回開催（ヒアリング等を含む）

市民参加ワークショッ
プ

25年9月29日

2テーマを対象に、事前説明会及びワー
クショップを実施。
無作為抽出した3,000人の市民を対象に
募集を行い、85名が参加。

行政評価に関するア
ンケート

通年
HPにて随時アンケートを実施。回答数0
件

指標達成度調査 26年2月
無作為抽出した5,000人の市民を対象に
実施。
有効回答件数1,904件、有効回収率：38%

アンケート
25年4月～26年3

月
大人50人、子ども10人

会議 25年9月 大人22人参加

パブリックコメント
25年12月～26年1

月
市民25名から74件の意見

研修
25年9月28日、10

月5日、10月19日、
10月26日、11月9

5回実施。延参加者108人（市民68、職員
40）

総務局
自治研修センター

011-866-3666

市民と共に学ぶまちづく
り推進研修事業

市民と共に学ぶまちづくり推進研修「ジョ
イまちゼミナール」を、前年度構築したモ
デルに沿って、継続して実施する。

条例、計画、事業等の名称 内容

HPアドレス

市民参加の実施方法 実施時期 実施結果
担当局部課
電話番号

防災・危機管理意識調
査

札幌市では、災害に強いまちづくりを推
進するため、様々な防災対策に取り組ん
でいるが、市民の災害に対する関心度
等を調査することにより、今後のより実効
性ある防災対策を推進するために、アン
ケート調査を行った。

危機管理対策室
危機管理対策部
危機管理対策課
011-211-3062

札幌市まちづくり戦略ビ
ジョン＜戦略編＞

　人口減少、少子高齢化、エネルギー政
策の見直しなど、かつて経験したことの
ない時代に突入する。そこで、＜ビジョン
編＞を受け、行政が優先的・集中的に
実施すべき取組を盛り込んだ新たなまち
づくりの戦略的取組の指針となる＜戦略
編＞を策定した。

市長政策室
政策企画部

企画課
011-211-2206

http://www.city.sapporo.jp/kikaku/vision/index.html

市有建築物のあり方検
討

将来の人口構造の変化に応じた新たな
まちづくりの観点から、効果的かつ効率
的な市有建築物のあり方について調査・
検討を行う。

市長政策室
政策企画部
政策調整課

011-211-2206

http://www.city.sapporo.jp/chosei/shiyuu_kenchiku/index.html

行政評価制度
全ての予算小事業とその施策を対象とし
て、施策や事業の有効性や、事業の必
要性、効率性などの評価を実施した。

市長政策室
改革推進部

推進課
011-211-2061

http://www.city.sapporo.jp/somu/hyoka/

広報モニター、子ども広
報モニター調査

広報さっぽろ、広報番組、ホームページ
への意見を定期的に送付してもらい、誌
面の編集や番組作成の参考にするため
の調査。

市長政策室
広報部
広報課

011-211-2036

札幌市国際戦略プラン
2002年10月に策定した「札幌市国際化
推進プラン」を抜本的に改定し、総合的
な国際戦略をとりまとめた。

総務局
国際部
交流課

011-211-2032

http://www.city.sapporo.jp/kokusai/strategy.html
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平成25年度　市民参加の実施結果

条例、計画、事業等の名称 内容

HPアドレス

市民参加の実施方法 実施時期 実施結果
担当局部課
電話番号

アンケート 26年2月
市民：1,000人を対象に実施（回収率）
54.4％

防犯団体：300団体を対象に実施（回収
率）57.0％

アンケート 25年7月
歩行者意見の計2,318人のうち、94.9％
が押し歩き推奨に賛成

検討会
25年7月15日、26

年3月23日
２回開催

利活用ワーキング
25年8月19日～26

年3月23日
４回開催

ワークショップ 26年3月1日 定員30人に対し、28人が参加

アンケート 26年3月1日
市民による集中評価会議参加者28人が
回答

市民自治推進会議 26年3月3日～ 公募委員の募集を開始

体験事業 25年8月2日 ２５人参加（５年生１３人、６年生１２人）

グループディスカッ
ション

26年3月7日
１２人参加（高校生３人、大学生４人、社
会人５人）

グループディスカッ
ション

25年12月8日
中学生・高校生・大学生ら１６人参加。傍
聴者20人

市民まちづくり局
市民自治推進室
市民自治推進課
011-211-2255

町内会による加入促進
活動支援事業

「町内会活動を通じて成長する若者た
ち」と題して、地域活動に関心のある若
者や地域の方が集まり地域活動につい
て意見交換を行った。

市民まちづくり局
市民自治推進室
市民自治推進課
011-211-2253

http://www.city.sapporo.jp/shimin/jichi/gugenka/kodomo-syocho/top.html

平成25年度　若者と創る
地域のまちづくり活動創

出事業

若者のまちづくりに対する情報共有及び
啓発を目的として、グループディスカッ
ションにより意見交換を行った。

市民まちづくり局
市民自治推進室
市民自治推進課
011-211-2254

子どもまちセン一日所長
小学５、６年生が「一日まちセン所長」と
して、まちづくりセンターの役割や地域
のまちづくり活動を学んだ。

市民まちづくり局
市民自治推進室
市民自治推進課
011-211-2253

http://www.city.sapporo.jp/shimin/jichi/gugenka/hyoukakaigi/top.html

市民自治推進会議
札幌市自治基本条例第31条に基づき、
市民自治によるまちづくりの施策等の評
価を行った。

市民まちづくり局
市民自治推進室
市民自治推進課
011-211-2253

http://www.city.sapporo.jp/shimin/jichi/gugenka/suisinkaigi/top.html

市民による集中評価会
議

札幌市の市民自治に関する取組等につ
いて、無作為抽出により選定された市民
がワークショップ等を通じて評価・改善へ
の意見出しなどを行った。

市民まちづくり局
地域振興部

区政課
011-211-2252

http://www.city.sapporo.jp/kotsuanzen/cycle/cycle.html

白石区複合庁舎等整備
事業

白石区役所などの公共施設を地下鉄白
石駅に隣接する市有地（南郷通1丁目
南）に移転し、複合庁舎として整備する
（平成25年度は実施設計）。

市民まちづくり局
地域振興部

区役所整備担当
課

011-211-2176

http://www.city.sapporo.jp/shimin/shisetsu/index.html

自転車押し歩きの社会
実験

平成26年度までに「自転車押し歩き推奨
地区」設定の可否を検討するため、市中
心部で社会実験を行った。

札幌市犯罪のない安全
で安心な

まちづくり等基本計画

26年度内に予定している当該計画見直
しに資するため、市民及び市内で防犯
活動を行っている団体に対してアンケー
トを実施した。

市民まちづくり局
地域振興部

区政課
011-211-2252

http://www.city.sapporo.jp/shimin/chiiki-bohan/kihonkeikaku/index.html
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平成25年度　市民参加の実施結果

条例、計画、事業等の名称 内容

HPアドレス

市民参加の実施方法 実施時期 実施結果
担当局部課
電話番号

グループディスカッ
ション

25年9月26日 14人参加

グループディスカッ
ション

25年11月27日 12人参加

本部委員会 25年6月、12月
市民まちづくり活動促進基本計画の策定
にあたり、２回実施

事業検討部会
25年9月、10月、11

月
市民まちづくり活動促進基本計画の策定
にあたり、４回実施

審査部会
25年4月～26年3

月
市民まちづくり活動促進助成金の審査の
ため13回実施

パブリックコメント 25年10月～11月 4名の市民から10件の意見。

パブリックコメント 26年3月～4月 13名の市民から46件の意見。

男女共同参画審議
会

25年5月～26年3
月

25年5月諮問、部会は第４回まで実施

ワークショップ
25年10月～26年2

月
3回開催、延べ120人参加

パブリックコメント 25年4月 82人・団体から211件の意見

市民まちづくり局
都市計画部
地域計画課

011-211-2545

http://www.city.sapporo.jp/keikaku/partnership/naebo/p_naebo.html

（仮称）市民交流複合施
設整備基本計画

札幌における多様な文化芸術活動の中
心的な拠点となる（仮称）市民交流複合
施設の施設計画の基本的な考え方につ
いて計画として取りまとめまた。

市民まちづくり局
都心まちづくり推

進室
都心まちづくり課
011-211-2692

http://www.city.sapporo.jp/kikaku/downtown/project/shiminkouryu.html

苗穂駅周辺地区まちづ
くり整備事業

平成18年3月に策定された「苗穂駅周辺
地区まちづくり計画」を進めていくに当た
り、地域住民の意見を取り入れながら施
設の整備を進めて行く。

市民まちづくり局
市民自治推進室
市民活動促進担

当課
011-211-2964

第２次札幌市配偶者等
からの暴力の防止及び
被害者の支援に関する

基本計画

　「札幌市配偶者等からの暴力の防止及
び被害者の支援に関する基本計画」の
計画期間が終了することから、引き続き
配偶者等からの暴力防止及び被害者の
支援に関する施策を総合的・計画的に
推進するため、26年度以降の次期計画
の改定作業を行った。

市民まちづくり局
市民生活部

男女共同参画室
男女共同参画課
011-211-2962

http://www.city.sapporo.jp/shimin/danjo/boryoku/index.html

第2期札幌市市民まち
づくり活動促進基本計

画

市民まちづくり活動の促進に関する施策
を総合的かつ計画的に進めるための「第
2期札幌市市民まちづくり活動促進基本
計画」についての素案に対する市民意
見の募集を行った。

市民まちづくり局
市民自治推進室
市民活動促進担

当課
011-211-2964

http://www.city.sapporo.jp/shimin/support/jyourei/table/t01_top.html

ＮＰＯ法人の条例個別
指定制度

寄附控除の対象となるNPO人を条例で
指定する「条例個別指定制度」について
の素案に対する市民意見の募集を行っ
た。

市民まちづくり局
市民自治推進室
市民活動促進担

当課
011-211-2964

http://www.city.sapporo.jp/shimin/support/npo_jhorei.html

市民まちづくり活動促進
テーブル

市民まちづくり活動の促進に関し必要な
事項について調査審議等を行った。

まちづくり活動への参加
ネットワーク構築事業

若者のまちづくりを進めるため、若者へ
の意識調査を行うとともに、参加のきっか
けとすることを目的に、まちづくりに関す
る意見交換を行った。

市民まちづくり局
市民自治推進室
市民自治推進課
011-211-2256
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平成25年度　市民参加の実施結果

条例、計画、事業等の名称 内容

HPアドレス

市民参加の実施方法 実施時期 実施結果
担当局部課
電話番号

パブリックコメント 25年6月～7月 2人から6件の意見

実行委員会運営委
員の公募

25年10月 市民委員として３名を選考

実行委員会総会の
開催

25年8月～26年3
月

３回実施し、大会実施計画や予決算等を
審議

イベント参加 26年3月8日 512人参加

アンケート 26年3月8日
参加者512人を対象に実施（回収率）
61.1％

ワークショップ
26年2月12、19、

21、28日
４回開催　各15人程度

企画・運営・実施協
力

随時 50人程度

ワークショップ
25年10月～26年2

月
3回開催、各15人参加

パブリックコメント 25年11月～12月 意見提出者132人、意見項目129項目

出前講座（中学校） 25年10月 ３校１１クラスの合計３７０人

高校生体験学習 25年8月～9月 ３回実施、合計４３人を受入れ

パブリックコメント
25年12月～26年１

月
2人から3件の意見

国保加入者委員公
募

25年5月 市民委員として4名を選考

協議会
25年6月～26年2

月
3回実施。国保会計予算・決算および重
要事項の審議。

公募 26年2月～4月
デザイン関係の専門学校、高校から多数
の応募があった中からデザインを選定、
特定健診の実施医療機関や地下鉄の掲
示板に掲示した。また、優秀者への表彰
式を行なった。

保険福祉局
保険医療部
保険企画課

011-211-2944

http://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/kokuho/unkyou.html

とくとく健診PRポスター
図案募集

とくとく健診を市民にPRするため、わかり
やすく親しみやすい図案を市民公募す
る。

保険福祉局
保険医療部

国保健康推進担
当課

011-211-2887

http://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/kokuho/tokuken.html

国民健康保険運営協議
会

国民健康保険法第１１条に基づく必置
機関であり、国保事業の運営に関する
事項の審議等を行う。
（協議会は年３回開催）

財政局
財政部

企画調査課
011-211-2216

http://www.city.sapporo.jp/zaisei/kohyo/yosan-kessan/index.html 

第2次札幌市自殺総合
対策行動計画（札幌
ほっとけない・こころのプ
ラン）

札幌市における自殺の現状分析や国の
新・自殺総合対策大綱等を参考に、新
たな課題等を踏まえつつ、「ひとりでも多
くの命を救う」ことを目標として具体的に
取り組んでいくための新たな5か年計画
を策定した。

保健福祉局
障がい保健福祉

部
精神保健福祉セン

ター
011-622-5190

http://www.city.sapporo.jp/eisei/gyomu/seisin/

予算編成（編成プロセス
の公開）

市民に対する説明責任を果たすととも
に、予算編成における透明性を確保す
るため、引き続き予算編成プロセスの情
報公開を推進し、市民からの意見を募
集する。

市民まちづくり局
都市計画部
地域計画課

011-211-2545

http://www.city.sapporo.jp/keikaku/kougai/makomanai/makomachi.html

地域交通計画策定事業

地域別の交通課題に対応した持続可能
な地域交通体系を確立するため、東地
区（東区の元町、伏古本町及び札苗地
区を対象とした地域）において地域住民
を対象としたワークショップを開催し、当
該地域におけるバス交通に関する課題
やニーズの把握並びに利便性向上策の
検討、一部実施を行った。

市民まちづくり局
総合交通計画部

都市交通課
011-211-2492

旧真駒内緑小学校を活
用したまちづくりイベント

真駒内駅前地区に新たな活動と交流を
つくり出すきっかけとすることを目的に、
まちづくりイベント「まこ×まち2014～緑
小からはじまるまちづくり～」を開催した。

市民まちづくり局
都心まちづくり推

進室
都心まちづくり課
011-211-2692

http://www.city.sapporo.jp/kikaku/downtown/project/kita3jouhiroba.html

日本女性会議2014札幌
男女共同参画に関する全国大会である
「日本女性会議2014札幌」の平成26年
10月開催に向けた準備作業を行った。

市民まちづくり局
市民生活部

男女共同参画室
男女共同参画課
011-211-2962

http://www.city.sapporo.jp/shimin/danjo/japan/j-w-c.html

北３条広場の設置
札幌の都心をにぎわいあふれる空間と
するため、北３条通の西４丁目部分を柔
軟な活用が可能な広場とする。
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平成25年度　市民参加の実施結果

条例、計画、事業等の名称 内容

HPアドレス

市民参加の実施方法 実施時期 実施結果
担当局部課
電話番号

札幌市食育推進会
議

25年7月 1回開催

ワークショップ
26年1月～26年3

月
各区ごとに開催（計10回）、のべ822名参
加

ワールドカフェ 25年11月24日 120名参加

パブリックコメント 26年1月～2月 １名から３件の意見

推進会議
25年4月～26年3

月
本会議２回開催

モニター
25年4月～26年3

月
30名により197施設を調査

あり方検討委員会 25年3月～ 設置　第1回会議の開催

札幌市健康づくり推進協
議会

25年4月～25年9
月

策定部会６回、協議会１回開催

パブリックコメント 26年1月～2月
大人36人から158件の意見、小・中学生
447人から474件の意見 保健福祉局

保健所
健康企画課

011-622-5151

http://www.city.sapporo.jp/eisei/kenkozukuri/dainijikeikaku.html

札幌市健康づくり基本
計画

「健康さっぽろ２１（第二
次）」

平成14年に策定した札幌市健康づくり
基本計画「健康さっぽろ21」は平成25年
度が終期であることから、今後も市民の
健康増進を図るために、札幌市健康づく
り基本計画「健康さっぽろ21」の評価と課
題、国の計画である「健康日本21（第二
次）」を踏まえ、市民、有識者による審議
やパブリックコメントを経て、札幌市健康
づくり基本計画「健康さっぽろ２１（第二
次）」を策定した。

保健福祉局
保健所

食の安全推進課
011-622-5174

http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/shoku/shokumachi/monitor/kekka.html

札幌市動物愛護管理の
あり方検討委員会

第三者委員により、本市の動物愛護の
あり方（条例制定等を含む）を検討した。

保健福祉局
保健所

動物管理センター
011-736-6134

http://www.city.sapporo.jp/inuneko/

さっぽろ食の安全・安心
モニター事業

市内の食品取扱施設について、食品の
表示、施設の衛生状況等を調査した。

保健福祉局
保健所

食の安全推進課
011-622-5174

http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/shoku/kanshiplan/index.html

安全・安心な食のまち・
さっぽろ推進会議

「札幌市安全・安心な食のまち推進条
例」に基づき、食の安全・安心に係る施
策の調査審議を行った。

保健福祉局
保健所

食の安全推進課
011-622-5174

http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/shoku

平成26年度札幌市食品
衛生監視指導計画

保健所が行う食品関係施設に対する監
視指導や市民への啓発事業などの実施
に関する計画を策定した。

保健福祉局
保健所

健康企画課
011-622-5151

http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/syokuiku/dai2zikeikaku.html

地域医療連携推進事業

「さっぽろ医療計画」の目標のひとつで
ある「地域と結びついた医療の強化」に
向け、医療機関相互や介護分野などと
の連携推進を支援した。

保健福祉局
保健所

医療政策課
011-622-5162

http://www.city.sapporo.jp/eisei/tiiki/iryouplan/

第2次札幌市食育推進
計画

平成25年3月に策定された計画の進捗
管理に市民意見を反映させるため、市
民公募委員を含む審議会（札幌市食育
推進会議）を開催した。
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平成25年度　市民参加の実施結果

条例、計画、事業等の名称 内容

HPアドレス

市民参加の実施方法 実施時期 実施結果
担当局部課
電話番号

市民ワークショップ
25年4月～26年3

月

東区：２回開催　参加６０名

清田区：６回開催　参加２５０名

西区：１回開催

市民ワークショップ 25年6月～７月 4回開催。延51名参加。

市民スタッフ
25年10月、26年２

月
普及啓発イベント2回、延6名参加

市民交流
26年2月11日～13

日
市民１０名が松本市を訪問

交流事業 25年9月、11月 9月は27名、11月は15名参加

体験事業 25年8月、26年１月 8月は8組16名、１月は７組14名参加

アンケート 26年１月 1063名

アンケート 26年１月 855名

保健福祉局
保健所

食の安全推進課
011-622-5174

https://www.city.sapporo.jp/hokenjo/shoku/event/25shokumachifest-kekka.html

http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/shoku/event/25shokumachi-cmc2.html

食のまち・さっぽろフェス
ｉｎチ・カ・ホ

「食の安全・安心」をメインテーマに、市
民・事業者を対象とした情報発信・共有
の場とし、かつ経済や観光の活性化へ
の寄与も視野に入れた普及啓発イベント
を実施した。

保健福祉局
保健所

食の安全推進課
011-622-5174

http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/shoku/shokumachi/koryujigyo/25koryujigyo.html?mode=preview#Gmen

安全・安心な食のまち・
さっぽろＣＭコンテスト

「食の安全・安心」をテーマに市民・事業
者から動画作品を募集し、メディア等を
活用して広く発信した。

保健福祉局
保健所

食の安全推進課
011-622-5174

http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/shoku/shokumachi/koryujigyo/25koryujigyo.html?mode=preview#kouryuujigyou

さっぽろ子ども食品Gメ
ン体験事業

小学３～６年生の親子を対象に、行政や
事業者の食の安全確保への取組にかか
る正しい知識の習得等を目的として、食
品衛生監視員の業務を体験・学習した。

保健福祉局
保健所

健康企画課
011-622-5151

さっぽろ食の安全・安心
市民交流事業

事業者・生産者と市民の相互理解を図
り、また、市民が食の安全について正し
い知識と理解を深め、さらに食に対する
信頼感を持ってもらうため、生産地や生
産工場を見学した。

保健福祉局
保健所

食の安全推進課
011-622-5174

ウォーキング推進キャン
ペーン

幅広い世代が日常生活の中で運動量を
増やすことができるように、多くの人が利
用する地下鉄駅を起点とするウォーキン
グマップを作成し、イベント等での普及
啓発を実施した。

保健福祉局
保健所

健康企画課
011-622-5151

http://www.city.sapporo.jp/eisei/kenkozukuri/walking/walking.html

健康づくりに関する松本
市

との交流事業

市民が主体となる健康な地域づくりを進
めるため、松本市との市民交流を行っ
た。

地域保健活動推進事業

複雑多様化する地域の保健福祉課題に
適切に対応するため、地域住民や関係
機関等と連携・協働した保健師活動を展
開することにより地域保健活動の充実を
図り、地域の特性に合わせた健康づくり
や見守り体制の構築に取り組んだ。

保健福祉局
保健所

健康企画課
011-622-5151
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平成25年度　市民参加の実施結果

条例、計画、事業等の名称 内容

HPアドレス

市民参加の実施方法 実施時期 実施結果
担当局部課
電話番号

委員会 25年5月 子どもの権利委員会開催

25年9月 子どもの権利委員会開催

25年10月 子どもの権利委員会開催

25年11月 委員会答申手交式

26年2月 委嘱状交付、子どもの権利委員会開催

アンケート
25年12月～26年1

月
大人子ども各5千人対象。回収率35.6％

子どもボランティア説
明会でのワークショッ

プ
25年9月 1回実施し、59名が参加

アンケート 25年10月 ２日間で3,421名が参加

コールセンター対応
履歴の活用

25年8月～10月 述べ576件

委員会活動 25年10月～12月
７回開催　子ども議員60名　サポーター
11名

本会議 26年１月 ５つの委員会が市への提案を行った

子ども議員の支援 25年10月～1月

研修でのワークショッ
プ

25年6月～7月
４回実施し、延べ39人参加（事業参加者
10名が対象）

アンケート 25年9月 参加者10名に実施

研修でのワークショッ
プ

25年6月～7月
4回実施し、延べ50名が参加（事業参加
者14名が対象）

アンケート 25年9月 参加者14名を対象に実施

パブリックコメント
25年10月～25年

11月
6人から15件の意見

検討協議会 25年12月
パブリックコメント結果報告及び計画素案
の説明

http://www.city.sapporo.jp/kodomo/kosodate/boshi_keikaku.html

子ども未来局
子ども育成部

子どもの権利推進
課

011-211-2942

http://www.city.sapporo.jp/kodomo/ikusei/l01_2.html

札幌市ひとり親家庭等
自立促進計画

　母子及び寡婦福祉法や「母子家庭及
び寡婦の生活の安定と向上のための措
置に関する基本的な方針」を踏まえ、ひ
とり親家庭等に対する総合的な支援策
を進めるための計画を策定する。

子ども未来局
子育て支援部
子育て支援課
011-211-2988

http://www.city.sapporo.jp/kodomo/ikusei/l01_2.html

シンガポール少年少女
交流事業

　市内の中学2年生（受入時は中学3年
生）を対象とし、ホームステイを基本に、
相互に派遣と受入を行い、中学校体験
入学や市内視察等のプログラムを実施
する。今年度はシンガポール共和国へ
派遣する。

子ども未来局
子ども育成部

子どもの権利推進
課

011-211-2942

http://www.city.sapporo.jp/kodomo/kenri/katsudo.html

姉妹都市少年交流事業

　市内の中学生・高校生を対象とし、
ホームステイを基本に、相互に派遣と受
入を行い、各都市の伝統・生活文化、ま
ちの特徴を学ぶ各種プログラムを実施す
る。今年度は韓国大田広域市へ派遣す
る。
　

子ども未来局
子ども育成部

子どもの権利推進
課

011-211-2942

http://www.mini-sapporo.com/

子ども議会

　小学5年生から高校生までの子どもが
市政について学び、よりよくするための
方法等を考え、本会議で市長等に提案
する。子ども議員が提案をまとめる際、学
生サポーターが支援する。

子ども未来局
子ども育成部

子どもの権利推進
課

011-211-2942

http://www.city.sapporo.jp/kodomo/kenri/plan.html#tyousa

こどものまち
ミニさっぽろ事業

　市内の小学校３・４年生を対象とする参
加者が仮想のまちである「ミニさっぽろ
市」での擬似的な就労体験により地域通
貨の給料を得て、消費生活等の市民体
験を行う。

子ども未来局
子ども育成部

子どもの権利推進
課

011-211-2942

http://www.city.sapporo.jp/kodomo/kenri/kenriiinkai.html

子どもに関する実態意
識調査

子どもの最善の利益を実現するための
権利条例に基づく推進計画について、
次期計画策定及び現在の計画の達成
度をはかるための調査を実施。

子どもの権利委員会

子どもの最善の利益を実現するための
権利条例に基づき、子どもの権利に関
する施策の検証を行う。平成25年度11
月に委員改選を予定。

子ども未来局
子ども育成部

子どもの権利推進
課

011-211-2942
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平成25年度　市民参加の実施結果

条例、計画、事業等の名称 内容

HPアドレス

市民参加の実施方法 実施時期 実施結果
担当局部課
電話番号

意見交換会 25年9月 出演した中学生4人が出席、1回開催

意見公募 25年7月～8月 151通の応募あり

投票による審査 25年9月 611票の投票あり

札幌市子ども・子育
て会議

25年10～26年2月 本会議４回、部会４回開催

アンケート 25年11月～12月 15,000人を対象に実施、回収率41.4％

市民ワークショップ
25年12月～26年1

月
計３回開催、各30人参加

アンケート 25年11月 12,800人を対象に実施、回収率58.4％

子ども・子育て会議、
部会

26年１月月 札幌市子ども・子育て会議1回、部会2回

パブリックコメント 26年3月

子どもワークショップ 25年１2月 ３回開催

ワークショップ
25年10月26日、11

月23日
2回開催（1回目16名：、2回目：10名）

委員会
25年９月28日、11
月９日、12月７日

3回開催（こども委員11名）

委員会
26年２月14日、３

月７日
2回開催（専門委員12名）

環境局
環境都市推進部
環境共生推進担

当課
011-211-2879

http://www.city.sapporo.jp/kankyo/biodiversity/handbook.html

希少種配慮ガイドライン
の作成

札幌市に生息・生育する希少な動植物
のリスト及びその動植物への配慮事項を
示すガイドラインを、有識者からなる専門
委員会で検討し作成する。

子ども未来局
子ども育成部
子ども企画課
011-211-2982

生物多様性市民実践ハ
ンドブックの作成

生物多様性の保全に向けて、市民が実
践できる行動を示したハンドブックを、市
民が参加できる機会を設けながら作成
する。

環境局
環境都市推進部
環境共生推進担

当課
011-211-2879

篠路小学校内児童会館
基本設計

篠路小学校（H27年度一部改築工事予
定）と平成つする新しい児童会館の基本
設計を行った。

子ども未来局
子ども育成部
子ども企画課
011-211-2982

https://www.city.sapporo.jp/kodomo/jisedai/kodomokeikaku.html

放課後児童クラブの設
備及び運営に関する基

準

放課後児童クラブの設備及び運営に関
する基準の検討を進めた。 子ども未来局

子ども企画課
011-211-2982

http://www.city.sapporo.jp/kodomo/assist/happy-room.html

（仮称）
札幌市子ども・子育て支

援事業計画

平成24年に制定された「子ども・子育て
支援法」に基づく、５年を１期とした札幌
市の子ども施策に係る事業計画を策定
する。

子ども未来局
子どもの権利救済

事務局
011-211-2946

http://www.city.sapporo.jp/kodomo/assist/kodomo_douga.html

子どもの権利救済機関
のマスコットキャラクター

の愛称募集

市内の子どもを対象とし、当機関のマス
コットキャラクターとして使用してきたキャ
ラクターの愛称を公募し、応募のあった
作品のうち、予備審査を通過した作品に
ついて、子ども向けイベント（さっぽろ少
年6団体交流事業「友遊KID'Sランド」）に
て投票による最終審査を行う。

子ども未来局
子どもの権利救済

事務局
011-211-2946

映像を活用した子どもの
権利救済機関のＰＲ

子どもの権利救済機関のＰＲ及び啓発
用の映像を作成するにあたり、シナリオ
検討段階において、出演した子どもとと
もに企画会議を開催し、子どもの目線で
親しみを持てるものになるよう意見を反
映させる。
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平成25年度　市民参加の実施結果

条例、計画、事業等の名称 内容

HPアドレス

市民参加の実施方法 実施時期 実施結果
担当局部課
電話番号

パブリックコメント
26年3月7日～26

年4月5日
1人から1件（改正案以外について）の意
見

寄付 通年 H25年度は動物7個体

イベントへの参加 随時 イベント計14回（1個体につき年2回）

ツアーガイド 5月～10月
登録人数32名のガイドボランティアが、年
間449名に対し「森の散策タイム」のガイド
を実施

行事の企画・運営 随時
外来種駆除、自由散策・かんじきで森を
歩こう（イベント）、講習会・観察会（全３
回）

飼育動物の解説 随時
登録人数75名のガイドボランティアが
年間100団体2,500名の来園者に対しガ
イドを実施

園内でのイベント実
施

随時

市民会議 3～4か月に1度 5月28日実施　8名参加

8月28日実施　10名参加

12月20日実施　8名参加

パブリックコメント 25年7月～8月頃 7人から33件の意見

検討委員会　市民公募
委員

25年夏～26年度
25年度は検討会議を2回開催（公募委員
は2名）

園内でのイベント開催・協力
・チリモン観察会
・小鳥の巣作り
・ボランティアの日
・正月の餅つき、お汁粉提供
・スノーフェスティバル氷の滑り台
・円山動物園感謝デー屋台

観光文化局
観光コンベンショ

ン部
観光企画課

011-211-2376

http://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/news2/2011-05-02.html

定山渓地区整備促進事
業

定山渓地区の観光資源としての魅力向
上を目指し、エリア全体としての総合的
な再整備に向けた構想策定を行った。
（第三次新まちづくり計画事業）

観光文化局
観光コンベンショ

ン部
観光企画課

011-211-2376

札幌市観光まちづくりプ
ラン

観光を通じた豊かなまちづくりを進める
ために策定し、今後5年間の事業実施計
画した。

環境局
円山動物園
飼育展示課

011-621-1426

http://www.city.sapporo.jp/zoo/

市民動物園会議

平成19年3月に策定した札幌市円山動
物園基本構想に沿った経営を行ってい
るかを念頭に確認を受け、基本構想に
近づけるための提案・意見を聴取する。

環境局
円山動物園
経営管理課

011-621-1426

http://www.city.sapporo.jp/zoo/

円山動物園ボランティア
市民が支え市民が作る、市民が主役の
動物園を目指す。

環境局
円山動物園
経営管理課

011-621-1426

円山動物園の森ボラン
ティア

円山動物園の森のツアーガイド及び運
営管理を行う。

環境局
円山動物園
経営管理課

011-621-1426

http://www.city.sapporo.jp/zoo/

http://www.city.sapporo.jp/kankyo/taiki_osen/kisei/asbesto/oshirase/pubcom.html

アニマルファミリー制度

お気に入りの動物に家族のような愛着を
持っていただくため、支援を募る制度。
ファミリー（支援者）からいただいた会費
は、動物たちを育むエサ代として寄付し
ていただく。「わたしの動物を動物園に
預かってもらっている」「わたしの家族に
会いに動物園へ行く」と思っていただけ
るよう、入園者の皆様と動物園の新しい
関係を提案。

札幌市生活環境の確保
に関する条例及び札幌
市生活環境条例施行規

則の一部改正

石綿（アスベスト）の飛散防止対策につ
いて規定する札幌市生活環境の確保に
関する条例及び札幌市生活環境の確保
に関する条例施行規則に関する一部改
正案について、意見を募集する。

環境局
環境都市推進部

環境対策課
011-211-2882

http://www.city.sapporo.jp/zoo/
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平成25年度　市民参加の実施結果

条例、計画、事業等の名称 内容

HPアドレス

市民参加の実施方法 実施時期 実施結果
担当局部課
電話番号

観光案内所での活動
25年4月26日～10

月31日
札幌市観光ボランティア166名が各案内
所において

通年
交代制で活動し、観光客に対して観光案
内を行った。

26年2月5日～2月
11日

新規募集
25年4月1日～4月

23日
30名の応募があり、そのうち27名を新た
に登録した。

会議 26年1月～3月 今後のテーマについて検討

検討委員会・小委員
会

25年5月～26年3
月

検討委員会5回、小委員会4回開催

市民ワークショップ 25年12月 30名参加（無作為抽出60名のうち）

市民スタッフ
25年5月末～8月

末
133人参加

検討委員会
25年7月～26年3

月
専門部会2回、本委員会4回開催（公開）

市民ボランティアによ
る遺跡調査

25年7月～8月
登録人数49名、延べ168名参加（13日
間）

遺跡調査現地公開 25年7月～8月 74名参加（13日間）

遺跡見学会・出前展
示

25年8月24日 147名参加

市民ボランティア意
見交換会

25年8月31日
15名（発掘ボランティア登録者）参加（公
開）

講演会 25年9月23日 37名参加

さとらんどの遺跡展
25年11月～26年3

月
来場者数15,800人

パブリックコメント
25年4月1日～25

年4月30日
８２の個人・団体から、211件の意見

観光文化局
文化部

文化財課
011-512-5430

http://www.city.sapporo.jp/kankobunka/maibun/

（仮称）市民交流複合施
設整備基本計画

（仮称）市民交流複合施設の施設計画
の基本的な事項等を明らかにする計画
を策定した。

観光文化局文化部
市民文化課

011-211-2545
市民まちづくり局

都心まちづくり推進室
011-211-2692
教育委員会

中央図書館管理課
011-512-7330

http://www.city.sapporo.jp/kikaku/downtown/project/shiminkouryu.html

（仮称）古代の里整備事
業

仮称）古代の里整備基本構想を策定す
るため、検討委員会を開催し、検討委員
会の結果に基づいて基本構想案を取り
まとめた。また、各種普及事業を実施し、
事業の周知に努めた。

観光文化局
文化部

市民文化課
011-211-2545

http://www.city.sapporo.jp/shimin/bunka/kihonkeikaku/index.html

サッポロ・シティ・ジャズ
におけるボランティアス
タッフの募集

サッポロ・シティ・ジャズの事務局運営補
助・会場運営補助・撮影などの業務を担
うボランティアスタッフを募集し、事業の
運営に参加してもらう。

観光文化局
文化部

市民文化課
011-211-2261

http://sapporocityjazz.jp/

札幌市文化芸術基本計
画

平成25年度で計画期間が満了する現計
画を見直すため、次期計画(計画期間
H26～30年度）案を検討した。

観光文化局
観光コンベンショ

ン部
観光企画課

011-211-2376

札幌文化芸術円卓会議
市民や芸術家等と、文化芸術の振興に
関し自由かつ率直に意見交換を行っ
た。

観光文化局
文化部

市民文化課
011-211-2545

http://www.city.sapporo.jp/shimin/bunka/entaku/index.html

札幌市観光ボランティア

・大通公園観光案内所での活動（4月～
10月）
・北海道さっぽろ観光案内所での活動
（通年）
・雪まつり臨時観光案内所での活動（期
間中）
・新規募集
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平成25年度　市民参加の実施結果

条例、計画、事業等の名称 内容

HPアドレス

市民参加の実施方法 実施時期 実施結果
担当局部課
電話番号

検討会議
25年10月～26年3

月
4回開催

札幌市スポーツ推進審
議会

25年4月～26年2
月

審議会４回開催

パブリックコメント
25年12月～26年1

月
５名から12件の意見

札幌市河川環境推
進会議

25年12月18日 委員6名参加

第3回ワークショップ 25年6月1日 地域住民9名参加

うらうちない川生物観
察会

25年6月5日 地域住民3名参加

第4回ワークショップ 25年9月7日 地域住民14名参加

アンケート 25年8月～9月 アンケート回答数66人

説明会 26年3月 1地区2回開催

アンケート
26年2月17日～19

日
パネル展来場者276人のうち、123人から
回答

都市局
建築部

建築保全課
011-211-2816

http://www.city.sapporo.jp/toshi/kenchiku/kankyou/kankyou.html

建築部パネル展

「都市局実施プラン」の最重点項目であ
る市有建築物における環境負荷低減へ
の取組について、市民の環境配慮への
意識向上に寄与することを目的としてパ
ネル展を開催した。

都市局
市街地整備部

宅地課
011-211-2512

http://www.city.sapporo.jp/toshi/takuchi/takubou/panel.html

土砂災害警戒区域等指
定に係る住民説明会

土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒
区域等指定（指定権者：北海道）のた
め、北海道及び関連所管部（札幌市危
機管理対策室及び札幌市河川管理課）
と連携して住民説明会を開催。

都市局
市街地整備部

宅地課
011-211-2512

http://www.city.sapporo.jp/toshi/takuchi/takubou/doshasaigaikeikaikuiki.html

がけ地防災パネル展
がけ地防災パネル展来場者に対してア
ンケーを実施し、日頃の防災に対する意
識や備え等を調査。

建設局
下水道河川部
河川事業課

011-818-3414

http://www.city.sapporo.jp/kensetsu/kasen/kankyoushishin/suisinkaigi.html

うらうちない川ワーク
ショップ

札幌市河川環境指針に基づいた環境整
備の進め方として、ワークショップ等を開
催し、地域住民と話し合いながら整備内
容を決め実施した。

建設局
下水道河川部
河川事業課

011-818-3414

http://www.city.sapporo.jp/kensetsu/kasen/kankyoushishin/index.html

札幌市河川環境推進会
議

よりよい河川環境を保全・創出するた
め、今後の札幌市の川づくりの方向性を
示す、札幌市河川環境指針を平成20年
度に策定している。本指針が適切に推
進されているかを検証するため、「札幌
市河川環境推進会議」を開催した。

観光文化局
文化部

市民文化課
011-211-2545

http://www.city.sapporo.jp/shimin/bunka/fukugou/fukugou.html

札幌市スポーツ推進計
画

平成１５年に策定された札幌市スポーツ
振興計画を改定し、今後の札幌市のス
ポーツ推進の指針となる計画を策定し
た。（計画期間：平成25年度～平成34年
度）

観光文化局
スポーツ部
企画事業課

011-211-3044

http://www.city.sapporo.jp/sports/vision/index.html

（仮称）市民交流複合施
設管理運営基本計画

「（仮称）市民交流複合施設整備基本計
画（平成25年5月策定）」を踏まえ、事業
計画、組織計画などの施設の管理運営
等に関する方針を定めた基本計画の策
定に向けて、検討を行った。
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平成25年度　市民参加の実施結果

条例、計画、事業等の名称 内容

HPアドレス

市民参加の実施方法 実施時期 実施結果
担当局部課
電話番号

市民ワークショップ 25年7月 参加者20名

市民ワークショップ 25年11月 参加者21名

市民ワークショップ 26年3月 参加者19名

アンケート 25年12月
18歳以上の厚別区民1,000名を対象に郵
送により実施。回収率34.3%

公募
25年7月11日～8

月8日
2,242件の応募

意見交換会 25年12月26日

アンケート
25年8月～26年2

月
計4回実施

ワークショップ 25年11月 参加者13名

市民ワークショップ 25年9月～10月 34町内会参加

アンケート 26年1月～3月 公募による5名の区民を対象に毎月実施

市民ワークショップ 25年10月～11月 9回開催、53町内会、124名出席

意見交換会で決定した最終案に対して、
改良点を反映させた結果、より親しみが
ある車両デザインにすることができた。

北区
市民部

総務企画課
011-757-2503

地域と創る冬みち事業

満足度の高い雪対策を実現するため、
市民に対し、あらゆる場・機会を通じた
情報発信を行うとともに、市民参加のも
と、地域ごとの課題解決に向けた各種取
組みを行う。

北区
土木部

維持管理課
011-771-4211

http://www.city.sapporo.jp/kensetsu/yuki/jigyou/fuyumichi/fuyumichi.html

広報サポーターによるモ
ニター調査

広報さっぽろ北区版、北区公式ホーム
ページ等への意見を定期的に送付して
もらい、誌面の編集やホームページ作成
の参考にするための調査。

水道局
総務部
総務課

011-211-7007

http://www.city.sapporo.jp/suido/c01/c01third/09.html

地域と創る冬みち事業

満足度の高い雪対策を実現するため、
市民に対し、あらゆる場・機会を通じた
情報発信を行うとともに、市民参加のも
と、地域ごとの課題解決に向けた各種取
組みを行う。

中央区
土木部

維持管理課
011-614-5800

http://www.city.sapporo.jp/kensetsu/yuki/jigyou/fuyumichi/fuyumichi.html

水道モニター

公募により、水道利用者100名に１年間
モニターを委嘱し、年4回のアンケート調
査と、年2回の施設見学会を開催。２回
目の施設見学会では、ワークショップ形
式により水道局の配水管更新計画のPR
方法等について議論し、提案を行ってい
ただいた。

交通局
事業管理部

営業課
011-896-2724

http://www.city.sapporo.jp/st/shiden/teisyousyaryou.html

東豊線新型車両デザイ
ンの意見交換会

　車両デザインについて、車両メーカー
から提示された3案の中から最終案の方
向性を選定するため、学生と交通局若
手職員の感性と斬新かつ柔軟な発想に
より、印象評価や改良点の意見交換を
行った。

交通局
高速電車部

車両課
011-896-2751

新型低床車両愛称募集

平成25年5月に営業運転を開始した市
電の新型低床車両A1200形について、
市民の関心と愛着を喚起すべく、愛称を
公募により決定した。

新さっぽろ駅周辺地区
まちづくり計画の策定

平成25･26年度にかけて「新さっぽろ駅
周辺地区まちづくり計画」策定するた
め、地域（厚別区）とのワークショップを
行った。
ワークショップでは、新さっぽろ駅周辺地
区のまちづくりの方向性や、必要な機能
などについての議論がなされた。
また、ワークショップだけでなく、広く地域
の方々に意見を聞くことができるようアン
ケート調査を実施した。

都市局
市街地整備部
市街地整備課
011-211-2706

http://www.city.sapporo.jp/toshi/kukaku/kyoten/shinsapporo.html
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平成25年度　市民参加の実施結果

条例、計画、事業等の名称 内容

HPアドレス

市民参加の実施方法 実施時期 実施結果
担当局部課
電話番号

出演候補者選考委
員会

25年6月
区内の音楽関係者6名で、25年8月～26
年3月までの候補者を選考した

出演候補者選考委
員会

26年2月
区内の音楽関係者6名で、26年4月～27
年3月までの候補者を選考した

市民ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 25年9月～11月
全９連町のうち４５単町、延べ130名の市
民が参加

市民ワークショップ 25年9月～11月
３８町内会を９地区に分けて市民懇談会
を実施

市民ワークショップ
25年8月27日 ～

11月1日

市民ワークショップ 25年9月 ～ 10月 12回開催（18町内会）、212名参加

市民ワークショップ 25年9月～10月 8回開催、延べ116人参加

市民ワークショップ
25年9月11日、13

日、20日
３回開催　約20人参加

５３町内会を対象としたワークショップ形
式による懇談会（合同）を計９回実施し
た。欠席した町内会などには「冬みち通
信」を配布し、情報共有を図った。

南区
市民部

地域振興課
011-582-4723

白石区
土木部

維持管理課
011-864-8125

http://www.city.sapporo.jp/minami/news/201309/20130911.html

清田区
土木部

維持管理課
011-888-2800

http://www.city.sapporo.jp/kensetsu/yuki/jigyou/fuyumichi/fuyumichi.html

南区
土木部

維持管理課
011-581-3811

地域と創る冬みち事業

満足度の高い雪対策を実現するため、
市民に対し、あらゆる場・機会を通じた
情報発信を行うとともに、市民参加のも
と、地域ごとの課題解決に向けた各種取
組みを行う。

地域と創る冬みち事業

満足度の高い雪対策を実現するため、
市民に対し、あらゆる場・機会を通じた
情報発信を行うとともに、市民参加のも
と、地域ごとの課題解決に向けた各種取
組みを行う。

http://www.city.sapporo.jp/kensetsu/yuki/jigyou/fuyumichi/fuyumichi.html

地域と創る冬みち事業

　現在の本市除排雪の実態について住
民理解を深める。また、地域課題の解決
に向け、地域の実情に合った除雪手法
等を住民・行政・除雪事業者で検討し、
出来ることから実践する。

豊平区
土木部

維持管理課
011-851-1681

http://www.city.sapporo.jp/kensetsu/yuki/jigyou/fuyumichi/fuyumichi.html

地域と創る冬みち事業

満足度の高い雪対策を実現するため、
市民に対し、あらゆる場・機会を通じた
情報発信を行うとともに、市民参加のも
と、地域ごとの課題解決に向けた各種取
組みを行う。

http://www.city.sapporo.jp/shiroishi/shisetsu/doboku/fuyumichi/index.html

東区
市民部

地域振興課
011-741-2429

地域と創る冬みち事業

満足度の高い雪対策を実現するため、
市民に対し、あらゆる場・機会を通じた
情報発信を行うとともに、市民参加のも
と、地域ごとの課題解決に向けた各種取
組を行う。

東区
土木部

維持管理課
011-781-3521

http://www.city.sapporo.jp/kensetsu/yuki/jigyou/fuyumichi/fuyumichi.html

東区民センターロビーコ
ンサート

毎月１回、東区民センターロビーにて30
分程度のコンサートを行う

地下鉄真駒内駅魅力
アップ事業

芸術・文化的施設の多い南区の玄関口
である地下鉄真駒内駅の壁面をアート
で装飾し、個性的な駅空間を創るととも
に、地域ににぎわいをもたらすきっかけ
づくりを行う。市民ワークショップにより
アートのデザインコンセプトを決定した。
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平成25年度　市民参加の実施結果

条例、計画、事業等の名称 内容

HPアドレス

市民参加の実施方法 実施時期 実施結果
担当局部課
電話番号

市民ワークショップ
25年10月～26年1

月
６回開催、１２７名

市民ワークショップ 25年10～11月
35町内会を対象に懇談会を実施（Ｈ
25.10～11）。

検討会議 25年4月～10月頃
学識経験者や学校関係者など16名で構
成、7回開催

子どもとの意見交換
会

25年7月9日～25
日

市立学校10校で実施、計72名が参加

子ども教育委員会会
議

25年8月9日 子ども教育委員10名が参加

札幌市教育フォーラ
ム

25年10月29日 約370名が参加

パブリックコメント
26年1月14日～2

月12日
45人から130件の意見

キッズコメント
26年1月14日～2

月12日
311人から1,401件の意見

協議会
25年７月～26年２

月
二条小、篠路小、月寒東小でそれぞれ４
回開催。

住民説明会
25年12月～26年３

月

二条小、月寒東小でそれぞれ２回開催。
篠路小で１回開催。地域住民保護者等
の参加人数は延べ73名。

児童生徒からの意見
聴取

26年１月
部分改築の篠路小を除き、二条小（411
人対象、回収率95.4％）、月寒東小（524
人対象、回収率96.4％）で実施。

懇談会
25年11月～26年３

月
３地域で９回開催

説明会
25年７月～25年10

月
３地域で９回開催

アンケート
25年8月～26年2

月
計2,600人を対象に実施

地域と創る冬みち事業

現在の本市除排雪の実態について住民
理解を深める。また、地域課題の解決に
向け、地域の実情に合った除雪手法等
を住民・行政・除雪事業者で検討し、出
来ることから実践する。

西区
土木部

維持管理課
011-667-3201

http://www.city.sapporo.jp/kensetsu/yuki/jigyou/fuyumichi/fuyumichi.html

地域と創る冬みち事業

満足度の高い雪対策を実現するため、
市民に対し、あらゆる場・機会を通じた
情報発信を行うとともに、市民参加のも
と、地域ごとの課題解決に向けた各種取
組みを行う。

手稲区
土木部

維持管理課
011-681-4011

http://www.city.sapporo.jp/kensetsu/yuki/jigyou/fuyumichi/fuyumichi.html

新たな「札幌市教育振
興基本計画」

幼児教育・義務教育・高校教育・特別支
援教育・生涯学習の５つの計画からなる
既存の基本計画を抜本的に見直し、学
校教育と生涯学習を包含する新たな「札
幌市教育振興基本計画」を策定する。

教育委員会
生涯学習部

総務課（教育政策
担当）

011-211-3829

http://www.city.sapporo.jp/kyoiku/top/keikaku/new_plan/index.html

学校改築事業

二条小学校、篠路小学校及び月寒東小
学校の改築基本設計にあたり、学校関
係者、保護者、地域住民等の代表及び
行政による協議会、住民説明会を開催
するなどして施設づくりに対する意見を
聞いた。さらに、児童生徒へのアンケー
トを実施した。

教育委員会
生涯学習部
学校施設課

011-211-3835

学校規模適正化推進事
業

「札幌市立小中学校の学校規模の適正
化に関する地域選定プラン［第２次］」で
選定した３地域（厚別区上野幌・青葉地
域、南区豊滝地域、石山・芸術の森地
域）において、説明会や懇談会を開催
するなどし、保護者や地域の方々に学
校規模適正化の必要性等について理解
を得られるよう、取組を進めた。

教育委員会
生涯学習部
学校施設課

学校規模適正化
担当

011-211-3836

http://www.city.sapporo.jp/kyoiku/top/tekisei/tekisei1.html

図書館利用者アンケー
ト

各図書施設において、図書館サービス
に関する満足度調査を実施した。

教育委員会
中央図書館
運営企画課

011-512-7330

http://www.city.sapporo.jp/toshokan/
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条例、計画、事業等の名称 内容

HPアドレス

市民参加の実施方法 実施時期 実施結果
担当局部課
電話番号

協議会 25年6月、12月 2回実施

第2次図書館ビジョン
第2次図書館ビジョンに掲載する項目の
推進のため、公募委員や有識者で構成
する図書館協議会を実施した。

教育委員会
中央図書館
運営企画課

011-512-7330

http://www.city.sapporo.jp/toshokan/
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