
アンケート調査 H28年10月

意見交換会 H28年7月

講演会 H28年7月

訓練参加

アンケート調査 H28年5月～6月

行政評価委員会 H28年5月～12月 委員会8回開催（ヒアリング2回を含む）

市民ワークショップ H28年8月～9月

1テーマを対象に、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、39名が参加。

指標達成度調査 H29年2月

無作為抽出した4,000人の市民を対象に実

施。有効回答件数1,600件、有効回収率：40%

パブリックコメント H29年3月（当初）

→H29年4月に延期

アンケート

H28年4月～29年

3月

大人50人、子ども10人

会議 H28年12月 大人20人参加

平成28年度は藤野地区町内会連合会を

対象に藤野南小学校で実施し、住民等

約70名が参加した。

防災団体の会員25名、幼稚園や小学校

の保護者75名にアンケートを実施。

平成28年度第3回市民意識調査

（調査期間：H28.10.7～H28.10.21）

札幌市全域の18歳以上の男女5,000人を

対象に実施。

【回答結果】2,591通（回収率51.8％）

【設問テーマ】防災意識・災害への備えに

ついて（7問）

出資団体の在り方に関

する基本方針に基づく

団体ごとの具体的な行

動計画

「出資団体の在り方に関する基本方針」

（平成28年3月策定）に基づき、各出資

団体（指定団体）の具体的な取組目標、

取組内容等を示した行動計画につい

て、パブリックコメントを実施し、市民に意

見を求める。

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。

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。

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

札幌市防災アプリアン

ケート

（ＡＰ2015該当）

災害時に市民が必要とする防災アプリの

機能の優先度を調査するため、アンケー

トを実施した。

平成28年度　土砂災害・

全国統一防災訓練

土砂災害に対する意識啓発を図るた

め、北海道開発局、北海道札幌建設管

理部と合同で住民向けの防災訓練を実

施。

平成28年度は藤野地区町内会連合会

を対象に実施。

【実施時期】

第1回：平成28年7月20日

第2回：平成28年7月29日

【構成員】

町内会長、大学生等の7名

市民参加の実施方法 実施時期

HPアドレス

条例、計画、事業等の名称 内容

避難場所認知度向上事

業

札幌市では、避難場所となる小中学校等に避難

場所標識を設置して周知を図っているが、災害

対策基本法の改正により、「指定緊急避難場所」

と「指定避難所」の分類が設けられたことから、避

難場所標識のデザインを更新し設置する。このデ

ザインの決定にあたっては、市民にとって分かり

やすい標識とする必要があることから、幅広い立

場からの意見を反映するために「避難場所標識

に関する意見を聞く会」を実施。

担当局部課

電話番号

実施結果

http://www.city.sapporo.jp/somu/shusshi-dantai/index.html

総務局

行政部

改革推進室

推進課

011-211-2061

危機管理対策室

危機管理対策部

危機管理対策課

011-211-3063

危機管理対策室

危機管理対策部

危機管理対策課

011-211-3062

危機管理対策室

危機管理対策部

危機管理対策課

011-211-3062

総務局

広報部

広報課

011-211-2036

総務局

行政部

改革推進室

推進課

011-211-2061

危機管理対策室

危機管理対策部

危機管理対策課

011-211-3062

危機管理対策室

危機管理対策部

危機管理対策課

011-211-3062

研修参加

会場となる市立小

中学校の夏期休

暇又は冬期休暇

期間中

実施校区内の町内会員292名（内見学者

55名）が参加した。

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。

防災・危機管理意識調

査

基幹避難所である市立小中学校を会場

に、施設確認や避難所運営ゲーム（ＨＵ

Ｇ）等を通じて、避難場所開設の的確な

初動対応と基本的行動の確認を行い、

受講者（区職員、学校職員及び地域住

民）の防災意識と災害対応能力向上を

図るために実施（年間30回：各区3回）。

平成28年度　避難場所

運営研修

平成28年度　市民参加の実施結果一覧
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市民参加の実施方法 実施時期

HPアドレス

条例、計画、事業等の名称 内容

担当局部課

電話番号

実施結果

アンケート H28年7月

1回あたり5000人の市民（18歳以上）を対

象として年4回郵送による調査を実施。

H28年8月

H28年10月

H28年12月

アンケート

H28年10月～29年

3月

1回あたり460人～480人の市民を対象と

して計10回アンケートを実施。

Ｈ29年2月～3月

意見交換会 H28年8月

オーロラプラザにて「イマドキの若者市長

と語る！」をテーマに実施。対話者、傍聴

者含め約130人。

H28年10月

オーロラプラザにて「今日からできる！身

近な防災」をテーマに実施。対話者、傍

聴者含め約180人。

H29年1月

オーロラプラザにて「スイーツを通して見

る札幌の魅力」をテーマに実施。対話

者、傍聴者含め約160人。

有識者会議

H28年6月3日～10

月3日

全4回を実施

パブリックコメント

H28年12月22日～

29年1月20日

34名の市民より、計139件の意見を受領

有識者会議

H28年7月1日～29

年3月9日

・検討会を5回実施。

・本検討会に紐付く部会として、スポー

ツ・観光ICT推進部会を4回、交通・雪対

策ICT推進部会を2回開催。

有識者会議 H29年2月22日

パブリックコメント

H28年12月16日～

29年1月16日

平成29年2月22日（金）に（仮称）札幌駅

交流拠点まちづくり計画の検討を行う協

議会を開催し、周辺地権者、関係事業者

等にヒアリングを行なった。

平成28年12月16日（金）から平成29年1

月16日（月）の期間でパブリックコメント実

施し、その結果を反映させた札幌駅交流

拠点先導街区整備基本構想を平成29年

2月に策定した。

まちづくり政策局

政策企画部

都心まちづくり

推進室

都心まちづくり課

011-211-2692

札幌駅交流拠点先導街

区整備基本構想

札幌駅交流拠点再整備構想案策定委

員会からの提言や北海道新幹線の札幌

開業を踏まえ、札幌駅交流拠点の主要

街区である北5西1街区及び北5西2街区

の一体的な整備等による、道都の玄関

口としての拠点性の向上や交通結節機

能の向上等を目的として、整備の基本

的な考え方を示した「札幌駅交流拠点

先導街区整備基本構想」を策定した。

まちづくり政策局

政策企画部

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/sapporoeki/sapporoeki.html

（仮称）札幌駅交流拠点

まちづくり計画

札幌駅交流拠点、及び交流拠点と連携

したまちづくりを展開する地区におい

て、地区内の事業化の促進を図り、札

幌・北海道の国際競争力をけん引し、そ

の活力を展開させる起点としてのまちづ

くりを進めるため、「（仮称）札幌駅交流

拠点まちづくり計画」の検討を行った。

総務局

広報部

市民の声を聞く課

011-211-2045

http://www.city.sapporo.jp/somu/shiminnokoe/h26sapporosmiletalk_top.html

札幌市ICT活用プラット

フォーム検討会

官民が保有するオープンデータ・ビッグ

データを収集・管理し流通させるための

「札幌市ICT活用プラットフォーム」の構

築に向けた検討会。

まちづくり政策局

政策企画部

ICT戦略推進担当

011-211-2136

https://www.city.sapporo.jp/kikaku/ictplan/platform/index.html

サッポロスマイルトーク

大勢の見学者が見込まれる開放された

場所で、市民と市長が市政に関する

テーマについて意見交換を行い、市政

の参考とするもの。

公式ホームページ

利用者アンケート

市公式ホームページについての評価や

問題点、改善すべき点、利用者行動等

について調査し、今後のホームページ

の改善・品質向上に向けた材料とする。

大人100人

http://www.city.sapporo.jp/koho/hp/enq/index.html

インターネットアンケート

調査

市政に関する様々なテーマについて、

民間リサーチ会社のインターネットアン

ケートサービスを活用することにより、市

民等の意識をスピーディーに把握し、迅

速・的確な意思決定や政策反映に資す

る。

アンケート

総務局

広報部

市民の声を聞く課

011-211-2045

総務局

広報部

広報課

011-211-2036

http://www.city.sapporo.jp/somu/shiminnokoe/citi_enq/index.html

総務局

広報部

市民の声を聞く課

011-211-2045

市民意識調査

施策・事業について、市民意識をきめ細

かく把握したり幅広く把握したりすること

で、問題の所在や将来展望についての

分析を行い、施策・事業の企画・立案の

基礎データとする。

まちづくり政策局

政策企画部

ICT戦略推進担当

011-211-2136

札幌ICT活用戦略

ICT（情報通信技術）の急速な発展に対

応し、その積極的な利活用をすすめるこ

とで地域（札幌）の抱える課題を解決し、

暮らしの満足度の向上、地域の活性化、

行政サービスの効率化等を実現するた

めの戦略を策定する。

https://www.city.sapporo.jp/kikaku/ictplan/index.html
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市民参加の実施方法 実施時期

HPアドレス

条例、計画、事業等の名称 内容

担当局部課

電話番号

実施結果

フォーラム H28年10月5日

フォーラム H28年7月29日

有識者会議 H28年8月24日

～29年3月6日

H28年8月18日 宮の沢町内会の住民を対象に開催。参加者は19名

H28年10月11日 同上。参加者は21名

H29年2月7日 同上。参加者は23名

パブリックコメント

H28年6月6日～7

月5日

3名から10件の意見

地域ワークショップ

H28年6月23日、9

月20日、11月24

日、29年3月14日

各回地域住民7人、8人、9人、9人の参加

地域住民等に対する

アンケート

H28年10月19日～

11月4日

235人から回答

ヒアリング H28年11月 地域の事業者11社に調査

意見募集

H29年2月1日～2

月17日

34人から83件の意見

パブリックコメント

H28年9月14日～

10月13日

8人から28件の意見

関係事業者の説明会

H29年2月27日、

28日、3月3日

計71人の参加

平成26年度から毎年開催しており、今回

で3回目。地元住民や事業者、行政職員

等約80名が参加。

デンマークコペンハーゲン市の環境担当

市長モーテンカベル氏、北大名誉教授

吉田文和氏などが講演を行い、市民、事

業者、学生、行政職員等約150名が参加

した。

まちづくり政策局

都市計画部

地域計画課

011-211-2545

http://www.city.sapporo.jp/keikaku/keikan/taikei/taikei.html

都市景観条例の見直し

平成27年度の景観計画の見直しを受

け、現行の都市景観条例の見直しを

行った。

まちづくり政策局

都市計画部

地域計画課

011-211-2545

http://www.city.sapporo.jp/keikaku/kyoten/houshin.html

地域街並みづくり推進事業

良好な街並みやにぎわいを感じる活動

などにより、路面電車沿線の魅力を高め

ていくため、沿線の魅力づくりの景観ま

ちづくり指針を作成し、景観まちづくりを

推進した。

まちづくり政策局

都市計画部

地域計画課

011-211-2545

http://www.city.sapporo.jp/keikaku/keikan/machizukuri/machizu

kuri.html

地域交流拠点等開発誘

導事業

周辺地域からアクセスしやすい地下鉄

駅周辺などの地域の拠点の機能向上を

図るため「地域交流拠点等における緩

和型土地利用計画制度等の運用方針」

及びオープンスペース等整備ガイドライ

ンを策定し、運用方針等に沿った建築

計画に対しては、緩和型土地利用計画

制度等を柔軟に運用するとともに、補助

金も活用しながら、良好な民間開発を誘

導する。

まちづくり政策局

政策企画部

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/energy-index.html

まちの価値を高めるルー

ルづくり推進事業

市街地環境の維持向上を図るため、土

地の活用や建物の建て方に関するルー

ルづくり等を支援するなど、良好な住環

境形成に向けた取組を推進した。

まちづくり政策局

都市計画部

地域計画課

011-211-2545

都心エネルギーマスター

プラン及びアクションプラ

ンの策定

有識者やエネルギー事業者等の関係者

からなる「都心エネルギープラン検討会

議」を平成27年度から継続して開催し、

札幌都心の低炭素化と持続的発展を支

えるエネルギーに関する総合的かつ計

画的な施策推進のための基本方針を示

す「札幌都心エネルギーマスタープラ

ン」、マスタープランの実現に向けた10

年程度の中期的な事業の実施計画や取

組み内容を示す「アクションプラン」の策

定に向けた検討を行った。

計5回の会議を開催し、都心エネルギー

マスタープラン(素案)のとりまとめと、アク

ションプランの全体像に関する議論を

行った。

まちづくり政策局

政策企画部

都心まちづくり

推進室

都心まちづくり課

011-211-2692

低炭素で持続可能なま

ちづくりフォーラムin札幌

地域熱供給、再生可能エネルギー、省

エネ、ICT、スマートシティなど、様々なソ

リューションを戦略的に展開し、環境分

野で世界をリードするデンマークの環境

エネルギー政策や持続可能なまちづくり

を学び、北海道・札幌が目指すべき姿や

可能性について考えるフォーラムを開催

した。

まちづくり政策局

政策企画部

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/energy-index.html

創成東地区まちづくり

フォーラム

創成東地区のエリアマネジメントに係る

取組について情報提供を行い、当地区

の機運醸成を図ることを目的に開催し

た。3回目となる今回は、「リノベーション

まちづくりの可能性と展望」と題し、国内

におけるリノベーションの第一人者であ

る清水義次氏（(株)アフタヌーンソサエ

ティ）の基調講演や、北海道大学の学生

による研究発表、清水氏・地元のまちづ

くり実践者等による公開討論を行った。

ワークショップ
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市民参加の実施方法 実施時期

HPアドレス

条例、計画、事業等の名称 内容

担当局部課

電話番号

実施結果

来場者・出展者アン

ケート

H28年7月23日

来場者アンケート回答数51

出展者アンケート回答数14

来場者・出展者アン

ケート

H28年11月12日

来場者アンケート回答数134

出展者アンケート回答数12

出展者意見交換会 H29年1月20日 参加希望者の9名が出席

住民アンケート

H29年1月12日～

24日

1,500人を対象に実施、回答率54.4％

事業者アンケート

H29年1月11日～

27日

58事業者に実施、回答率53.4％

市民ワークショップ H28年9月～12月

篠路の住民を中心とした参加者により、

計4回開催した。

パネル展

H28年10月22日～

11月2日

5会場で延べ16日間開催

アンケート

H28年10月20日～

11月18日

回収数：1,004票

意見交換会

H28年10月24日、

11月24日

第1回参加者：16名、第2回参加者：17名

ワークショップ

H28年7月～29年2

月

3回開催。延べ29人参加。

ワークショップ

H28年10月～29年

3月

3回開催。延べ49人参加。

アンケート H28年10月 1,600人を対象に実施。回収率49％。

出前講座（中学校） H28年11月 １校3クラスの合計110人

高校生体験学習 H28年8月～9月 3回実施、合計42人を受入れ

南区の藻岩・南沢地区を対象にワーク

ショップを開催し、地域の足である路線

バスを守っていくための取組等について

検討した。

http://www.city.sapporo.jp/sogokotsu/index/tiikikyougi.html

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

集した。

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

まちづくり政策局

総合交通計画部

都市交通課

011-211-2492

清田区における公共交

通サービスアップ事業

清田区において、路線バスの利便性向

上や利用促進に係る取組を推進した。

http://www.city.sapporo.jp/sogokotsu/index/kiyota.html

まちづくり政策局

総合交通計画部

都市交通課

011-211-2492

地域協議の実施

駐車施策に関する意見

交換

駐車場に係る基本方針の策定検討に向

けて、都心部における駐車場の在り方に

ついて、商業者や駐車場事業者等と意

見交換を行う。

都心アクセス強化

（創成川通の機能強化）

札幌が世界都市としての魅力と活力を

創造し続けていくためには、周辺の空港

等から都心へのアクセス強化を図る必要

があり、北海道新幹線札幌延伸とも連携

した広域的な交通ネットワークの形成が

重要であることから、都心アクセスの強

化に向け、創成川通機能強化の検討を

行った。

まちづくり政策局

総合交通計画部

交通計画課

011-211-2492

まちづくり政策局

都市計画部

地域計画課

調整担当

011-211-2545

まちづくり政策局

都市計画部

事業推進課

011-211-2706

まちづくり政策局

総合交通計画部

交通プロジェクト

担当課

011-211-2275

http://www.city.sapporo.jp/sogokotsu/toshin-access/

篠路駅周辺地区まちづ

くり推進事業

篠路のまちづくりの方向性を検討するた

め、ワークショップを開催した。

http://www.city.sapporo.jp/toshi/kukaku/shinoro/shinoro.html

もみじ台地域

再構築推進業務

もみじ台地域における将来的なまちの姿

を分析し、将来的に顕在化しうる地域課

題の整理を行うとともに、地域勉強会等

を開催し、まちの目指すべき方向性等に

ついて、地域と共に検討した。

真駒内地域エリア

マネジメント推進業務

真駒内地域における将来的なエリアマ

ネジメントの取組みの活発化や、地域の

新たな交流・賑わいの促進・まちづくり活

動の活性化を目的として、イベントを通じ

て、まちづくりの担い手である地域住民

や「まこまる」で活動する主体などが、連

携・協働した取組を推進した。

まちづくり政策局

都市計画部

地域計画課

調整担当

011-211-2545

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

4



市民参加の実施方法 実施時期

HPアドレス

条例、計画、事業等の名称 内容

担当局部課

電話番号

実施結果

審議会 H28年9月8日 市民自治推進会議を1回開催。

報告書手交式 H28年11月11日 委員3名が参加。

アンケート H29年2月 無作為抽出した2,000名に案内を送付。

ワークショップ H29年3月25日

参加希望者から抽選で33名を選出し、

ワークショップを実施（当日参加者28

名）。

業務委託 H28年4月～29年3月 9団体に対し業務委託を実施。

体験事業 H28年10月

MaG(まちづくりゲーム)を活用した体験事

業。小学生170人が参加。

座談会 H29年2月

中学校と町内会役員等の座談会を2地域

で実施。

体験事業 H28年12月

雪まつりの会場ボランティア。高校生89人

参加。

意見交換会 H28年12月～29年2月 市内の様々な場所で実施。490人参加。

企画・運営 H29年1月

チカホでイベント実施。8団体の若者が企

画・運営・出演。

業務委託 H28年10月 町内会活動支援シンポジウムを実施。

講義 H28年11月～12月

町内会運営に関わる4つのテーマに関し

て講義を実施。

意見交換会 H29年1月～2月

町内会が抱えている課題について、4つ

のテーマに分け意見交換を実施。

検討委員会会議 H28年6月～28年7月 検討委員会会議を2回実施。

検討内容の報告 H28年8月 検討委員会の結果を市長に報告。

地域活動への参加、協

力

H28年5月～29年3

月

登録をしている学生団体を地域活動へ派

遣。

札幌市自治基本条例第31条及び第32

条に基づき、市民自治によるまちづくり

の施策等の評価及び自治基本条例の

規定についての検討を行った。

市民文化局

市民自治推進室

市民自治推進課

011-211-2253

市民自治推進会議

市民文化局

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

市民自治を考える市民

ワークショップ

札幌市の市民自治のあり方や市民自治

推進のための方策等について、市民の

意見を広く聴くため、市民によるワーク

ショップを開催した。

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

市民文化局

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/communitykent

ouiinkai/communitykentouiinnkai.html

学生参加による地域活

動マッチングモデル事業

学生サークル等が地域活動に自ら参加

する機会を継続的に創出するための仕

組み作りを試行した。

市民文化局

市民自治推進室

市民自治推進課

011-211-2253

さっぽろ地域コミュニティ

検討委員会

本市の町内会等地域コミュニティのあり

方や活性化施策について、専門的な視

点及び市民の幅広い視点から意見を

伺った。

市民文化局

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/godogomi.html

町内会活動総合支援事

業

町内会活動を多面的かつ継続的に支援

するため、メディアを活用した加入啓発

や不動産関連団体などとの連携に取り

組むほか、町内会自らが行う加入促進

などに対する取組などを支援した。

市民文化局

市民自治推進室

市民自治推進課

011-211-2253

若者のまちづくり活動参

加促進事業

若者を対象として、地域活動への参加

や意識の醸成、活動を促進する取組を

行った。

市民文化局

市民自治推進室

市民自治推進課

011-211-2253

中学生のまちづくり活動

参加促進事業

町内会関係者と中学校生徒会等との座

談会や講座等により、中学生が地域を

知り、地域と一緒に取り組むことができる

活動について考えるきっかけづくりを

行った。

市民文化局

市民自治推進室

市民自治推進課

011-211-2253

市民文化局

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/jisyu/top.html

子どもまちセン所長体験

事業

『ミニさっぽろ2016』にて、「ミニさっぽろま

ちづくりセンター」ブースを設置し、まち

づくりセンターの周知、町内会等の地域

活動の周知及び子どものまちづくり活動

の参加促進を行った。

まちづくりセンター地域

自主運営化推進事業

地域が創意工夫を生かし、主体的にま

ちづくりを行うことができるよう、まちづくり

センターの地域自主運営化を進める。
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市民参加の実施方法 実施時期

HPアドレス

条例、計画、事業等の名称 内容

担当局部課

電話番号

実施結果

勉強会 H28年10月～29年1月 5地域で実施。

ワークショップ H28年11月～29年2月 5地域でそれぞれ3回実施。

本部委員会 H28年6月30日

委員10名により1回実施。基本計画の実

施状況等の報告等。

事業検討部会

H28年10月11日

H29年3月8日

委員5名により2回実施。さぽーとほっと基

金や人材育成事業の今後のあり方等に

関する意見聴取。

審査部会

毎月10日～20日

の間に実施（12

回）

委員5名により、書面で12回、プレゼン審

査を3回実施。

H28年4月10日、

7月30日、11月25

日

さぽーとほっと基金の助成金交付申請に

ついて審査を行った。

セミナー H28年9月24日

まちづくり活動に関する初心者向けセミ

ナーの開催。

ワークショップ

H28年10月15日、

11月5日、11月19

日、11月26日

各チームの事業計画を講師のアドバイス

を受けながら実践。

報告会 H29年3月25日 各チームが実践した事業を報告。

自転車押し歩きの実

践

H28年4月～9月末 期間中は週2～4日間実施。

パブリックコメント

H28年10月26日～

11月24日

2人より5件の意見が寄せられた。

審議会 H28年6月～29年3月 2回開催

市民アンケート 未実施

ワークショップ H29年3月 計2回のワークショップには市民、芸術家等

15名が参加し、本市が定める「文化芸術基本

計画」の進捗状況について意見交換を行った。

意見交換会 H29年2月25日 「活用を考える会」において、市民と意見

交換を実施。（24名参加）

このほか、永山記念公園ワークショップ（3回

実施）において、取組内容の情報提供を実施。

市民文化局

文化部

文化財課

011-211-2312

http://www.city.sapporo.jp/shimin/bunkazai/nagayama.html

旧永山武四郎邸及び旧

三菱鉱業寮保存活用事

業

両施設を貴重な歴史的資産として後世

に引き継いでいくとともに、新たな歴史

観光文化スポットとしての魅力を向上さ

せるために、保存活用工事を実施すると

ともに、管理運営の詳細や、展示等につ

いて検討を行った。

市民文化局

地域振興部

区政課

011-211-2252

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。

市民文化局

文化部

文化振興課

011-211-2261

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

防犯カメラに対する市民

アンケート

防犯カメラに関する市民アンケートを行

い、防犯カメラの設置及び運用に関する

ガイドライン見直しの必要性を検討す

る。

防犯カメラに対する市民アンケートにつ

いては、市民の声を聞く課が実施する

「第4回市民意識調査」のテーマとして調

査を実施したため、区政課での実施はな

くなった。

市民文化局

地域振興部

区政課

011-211-2252

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

札幌市犯罪のない安全

で安心なまちづくり等審

議会

安全で安心なまちづくりの推進及び犯罪

被害者等に対する支援に関し必要な事

項について調査審議を行った。

市民文化局

地域振興部

区政課

011-211-2252

http://www.city.sapporo.jp/shimin/chiiki-bohan/shingikai.html

第10次札幌市交通安全

計画

平成28年度～平成32年度までの札幌市

内における交通安全の計画を記載し、

今後5年間の札幌市における交通安全

の取組を明記した。

市民文化局

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/jinzai-ikusei/h28/index.html

さっぽろ自転車押し歩き

キャンペーン

平成27年度より運用を開始した「自転車

押し歩き地区」において、平成28年度も

啓発員による自転車の押し歩きの呼び

かけを行うキャンペーンを行い、市民の

自転車利用のルール・マナーの向上に

努めた。

市民文化局

地域振興部

区政課

011-211-2252

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

地域まちづくり人材育成

事業

地域課題の解決を進める人材を育成す

るため、セミナーやワークショップ等を実

施した。

市民文化局

市民自治推進室

市民自治推進課

011-211-2253

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。

市民文化局

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

地域マネジメント推進事

業

地域（まちづくりセンター区域を基本とし

た連合町内会やまちづくり協議会等）で

共有された将来の展望とその実現に向

けた活動指針「地域まちづくりビジョン」

を策定するための勉強会やワークショッ

プ開催支援を行った。
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市民参加の実施方法 実施時期

HPアドレス

条例、計画、事業等の名称 内容

担当局部課

電話番号

実施結果

市民ワークショップ H28年7月～9月 4回（延べ6日間）延べ83名の市民が参加。

現地イベント（市民ス

タッフ）

H28年9月17・18日 2日間延べ28名の市民スタッフが参加。

フォーラム H28年12月17日 102名の市民が参加。

ワークショップ H28年5月22日 31名が参加。グループごとに「資料館の

魅力を生かした活用方法」について、

意見交換を実施し、最後に発表を行った。

市民スタッフ H28年5月～8月 平成28年度においては、189人が参加。

アンケート H28年8月～9月

住民基本台帳からの等間隔無作為抽出

法により、札幌市全域の18歳以上の男女

5,000人へ郵送により実施し、回収率

53.7％

審議会 H28年6月～29年3月 部会も含め、計6回開催。

広報誌等にて参加者 H29年2月～3月 参加市民20名でアイヌの指導のもと、講座形式に

を募り、理解を深め よるタペストリー制作作業を実施した。

ながらアイヌの監修の 20枚の完成したタペストリーをつなぎ合わせて、

もと、共同での制作を ひとつの大型タペストリーとし、中央区民センター

行った。 に設置した。

アンケート（市民意識

調査）

H28年7月8日～7

月22日

無作為抽出による20歳以上の市民4,000

人へ郵送し調査を実施。回収率50.75％

審議会

H28年10月～H29

年3月

総会、部会あわせて、計10回開催。

意見交換会 H29年3月 新琴似西連合町内会、新琴似連合町内会の

2連町を対象に1回実施。約70名の方が参加。

意見募集 H28年6月～7月頃 メール、手紙等により市民意見の提出あり。

市民ワークショップ H28年8月 学生を対象に2回のWS、成果発表会を実施。

シンポジウム H28年9月 約500名が参加。

現行の第3次男女共同参画さっぽろプラ

ンの計画期間が平成29年度で終了する

ため、今後5年間の取組を定める計画策

定のため、検討を行った。

スポーツ局

招致推進部

調整課

011-211-3042

冬季オリンピック・パラリ

ンピック招致に係る取組

み

冬季オリンピック・パラリンピック招致へ向

けて、策定中の開催概要計画を周知し、

市民議論を深める機会を設けるととも

に、招致気運の醸成を図ることを目的と

して、意見募集、ワークショップ等を開催

した。

市民文化局

男女共同参画室

男女共同参画課

211-2962

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

市民運動広場事業

北区新琴似の市有地について、運動広

場として活用するための具体的な埋立

廃棄物対策の工法案及び運動広場とし

ての整備基本計画案について、地域住

民の意見を聴くため、意見交換会を実

施した。

スポーツ局

スポーツ部

企画事業課

企画担当課

011-211-3044

男女共同参画さっぽろ

プラン

市民文化局

市民生活部

消費生活課

211-2245

http://www.city.sapporo.jp/shohi/sesaku/plan.html

市民参加型アイヌアート

モニュメント設置事業

市民がアイヌ文化に身近に触れる機会

を創出するため、アイヌアートモニュメン

トを市民とアイヌが共同で制作し、市内

に設置した。

市民文化局

市民生活部

アイヌ施策課

011-211-2277

http://www.city.sapporo.jp/shimin/ainushisaku/shisaku/shiminsa

nka-ainu-art-monument.html

第3次札幌市消費者基

本計画

平成20年に策定した「札幌市消費者基

本計画」、平成24年度に策定した「第2次

札幌市消費者基本計画」、平成26年度

に策定した「札幌市消費者教育推進プ

ラン」を承け、今後5年間における消費者

行政の取組について定める計画策定の

ため、検討を行った。

(計画期間平成30年4月～平成35年3月)

市民文化局

文化部

文化振興課

国際芸術祭担当

011-211-2314

https://www.city.sapporo.jp/shimin/bunka/sapporoshishiryokan/

shiryokanrenovation.html

サッポロ・シティ・ジャズ

のボランティアスタッフ

「JAZZ SAVERS」

サッポロ・シティ・ジャズの「ミュージックテ

ントライブ」、「パークジャズライブ」など

で、受付補助、案内、仕込み・片づけ、

チラシ折込、清掃、写真撮影などの業務

を担うボランティアスタッフを市民から募

集し、事業運営に参加した。

市民文化局

文化部

文化振興課

011-211-2261

http://sapporocityjazz.jp/

札幌市資料館保存活用

基本計画

札幌国際芸術祭の拠点としていくことを

踏まえた新たな保存活用の方針等につ

いて取りまとめた計画の策定に向けワー

クショップによる意見交換を行った。

「（仮称）丘珠縄文遺跡

公園」整備事業

「（仮称）丘珠縄文遺跡公園」整備基本

計画に基づき、市民ワークショップ、現

地イベント（市民スタッフ）、フォーラム等

を開催し、市民意見を集約しながら、市

民が自主的に遺跡公園の整備事業に関

わる機会を提供した。このほか、具体的

な整備に向けて、既存建物等の解体設

計、新たなガイダンス施設の基本・実施

設計を行った。

市民文化局

文化部

文化財課

011-512-5430

http://www.city.sapporo.jp/kankobunka/maibun/okadamajomon/top.html
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市民参加の実施方法 実施時期

HPアドレス

条例、計画、事業等の名称 内容

担当局部課

電話番号

実施結果

アンケート

H28年9月29日～

10月20日

市民3,000人を対象に、郵送による無記

名アンケートを実施。

審議会

H28年11月18日、

H29年3月23日

第1回委員14名出席、第2回委員16名出席。

委員会 H28年4月～11月 委員10名。7回の委員会を開催。

アンケート H28年8月 無作為抽出により8,000名を対象に実施。

ワークショップ H28年12月18日 公募により85名が参加。

懇話会

H28年8月～29年2

月

有識者10名により、4回実施。

アンケート H28年10月

無作為抽出した豊平区、清田区、南区住

民へ送付し、401票、施設利用者より315

票の回答があった。

ワークショップ H28年12月 市民40名が参加し1回を実施。

委員会 H28年6月～10月 全体会議を2回、部会を4回開催

アンケート H28年11月

市民5,000人、要介護（支援）認定者

5,000人、市内全介護保険事業所と設置

法人を対象に実施。

フォーラム H28年12月17日 札幌エルプラザホールにおいて開催。

114名が参加。

パネリストに対し、会場より5つの意見・質問

が出た。

シンポジウム H29年3月12日 約150名が参加。

市民スタッフ 随時 支援実績：1,050件

アンケート H29年2月

事業PRイベントで実施。イベント参加者

678名のうち、141名がアンケートを記入。

検討委員会

H28年4月～29年3

月

条例に盛り込むべき内容等について様々な

意見が寄せられた。

公募 H28年3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。

地域ぬくもりサポート事

業

日々の生活の中で支援を必要としてい

る障がいのある方（利用者）と、お手伝い

をすることができる地域の方々（地域サ

ポーター）をつなぐ。

（仮称）手話・障がい者コ

ミュニケーション促進条

例

障がいのある方が障がいの程度・特性に

応じたコミュニケーション手段を利用しや

すい環境の整備を促進するため、手話

のほか、要約筆記、点字などの利用を促

進するための条例について検討した。

保健福祉局

障がい保健福祉部

障がい福祉課

011-211-2936

http://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/communication/index.html

保健福祉局

保険医療部

国保健康推進担当課

011-211-2887

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。

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

札幌市の子どもの心の

医療を考えるシンポジウ

ム（さっぽろ子どもの心

の診療ネットワーク事業）

札幌市の子どもの心の医療について、よ

り多くの方に現状を知っていただき、課

題を共有する、お互いにできることを考

えるきっかけづくりの場を設けるため、シ

ンポジウムを開催した。

障害者差別解消法道民

フォーラムin札幌

平成28年4月1日に施行となった障害者

差別解消法について、多くの道民に

知っていただき、障がいのある人もない

人も、ともにこの北海道の地で暮らして

いくため、お互いにできることを考える、

そのようなきっかけづくりの場として開催

した。

保健福祉局

障がい保健福祉部

障がい福祉課

011-211-2938

http://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/jiritsushien/nukumori_support/index.html

保健福祉局

障がい保健福祉部

障がい福祉課

011-211-2936

http://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/kodomosinryonet.html

保健福祉局

障がい保健福祉部

障がい福祉課

011-211-2936

札幌市高齢者保健福祉

計画・介護保険事業計

画

平成30年度を始期とする新たな高齢者

保健福祉計画・介護保険事業計画を策

定する。

保健福祉局

高齢保健福祉部

介護保険課

011-211-2547

http://www.city.sapporo.jp/kaigo/k500plan/k550plan65.html

保健福祉局

総務部

総務課

011-211-2932

http://www.city.sapporo.jp/koreifukushi/sankaku/index.html

札幌市保養センター駒

岡屋外施設活用検討事

業

札幌市保養センター駒岡の有効活用を

目的に、解体した屋内パークゴルフ場・

熱帯植物館の跡地及び陥没により使用

不能となっている屋外パークゴルフ場・

パットゴルフ場の今後のあり方について

市民・利用者から意見を聞き、活用方法

の参考にする。

保健福祉局

高齢保健福祉部

高齢福祉課

011-211-2976

札幌市高齢者の社会参

加支援の在り方検討

生涯現役社会の実現に向けた高齢者の

社会参加支援の具体策を立案するた

め、既存事業の検証・再構築を含めた検

討を行なった。

札幌市地域福祉社会計

画

幅広い市民の主体的な参加と市民、事

業者、行政の協働のもとに、「安心して

暮らせるぬくもりのある地域福祉社会」を

実現することを目的として、地域福祉に

関する取組みを定めた計画を策定す

る。

保健福祉局

総務部

総務課

011-211-2932

http://www.city.sapporo.jp/chiikifukushi/keikaku/
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市民参加の実施方法 実施時期

HPアドレス

条例、計画、事業等の名称 内容

担当局部課

電話番号

実施結果

協議会 H28年6月～29年3月 年2回開催。札幌市国民健康保険会計の

予算決算等重要事項について審議した。

協議会 H28年8月10日 17名参加。

がん対策部会 H28年8月2日

パブリックコメント 28年12月～29年１月 25名65件の意見。

市民との協働による地域

H28年4月～29年3

月

各区1名の選考地区で、健康づくりや高齢者

課題に応じた取組 （随時） の見守り活動等の取組の実施にむけた意見

例）意見交換会、研修 交換会を実施。

会、健康づくりや介護 13回実施。240名参加。

予防のグループ化など

市民との協働による地域 H28年4月～29年3月 先行地区以外の地区で地区で優先的な

課題に応じた取組 （随時） 課題のある地区から実施（21地区）

例）意見交換会、研修

会、健康づくりや介護

予防のグループ化など

フォーラム H28年11月17日 市民19名と協働で企画運営。

309名出席。

札幌市食育推進会議 H28年7月13日 1回開催。

パブリックコメント

H28年12月～29年

1月

16人から56件の意見があった。

策定委員会 H28年2月～6月 具体的取組への意見が29件と、最も多かった。

策定委員会

H28年11月～29年

8月頃

（仮称）さっぽろ未来医療プラン策定専門

委員会を１回開催。
保健福祉局

保健所

医療政策課

011-622-5162

保健福祉局

保健所

健康企画課

011-622-5151

http://www.city.sapporo.jp/eisei/kenkozukuri/shikakeikaku/index1.html

（仮称）さっぽろ未来医

療プラン

市民が生涯を通して健康で安心して暮

らせる社会の実現に向けた医療システム

の確立を基本理念として、医療分野の

施策を体系化かつ具体化するための計

画を策定する。

歯科保健推進計画（仮）

歯科保健対策を充実・強化するため、札

幌市歯科保健推進計画（仮）の策定と

8020運動を推進する。

保健福祉局

保健所

健康企画課

011-622-5151

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

matidukuri.html

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推進

に、市民公募委員を含む審議会（札幌

市食育推進会議）の意見を反映させ、進

歩管理を行った。

保健福祉局

保健所

健康企画課

011－622－5151

保健福祉局

保健所

健康企画課

011-622-5151

健康なまちづくりフォー

ラム

健康づくりに取り組む市民が一堂に会

し、講演や各区の実践報告を通して住

民主体の健康づくり活動の継続と活性

化を目指す。

地域の保健福祉課題に

応じた健康なまちづくり

の推進事業

区保健福祉部の保健師が庁内職員、関

係機関、住民組織との連携により、地域

の保健福祉に関する優先的な課題を把

握・共有し、住民が健康に生活できるよう

課題に応じた取組を実践。

保健福祉局

保健所

健康企画課

011-622-5151

地域保健活動推進事業

区保健福祉部の保健師が庁内職員、関

係機関、住民組織との連携により、地域

の保健福祉に関する優先的な課題を把

握・共有し、住民が健康に生活できるよう

課題に応じた取組を実践。

保健福祉局

保健所

健康企画課

011-622-5151

札幌市がん対策推進プ

ラン

がんの予防・早期発見、がん医療、緩

和・心のケアの充実を図るため、札幌市

がん対策推進プランを策定し、市民、地

域、企業・団体などと連携を図りながら総

合的ながん対策を実施。

保健福祉局

保険医療部

保険企画課

011-211-2944

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

札幌市健康づくり推進協

議会

健康増進法第8条2項に規定する健康増

進計画その他本市の健康づくりに関す

る施策についての審議に関すること。

保健福祉局

保健所

健康企画課

011-622-5151

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。（平成28年度は年2

回開催した）

http://www.city.sapporo.jp/eisei/kenkozukuri/kyogikai/kyogikai-main.html

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

http://www.city.sapporo.jp/eisei/tiiki/iryouplan/second/index.html
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市民参加の実施方法 実施時期

HPアドレス

条例、計画、事業等の名称 内容

担当局部課

電話番号

実施結果

パブリックコメント

H28年7月22日～8

月22日

意見公募の結果、市民3名から18件の意

見等の提出があった。

パブリックコメント

H29年1月25日～2

月23日

11名から47件の意見があった。

安全・安心な食のま

ち・さっぽろ推進会議

H29年1月13日 市民委員4名が参加。

モニター

H28年5月10日～3

月31日

30名が参加し、延べ340施設を調査。

イベント参加

H29年1月28日～

29日

札幌駅前通地下歩行空間（北3条交差点

広場、北4条イベントスペース、憩いの空間）

にて実施。述べ50,000人が参加。

交流事業 H28年9月8日 木田農園、さとらんど等で実施。26名参加。

H29年3月24日 日糧製パン月寒工場で実施。25名参加。

体験事業 H28年7月28日 中央卸売市場で実施。10組20名参加。

H29年1月16日 札幌バルナバフーズ㈱で実施。7組14名参加。

パブリックコメント H29年1月頃 実施せず。

パブリックコメント

H28年12月8日～

29年1月6日

意見の提出者数4件、意見の件数6件。

旅館業法施行令等の改正に伴う条例改

正を行う。

（現時点で民泊に関する法整備内容が

未定のため、当該条例改正に関するパ

ブコメ実施は未定）

https://www.city.sapporo.jp/kenko/eisei/index.html

（仮称）札幌市墓地等

の許可に関する条例

墓地、埋葬等に関する法律第10条に規

定する、墓地、納骨堂及び火葬場の許

可について、必要な基準及び手続を定

める。

http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/f3seikatu/bochikyokajourei/pub-comment.html

保健福祉局

保健所

生活環境課

011-622-5182

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/shokumachi/koryujigy

o/25koryujigyo.html?mode=preview#Gmen

保健福祉局

保健所

生活環境課

011-622-5182

保健福祉局

保健所

食の安全推進課

011-622-5174

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

http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/shoku/shokumachi/koryujigyo/28koryugigyo.html

保健福祉局

保健所

食の安全推進課

011-622-5174

保健福祉局

保健所

食の安全推進課

011-622-5174

平成29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。

社会保障・税番号（マイ

ナンバー）制度に係る予

防接種に関する事務に

おける特定個人情報保

護評価書の策定

「行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律」

第26条の規定に基づき、予防接種に関

する事務における特定個人情報の漏え

いその他の事態の発生の危険性及び影

響に関する評価を実施し、同法第27条

の規定に基づき評価書を公示し、広く意

見を求める。

保健福祉局

保健所

感染症総合対策課

011-622-5199

http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/f1kansen/pia-yobousessyuhogohyouka.html

さっぽろ子ども食品Gメン

体験事業

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

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

保健福祉局

保健所

食の安全推進課

011-622-5174

食の安全・安心について市民へ広く普

及啓発するためのイベントを開催した。

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、市民公募委員を含む安

全・安心な食のまち・さっぽろ推進会議

において、平成27年3月に策定された計

画について調査審議を行った。

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

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。

食のまち・さっぽろフェス

トinチ・カ・ホ2017

札幌市旅館業法施行条

例の一部を改正する条

例案について
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市民参加の実施方法 実施時期

HPアドレス

条例、計画、事業等の名称 内容

担当局部課

電話番号

実施結果

札幌市動物愛護管

理推進協議会

H28年5月～29年3

月

4回の会議を実施。答申が手交された。

地域説明会（意見交

換会）

H28年5月15日

地域住民12名が参加。基本設計図面に

ついて説明後、施設づくりの考え方、多

世代交流のイメージ、今後のスケジュー

ル、運営協議会の設置を検討しているこ

と、施設名称及び愛称の決定方法などに

ついて説明を行った。

ワークショップ H28年5月21日

多世代交流施設の使用方法等を考え札

幌市に提案する内容を決めるため、12名

の児童・生徒でワークショップを行った。

ワークショップ H28年6月9日

施設の使用方法等について、12名の児

童・生徒が子ども未来局長に提案を行っ

た。

委員会 H28年7月 児童会館運営に当たっての仕様書の検討など。

委員会 H28年9月 指定管理者応募団体についての評価検討など。

委員会 年3回程度 委員会2回、委員数15名

（うち、高校生3名を含む6名が公募の市民委員）

委員会 H28年9月～12月

本会議 H28年12月

研修でのワークショッ

プ

H28年5月～10月

6回実施し、延べ58人参加（事業参加者

10名が対象）

アンケート H28年8月 参加者10名に実施。

研修でのワークショッ

プ

H28年4月～9月

4回実施し、延べ50人参加（事業参加者

14名が対象）

アンケート H28年7月 参加者14名に実施。

アンケート H28年度中

H28年10～11月、8,995件回収（中間報

告時点）

支援者ヒアリング

H28年7月～29年1月、22団体（うち、11団

体が対象）

座談会 H29年3月、3回実施、15名

札幌市動物愛護管理推

進計画

H27年5月に策定した「札幌市動物愛護

管理基本構想」の目標達成及びH28年3

月に制定した「札幌市動物の愛護及び

管理に関する条例」の具現化のため、動

物愛護管理に係る課題に対する数値目

標の設定や今後の動物管理センター業

務のあり方検討等について計画を策定

する。

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。平成28年度はシンガポール共和

国の交流団を受け入れた。

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/torikumi/taisaku/index.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

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

仮称）子ども貧困対策計

画策定関係

子どもの将来が、生まれ育った環境に

よって左右されることのないよう、子ども

の貧困対策を総合的に推進するための

計画策定に当たり、子どもの貧困の実態

を包括的に把握するため、市民アンケー

ト（2,000世帯想定）や関係団体を通じた

対象者アンケート（10団体程度）等を実

施した。

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。

平成28年度は大韓民国大田広域市へ

派遣した。

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

する施策の検証及び子どもの権利に関

する推進計画について意見交換を行っ

た。

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した。

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

4つの委員会が市への提案を行った。49

名参加（子ども議員40名、サポーター9

名）

札幌市二条はるにれ児

童会館指定管理者選定

委員会

札幌市二条はるにれ児童会館の指定管

理者の選定に当たって、有識者とともに

利用者代表としてメンバーとなり検討を

行うもの。

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

子ども未来局

子ども育成部

子ども企画課

011-211-2989

http://www.city.sapporo.jp/kodomo/ikusei/satsunaemidori.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

子ども未来局

子ども育成部

子どもの権利推進課

011-211-2942

子ども未来局

子ども育成部

子ども企画課

211-2989

http://www.city.sapporo.jp/kodomo/ikusei/l03_1.html

（仮称）札苗緑小学校区

多世代交流施設整備

当該施設は多世代交流施設としており、

子どものみならず地域住民の利用を考

慮した施設とする必要があることから、広

く利用者や地域住民の意見や要望を聴

取し、当該施設の設計に可能な限り反

映させるため、地域説明会並びに子ども

ワークショップを行った。

なお、子どもワークショップにおいて施設

の使用方法等を考え、札幌市に提案を

行った。

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/main/arikata.html

6回開催し、延べ247人参加（事業参加

者：子ども議員40名、サポーター11名）
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市民参加の実施方法 実施時期

HPアドレス

条例、計画、事業等の名称 内容

担当局部課

電話番号

実施結果

個人または団体・企

業での宣言

通年 個人宣言　5033人、団体　0人

企業　1793人　

総人数　6826人が宣言。

協議会会議 H28年6月8日 6月は13名参加。

H29年1月26日 1月は14名参加。

審議会

H28年4月～29年1

月頃

H28年4月28日、5月31日、6月24日、7月

パブリックコメント H29年2月頃 12日、9月5日、10月27日に児童福祉部会

を開催。H28年9月15日、11月24日、H29

年2月3日に子ども・子育て会議を開催。

フォーラム H28年10月 H28年10月26日に開催。約140名の市民が

参加した。

パブリックコメント

H28年10月24日

～11月22日

体験事業

H28年10月1日、

29日

第1回目　平成28年10月1日「型枠大工の

職業体験」を実施。参加者5名。

H29年1月21日

第2回目　平成28年10月29日「塗装職人

の職業体験」を実施。参加者5名。

第3回　平成28年12月3日「建築士、大工

になりきって隠れ家を作ろう」を実施。参

加者17名。

第4回　平成29年1月21日「左官職人の職

業体験」を実施。参加者6名。

検討委員会 H28年6月～29年3月 定山渓観光魅力アップ検討会議を5回開催

アンケート H28年9月

地域住民及び事業者へアンケートを実施

し、48件の回答あり。

パブリックコメント H29年1月 未実施（H29年度に延期）

体験事業

H28年7月28日、8

月4日

里親制度普及啓発事業

家庭に恵まれない子どもたちを温かな雰

囲気をもって受け入れている里親制度

を、社会的養護の現状や里親養育体験

発表等を通じて多くの市民にＰＲし、里

親登録希望者の裾野を広げると同時

に、地域での関心と理解を深める。

経済観光局

観光・MICE推進部

観光・MICE推進課

011-211-2376

http://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/jozankei/index.html

定山渓集客交流拠点施

設等基本計画（仮称）

平成26年度に策定した「定山渓観光魅

力アップ構想」に基づき、定山渓エリア

の魅力アップに向けた取組として、集客

交流拠点施設の建設とその施設を核と

した周遊促進策等を定めた「定山渓集

客交流拠点施設等基本計画」を策定す

る。

経済観光局

産業振興部

立地促進・ものづくり

産業課

011-211-2362

http://www.city.sapporo.jp/keizai/monodukuri/koujyoukenngaku.html

ものづくり体験教室

進路選択をこれから行う中学生と高校生

を対象に、技能士からの直接指導により

技能にふれ、実際に体験することで、も

のづくりへの関心を高め、ものづくりに関

する進路選択や入職へのきっかけの一

つとすることを目的とした「ものづくり体験

教室」を開催。

経済観光局

産業振興部

立地促進・ものづくり

産業課

011-211-2362

http://www.city.sapporo.jp/keizai/monodukuri/monodukuritaikennkyousitu.html

親子工場見学バスツ

アー

小学校3年生から6年生とその保護者を

対象に市内ものづくり企業を見学し、も

のづくりの魅力を体感し、理解を深めて

もらう工場見学ツアーを開催。

小学校の冬休み期間は、平成29年1月13

日に1回開催し、親子13組26名が参加し

た。

見学先企業：（株）須田製版、高橋機械産

業（株）

H28年12月～29年

1月頃

小学校の夏休み期間は、平成28年7月28

日、8月4日の2回開催し、親子24組48名

が参加した。

見学先企業：（株）坂口製粉所、（株）土谷

製作所、石田製本（株）、昭和レーベル

（株）、三綱販東日本（株）、（株）エスピー

工研、（株）日本除雪機製作所

子ども未来局

児童相談所

相談判定一課

011-622-8630

札幌市産業振興ビジョン

の改定

札幌市の産業振興施策の総合的な指針

として、平成23年1月に「札幌市産業振

興ビジョン」を策定したが、策定から5年

が経過した平成28年現在、経済情勢が

上昇基調に変化していることや、市内企

業の人手不足感の高まり、また道内市場

の縮小が予想されるなど策定当時と比

べ社会経済情勢が変化していることか

ら、産業振興ビジョンの改定を行った。

経済観光局

産業振興部

経済企画課

011-211-2352

http://www.city.sapporo.jp/keizai/top/keikaku/vision.html

6人から72件の意見をいただき、意見に

対応した本文修正や資料追加を行い、産

業振興ビジョン改定版を策定した。

（仮称）札幌市児童相談

体制強化プラン

増加する児童虐待をはじめとした要保護

児童に関する相談等に、さらに迅速かつ

的確に対応するとともに、要保護児童等

の自立につなげるため、「第2次札幌市

児童相談体制強化プラン」を策定する。

子ども未来局

児童相談所

地域連携課

011-622-8620

子ども未来局

子育て支援部

子育て支援総合セン

ター

011-208-7961

http://www.city.sapporo.jp/kodomo/sengen/gaiyo/index.html

札幌市子育て支援推進

ネットワーク協議会

子育てに関する関係機関・団体が情報

の共有化と協力体制を築き、子育て支

援を推進する。

子ども未来局

子育て支援部

子育て支援総合セン

ター

011-208-7961

さっぽろ市民子育て支

援宣言

これから親になる人や子育て中の親子

に対し、市民ひとり一人が支援する気持

ちを、言葉と行動で表すことを宣言・実

行する取組。
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市民参加の実施方法 実施時期

HPアドレス

条例、計画、事業等の名称 内容

担当局部課

電話番号

実施結果

検討委員会 H28年6月～29年3月 定山渓観光魅力アップ検討会議を5回開催

アンケート H28年9月

地域住民及び事業者アンケートにて、54

件の回答あり。

アンケート H29年2月

定山渓地区全世帯へのアンケートにて、

23件の回答あり。

パブリックコメント

H28年10月24日～

11月22日

意見者数：5名。

意見数：25件。

交流会 H28年11月5日 高校生24名、留学生13名、計37名にて工場

見学、お菓子作り体験を行い、札幌のスイーツ

や観光に関するワークショップを実施した。

アイデア募集

平成28年8月4日

～10月20日

札幌市内在住の3歳～86歳の市民から、合計

324通のアイデアの応募があり、その中から10

のアイデアを選考して10名を表彰した。そして

これらのアイデアの1つをもとにしたパティシエ

の作品が「さっぽろスイーツ2017」に決定し、

作品を作製したパティシエと、作品のもととなっ

たアイデアを考案した市民1名を表彰した。

インターネット調査

H28年11月14日～

11月21日

札幌市内在住の17歳～80歳の男女1,000名

（アンケート） を対象に、菓子類への関心や、さっぽろスイ

ーツに関する意識について、実態を把握する

調査を行った。

審査会への参加 H29年2月27日 一般公募で選ばれた市民10名が参加し、

作品の1次審査を行った。

パブリックコメント

H28年3月25日～4

月28日

パブリックコメントを実施。

募集期間中に寄せられた意見は特になし。

上映会 H29年3月24日 上映会を開催。約240人が鑑賞。

経済観光局

国際経済戦略室

食・健康医療産業

担当課

011-211-2392

http://www.city.sapporo.jp/keizai/top/topics/sapporosweets.html

さっぽろスイーツ2017

コンペティション

市民審査員

その年の顔となるスイーツを決定する、

「さっぽろスイーツ」のコンペティションに

おいて、市民審査員も参画した審査会

を実施した。

経済観光局

国際経済戦略室

食・健康医療産業

担当課

011-211-2392

http://www.city.sapporo.jp/keizai/top/topics/sapporosweets.html

菓子類に関する意識調

査

「さっぽろスイーツ」ブランドを推進する

「スイーツ王国さっぽろ推進協議会」の

立ち上げから10年が経過したことから、

過去10年間の活動の成果把握と、今後

の菓子産業振興の方向性を探るための

市内菓子産業の実態調査を行った。そ

の調査の一環として、市民に対しさっぽ

ろスイーツ事業の浸透状況や意識を把

握するためにアンケート調査を実施し

た。

経済観光局

国際経済戦略室

食・健康医療産業

担当課

011-211-2392

http://www.city.sapporo.jp/keizai/top/topics/sapporosweets.html

さっぽろスイーツ2017

コンペティション

市民アイデア募集

その年の顔となるスイーツを決定する、

「さっぽろスイーツ」のコンペティションに

向けて、もととなるアイデアを市民から募

集した。

経済観光局

農政部

農政課

011-211-2406

http://www.city.sapporo.jp/keizai/nogyo/vision/

市立高校生と在札留学

生との交流会

国際感覚豊かな人材育成を目的に、市

立高校生を対象として、異文化に接する

機会の創出のため、在札留学生との交

流会を実施した。

経済観光局

国際経済戦略室

経済戦略推進課

011-211-2481

http://www.city.sapporo.jp/keizai/tradeinfo/jinzai/koryukai.html

第2次さっぽろ都市農業

ビジョン

地域・市民とともに育む「さっぽろ農業」

を基本理念とし、平成２８年から概ね10

年後の札幌市の農業を見据えて、活力

に満ちた「さっぽろ農業」を目指すため

の施策を策定。

定山渓地区景観まちづ

くり指針

平成26年度に策定した「定山渓観光魅

力アップ構想」に基づき、定山渓エリア

の魅力的な景観形成に向けた基準や地

域の取組等をまとめた「定山渓景観まち

づくり指針」を策定する。

経済観光局

観光・MICE推進部

観光・MICE推進課

011-211-2376

http://www.city.sapporo.jp/keikaku/keikan/machizukuri/jouzankei.html

経済観光局

国際経済戦略室

IT・ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ産業

担当課

011-211-2379

http://www.city.sapporo.jp/keizai/tokku/fanday.html

日タイ合作映画

「OneDay」上映会

札幌コンテンツ特区の取組の一環で誘

致した日・タイ合作映画「OneDay」の上

映会を、タイ王国大使館と連携し、日・タ

イ修好130周年記念事業として開催。

平成26年に制定した「映像の力により世

界が憧れるまち札幌を実現するための

条例」に基づき、映像を活用したまちづ

くりに関する施策を総合的かつ戦略的に

実施するために、平成28年6月に「札幌

市映像活用推進プラン」を策定した。

http://www.city.sapporo.jp/keizai/tokku/eizokihonkeikaku.html

札幌市映像活用推進プ

ランの策定

経済観光局

国際経済戦略室

IT・ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ産業

担当課

011-211-2379
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市民参加の実施方法 実施時期

HPアドレス

条例、計画、事業等の名称 内容

担当局部課

電話番号

実施結果

審議会 1か月に1回程度 本会議6回、グルーフﾟ会議各3回×2を

実施した。

市民アンケート Ｈ28年9月下旬 686名を対象に実施し、回収率は70.6％だっ

た。

アンケート Ｈ28年12月 480人の市民から回答を得た。

方法書縦覧 Ｈ28年5月～6月 30日間縦覧

説明会 Ｈ28年6月10日 1回実施

意見募集 Ｈ28年5月～6月 縦覧期間満了後2週間を経過する日まで

審議会 Ｈ28年5月～29年3月 本会議4回、部会6回実施

ワークショップ

Ｈ28年8、9月、29

年2月

一般市民向け2回、実践者向け1回実施

意見交換会 Ｈ28年9月 在札外国人向けグループインタビュー1回実施

協議会 Ｈ28年4月～29年1月 本会議2回、プロジェクト会議3回実施

策定委員会 Ｈ28年6月～10月 3回実施。

アンケート Ｈ28年7月～8月

市民5,000通、事業者1,000通発送（回収

率44.3%）

パブリックコメント Ｈ29年1月～2月 3名（17件）

審議会、協議会、委

員会等

秋頃 実績なし。

イベント Ｈ28年6月～29年2月 エゾシカをテーマとした体験活動を9回

実施し、延べ215名が参加。

トンボを対象とした昆虫採集教室を8月に

実施し、小中学生など55名が参加。

良好な水環境を保全・創出することを目

的とする水環境計画の目標年次が平成

29年度であるため、改定等に向けた検

討を実施する。

水環境計画

環境局

環境都市推進部

環境計画課

011-211-2877

環境局

環境都市推進部

環境対策課

011-211-2882

http://www.city.sapporo.jp/KANKYO/keikaku/mizu_kankyo/index.html

札幌市燃料電池自動車

普及促進計画

地球温暖化対策として、水素を燃料と

し、走行時に水しか排出しない燃料電池

自動車の普及促進に向けた計画を策定

する。

札幌市環境保全協議会

札幌市温暖化対策推進計画に基づき、

温暖化対策の取組を効果的に推進する

ため、市民・事業者・団体等の各主体と

協働で、取組の検討を行うとともに各種

プロジェクトを実施し、取組の普及推進

を図る。

環境局

環境事業部

施設管理課

011-211-2922

http://www.city.sapporo.jp/kankyo/assessment/itiran/jourei06/index.html

環境局

環境都市推進部

環境計画課

011-211-2877

環境局

環境都市推進部

環境計画課

011-211-2877

http://www.city.sapporo.jp/kankyo/kyogikai/the10th/

第2次札幌市環境基本

計画の策定

札幌市における環境分野の総合計画で

ある「札幌市環境基本計画」の計画期間

が平成29年度で終了するため、第2次計

画の策定に向けた検討を行う。

http://www.city.sapporo.jp/kankyo/keikaku/newkeikaku/newindex.html

駒岡清掃工場更新事業

（環境影響評価）

札幌市環境影響評価条例に基づき、駒

岡清掃工場更新事業に係る環境影響評

価方法書の公告縦覧、説明会、意見募

集を実施した。

環境局

環境事業部

ごみ減量推進担当課

011-211-2928

http://www.city.sapporo.jp/seiso/gomi/namagomi/namagomienquete28.html

生ごみ減量・資源化に

関する関心度・実践度等

調査

市民の生ごみ減量に対する「関心度」や

「実践度」等について把握し、今後のご

み減量・資源化施策の方向性や内容を

検討する際の資料とするためにアンケー

ト調査を行った。

環境局

環境事業部

ごみ減量推進担当課

011-211-2928

生ごみ堆肥化アンケート

堆肥化を実践している市民の方の取り

組み状況等を把握し、今後の札幌市の

生ごみ減量・堆肥化施策の参考にする

ために、生ごみ堆肥化機材及び生ごみ

堆肥化セミナーの受講者に対するアン

ケート調査を行った。

札幌市一般廃棄物処理

基本計画の策定

現在の札幌市一般廃棄物処理基本計

画「スリムシティさっぽろ計画（改定版）」

の期間が平成29年度までとなっているこ

とから、引き続き、さらなるごみの減量・

資源化を促進するため、今後想定される

人口減少や超高齢者社会を見据え、平

成30年度以降の新たな一般廃棄物処理

基本計画を策定する。

環境局

環境事業部

循環型社会推進課

011-211-2912

http://www.city.sapporo.jp/seiso/shingikai/8th/honkaigi.html

まちなか生き物活動

生物多様性に対する市民の関心と理解

を深めるとともに、多様な主体の保全活

動や連携の促進を図ることを目的とし、

NPO法人等の活動団体や企業から企画

提案を受け、札幌市域（特に市街地）で

の生物多様性の保全に関する活動につ

いて、委託により実施する。

環境局

環境都市推進部

環境管理担当課

011-211-2879

http://www.city.sapporo.jp/kankyo/biodiversity/machinaka.html
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市民参加の実施方法 実施時期

HPアドレス

条例、計画、事業等の名称 内容

担当局部課

電話番号

実施結果

委員会

Ｈ28年11月、29年

3月

環境教育基本方針推進委員会を2回実施。

アンケート Ｈ29年1月

環境プラザにアンケート用紙を設置し、21

人から回収。

生き物調査の実施 Ｈ28年7月～10月 601名が参加。

クイズラリー Ｈ28年7月～10月 市民255名が参加。

マルハナバチ調査 Ｈ28年7月23日 市民21名が参加。

オオハンゴンソウ駆除 Ｈ28年7月29日 市民15名が参加。

園内でのイベント実

施

随時 自主イベント7回、動物園主催事業協力6回

ツアーガイド Ｈ28年5月～10月 ガイドツアー54回　900名参加。

行事の企画・運営 随時 他園内で講習会、イベント等を実施。

市民会議 3～4か月に1度 3回開催。

http://www.city.sapporo.jp/kankyo/biodiversity/chosa/28chosa.

html

札幌市環境プラザ情報

発信機能強化事業

札幌市環境プラザは大部分の展示物が

平成15年の開設当初のままであり、老朽

化や社会情勢の変化に対応しきれてい

ないため、更新に向けた基本計画を策

定する。策定にあたっては、環境プラザ

にてアンケートを実施するほか、札幌市

環境教育基本方針推進委員会等の会

議体を利用して、意見を伺う。

環境局

環境都市推進部

環境計画課

011-211-2877

環境局

環境都市推進部

環境管理担当課

011-211-2879

さっぽろ生き物さがし

2016

札幌の自然環境の状況を把握すること

を目的に、森林や草地、水辺などの環

境の指標となる生き物を市民みんなで調

べる一斉調査。参加者からの調査報告

をもとに、さっぽろ生き物マップを作成す

る。

環境局

環境都市推進部

環境計画課

011-211-2877

http://www.city.sapporo.jp/kankyo/kankyo_kyoiku/kihon_hoshin/i

ndex.html

http://www.kankyo.sl-plaza.jp/

「札幌市環境教育基本方針」は平成19

年に策定しており、今後、上位計画とな

る「札幌市環境基本計画」の策定が予定

されていることから、これに合わせ、平成

30年度に当該基本方針を改定することと

している。今年度は、その準備段階とし

て、有識者・公募委員等からなる「札幌

市環境教育基本方針推進委員会」にお

いて、改定に係る意見を伺う。

札幌市環境教育基本方

針の改定

環境局

環境都市推進部

環境管理担当課

011-211-2879

いきものつながりクイズラ

リー2016

札幌市内にある動物園や博物館など、

動物や植物、自然に触れ合ったり、学ん

だりすることのできる施設を回るクイズラ

リーを実施する。

http://www.city.sapporo.jp/kankyo/biodiversity/network/28quiz_

rally.html

札幌市環境教育基本方針推進委員会で

の意見収集のほか、ワークショップを2回

実施。

委員会等

マルハナバチ調査隊

2016inサッポロさとらんど

札幌市内に生息するマルハナバチを通

じて、外来種問題や身近な自然の大切

さについて考えるイベントを実施した。

環境局

環境都市推進部

環境管理担当課

011-211-2879

環境局

環境都市推進部

環境管理担当課

011-211-2879

オオハンゴンソウ駆除作

戦2016in北海道大学

札幌市内に生育するオオハンゴンソウを

通じて、外来種問題や身近な自然の大

切さなどを考えるイベントを実施した。

http://www.city.sapporo.jp/kankyo/biodiversity/maruhanabachi/

28satoland.html

http://www.city.sapporo.jp/kankyo/biodiversity/event/28ohango

nso.html

展示動物の解説等を通じて、入園者へ

のサービス向上と動物園の事業の一層

の充実を図り、社会教育及び環境教育

に市民自らが貢献することを目的とす

る。

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

環境局

円山動物園

飼育展示課

011-621-1426

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。

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

飼育動物の解説 随時

ツアーガイド66回2,286名参加。

ミニツアーガイド47回1,504名参加。

他随時園内で解説ガイドを実施。

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

http://www.city.sapporo.jp/zoo/topics/2016shimindoubutsuenkaigi.html

円山動物園ボランティア

市民動物園会議

Ｈ28年11月、Ｈ29

年2月
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市民参加の実施方法 実施時期

HPアドレス

条例、計画、事業等の名称 内容

担当局部課

電話番号

実施結果

意見交換会 随時 18公園について、各々意見交換会等を実施。

アンケート 随時 意見交換会：38回、413人参加。

アンケート：17回、2,703人回答。

検討委員会 H28年10月以降 検討委員会を2回開催し、3名の市民委員

が参加。

協議会

Ｈ28年12月～29年

3月

行政機関、商店街関係者、交通・運輸関

係団体、学識経験者、自転車関連NPO

法人、各連合町内会等、計26名の方々

に全3回の会議に参加していただいた。

小学生を対象とした

雪体験授業

随時 雪体験事業を118校で実施

地域懇談会や出前

講座等

随時 地域懇談会や出前口座を19回実施

公園その他公共用地

の地域の雪置き場と

しての活用

随時

公園の雪置き場としての活用を1,343箇

所で実施

雪解け後の清掃活動 Ｈ28年3月～5月頃

滑り止め砂の散布

Ｈ28年12月～29年

3月

砂袋（1.5kg）を81,700袋、砂袋（3.0kｇ）を

122,000袋を配布。

審議会 H28年10月 委員11名が参加

審議会 H28年12月 委員14名が参加

審議会 H29年1月 委員14名が参加

審議会 H29年3月 委員11名が参加

アンケート Ｈ28年6～7月 無作為抽出により市民3,000人にアンケート

用紙を郵送して、1,340通を回収。

意見交換会 H28年7月16日 参加人数:18名

施設整備や採石跡地の保全方針について

意見交換を行った。

新規公園整備及び既設

公園再整備

市民ニーズを公園整備に反映させるた

め、意見交換会等を開催した。

札幌市次期冬のみちづ

くりプラン策定

現行の札幌市冬のみちづくりプランの策

定から7年が経過し、社会情勢が大きく

変化していることから、様々な変化や雪

対策の課題に対応した次期プランを策

定する。

建設局

土木部

雪対策室計画課

011-211-2682

建設局

みどりの推進部

みどりの推進課

011-211-2533

（仮称）札幌都心部自転

車通行空間の明確化に

向けた取り組み

都心部での歩行者等の安全確保に向け

て、車道上で自転車通行位置の明示を

効率的に進めるため、整備路線、整備

形態及び整備の進め方を、「（仮称）札

幌都心部自転車通行空間の明確化に

向けた取り組み」としてまとめるにあたり、

協議会を開催し、意見交換を行った。

建設局

総務部

自転車対策担当課

011-211-2456

冬みち地域連携事業

「未来につなぐ冬みち連携事業」、「企業

と創る冬みち連携事業」、「地域と創る冬

みち連携事業」の3つの小事業から構成

し、関係機関・企業・地域と連携した取

組を行った。

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

建設局

土木部

雪対策室事業課

011-211-2662

建設局

土木部

雪対策室計画課

011-211-2682

冬季歩行環境の改善

（砂まき活動）

冬季のツルツル路面による転倒事故防

止のため、歩道や交差点に滑り止め用

の砂をまいていただきやすい環境づくり

として、都心部やJR・地下鉄駅周辺など

人通りの多い交差点を中心に砂箱を設

置。また、雪解け後に残った砂の清掃活

動の協力を支援するため、区役所や清

掃事務所・土木センターなどでボラン

ティア袋を配布した。

札幌市緑の審議会

公園整備の総合的な方針となる「札幌市

公園整備方針」(案)の策定について、審

議を行う。

建設局

みどりの推進部

みどりの推進課

011-211-2533

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

建設局

みどりの推進部

みどりの推進課

011-211-2533

http://www.city.sapporo.jp/ryokuka/survey.html

三角山の保全に関して、現地を散策しな

がら利用者との意見交換を行った。

http://www.city.sapporo.jp/ryokuka/midori/shizen/sankakuyama/index.html

みどりに関する「市民ア

ンケート調査」

「みどりの基本計画」に示されている目標

の進行管理を目的として、みどりに関す

るアンケート調査を行う。

建設局

みどりの推進部

みどりの管理課

011-211-2522

三角山現地意見交換会
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市民参加の実施方法 実施時期

HPアドレス

条例、計画、事業等の名称 内容

担当局部課

電話番号

実施結果

連絡会 H28年8月4日 25人の出席

講演会とワークショッ

プ

H28年11月24日 19人の出席

施設見学会 H29年1月27日 21人の参加

アンケート H29年3月

アンケート H28年9月7、8日 2日間で750人の来場。

このうち、535人からアンケートの回答が得ら

れた。

会議への参加 H28年12月1日

ワークショップ H28年7月31日

Ｈ28年9月3日

Ｈ28年10月16日

Ｈ28年12月3日

Ｈ28年8月23日～8

月25日

Ｈ28年8月30日～9

月 1日

Ｈ28年9月 1日～9

月 4日

Ｈ28年9月 6日～9

月 8日

Ｈ28年9月13日～9

月15日

H28年10月 6日 定山渓地区

H28年10月20日 藻岩地区

審議会

Ｈ28年10月31日

Ｈ29年2月24日

東雁来第2土地区画整理審議会を2回実施。

持ち回りによる意見

聴取

Ｈ28年9月12日～

13日

保留地の処分価格について意見を聴取。

会議 Ｈ29年2月7日 同上。
都市局

市街地整備部

区画整理事業課

011-211-2657

http://www.city.sapporo.jp/somu/fuzokukikan/kikan/1-

20higashikariki.html

評価員の選任

土地区画整理法第65条の規定に基づ

き、同法に定める事項に関し、評価員の

意見を聴いた。

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した。

土砂災害警戒区域等指

定に係る住民説明会

http://www.city.sapporo.jp/toshi/takuchi/takubou/doshasaigaike

ikaikuiki.html

都市局

市街地整備部

宅地課

011-211-2512

東雁来第2土地区画整

理審議会

土地区画整理法第56条の規定に基づ

き、同法に定める事項に関し、施行者が

提出した諮問事項について審議を行っ

た。

都市局

市街地整備部

区画整理事業課

011-211-2657

説明会

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

ンケートを実施し、日頃の防災に対する

意識や備え等を調査した。

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

アンケート回答数　７７人アンケート

市民との協働による河川

環境整備事業

札幌市河川環境指針で示している方向

性のひとつで、地域と協働ですすめる河

川環境整備の全体計画について話し

合った。

下水道河川局

事業推進部

河川事業課

818-3414

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、平成20年度に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策

定した。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。

下水道河川局

事業推進部

河川事業課

818-3414

http://www.city.sapporo.jp/kensetsu/kasen/kankyoushishin/suis

inkaigi.html

下水道モニター

下水道事業の効率的運営を行うため

に、市民の意見、要望を聴取し事業に

対する市民の声を把握することを目的に

実施している。

28年度は、連絡会を2回、施設見学会を

1回開催し、年度末にアンケートを実施し

た。

下水道河川局

経営管理部

経営企画課

011-818-3452

http://www.city.sapporo.jp/gesui/monitor/monitor_top.html

下水道事業パネル展

9月10日の「下水道の日」関連行事とし

て、普段意識されることの少ない下水道

の役割について普及・啓発するためのイ

ベントである。

28年度は、「歴史と魅力を再発見」と題し

て、「下水道のあゆみ」や「下水道遺産」

のパネル展示等を行った。

下水道河川局

経営管理部

経営企画課

011-818-3452
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市民参加の実施方法 実施時期

HPアドレス

条例、計画、事業等の名称 内容

担当局部課

電話番号

実施結果

協議会

H28年3月～12月

頃

札幌市住まいの協議会（本会・部会）を11回

開催。

施設見学会 Ｈ28年10月7日 広報さっぽろで募集をかけ、60名の申込があり、

59名が参加。

パブリックコメント 意見なし。

パブリックコメント

Ｈ28年3月10日～

4月8日

募集の結果、意見なし。

アンケート Ｈ29年1月～2月 Ｈ28年に耐震診断を実施した110名を対象に

実施、89名から回答を得た（回答率81％）

Ｈ27年までに耐震診断を実施した201名を対象

に実施、64名から回答を得た（回答率32％）

アンケート H28年12月 市内の18歳以上の男女から3,000人を無作為

抽出して調査を実施。1,086人から回答を回収

した。

意見交換会 H28年6月16日 山の手南小学校児童27人と意見交換を実施。

会議

H28年6月～29年

3月

4回実施。

パブリックコメント

H29年1月10日～2

月8日

意見提出者27名、意見数87件

http://www.city.sapporo.jp/kyoiku/top/information/tenkenhyouk

a.html

教育委員会

生涯学習部

総務課

011-211-3829

第3次札幌市生涯学習

推進構想

「第2次札幌市生涯学習推進構想」が平

成28年度に計画の終了年度を迎えるた

め、札幌市における今後の生涯学習推

進の指針として「第3次札幌市生涯学習

推進構想」を策定。なお構想内容の検

討にあたっては、外部委員による札幌市

生涯学習推進検討会議を開催し、市民

意見を聴取した。

教育委員会

生涯学習部

生涯学習推進課

011-211-3871

http://www.city.sapporo.jp/kyoiku/shogaikyoiku/gakushu/suishin

/newkoso.html

水道局

総務部

総務課

011-211-7007

教育委員会事務点検・

評価における児童生徒

等との意見交換の実施

教育委員会事務点検・評価の実施に当

たり、事業・取組についてより理解を深

め、効果や課題を的確に把握することを

目的に、教育長及び教育委員による授

業視察や児童生徒等との意見交換を実

施した。

Ｈ28年3月17日～4

月15日

水道利用者意識調査

水道利用者3,000名を無作為抽出で選

出し、20～30問程度のアンケートを実施

した。

木造住宅耐震診断員派

遣事業

木造住宅耐震改修工事

等補助事業

旧耐震（昭和56年5月31日以前に建築さ

れたもの）の木造住宅を対象に、耐震診

断員を派遣する事業を行った。

また、耐震診断の結果、耐震性が不十

分と診断された木造住宅の耐震設計・耐

震改修工事の支援を行った。

http://www.city.sapporo.jp/toshi/k-shido/taishin/mokuzou.html

都市局

建築指導部

建築安全推進課

011-211-2867

第2次札幌市耐震改修

促進計画

平成19年、この計画の前身となる「札幌

市耐震改修促進計画」を策定している

が、平成27年度に計画期限を迎えたこと

から、市内建築物の耐震化の促進に向

けた目標や実施を予定している事業な

どを見直し、「第２次札幌市耐震改修促

進計画」として策定した。

http://www.city.sapporo.jp/toshi/k-shido/taishin/keikaku.html

都市局

建築指導部

建築安全推進課

011-211-2867

札幌市建築基準法施行

条例の改正

風営法及び認定子ども園法の改正によ

る建築基準法におけるナイトクラブ、ダン

スホール及び幼保連携型認定こども園

の建築制限が改正されたことから、建築

基準法の改正に合わせて、札幌市建築

基準法施行条例で定める特別用途地区

内の建築制限の見直しを行った。

都市局

建築指導部

管理課

011-211-2859

http://www.city.sapporo.jp/toshi/k-shido/public/kijyun/h27kijyun.html

都市局

市街地整備部

住宅課

011-211-2807

http://www.city.sapporo.jp/toshi/jutaku/08osirase/koumoku/su

maikyougi.html

豊平館　施設見学会

「公共建築の日」及び「公共建築月間」

北海道地方実行委員会と北海道開発局

が主催となって開催している「公共建築

の日」の記念イベントの一環として、札幌

市が共催となって施設見学会を開催し

た。

都市局建築部

建築保全課

011-211-2816

札幌市住まいの協議会

「札幌市住宅マスタープラン2011」の見

直しにあたり、本市の今後の住宅施策の

あり方について審議を行った。
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市民参加の実施方法 実施時期

HPアドレス

条例、計画、事業等の名称 内容

担当局部課

電話番号

実施結果

附属機関

（社会教育委員会

議）

Ｈ28年5月～29年3

月

2回実施。

アンケート H28年7～8月 79名を対象に実施。回答率62.0％。

協議会

H28年11月～29年

2月

各校2回実施。

住民説明会 H29年2月 各校1回実施。

児童からの意見聴取 H28年8月 中央小のみ実施。実施設計校のうち、残る3校

は平成29年度に実施予定。

検討委員会等

H28年6月～29年

3月

上野幌・青葉地域7回、石山・芸術の森地

域8回

住民説明会

厚）Ｈ28年12月、

南）Ｈ29年3月

上野幌・青葉地域1回、石山・芸術の森地

域1回

会議

H28年4月～12月

頃に5回実施

外部委員：学識経験者2名、経済関係者1

名、保護者3名、市立高校卒業生1名

パブリックコメント H29年1月～2月 意見提出者：68人・152件

アンケート

H28年8月～29年3

月

中央図書館及び各地区図書館の10館で実施

1,200人に配布し、1,064人から回答(回収

率88.7％）

検討会 Ｈ28年7～8月 6地域で実施。

Ｈ28年11月～12月 上記と同じ6地域で実施。

実行委員会

Ｈ28年4月～29年3

月

平成28年度中に計8回の実行委員会会議を

開催し、冊子の構成や取材活動の進め方な

どについて協議を進めるとともに、かつて亜

麻工場があった麻生地区の実地調査や工

場にゆかりのある方への取材を行った。

北区の歴史資源を活用

したまちづくり

北区における亜麻の歴史の記録・伝承

を目的とした冊子の作成のために必要と

なる資料の収集や調査、取材活動を行う

ため、亜麻を活用したまちづくりに取り組

んできた市民団体の役員を中心とする

実行委員会を設立した。

北区

市民部

地域振興課

011-757-2407

避難所運営体制づくり取

組支援事業

災害時に円滑な避難所開設・運営を可

能とするため、地域住民、避難所施設管

理者、区役所による協議の場を設け、地

域住民による継続した自主運営体制づ

くりを支援する。

中央区

市民部

総務企画課

011-205-3205

http://www.city.sapporo.jp/chuo/kinkyu/hinanjyo/hinansyouneitaisei.html

図書館等利用者アン

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。

http://www.city.sapporo.jp/toshokan/guide/liv/top.html

教育委員会

中央図書館

運営企画課

011-512-7330

札幌市立高校教育改革

方針

今後の市立高校の教育の在り方など、

市立高校における教育改革の方向性を

具体的に示す指針として「札幌市立高

校教育改革方針」を策定した。なお、方

針の内容の検討にあたっては、外部委

員による検討会議を設置するとともに、

パブリックコメント手続を実施し、方針に

対する市民意見を聴取した。

教育委員会

学校教育部

教育推進課

011-211-3851

http://www.city.sapporo.jp/kyoiku/top/koukouplan/koukouplan.h

tml

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、厚別区上野幌・青葉地域及

び石山・芸術の森地域において、保護

者や地域の方々、学校関係者などから

構成される「小規模校検討委員会」等を

昨年度に引き続き開催するなどし、学校

規模の適正化に向けた取組を進めた。

また、厚別区の上野幌・青葉地域の南側

地区及び南区の芸術の森地区におい

て、説明会を実施した。

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

学校改築事業

学校新築事業

東白石小学校、羊丘小学校及び発寒西

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、施設づくりに対する意見

を聞いた。さらに、中央小学校の改築等

実施設計にあたり、児童への意見聴取

を行った。

教育委員会

生涯学習部

学校施設課

011-211-3835

サッポロサタデースクー

ル事業

地域の多様な経験や技能を持つ人材・

企業等の豊かな社会資源を活用したプ

ログラムを、土曜日等に学校施設等を活

用して実施する事業。社会教育委員会

議（学校教育関係者、社会教育関係

者、家庭教育関係者並びに学識経験者

から構成）において、事業の実施方針の

検討、事業の検証・評価等を行うほか、

本事業の運営を担う、学校や地域ボラン

ティアなどの関係者に対し、アンケート調

査を行った。

教育委員会

生涯学習部

生涯学習推進課

011-211-3872

http://www.city.sapporo.jp/kyoiku/shogaikyoiku/renke/saturday

/index.html
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市民参加の実施方法 実施時期

HPアドレス

条例、計画、事業等の名称 内容

担当局部課

電話番号

実施結果

花苗植栽 Ｈ29年6月2日、3日

あいの里高等支援学校生徒10名、教諭5

名参加。

除草・水やり Ｈ29年6月～10月

月1回、あいの里高等支援学校生徒と教

諭により実施。

出演候補者選考委

員会

①H28年4月 ①区内の学識経験者、文化団体、音楽関係者等で構成される

②H29年3月
選定委員会によりＨ28年4月～29年3月までの候補者を選考した。

②区内の学識経験者、文化団体、音楽関係者等で構成される

選定委員会によりＨ29年4月～10月までの候補者を選考した。

利活用協議会 H28年4月～

H28年度は、イベント広場の利活用に関

する検討会議を6回開催。市民意見をもと

に、イベント広場の管理運営を軌道に乗

せることができた。

市民ボランティア H28年10月～

オープン前の28年10月からボランティア

を対象とした説明会・研修会を開催。イベ

ント時の会場誘導や情報発信などは、市

民ボランティアの協力を得ている。

会議 Ｈ28年7月13日 開催回数：1回、参加者11名。

内容：各団体の活動報告、豊平区の健康づくり

の報告、健康づくりサポーター派遣事業の体験

会議 Ｈ28年7月25日 1回実施、区内関係機関の代表10名出席、

意見）区民の状況として朝食を食べていない

人が多いように見受けられる。レシピ等の啓発

が必要と思われる。

実行委員会

Ｈ28年7月下旬～9

月上旬頃

準備会議を9月2日実施。52名が参加。

実施当日スタッフ参

加

Ｈ28年9月6日 ワクワクとよひらんどは9月6日実施。

地域ボランティア、支援者270名が参加。

親子の参加は962名。

実行委員会

Ｈ28年11月上旬～

29年1月上旬頃

実行委員会は11月7日。20名が参加。

実施当日スタッフ参

加

Ｈ29年1月12日 げんき雪ん子まつりを1月12日実施。

地域ボランティア、学生ボランティア78名が

参加。親子参加は236名。

会議（ワークショップ）

H28年6月17日、9

月29日

H29年2月14日

計3回区民会議を実施し、各回20、22、20

名が参加した。

区民フォーラム H28年10月29日

約180名が参加。4グループに分かれワー

クショップ形式で意見交換をした。

マルシェ H28年9月10日

約2,200名の来場者があった。地域の高

校生がボランティアやステージ出演した。

きよたまちづくり区民会議

各地区町内会連合会をはじめさまざまな

団体の代表者などが集まり、平成20年3

月に設立。各団体の情報を全体の情報

として共有し、まちづくりに生かすことを

目的としており、さまざまな視点から議論

を重ね、各団体や区役所とともにまちづ

くりを進めている。区民フォーラムやきよ

たマルシェを区と共催、20周年に向けた

ロゴマークの制定、記念事業の検討を

行った。

清田区

市民部

地域振興課

011-889-2024

http://www.city.sapporo.jp/kiyota/chiiki-

shinko/kumin_kaigi/index.html

「ワクワクとよひらんど」き

たえーるでA・S・O・B・

O!!

地域子育て支援者と地域住民が関係機

関や行政と連携・協働し、乳幼児親子が

遊びを通してつながりを深める場の提供

をした。

豊平区

保健福祉部

健康・子ども課

011-822-2474

げんき雪んこまつり

地域と子育て家庭とのつながりを強める

ため、中の島・平岸地区の子育て支援

関係機関、団体が実行委員会を設置し

開催した。乳幼児（親子）・小学生は、地

域の方やボランティアの生徒・学生に見

守られ冬の遊びを楽しく体験した。また、

ボランティアの生徒・学生は、この事業を

通じて地域の様々な年代の人との交流

を体験した。

豊平区

保健福祉部

健康・子ども課

011-822-2474

豊平区

保健福祉部

健康・子ども課

011-822-2472

とよひら”風土”ネット会

議

区民の食育の普及啓発及び情報交換を

関係機関と連携して実施した。

豊平区

保健福祉部

健康・子ども課

011-822-2472

豊平区健康づくりネット

ワーク会議

地域での活動の推進を図るため、自主

的に健康づくり活動に取り組む区民に集

まってもらい、活動について情報交換等

を行った。

白石区複合庁舎にぎわ

い協働プロジェクト事業

白石区複合庁舎のまちづくりイベント広

場を活用して、区民や関係団体との協

働により、賑わいを創出するイベントを開

催するとともに、まちづくり団体のネット

ワークづくりを支援する。

白石区

市民部

地域振興課

011-861-2422

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。

東区

市民部

地域振興課

011-741-2429

駅を中心としたみどりの

顔づくり事業

ＪＲ駅前に特徴を持たせた緑化スペース

を設置し、駅を核としたまちづくりを進

め、地域の活性化を図るとともに、市民

の緑化意識の高揚を図った。

北区

土木部

維持管理課

011-771-4211
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市民参加の実施方法 実施時期

HPアドレス

条例、計画、事業等の名称 内容

担当局部課

電話番号

実施結果

事業協力 Ｈ28年9月7日 5回実施。

Ｈ28年10月22日

Ｈ29年2月17日

Ｈ29年3月1日

Ｈ29年3月2日

アンケート H28年9月～10月

近隣住民を対象としたｱﾝｹｰﾄ実施(回答

数385)。

意見交換会 H28年10月 意見交換会：4回、35人参加。

安全・安心な緑道整備

事業

（まちづくり戦略ビジョン・

アクションプラン2015）

市民ニーズを真駒内の緑道（公園及び

道路）再整備に反映させるため、意見交

換会等を開催。

南区

土木部

維持管理課

011-581-3811

認知症家族の孤立防止

事業

「札幌市まちづくり戦略ビジョン・アクショ

ンプラン2015」に位置づけて、地域住民

による認知症に関する講座・交流会の開

催を支援。

http://www.city.sapporo.jp/kiyota/hoken-fukushi/koritubousi.html

清田区

保健福祉部

保健福祉課

011-889-2042
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