
研修への参加
R3年10月から
R4年1月まで

　50校で研修を実施した。

訓練への参加 R３年７月17日
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大により
複数回延期し、最終的に中止となった。

講演会・ワークショップ
等への参加

R3年7月からR4年2月
頃

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により未
実施

ヒアリング
R３年９月から

R４年３月
6地域において実施

アンケート
R３年9月から

R３年10月
1,963町内会の防災担当者に意識調査を実施

セミナーへの出席 R４年２月16日
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により市
民参加を中止。対象を職員のみとしてオンライ
ンで実施。

行政評価委員会
R3年6月～
R4年3月

○行政評価委員会を３回実施。

指標達成度調査 R4年2～3月 ○指標達成度調査：無作為抽出により4,000名に

アンケートを送付し、1,613名から回答があった。

市民（外国人・日本
人）ワークショップ

R4年3月
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、

市民ワークショップは実施していない。

アンケート
R3年4月～
R4年3月

大人広報モニター50人、子ども広報モニター9人

特別調査（書面開催） R3年8月～9月 大人広報モニター49人、子ども広報モニター9人

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

実施結果市民参加の実施方法

令和３年度　市民参加の実施結果一覧

実施時期

危機管理局
危機管理部
危機管理課

011-211-3062

危機管理局
危機管理部
危機管理課

011-211-3062

危機管理局
危機管理部
危機管理課

011-211-3062

危機管理局
危機管理部
危機管理課

011-211-3062

地区防災計画
モデル事業

地区防災計画を作成することによる地域
防災力の向上を目指し、連合町内会な
どの中からモデル地区を選定し、数回の
講演会やワークショップ等を通じて、地域
の防災意識の醸成を図りながら、段階的
な地区防災計画案の作成支援に取り組
んだ。これまでに選定したモデル地区に
おける具体的な取組の実施についても、
フォローアップを実施した。
　また、区主体で実施している防災事業
について、危機管理対策室と区が連携し
て地区防災計画作成に関連する事業
（講演会など）を実施することで、区の防
災事業の成果として地区防災計画作成
につなげ、市内全地区へ取組の拡大を
図った。

令和3年度地区防災計
画セミナー（札幌市防災

リーダー研修会）

地区防災計画モデル地区事業と並行し
て、全市展開を見据え、その他の地区に
対する地区防災計画に係る取組への理
解促進、普及啓発を効果的に展開して
いくことを目的としたセミナーを開催す
る。また、防災リーダー研修会としても位
置づけて実施し、地区防災計画の周知
に努める。

総務局
行政部

改革推進室
推進課

011-211-2061

総務局
国際部
交流課

011-211-2032

令和３年度
土砂災害・全国統一

防災訓練

土砂災害警戒区域等に居住する住民一
人ひとりが、日ごろから土砂災害ハザー
ドマップ等により、土砂災害が発生する
危険性を認識し、防災意識の向上や土
砂災害の防止及びその被害の軽減等を
目的に実施

令和３年度
避難場所運営研修

指定避難所（基幹）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（ＨＵＧ）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等
を行い、受講者（区職員、教職員及び地
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50回）

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

国際施策推進基本方針

令和４年度に国際戦略プランが計画期
間満了となるため、主に国際交流及び多
文化共生に係る国際施策の総合的かつ
効果的な推進に向けた基本方針を策定
する。

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、効率性など視点から評価を実施
する。

https://www.city.sapporo.jp/kokusai/plan.html

広報モニター、
子ども広報モニター調査

広報さっぽろ、札幌市のお知らせ情報を
配信している地デジ・アプリ、広報番組、
ホームページに対する意見を定期的に
送付してもらい、誌面の編集や番組作成
等の参考にするための調査した。

総務局
広報部
広報課

011-211-2036
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実施結果市民参加の実施方法

令和３年度　市民参加の実施結果一覧

実施時期

アンケート
R4年2月～
R4年3月

91名が参加した。

アンケート 第1回：6月下旬

第2回：8月下旬

第3回：10月上旬

第4回：12月上旬

アンケート
R3年6月～
R4年3月

1回あたり480人の市民等を対象として計12回ア
ンケートを実施。

意見交換会 R４年２月27日
会場観覧は約30人、オンライン（YouTube）との
並行開催。視聴者数1,220人（令和3年4月25日
時点）

意見交換会 R3年11月22日
市長応接室にて、子どもの暮らしに関する支援
を行う市民5人と対話を実施。

公募、投票 R3年9月～R3年10月 R3年9月1日～9月20日にかけて市内外の一般公募を実施

同年10月11日～10月24日にかけて市内外の一般投票を実施

市内外より、キャッチフレーズ1,628作品、ロゴ
マーク337作品の応募をいただいた。

ワークショップ
（オンライン開催）

R3年12月16日 R3年12月16日（木曜日）午後7時00分から午後9時00分に実施

対象者を40歳未満の札幌市民とし、15名（10代
4名、20代6名、30代5名）の方に御参加いただ
いた。

札幌市制100周年記念
キャッチフレーズ及びロ
ゴマークの公募、投票

札幌市まちづくり戦略ビジョン・アクション
プラン2019掲載事業である「札幌市制
100周年記念事業」に向けた広報活動や
機運醸成の一環として、キャッチフレーズ
及びロゴマークの一般公募・投票を行
い、市民を始めとした、札幌を想う方々の
本事業への参画の機会とする。

総務局
行政部
総務課

011-211-2162

総務局
広報部

市民の声を聞く課
011-211-2045

https://www.city.sapporo.jp/somu/sapporo100.html

札幌市制100周年記念
事業に向けた市民ワーク

ショップ

「札幌市制100周年記念式典」（仮称）を
はじめとした記念事業を実施するに当た
り、より実りのある事業とすることを目的
に、札幌の未来を担う若者を対象とし、
多くのアイデアをいただくことを目的とす
るもの。

総務局
行政部
総務課

011-211-2162

市長とじっくりトーク

https://www.city.sapporo.jp/somu/sapporo100.html

https://www.city.sapporo.jp/somu/shiminnokoe/h26sapporosmiletalk_top.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
考とした。

市民ニーズの的確な把握と、市長の考え
を直接伝えるため、市長と市民がじっくり
と率直な意見交換をし、多様な意見を今
後の市政運営の参考とした。

https://www.city.sapporo.jp/somu/shiminnokoe/net_question/index.html

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

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した。

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
基礎データとした。

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した。

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

https://www.city.sapporo.jp/somu/shiminnokoe/jikkuritalk.html

1回あたり5000人の市民（18歳以上）を対象とし
て年度4回郵送による調査を実施。

総務局
広報部
広報課

011-211-2036

総務局
広報部

市民の声を聞く課
011-211-2045

総務局
広報部

市民の声を聞く課
011-211-2045

総務局
広報部

市民の声を聞く課
011-211-2045
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実施結果市民参加の実施方法

令和３年度　市民参加の実施結果一覧

実施時期

アンケート R3年9月～10月
年代別ごとに無作為抽出した1,500名へ配布

し、677通の回答

意見交換会 R3年11月～R4年2月
全４回開催。アンケートや広報さっぽろ清田区

版で案内し、延べ76名が参加

アンケート R3年8月 無作為抽出により案内を送付、市民2,273名が回答

ワークショップ R3年9月 3回実施、市民計121名が参加。

審議会 R3年4月～ 25名が委員として参加し、計7回会議を開催

パブリックコメント 来年度以降

意見交換会 R3年7、10月 学校3校で約50名が参加。

ワークショップ R3年10月～Ｒ4年2月 2回実施（第一回１５人、第二回１２人参加）

検討会 R3年10月～Ｒ4年3月 ３回実施（９名の有識者による検討会）

勉強会 R3年7月8日 琴似まちづくり協議会を対象に実施。11名参加。

アンケート 新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止

ワークショップ 新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止

意見公募 R3年9月14日～10月6日 １回、意見数1

検討委員会 R4年3月

地域協議会 R4年3月

アンケート R3年5月
南区民6,000名（無作為抽出）の方を対象に駅
前地区の将来の土地利用計画案についてアン
ケートを実施。

オープンハウス R3年12月
南区民センターにて駅前地区の将来の土地利
用計画案についてオープンハウス（参加者：約
400名）を実施。

パブリックコメント ―
新型コロナウイルスの感染拡大の影響により計
画策定の検討が遅れることとなったためR４年度
に延期。

地域交流拠点等まちづく
り推進事業

地下鉄琴似駅周辺地区において、まち
づくりの指針の検討を進めるため、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）との勉
強会を開催した。

まちづくり政策局
都市計画部
地域計画課

011-211-2545

地域交流拠点清田の
機能向上検討事業

地域交流拠点清田の機能向上に向け
て、新型コロナ危機を契機としたまちづく
りの方向性を踏まえた上で、地域住民な
どの意識や意向を調査しながら効果的な
手法を検討した。

https://www.city.sapporo.jp/kikaku/machidukuri/kyoten-kiyota/kiyota.html

真駒内駅前地区
まちづくり推進事業

真駒内駅前地区を真駒内地域はもとより
南区全体の拠点と捉え、地域課題への
対応や土地利用再編の方向性につい
て、「（仮称）真駒内駅前地区まちづくり
計画」を策定すべく、地域と協議しながら
検討を進めた。

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

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

創成東地区まちづくり事
業

創成東地区のまちづくりにおける検討や
地区内での取組についての情報共有等
を行い、当該地区のエリアマネジメントを
推進した。

まちづくり政策局
都心まちづくり推進室

都心まちづくり課
011-211-2692

「（仮称）はぐくみの軸強
化方針」の策定

次期「札幌市まちづくり
戦略ビジョン」の策定

「札幌市まちづくり戦略ビジョン」につい
て、市制100周年を迎える令和4年(2022
年)に次期まちづくり戦略ビジョンのス
タートを切るべく、審議会における議論を
開始した。

まちづくり政策局
政策企画部

企画課
011-211-2192

https://www.city.sapporo.jp/kikaku/vision/vision2/index.html

大通沿道のまちづくりの方針である
「「（仮称）はぐくみの軸強化方針」につい
て、令和４年度の策定にむけて検討を
行った。

https://www.city.sapporo.jp/kikaku/downtown/plan/hagukumi.html

地域街並みづくり推進事
業

地域特性に応じた魅力的な景観づくりを
推進するため、地域と協力しながら景観
まちづくり指針の作成に向けた取組等を
行った。

https://www.city.sapporo.jp/kikaku/downtown/areamanagement/soseieast.html

https://www.city.sapporo.jp/keikaku/keikan/keikanmatidukuri/torikumi.html

令和２年度に引き続き、検討委員会を1回（参加
委員10名）、地域協議会を1回（参加者11名）開
催し、まちづくりを支える取り組みなどについて
意見交換。

まちづくり政策局
都心まちづくり推進室

都心まちづくり課
011-211-2692

まちづくり政策局
政策企画部
政策推進課

011-211-2139

まちづくり政策局
都市計画部
地域計画課

011-211-2545
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令和３年度　市民参加の実施結果一覧

実施時期

検討委員会 R4年3月28日 地域住民を含む11名が委員となり、1回開催

審査委員会 R3年7月～11月 地域住民を含む5名が委員となり、2回開催

審査委員会 R3年7月～10月 地域住民を含む5名が委員となり、2回開催

推進会議・検討部会 R3年4月～R3年8月 推進会議を1回、検討部会を1回実施

パブリックコメント R4年1月頃

地域協議会 R3年10月、R4年1月 地域住民14名で構成される懇話会を2回開催した。

検討委員会 R3年10月、R4年1月 学識者等9名で構成される懇話会を2回開催した。

勉強会・意見交換会 R3年9月28日 白石区栄通18丁目町内会役員を対象に実施。

勉強会 R4年１月22日 中央区桑園第6町内会内の住民等を対象に実施。

審議会 R3年4月～R4年3月 市民自治推進会議を6回開催。

ワークショップ R4年2月26日
無作為抽出により案内を送付し、26名の市民が
参加。

もみじ台地域再構築
推進事業

もみじ台地域が今後直面する、更なる人
口減少・少子高齢化に伴う課題に対応
するため、将来的なまちづくりの方向性
を整理した「（仮称）もみじ台地域まちづく
り指針」を策定するため、地域や有識者
の意見を踏まえながら検討を進めた。

https://www.city.sapporo.jp/keikaku/kougai/momiji/index.html

市民自治推進会議

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う。

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

住宅市街地における、地区の特性に応
じた地域まちづくりを進めるため、地域住
民や町内会などを対象とした勉強会や
ワークショップを開催した。

https://www.city.sapporo.jp/keikaku/kougai/sonota/geimori-proposal.html

https://www.city.sapporo.jp/keikaku/chiiki/machidukuri/chiikimachidukuri.html

「（仮称）篠路駅周辺地区まちづくり計
画」の策定に向けて、篠路駅周辺地区の
まちづくりの方向性について、地域住民
や学識経験者等と協議した。

https://www.city.sapporo.jp/keikaku/partnership/shinoro/p_shinoro.html

篠路駅周辺地区
まちづくり推進事業

市民文化局
市民自治推進室
市民自治推進課
011-211-2253

旧石山東小学校及び旧常盤小学校につ
いて、外部委員や本市職員で構成され
る審査委員会で提案内容を審査の上、
所定の地域貢献活動を条件に売却を
行った。（旧常盤小学校については応募
がなかった。）

https://www.city.sapporo.jp/shimin/jichi/gugenka/hyoukakaigi/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
ショップを実施する。

札幌市バリアフリー
基本構想2022

バリアフリー法改正等を踏まえ、学識経
験者や関係団体、市民委員等からなる
委員会で、過年度より継続して「札幌市
バリアフリー基本構想2022（案）」を検討
した。

https://www.city.sapporo.jp/sogokotsu/barrier/basic/spiral.html

旧石山南小学校　公募
提案型売却

旧石山南小学校について、外部委員や
本市職員で構成される審査委員会で提
案内容を審査の上、所定の地域貢献活
動を条件に売却を行った。

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

https://www.city.sapporo.jp/keikaku/kougai/sonota/ishiyama-proposal.html

まちづくり政策局
都市計画部
事業推進課

011-211-2706

まちの価値を高めるルー
ルづくり推進事業

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
総合交通計画部

交通計画課
011-211-2275

旧石山東小学校及び
旧常盤小学校

公募提案型売却

まちづくり政策局
都市計画部
地域計画課

011-211-2545

市民文化局
市民自治推進室
市民自治推進課
011-211-2253

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
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条例、計画、事業等の名称 内容 担当局部課
電話番号

実施結果市民参加の実施方法

令和３年度　市民参加の実施結果一覧

実施時期

業務委託 R3年4月～R4年3月 9団体に対し、業務委託を実施。

勉強会 R3年11月 1地域で1回実施。

ワークショップ R3年11月～R4年3月 1地域で3回実施。

体験事業 R3年7月～R3年12月 小学校３校、児童会館、市立高校8校を対象に実施。

意見交換会 R3年12月、R4年3月 大学生と中学生による意見交換会を2回実施

実行委員会 R3年7月～R4年3月 実行委員会15回、イベント２回を実施

パネル展 R3年9月～R4年3月 チカホを中心に10日間実施

アンケート R3年9月～R4年3月 全イベント合計1153人から回答

審議会（本部委員会） 年2回程度

委員10名により1回実施。第３期札幌市市民ま
ちづくり活動促進基本計画の進捗状況に係る
審議やさぽーとほっと基金における課題の共有
等を行った。

審議会（事業検討部
会）

年2回程度

委員5名により1回実施。第３期札幌市市民まち
づくり活動促進基本計画の進捗状況に係る審
議やさぽーとほっと基金における課題の協議等
を行った。

審議会（審査部会） 年14回程度

さぽーとほっと基金団体指定助成金交付申請
について、委員5名により、11回書類審査を実
施したほか、審査に関する協議を1回行った。

さぽーとほっと基金公募助成事業について、委
員5名により、書類審査を実施した。

審議会（臨時審査部会） 年4回程度
新型コロナウイルス感染症対策市民活動助成
事業について、臨時委員3名により、助成内容
や審査方法等の検討を３回行った。

会場・
オンラインセミナー

R３年12月19日 当日参加：25名、配信後日視聴：35名

オンラインセミナー R４年１月29日

オンラインセミナー R４年２月19日

オンラインセミナー R４年３月12日

活動体験 中止
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のた

め中止

体験派遣 中止
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のた

め中止

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う。

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

地域まちづくり人材
育成事業

地域課題の解決に必要なスキルをもった
人材の育成を行うとともに、市民がまちづ
くり活動に触れる機会を提供した。

https://www.city.sapporo.jp/shimin/support/jinzai-ikusei/r3/2021jinzai.html

市民文化局
市民自治推進室

市民活動促進担当課
011-211-2964

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する。

市民まちづくり活動
促進テーブル

まちづくりセンター地域
自主運営化推進事業

地域が創意工夫を活かし、主体的にまち
づくりを行うことができるよう、地域による
まちづくりセンターの自主運営化を支援
する。

https://www.city.sapporo.jp/shimin/jichi/gugenka/jisyu/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
開催支援を行う。

次世代の活動の担い手
育成事業

世代に応じた効果的な啓発・体験によ
り、まちづくりへの意識醸成を図り、将来
の地域活動の担い手育成につなげる。

当日参加21名、配信後日視聴：48名

市民文化局
市民自治推進室

市民活動促進担当課
011-211-2964

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

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
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条例、計画、事業等の名称 内容 担当局部課
電話番号

実施結果市民参加の実施方法

令和３年度　市民参加の実施結果一覧

実施時期

懇話会 R3年4月～R4年3月
R3年度中に第4回～第10回を実施。各回10数
名程度が参加。

R3年7月、10月

R４年１月、３月

市民意識調査 R3年８月

オンラインセミナー R4年１月26日 参加者57名（ライブ28人、オンデマンド29人）

オンラインセミナー R3年11月26日 参加者32人（ライブ13人、オンデマンド19人）

R4年２月22日 参加者55人（ライブ28人、オンデマンド27人）

R4年２月21日 参加者33人（ライブ15人、オンデマンド18人）

オンラインセミナー R3年11月26日～ 参加者192人（ライブ109人、オンデマンド83人）

R4年2月24日

（計７回）

審議会
（オンライン開催）

R3年6月14日、11月
5日、R4年１月26日、

3月8日
審議会総会を計４回実施

市民意識調査 R3年７月22日～８月４日
18歳以上の市民4,000人対象に実施。回収数
1,791（44.78％）

自転車押し歩きの呼
びかけ

R3年6月～10月 のべ362人時の参加

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

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

https://www.city.sapporo.jp/shimin/danjo/lgbt/index.html

さっぽろ女性活躍・
働き方改革
応援事業

男女がともに暮らしやすく、働きやすい生
活を送るための気づきを与えることを目
的にオンラインセミナーの実施や啓発冊
子の制作などを実施する。

https://www.city.sapporo.jp/shimin/danjo/wlb_katsuyaku/onlineevent.html

性的マイノリティ
支援事業

性的マイノリティに関する正しい知識を普
及啓発することで、理解促進を図る。

男女共同参画さっぽろ
プラン

現行の第４次男女共同参画さっぽろプラ
ンの実施報告等を実施する。

札幌市文化芸術基本条
例に基づく市民、芸術家
等、文化芸術活動を行う

団体等との意見交換

「札幌文化芸術未来会議」を設置し、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う。

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

札幌市消費者基本計画
現行の第3次札幌市消費者基本計画の
実施報告等を行うとともに、第４次札幌市
消費者基本計画の策定を行う。

ＤＶは重大な人権侵害であるという認識
を広く市民に浸透させ、札幌市の取組や
相談機関を広報することで、被害者が孤
立せず相談しやすい環境づくりをすすめ
る。

市民文化局
男女共同参画室
男女共同参画課
011-211-2962

市民文化局
市民生活部
消費生活課

011-211-2245

https://www.city.sapporo.jp/shimin/ainushisaku/shisaku/shiminsa
nka-ainu-art-monument.html

DV対策推進事業

https://www.city.sapporo.jp/shohi/03-sisaku/sisaku.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、アイヌ民族の作家と市民
がアイヌアートモニュメントを共同で制作
し、市内各所に設置する。

市民文化局
男女共同参画室
男女共同参画課
011-211-2962

市民文化局
男女共同参画室
男女共同参画課
011-211-2962

市民文化局
男女共同参画室
男女共同参画課
011-211-2962

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、引き続き啓発
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る。

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

審議会

市民委員２名を含む札幌市消費生活審議会を
R3年７月、11月、R４年１月、３月実施

市民意識調査をR３年８月から９月にかけて実施

体験事業 R4年1月
市民文化局
市民生活部
アイヌ施策課
011-211-2399

市民文化局
文化部

文化振興課
011-211-2261

市民文化局
地域振興部

区政課
011-211-2252
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電話番号

実施結果市民参加の実施方法

令和３年度　市民参加の実施結果一覧

実施時期

パブリックコメント 秋頃 実施せず

委員会 年４回

ワークショップ
R4年3月4日
R4年3月6日

２回の開催で計60人が参加。

事業協力 R4年1月
小学校57校で実施。実人数９５人、延べ人数
４３７人が参加。

ワークショップ
（オンライン形式）

R4年1月～R4年2月 計4回開催し、計120人が参加。

シンポジウム
（YouTubeによるライブ
配信およびアーカイブ

動画配信）

R4年2月20日 アーカイブ動画配信：視聴回数1,761回（4/25時点）

パブリックコメント R3年10月15日～11月15日 意見提出者数：11人、意見数：49件

イベント参加 R3年7月19日 小学生66名、中学生23名、高校生12名

計101名が参加

イベント参加 R3年7月 市内の児童会館10か所（各区１か所）が参加

市民が植えた花をマラソン・競歩コース
に設置し、アスリートに対しておもてなし
を実施した。

町内会条例に関する
市民ワークショップ

「（仮称）札幌市町内会に関する条例」や
町内会支援策について、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
実施した。

東京2020サッカー練習
見学

東京2020大会のサッカー練習会場となっ
ている厚別公園競技場において、小・中
学生、高校生を対象に、サッカー練習見
学のイベントを実施した。

https://www.city.sapporo.jp/sports/tokyo2020/index.html

沿道装花プロジェクト

札幌ドーム周辺地域に
おけるスポーツ交流

拠点基本構想

スポーツ局
招致推進部

調整課
011-211-3042

スポーツ局
招致推進部

調整課
011-211-3042

高次機能交流拠点である札幌ドーム周
辺について、スポーツや集客交流産業
の振興とあわせて、冬季オリンピック・パ
ラリンピックでの活用も見据えたスポーツ
交流拠点の基本構想を策定した。

https://www.city.sapporo.jp/sports/tokyo2020/index.html

https://www.city.sapporo.jp/sports/sapporo-dome-shuuhen/

https://www.city.sapporo.jp/sports/olympic/workshop2019.html

スポーツ局
招致推進部

調整課
011-211-3042

市民とつくる
冬季オリンピック・

パラリンピック
開催概要計画

策定事業

市民意見を踏まえた開催概要計画を策
定するため、市民と対話するワークショッ
プ等を実施した。

ウインタースポーツ塾
初心者向け体験会

における
ボランティア活動

ウインタースポーツ塾初心者向け体験会
に、スマイルサポーターにボランティアス
タッフとして従事していただく

市民文化局
市民自治推進室
市民自治推進課
011-211-2253

スポーツ局
スポーツ部
企画事業課
２１１－３０４４

第１１次札幌市
交通安全計画

交通安全対策基本法等に基づき、令和
３年度から5年間の基本計画である第11
次札幌市交通安全計画を策定します。

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

第２次アイヌ施策推進計
画

札幌市におけるアイヌ施策の実施状況
などについて審議した。
また、令和４年2月のアイヌ施策推進委員
会の委員改選に伴い委員の公募を実施
した。

市民文化局
市民生活部
アイヌ施策課
011-211-2277

https://www.city.sapporo.jp/shimin/ainushisaku/suishin-iinkai/index.html

スポーツ局
招致推進部

調整課
011-211-3042

市民文化局
地域振興部

区政課
011-211-2252
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実施結果市民参加の実施方法

令和３年度　市民参加の実施結果一覧

実施時期

事業協力 R3年7～8月 7/21～8/8の期間中、延べ610人が活動した

オンライン交流 R3年7月
カナダ女子チーム：短大生５名が交流会に参
加。その他10名が交流会を視聴。

ウクライナ男子チーム：中学生17名が交流会に参加

オンラインセミナー R3年8月 短大生３名が参加

親善試合観戦・
壮行会

R3年8月 ウクライナ男子チーム：中学校１校にオンライン公開

カナダ女子チーム：短大１校にオンライン公開

体験事業 R3年6月 市内の全小中学校の児童・生徒（約140,000人）が参加

イベント参加 R3年7月17日 午前の部13名、午後の部17名の計30名が参加

審議会 R4年3月

審議会
※23名中、6名が市民

公募
R3年9月～R4年2月 介護保険事業計画推進会議を2回開催

協議会 R3年10月頃 1回開催（書面開催）

がん対策部会 R3年11月～R4年2月 3回開催（うち2回は書面開催）

審議会 R３年８月６日、R４年３月28日 会議を２回開催(書面開催)

ランニングイベント
「オリンピアンと

走ろう」

https://www.city.sapporo.jp/sports/tokyo2020/volunteer/index.html

東京2020大会における
ボランティア活動

マラソン・競歩開催時の交通規制につい
て、札幌市「City Cast」として登録してい
る方々から市民等へ案内をしていただい
た。

ホストタウン相手国との市
民交流

札幌市が共生社会ホストタウンとなって
いるウクライナの男子ゴールボールチー
ム及びカナダの女子ゴールボールチー
ムと市民との交流事業を実施した。

小・中学校での
オリジナル

応援うちわ作成事業

教育委員会と連携し、市内の全小中学
校の無地うちわを配布し、大会への想い
などを記載し、オリジナル応援うちわ作成
してもらう取り組み。子どもたちの興味・関
心を向上するとともに、大会の機運醸成
に繋げることを目的として実施した。

https://www.city.sapporo.jp/sports/tokyo2020/hosttown/index.html

https://www.city.sapporo.jp/sports/tokyo2020/events/others/run20210717.html

https://www.city.sapporo.jp/chiikifukushi/keikaku/sapporositiikihukusisyakaikeikakusinngikai.html

札幌市地域福祉社会
計画審議会

「札幌市地域福祉社会計画2018」に関す
る調査・審議等を行う

https://www.city.sapporo.jp/hokenjo/syokuiku/dai3zikeikaku.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。

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

札幌市食育推進会議

第3次札幌市食育推進計画の推進のた
め、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、進捗
管理を行う。

https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k500plan/k-570iinkai.html

札幌市介護保険事業
計画推進委員会

札幌市介護保険条例に基づき、「高齢者
支援計画」の進行管理及び評価につい
ての調査審議等を行う。

東京2020大会のマラソン競技開催及び
距離表示銘板設置を記念して、オリンピ
アン阿部雅司氏を講師に迎え、東京
2020オリンピック競技大会のマラソンコー
スの紹介や観戦時の注目ポイント等を伝
える講演や、実走によるランニングレク
チャー、東京2020大会マラソンコースの
5km地点銘板の見学を実施した。

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため
書面会議を開催し、当該計画の進捗状況等に
関して各委員に報告を行い、市民公募委員を
含めた審議会委員から意見を得た

保健福祉局
総務部
総務課

011-211-2932

スポーツ局
招致推進部

調整課
011-211-3042

スポーツ局
招致推進部

調整課
011-211-3042

スポーツ局
招致推進部

調整課
011-211-3042

スポーツ局
招致推進部

調整課
011-211-3042

保健福祉局
高齢保健福祉部

介護保険課
011-211-2547

保健福祉局
保健所

健康企画課
011-676-5156

保健福祉局
保健所

健康企画課
011-676-5156
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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

実施結果市民参加の実施方法

令和３年度　市民参加の実施結果一覧

実施時期

パブリックコメント
R4年2月9日～
R４年3月10日

3名から７件の意見があった

モニター制度 新型コロナウイルス感染症の影響により中止

イベント参加
新型コロナウイルス感染症の影響により集合形
式のイベントを中止し、雑誌広告掲載や劇場広
告を活用した啓発事業を実施

交流事業 新型コロナウイルス感染症の影響により中止

体験事業 新型コロナウイルス感染症の影響により中止

会議
（書面開催）

R3年10月29日、
R4年1月27日

14名が委員として参加

協議会 R3年5月～11月 火葬場・墓地のあり方推進協議会を8回開催

パブリックコメント R3年12月～R4年1月 市民23名が意見を提出

https://www.city.sapporo.jp/hokenjo/shoku/shokumachi/jorei/sui
shinkaigi/index.html

安全・安心な食のまち・
さっぽろ推進会議

（安全・安心な食のまち・さっ
ぽろ推進事業）

条例に基づき設置している附属機関。食
の安全・安心に関する本市の施策につ
いて審議し、意見を述べてもらう。

https://www.city.sapporo.jp/hokenjo/f3seikatu/arikatasuishinkyougikai.html

https://www.city.sapporo.jp/hokenjo/shoku/event/index.html

さっぽろ食の安全・安心
市民交流事業

（安全・安心な食のまち・さっ
ぽろ推進事業）

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
産工場を見学してもらう。

https://www.city.sapporo.jp/hokenjo/shoku/shokumachi/koryujig
yo/index.html

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

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てもら
う。

https://www.city.sapporo.jp/hokenjo/shoku/shokumachi/monitor
/index.html

令和4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
に関する計画への意見を募る。

さっぽろ食の安全・安心
モニター事業

（安全・安心な食のまち・さっ
ぽろ推進事業）

（仮称）札幌市火葬場・
墓地に関する運営計画

策定

多死社会の到来などに伴う問題解決と、
葬送に対する市民の不安を解消するた
めに策定した「札幌市火葬場・墓地のあ
り方基本構想」に基づき、札幌市火葬
場・墓地あり方推進協議会での検討結果
を踏まえ、運営計画を策定する。

食のまち・さっぽろフェス
ト

（安全・安心な食のまち・さっ
ぽろ推進事業）

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する。

https://www.city.sapporo.jp/hokenjo/shoku/shokumachi/koryujig
yo/index.html

さっぽろ子ども食品Gメン
体験事業

（安全・安心な食のまち・さっ
ぽろ推進事業）

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・学習しても
らう。

保健福祉局
保健所

食の安全推進課
011-622-5170

保健福祉局
保健所

食の安全推進課
011-622-5170

保健福祉局
保健所

食の安全推進課
011-622-5170

保健福祉局
保健所

食の安全推進課
011-622-5170

保健福祉局
保健所

食の安全推進課
011-622-5170

保健福祉局
保健所

食の安全推進課
011-622-5170

保健福祉局
保健所

生活環境課
011-622-5182
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条例、計画、事業等の名称 内容 担当局部課
電話番号

実施結果市民参加の実施方法

令和３年度　市民参加の実施結果一覧

実施時期

イベント参加 R3年9月～11月 南区役所で5日間、清田区役所で3日間開催

会議 （例年2回程度）
1回実施（R4年3月23日）。オンライン会議の形
式とし、委員全14名中12名が出席した

定例会議 （例年2回程度）
会議は新型コロナウイルス感染症の影響により
中止とし、研修資料等を各推進員に送付した

イベント補助 随時 新型コロナウイルス感染症の影響により中止

どうぶつあいご教室補助 R3年6月～R3年11月 新型コロナウイルス感染症の影響により中止

収容動物管理の補助 随時 参加事例なし

公募 R3年2月～R3年5月

協議会 R3年6月～R4年3月頃

アンケート R3年10月～11月
新型コロナウイルス感染症の影響により、R４年
度に延期

会議 R3年4月～R4年3月 年３回実施。

札幌市民健康・
栄養調査

「札幌市食育推進計画」及び札幌市健
康づくり基本計画「健康さっぽろ21」を策
定するための基礎データとする。

札幌市における子ども施策の推進に必
要な事項等について協議する。

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2回程度開催予定）

札幌市子ども・
子育て会議

R3年7月、R4年2月に実施。札幌市国民健康保
険会計予算、決算について審議した

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

https://www.city.sapporo.jp/inuneko/main/suisinin.html

「人と動物が幸せに暮らせるまち・さっぽ
ろ」を目指し、札幌市の動物愛護管理事
業へ協力するボランティア制度。啓発イ
ベント等の補助を行う啓発ボランティア、
幼児への生命倫理教育行事「どうぶつあ
いご教室」等の補助を行う教育ボランティ
ア、保健所に収容されている動物の体調
管理等の補助を行うケアボランティアの3
区分に分かれている。

https://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/kokuho/kensinposuta.html

とくとく健診・ジェネリック
医薬品PRポスター

図案募集

とくとく健診・ジェネリック医薬品を市民に
PRするため、わかりやすく親しみやすい
図案を市民から公募した。

保健福祉局
保険医療部
保険企画課

011-211-2944

https://www.city.sapporo.jp/inuneko/main/kyougikai.html

札幌市動物愛護推進員

「動物の愛護及び管理に関する法律」に
基づき募集している、札幌市の動物愛護
及び適正飼育推進のため、積極的・自主
的な活動をしていただくボランティア制
度。

https://www.city.sapporo.jp/inuneko/main/suisinin.html

動物愛護管理推進協議
会

「札幌市動物の愛護及び管理に関する
条例」に基づき、市民公募委員を含めて
設置された、市長の附属機関。動物の愛
護及び管理に関する重要事項を調査審
議する。

札幌市動物愛護
ボランティア

葬送に関するパネル展
の実施

札幌市の火葬場・墓地等が抱える問題
や市営霊園・墓地の歴史と移り変わり、こ
れから実施する火葬場や墓地の具体的
な取組などを広く市民に知っていただく
ため、区役所でパネル展を実施する。

https://www.city.sapporo.jp/hokenjo/f3seikatu/arikatasuishinkyougikai.html

子ども未来局
子ども育成部
子ども企画課
011-211-2982

保健福祉局
保健所

健康企画課
011-676-5156

https://www.city.sapporo.jp/inuneko/main/suisinin.html

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

とくとく健診84点、ジェネリック医薬品48点の応
募があり、それぞれ、ポスターに採用する市長
賞を含め４点を表彰した。
作成したポスターは地下鉄駅掲示板等に掲示
した

保健福祉局
保健所

生活環境課
011-622-5182

保健福祉局
保健所

動物管理センター
011-736-6134

保健福祉局
保健所

動物管理センター
011-736-6134

保健福祉局
保健所

動物管理センター
011-736-6134

保健福祉局
保険医療部

国保健康推進担当課
011-211-2887
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条例、計画、事業等の名称 内容 担当局部課
電話番号

実施結果市民参加の実施方法

令和３年度　市民参加の実施結果一覧

実施時期

アンケート R3年12月
無作為抽出した子育て世帯15,000世帯を対象
にアンケートを実施。

委員会活動 R3年10月～R4年2月
５回実施。子ども議員17名、サポーター（高校
生）３名参加。

発表 R4年3月6日
提案を動画にまとめ、市）市民自治推進課が所
管する「超まちフェス」のイベント内で発表。

配信
R4年3月14日～
R4年3月21日

札幌駅前通地下歩行空間・北２条広場デジタル
サイネージで発表動画を配信。

研修でのワークショップ R4年1月～2月
オンラインによる交流イベントを実施。
事前研修を２回実施、子ども９名が参加。

アンケート R4年2月
交流事業に参加した子ども達に事業アンケート
を実施。

委員会 R3年5月、R4年3月 ２回実施。

市民スタッフ
R3年6月１日～
R4年3月31日

児童参加人数：延べ1,503人
ボランティア参加人数：延べ1,183人
生活・進路相談件数：120件

個人または団体、
企業での宣言

通年

Ｒ３年度宣言者数及び累計
　個人　2,812人　累計65,841人
　１団体20人　累計28,695人
　40企業2,335人　累計30,760人
個人・団体・企業累計　125,296人

協議会会議 第１回Ｒ３年6月15日 第１回：７団体参加

第２回Ｒ３年11月16日 第２回：５団体５人出席

第３回Ｒ４年1月11日 第３回：５団体５人出席

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

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

子ども未来局
子育て支援部
子育て支援課
011-211-2988

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う。

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

姉妹都市少年少女交流事業

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。
今年度はオンラインにて交流予定。

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

さっぽろ市民子育て
支援宣言

これから親になる方や子育て中の親子に
対し、市民一人ひとりが支援する気持ち
を言葉と行動で表すことを宣言・実行す
る取組。

ひとり親家庭の児童（小学校3年生～中
学生）を対象として、各区に会場を設け、
大学生等のボランティアによる学習支援
を行う。学習習慣を身に付けさせ、基礎
的な学力の向上を図るとともに、進学や
進路等の相談を通じ、ひとり親家庭の不
安感を解消する。

子ども・子育てに関する
意識調査

子ども・子育て施策に関する計画である
「第４次さっぽろ子ども未来プラン」の進
捗管理のため、未就学児の保護者及び
子どもを対象とした市民アンケート調査を
実施する。また、未就学児の保護者を対
象とした保育・教育に関するニーズ調査
も合わせて実施する。

子ども議会
小学4年生から中学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
等を考え提案する。

https://www.city.sapporo.jp/kodomo-mirai/kids/ikusei_gikai01.html

子ども未来局
子ども育成部
子ども企画課
011-211-2982

ひとり親家庭学習支援ボ
ランティア事業

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
子育て支援部

子育て支援総合セン
ター

011-208-7961

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

https://kosodate.city.sapporo.jp/mokuteki/manabu/hitorioya/1346.html
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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

実施結果市民参加の実施方法

令和３年度　市民参加の実施結果一覧

実施時期

実行委員会会議 第１回R3年4月21日 第１回：４団体４人出席

第2回R3年8月3日 第２回：５団体５人出席

オンライン講演会 第3回Ｒ３年11月16日 第３回：５団体５人出席

Ｒ３年9月26日 249人参加

フォーラム R3年10月 76人参加。

ワークショップ R3年11月23日
小中学生を対象とした映像制作ワークショップ
を実施し、１２名の市民が参加した。

表彰式 R3年12月18日
オンラインにて、完成した作品の表彰式を開催
した。

ロケーション撮影への
参加

R3年4月～R4年3月

新たに348名がボランティアエキストラに登録。
札幌市内で行われたロケーション撮影に、ボラ
ンティアエキストラとして約800名ほどが参加し
た。

作品募集
R3年6月25日～R3年

10月22日
180作品の応募があった。

懇話会 R3年6月～8月 ６名が委員として参加し、計３回会議を開催。

パブリックコメント
R3年12月24日～

R4年1月31日
募集の結果、意見なし。

アイデア募集 R4年1月頃 実施せず

パブリックコメント R4年2月7日～3月8日 意見者数：8人　意見数：18件、意見反映：2か所

子ども未来局
児童相談所
家庭支援課

011-622-8619

経済観光局
経済戦略推進部

展示場整備担当課
011-211-2481

経済観光局
産業振興部

地域産業振興課
011-211-2392

経済観光局
産業振興部

地域産業振興課
011-211-2392

経済観光局
産業振興部

地域産業振興課
011-211-2392

経済観光局
産業振興部

地域産業振興課
011-211-2392

経済観光局
産業振興部

地域産業振興課
011-211-2392

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

第6回北のまんが大賞の
開催

北海道と連携（共催）して、北海道を素材
とした未発表のオリジナルまんが作品等
を広く募集するコンテストを実施した。

https://www.akarenga-h.jp/manga/

さっぽろスイーツ
コンペティション

市民アイデア募集

本市が参画するスイーツ王国さっぽろ推
進協議会にて実施する、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」
コンペティションにおいて、コンペティショ
ンの応募作品の基となるアイデアを市民
から募集する。

新展示場整備基本計画
施設の機能不足等の課題を抱えている
「アクセスサッポロ」に替わる大規模展示
場を整備する計画を策定した。

https://sweets-sapporo.com/

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。

https://screensapporo.jp/workshop/

ボランティアエキストラ
登録制度の運用

市民の映像制作への参加を促し、まちの
魅力を再発見するため、エキストラ登録
制度を運用した。

https://www.screensapporo.jp/volunteer/

映像制作ワークショップ
の実施

映像業界を目指す人材を増やすため、
子どもたちが映像制作に興味をもつきっ
かけとなるようなワークショップを実施し
た。

映像活用推進プランの
改定

「映像の力により世界が憧れるまちさっぽ
ろを実現するための条例」の基本計画で
ある「札幌市映像活用推進プラン」が令
和３年度で計画期間終了となることから、
引き続き、施策を戦略的かつ総合的に
実施していくために、同プランを改定し
た。

https://kosodate.city.sapporo.jp/event/chuou/shien_center/9035.html

札幌市子育て支援
講演会

すべての市民が子どもや子育て家庭と
つながり、社会全体で子育てを支える環
境づくりについて一緒に考える機会をつ
くることを目的とし、子育て支援者、子育
て家庭、これから親になる方、学生などを
対象とした講演会を開催する。

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
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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

実施結果市民参加の実施方法

令和３年度　市民参加の実施結果一覧

実施時期

体験事業 R3年10月14日、15日 12月8日、9日の2日間、アクセスサッポロ

にて開催。36企業・団体が出展し、4,404名

の高校生が来場した。

体験事業 R3年10月～R4年3月 リアル会場として「サッポロキッズベース」を

札幌木工センターとサッポロファクトリーに

隔週（第１・３土曜）で計7回開設し、134名が

ものづくり体験したほか、オンライン配信を

計13回行い、587回の視聴があった。

懇話会 R3年7月27日～8月12日 新型コロナウィルス蔓延のため書面開催

R4年2月8日～2月21日 新型コロナウィルス蔓延のため書面開催

円卓会議 R3年11月～R4年2月 計4回開催し、延べ33名参加

パブリックコメント R3年7月～R3年8月 14名から25件の意見提出があった。

案内活動 通年 約190名がボランティアに登録し、案内活動を実施。

事業委託
（指定管理施設）

通年 平成30年4月～令和5年3月の期間を委託

事業共催 通年 計9回のイベントを実施

市民スタッフ 通年 40名のボランティア登録者が計53日活動

アンケートの実施
R3年9月～10月、

R4年2月頃
計307人にアンケートを実施（無回答含む）

事業委託 通年 令和元年10月～令和4年9月の期間を委託

事業共催 年6回程度 計3回のイベントを実施

市民スタッフ 通年 計200人にアンケートを実施

アンケートの実施 R3年9月、R4年2月

経済観光局
農政部
農政課

011-211-2406

経済観光局
産業振興部

地域産業振興課
011-211-2392

経済観光局
産業振興部

地域産業振興課
011-211-2392

経済観光局
農政部
農政課

011-211-2406

経済観光局
観光・MICE推進部
観光・MICE推進課

011-211-2376

環境局
環境事業部

循環型社会推進課
011-211-2928

経済観光局
観光・MICE推進部
観光・MICE推進課

011-211-2376

環境局
環境事業部

循環型社会推進課
011-211-2928

https://www.city.sapporo.jp/seiso/plaza/plaza.html

札幌市リユースプラザ等
運営管理

ごみ減量・リサイクルに係る普及啓発施
設である札幌市リユースプラザ及びリサ
イクルプラザ発寒工房・地区リサイクルセ
ンターについて、NPO法人への委託によ
り運営管理を行い、市民団体等との協働
イベントを実施するほか、市民ボランティ
アを講師とした教室・講座を行う。また、
今後の事業計画の参考にするため、各
種事業の参加者・来館者にアンケートを
実施している。

札幌に訪れる観光客の方々を温かくおも
てなしするため、観光案内所にて観光案
内などを行う。

札幌市リサイクルプラザ
管理運営

ごみ減量・リサイクルに係る普及啓発施
設である札幌市リサイクルプラザについ
て、指定管理者であるNPO法人により管
理運営を行い、他団体と連携してイベン
トを実施するほか、市民ボランティアととも
に、教室・講座の実施や広報物の作成を
行う。また、今後の事業計画の参考にす
るため、各種事業の参加者・来館者にア
ンケートを実施している。

https://www.city.sapporo.jp/seiso/plaza/plaza.html

https://www.city.sapporo.jp/keizai/nogyo/vision/index.html

https://www.city.sapporo.jp/nogyo/satoyama.html

スノーリゾートシティ
SAPPORO推進戦略

スノーリゾートとしてのブランド化に向け
て、地域一体となって取り組むための指
針を定める「スノーリゾートシティ
SAPPORO推進戦略」を策定sitaする。

里山活性化推進事業

　里山の活性化に資する森林と農地の
一体的な保全・活用策について、地域住
民や農林事業者等と情報共有や意見交
換を行うために、円卓会議を開催した。

https://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/snowresort/senryaku.html

https://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/volunteer/volunteer_info01.html

札幌市観光ボランティア

第２次さっぽろ都市農業
ビジョン推進懇話会

第２次さっぽろ都市農業ビジョンの進行
管理のため、毎年度末に施策実施による
成果の達成状況を報告し、次年度の施
策の推進や改善に反映させるため意見
交換を行った。

ジモトのシゴト ワク！
ＷＯＲＫ！

ものづくり企業をはじめとした地元企業の
魅力や面白さを伝えることで、企業の認
知度向上、ひいては将来的な地元企業
への就職につなげていくことを目的とし
て、さっぽろ連携中枢都市圏内企業の製
品・技術を、体験型の展示イベントを通し
て高校生に見せる「ジモトのシゴトワク！
WORK！」を開催した。

https://www.city.sapporo.jp/keizai/kids/kids_kyoten.html

https://www.city.sapporo.jp/keizai/monodukuri/wakuwork.html

ものづくりKids拠点

市内ものづくり企業への将来的な就職を
目的に、小中学生を主対象としたものづ
くりを「見て」、「触れて」、「学べる」拠点を
構築した。
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条例、計画、事業等の名称 内容 担当局部課
電話番号

実施結果市民参加の実施方法

令和３年度　市民参加の実施結果一覧

実施時期

アンケート R3年10月～11月 無作為抽出した満18歳以上の男女4,000人

に郵送にてアンケートを送付し、2,089件の

回答があった。

アンケート R3年8月 令和2年度電動生ごみ処理機購入助成

利用者305人、及び生ごみ堆肥化器材

購入助成利用者321人の、計626人に

アンケート票を送付し、349人から回答があった。

生き物調査の実施 R3年5月～9月
令和3年5月21日～9月30日に実施し、市民432

チーム2185名が参加

クイズラリー R3年7月～8月
令和3年7月22日～8月17日に実施し、市民285
名が参加

草刈り R3年8月7日
石山地区まちづくり協議会まちおこし部会主
催、浦幌ヒグマ調査会、札幌市共催

草刈り R3年5月30日
簾舞三区町内会主催で、簾舞地区（簾舞川周
辺）の草刈りを実施

R3年6月16日
みなみの杜高等支援学校の生徒及び教員と、
真駒内地区（真駒内川周辺）の草刈りを実施

R3年7月14日
みなみの杜高等支援学校の生徒及び教員と、
藤野地区（野々沢川周辺）の草刈りを実施

R3年10月12日
福移中学校の生徒と、上篠路地区(伏籠川周
辺)の草刈りを実施

電気柵の設置及び
維持管理

R3年7月14日
みなみの杜高等支援学校の生徒及び教員と、
藤野地区の果樹に電気柵を設置

果樹の伐採・整理 R3年5月21日 市民ボランティアと、藤野地区の果樹を伐採

R3年5月27日 市民ボランティアと、豊滝地区の果樹を伐採

R3年6月14日 市民ボランティアと、豊滝地区の果樹を伐採

R3年9月9日 市民ボランティアと、小金湯地区の果樹を伐採

環境局
環境事業部

循環型社会推進課
011-211-2912

環境局
環境都市推進部
環境共生担当課
011-211-2879

環境局
環境事業部

循環型社会推進課
011-211-2928

「ごみ減量・資源化に関
する行動・意識等」に関

する市民意識調査

市民のごみ減量に対する行動や意識等
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う。

https://www.city.sapporo.jp/seiso/houkoku/anq/chyousazissikekka.html

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、生ごみ堆肥化機材助成者に対する
アンケート調査を行う。

https://www.city.sapporo.jp/kankyo/biodiversity/chosa/03chosa.html

https://www.city.sapporo.jp/kankyo/biodiversity/network/03quiz_rally.html

石山地区豊平川河畔林
下草刈

ヒグマによる人身事故を未然に防止する
ために、石山地区まちづくり協議会まち
おこし部会、浦幌ヒグマ調査会（酪農学
園大学）らと共催で、ヒグマの侵入経路と
なりうる豊平川の河畔林の下草を刈っ
た。

いきものつながり
オンラインクイズラリー

2021

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のホームページ
をめぐりクロスワードパズルに挑戦した。

放棄果樹対策事業
（伐採）

農業をリタイヤし、管理されなくなった果
樹を市民ボランティア等とともに伐採・整
理する事業を実施した。

https://www.city.sapporo.jp/seiso/gomi/namagomi/namagomienqu
ete1.html

生ごみ堆肥化アンケート

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した。

農業をリタイヤし、管理されなくなった果
樹を市民ボランティア等と一緒に管理す
る事業を実施した。

環境局
環境都市推進部
環境共生担当課
011-211-2879

環境局
環境都市推進部
環境共生担当課
011-211-2879

環境局
環境都市推進部
環境共生担当課
011-211-2879

環境局
環境都市推進部
環境共生担当課
011-211-2879

環境局
環境都市推進部
環境共生担当課
011-211-2879

地域住民と協同した
草刈り活動

ヒグマによる人身事故を未然に防止する
ために、地域住民と協力して、ヒグマの侵
入経路となりうる南区藤野地区の河畔林
等の草刈り活動を行った。

放棄果樹対策事業
（管理）

さっぽろ生き物さがし
2021
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条例、計画、事業等の名称 内容 担当局部課
電話番号

実施結果市民参加の実施方法

令和３年度　市民参加の実施結果一覧

実施時期

パブリックコメント R3年11月頃 R4年1月28日～2月28日（32日間）実施

22名72件の意見を受付

委員として参加 R3年10月頃 市民動物園会議を1回開催

傍聴人として参加 R4年3月頃 10名中、9名が参加

市民委員3名の改選があり公募を行った。

来園者に対する放送
等により任意参加者を

募る
R3年5月～10月 5回、16名参加

動物のガイド 随時

園内でのイベント実施 随時

ワークショップ R3年10月～R4年３月 高校生から社会人まで27人が参加。

R３年10月から３月にかけて全10回開催。

ワークショップ R４年1月 R４年1月に2回開催し、児童会館に

ワークショップスタッフ 通う小学生を対象に計66人が参加。

また、環境教育に興味のある高校生や大学生

13名が、ワークショップ運営スタッフとして参加。

委員として参加 R3年12月 R３年12月に1回開催し、

学識経験者、公募委員を含めた12名が参加

ワークショップ R3年8月
R3年8月9日～R3年8月15日に実施し、小学生
を含む親子58組が参加

環境局
環境都市推進部

環境政策課
011-211-2877

環境局
環境都市推進部

環境政策課
011-211-2877

環境局
環境都市推進部
環境共生担当課
011-211-2879

オンラインワークショップ
～親子で外来生物を知

ろう

外来生物について夏休みに親子で楽し
く学ぶワークショップで、円山動物園ス
タッフと専門家が、「外来カエル」「外来ほ
乳類」「外来昆虫」「外来ザリガニ」の4つ
のテーマでわかりやすく解説した。

札幌市環境教育・環境
学習基本方針推進委員

会

「札幌市環境教育・環境学習基本方針」
に基づき、施策の進捗状況や効果などを
評価、検証するため実施した。

https://www.city.sapporo.jp/kankyo/kankyo_kyoiku/committee/index.html

環境教育・子ども
ワークショップ

子どもたちが地球環境を意識して生活す
る心を育み、自発的な行動につなげる
きっかけとなることを目指し、体験やグ
ループワークを通して学ぶワークショップ
を、オンライン上で実施した。

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

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

円山動物園の森
ボランティア

https://www.city.sapporo.jp/kankyo/biodiversity/event/onlineworkshop2021.html

円山動物園の森のツアーガイド及び運
営管理を行う。

市民動物園会議

平成31年3月に策定した札幌市円山動
物園基本方針「ビジョン2050」に沿った経
営を行っているかを念頭に確認を受け、
基本方針に近づけるための提案・意見を
聴取する。

https://www.city.sapporo.jp/zoo/01sougouannai/06doubutsuennot
orikumi/02shimindoubutsuenkaigi/doubutsuenjourei/doubutsuenjo

urei.html

動物園条例

円山動物園のほか、市内の動物園水族
館などが、市民の理解・支援を得ながら
良好な動物福祉の確保を基本とし、将来
にわたり公共の利益となる「生物多様性
の保全」を目的に運営していくため、動
物園の役割や動物福祉に関して規定す
る条例を制定する。

https://www.city.sapporo.jp/kankyo/kankyo_kyoiku/sdgsworkshop/2021_workshop.html

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

気候変動対策・SDGs推進に向けて、自
ら行動できる実践者・担い手を育成する
ことを目的とし、気候変動やSDGsをテー
マとしたオンラインプログラムを実施し
た。

円山動物園ボランティア

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。

https://www.city.sapporo.jp/kankyo/sdgs/workshop/actionlabo2021/index.html

環境局
円山動物園
飼育展示課

011-621-1426

環境局
環境都市推進部

環境政策課
011-211-2877

環境局
円山動物園
経営管理課

011-621-1426

環境局
円山動物園
経営管理課

011-621-1426

環境局
円山動物園
経営管理課

011-621-1426

気候変動・SDGs
アクションLabo
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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

実施結果市民参加の実施方法

令和３年度　市民参加の実施結果一覧

実施時期

ワークショップ R3年10月～R４年3月 ワークショップを計8回実施

委員として参加 R3年11月 R3年11月に1回開催し、

学識経験者、公募委員を含めた11名が参加

小学生を対象とした雪
体験授業

R3年10月～R4年3月 雪体験授業実施：小学校179校

地域懇談会や
出前講座等

随時 懇談会、出前講座、合同パトロール：６回

公園その他公共用地
の地域の雪置き場とし

ての活用
R3年12月～R4年3月 覚書締結公園：1,534公園

冬季歩行環境の改善
（砂まき活動）

R3年12月～R4年3月 砂まき協力企業：1,508店舗・商店街

審議会 R3年5月～6月（書面） 審議会委員16名が参加。

審議会 Ｒ4.3月 審議会委員15名が参加。

意見交換会 随時

アンケート 随時

ワークショップ R3年8月～11月 市内大学生6人が参加、全４回。

35公園について、意見交換会、アンケートまた
はその両方を実施。

意見交換会：計35回実施、計322人参加
アンケート：計29回実施、計3644人回答

建設局
みどりの推進部
みどりの管理課
011-211-2522

環境局
環境都市推進部

環境政策課
011-211-2877

環境局
環境都市推進部

環境政策課
011-211-2878

建設局
土木部雪対策室

事業課
011-211-2662

建設局
みどりの推進部
みどりの推進課
011-211-2525

建設局
みどりの推進部
みどりの推進課
011-211-2533

-

新規公園整備および
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する。

令和4年春に熊本県で開催される全国都
市緑化くまもとフェアに自治体花壇を出
展するにあたり、テーマ及びデザインを
検討するため、ワークショップを開催す
る。

全国都市緑化フェア
自治体出展

花壇デザイン制作
に係るワークショップ

-

https://www.city.sapporo.jp/ryokuka/midori/forest/midorinoshingikai.html

冬みち地域連携事業

除排雪を取り巻く状況を行政と地域が協
力して解決するため、雪体験授業や出
前講座等の実施により、除排雪事業や
冬の暮らしのルール・マナーについての
理解促進を図るほか、除雪ボランティア
の取組支援により地域力を生かした雪対
策を推進します。

企業とユースによる気候
変動対策・SDGs達成に
向けた課題解決のため

のワークショップ

気候変動対策及びSDGsを推進していく
うえで企業が抱える課題とその解決の糸
口をユースとともに探るワークショップを
行った。

https://www.city.sapporo.jp/kankyo/sdgs/workshop/sdcon2021/

https://www.city.sapporo.jp/kankyo/shingikai/kankyo_shingikai/index.html

札幌市環境審議会
「札幌市環境基本条例」に基づき、環境
の保全に関する基本的事項を調査及び
審議を行った。

札幌市緑の審議会
札幌市の緑地の保全や緑化の推進に関
して、その将来像、目標、施策などを定
める計画を策定する。

https://www.city.sapporo.jp/ryokuka/midori/machi/hanamidori/fa
ir/index.html
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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

実施結果市民参加の実施方法

令和３年度　市民参加の実施結果一覧

実施時期

本庁舎前おもてなし花
壇

ボランティア参加

R3年6月頃～
R3年10月頃

ボランティア団体４団体約20名が参加。

大通界隈フラワーコン
テナ

ボランティア参加

R3年7月頃～
R3年10月頃

市民ボランティア約10名が参加

オフィスの潤い推進事
業　ポットづくり

R3年10月頃 市民7名が参加

検討委員会
R3年7月28日、

11月18日、
R4年2月17日

有識者等からなる検討委員会を計３回実施。

育樹作業体験 R3年9月頃 5企業19人が参加。

パブリックコメント
R3年4月15日
～5月18日

６人から、11件の意見があった。

アンケート R3年6月頃～8月頃 市内の小学校11校で実施。

小学４年生合計676名に対し授業を実施した。

現地視察会への参加 R3年10月頃 新型コロナウイルスの影響により中止

会議への参加 R3年12月24日 会議形式で実施（6名）

建設局
みどりの推進部
みどりの管理課
011-211-2522

建設局
みどりの推進部
みどりの推進課
011-211-2533

下水道河川局
経営管理部
経営企画課

011-818-3452

下水道河川局
事業推進部
河川事業課

011-818-3414

下水道河川局
経営管理部
経営企画課

011-818-3452

建設局
みどりの推進部
みどりの管理課
011-211-2522

都心のみどりづくり方針

みどり豊かな潤いのあるまちづくりを推進
する一環として、市民や企業の方々との
協働による、愛着を感じる森づくりを進め
ている。森づくりに対するさらなる意識向
上を目指し、過去の植樹祭開催地にお
いて、市民が気軽に参加できる育樹体験
イベントを実施している。

第4次札幌市みどりの基本計画に基づ
き、札幌駅交流拠点、大通創世交流拠
点および都心まちづくり計画における骨
格軸などを中心に都心の緑化を推進す
ることを目的としている。
方針の内容検討にあたっては、有識者
からなる委員会にて検討を行った。

次世代の担い手となる子どもたちに、下
水道について関心を持ってもらうことを目
的として小学校への出前授業を実施し
た。

さっぽろふるさとの森づく
り

育樹体験イベント

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」を開催している。また、会議の開催
に先立ち、現地視察会を開催する。

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

https://www.city.sapporo.jp/ryokuka/midori/machi/hanamidori/fu
rumori/index.html#furumori

（仮称）札幌市下水道
事業中期経営プラン

2025

2021年度から2025年度まで、5年間の下
水道事業の行動計画を示す「札幌市下
水道事業中期経営プラン2025」の策定
に向けて、意見を募集した。

出前授業

-

さっぽろタウンガーデ
ナーによる各種事業協

力

花と緑のまちづくりに携わるさっぽろタウ
ンガーデナーから参加者を募り、市民協
働による緑化の取組みを実施する。
・本庁舎前おもてなし花壇のコンテナデ
ザイン、植栽、維持管理
・大通界隈フラワーコンテナの植栽、維
持管理
・オフィスの潤い推進事業におけるポット
づくりボランティア

本庁舎前おもてなし花壇：
https://www.city.sapporo.jp/ryokuka/midori/machi/hanamidori/m

iryoku/omotenashikadan/index.html
大通界隈フラワーコンテナ：

https://www.city.sapporo.jp/ryokuka/midori/machi/hanamidori/m
iryoku/odorikaiwai/index.html

札幌駅南口駅前広場：
https://www.city.sapporo.jp/ryokuka/midori/machi/hanamidori/m

iryoku/southentrance/index.html
オフィスの潤い推進事業：

https://www.city.sapporo.jp/ryokuka/midori/machi/hanamidori/to
kusyu/office/index.html
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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

実施結果市民参加の実施方法

令和３年度　市民参加の実施結果一覧

実施時期

現地活動 R3年7月9日 盤渓小学校４年生児童と共に活動（21名）

会議への参加 R3年7月20日 現地活動に基づくワークショップの実施（21名）

現地活動 R3年8月24日 盤渓小学校４年生及び5年生児童と共に活動（40名）

セミナー 中止 新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止

（代替手段）

耐震改修工事に関する情報提供資料の送付

相談窓口の設置による質疑等の相談対応

審議会 第2回　R3年8月下旬 新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止

第3回　R3年10月18日 審議会委員9名が出席し、仮換地指定

（案）などについてご審議いただいた。

啓明中 中止

日新小 中止

向陵中 中止

三角山小 中止

大倉山小 中止

アンケート R3年12月～R4年3月

ワークショップ R3年8月 新型コロナウイルス感染状況等を鑑み、開催せず

アンケート R3年9月
乳幼児健診来所者286名中44名回答あり。
スマートフォンを利用したアンケート実施

意見公募 R3年8月～１２月 ２６レシピの応募があった

情報交換 R3年5～6月

情報交換 R3年7～8月

食育講座 未定

都市局
建築指導部

建築安全推進課
011-211-2867

中央区
市民部

地域振興課
011-205-3221

新型コロナウイルス感染状況等を鑑み、開催せず
食育ネットワーク会議

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する。

https://www.city.sapporo.jp/toshi/kukaku/index.html

札幌圏都市計画事業
篠路駅東口土地区画整

理事業

地域資源魅力体感事業
（アクションプラン2019）

中央区の地域資源に興味や愛着を抱
き、まちづくり活動に参加したいという機
運の一層の情勢を図るため、区内の地
域資源をめぐり、地域の魅力を伝えるモ
ニターツアーを実施。

日めくり式アイデア集
作成のための
ワークショップ

中央区
保健福祉部

健康・子ども課
011-205-3352

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

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実施した。
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・除却工事の支援を行った。

くらしと自然を豊かに
する河川環境

整備事業

小学生児童と共に、盤渓川にて現地活
動を行い、河川環境についての話し合い
を行う。

JR札沼線の鉄道高架事業や道路整備事
業と一体的に駅前広場や駅東通、区画
道路、公園等を整備する。
土地区画整理法により事業ごとに区画整
理審議会を設置することが定められてお
り、区画整理上特別の扱いをする宅地や
仮換地指定について審議する。

下水道河川局
事業推進部
河川事業課

011-818-3414

都市局
市街地整備部

区画整理事業課
011-211-2657

中央区
保健福祉部

健康・子ども課
011-205-3352

食をキーワードとした
地域活性化事業

区民からレシピを募集し、それを区民に
還元して食育の普及啓発をはかる。

中央区
保健福祉部

健康・子ども課
011-205-3352

中央区避難所運営体制
づくり取組支援事業

災害時に円滑な避難所運営を可能とす
るため、地域住民や企業、基幹避難所で
ある小・中学校等の協議により作成した
避難所運営マニュアルに基づき、地域住
民主体による運営訓練などの自主的な
取組を引き続き支援いたします。

中央区
市民部

総務企画課
011-205-3205

https://www.city.sapporo.jp/chuo/kinkyu/hinanjyo/hinansyouneit
aisei.html

区内5施設を巡るクイズラリーを開催し、72名が
参加。

食育・健康づくりのアイデア集を作成す
る。
そのためのアイデアを募る。
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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

実施結果市民参加の実施方法

令和３年度　市民参加の実施結果一覧

実施時期

研修会 R4年3月
2地区の民生医児童委員協議会定例会で研修
会を実施。39名の民生委員・児童委員が参加。

アンケート R3年7月 ４か月健診来所者１９０名中１５８名回答あり

意見交換会 R３年10月～R3年11月 16地域で実施。

事業協力 R3年4月～R4年3月 地域団体60団体が道路清掃等を実施。

訓練参加 R3年12月15日

事業協力 R3年4月～R4年3月

企画・運営スタッフ R3年9月18日（予定） 新型コロナウイルスの影響により中止

ボランティアスタッフ

アンケート

北区市民部
総務企画課

地域安全担当
011-757-2403

北区市民部
地域振興課

011-757-2407

北区市民部
地域振興課

011-757-2407

中央区
市民部

地域振興課
011-205-3221

北区内の道路などの清掃活動を希望す
る企業や団体を対象に、北区と各団体が
覚書を交わし、協働による環境美化活動
を推進した。

https://www.city.sapporo.jp/chuo/machi/machizukuri/adaputo2.html

中央区道路
環境美化活動

区と市民団体が美化活動の内容につい
て覚書を交わし、企業や町内会、商店街
などの団体が清掃等の活動を、区は清
掃用具の支給等により活動の支援を行っ
た。

（仮称）札幌市町内会に
関する条例

市民文化局からの依頼により、「（仮称）
札幌市町内会に関する条例」について、
条例素案の再検討及び支援策案の検討
にあたり、各町内会から直接ご意見を
伺った。

https://www.city.sapporo.jp/kitaku/tetsuzuki/sport_bunka/kitaku_adopt.html

ぽっぴぃフェスティバル

区民が交流できるふれあいの場を創出
し、多様な団体の参加を促すことで、団
体の活動を発信する機会を設けるととも
に、世代や地域を超えた幅広い交流を
目的とした秋祭りを実施する予定だっ
た。

北区アダプト・プログラム
支援

北区防災訓練

料理頻度等調査
健診相談用資料作成のため、４か月健
診受診の保護者に対し、料理頻度等を
調査する。

中央区
保健福祉部

健康・子ども課
011-205-3352

すすきの地区における
児童虐待予防に向けた
見守り・支援ネットワーク

事業

すすきのを含めた周辺地域の民生委員
等を対象に児童虐待に関する研修会を
開催する。

中央区
保健福祉部

健康・子ども課
011-205-3352

中央区
市民部

地域振興課
011-205-3222

行政と防災関係機関及び地域住民が連
携し、防災力の向上を図るため訓練を行
う。

太平百合が原連合町内会から25人、太平南小
学校PTAから6人が参加

新たに１団体と覚書を締結し、それぞれの活動
区域において、清掃活動や冬期の砂まき活動
等を行い、地域の環境美化に貢献した。
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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

実施結果市民参加の実施方法

令和３年度　市民参加の実施結果一覧

実施時期

情報交換 R3年5月～R3年6月
新型コロナウイルスの影響により会議の開催を

書面に変えて実施

情報交換 R4年2月～R4年3月
新型コロナウイルスの影響により会議の開催を

書面に変えて実施

事業協力 R3年6月～R4年3月 新型コロナウイルスの影響により中止

出演候補者選考委員会 事業中止につき実施せず。

事業協力 R3年4月～R4年3月 地域団体22団体が道路清掃等を実施。

意見交換会 R3年11月4日～26日 区内9地区において全12回開催

利活用協議会
新型コロナウィルス感染症拡大の影響から中

止。

市民ボランティア R4年3月5日
ボランティア登録者5名のうち、3名がスタッフとし

て行事に参加。

講演会 R3年8月25日 新型コロナウイルス感染症の影響により中止

アンケート調査

講演会 R3年10月頃 新型コロナウイルス感染症の影響により中止

アンケート調査

東区まち美化プログラム

区と市民団体が美化活動の内容につい
て覚書を交わし、これに基づいて市民団
体は清掃等の活動を、区は清掃用具の
支給等により活動の支援を行った。

厚別区防災講演会

防災意識の啓発と防災知識の普及のた
め、専門の講師による講演会を行う予定
であったが、新型コロナウイルス感染症
の影響により中止した。

ひがしくハッピー・
タッピーコンサート出演

候補者選考委員会

「ひがしくハッピー・タッピーコンサート」の
出演者を区内の音楽関係者、文化団
体、学識経験者等により構成された選考
委員会により選考する。

白石区
市民部

地域振興課
011-861-2422

東区
市民部

地域振興課
011-741-2429

東区
市民部

地域振興課
011-741-2429

北区
保健福祉部

健康・子ども課
011-757-1181

厚別区防災訓練

行政と防災関係機関及び地域住民が連
携し、防災力の向上を図るため訓練を行
う予定であったが、新型コロナウイルス感
染症の影響により中止した。

https://www.city.sapporo.jp/higashi/machibika/index.html

（仮称）札幌市町内会に
関する条例

まちセン単位で、連合町内会役員（会長
等）及び単位町内会長を対象に、条例及
び町内会に対する支援策の検討に当
たって意見交換を行った。

厚別区
市民部

総務企画課
011-895-2419

厚別区
市民部

総務企画課
011-895-2419

東区
市民部

地域振興課
011-741-2429

https://eventhiroba.com/

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。

北区健康づくり協議会

区民が主体的な健康づくりの活動を実現
するため、地域、関係機関、企業、行政
等と連携し、普及啓発や情報交換を行う
予定だった。
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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

実施結果市民参加の実施方法

令和３年度　市民参加の実施結果一覧

実施時期

運営委員会 R3年6月
新型コロナウイルス感染症の影響により、会議
は書面開催とし、各委員に対し、議事結果及び
関係資料を送付

総会 R4年3月
新型コロナウイルス感染症の影響により、会議
は書面開催とし、各委員に対し、議事結果及び
関係資料を送付

実行委員会 R3年6月
新型コロナウイルス感染症の影響により、会議
は書面開催とし、各委員に対し、議事結果及び
関係資料を送付

会議 R3年7月 11団体12人

実行委員会 事業中止

準備会議

実施当日スタッフ参加

R3年度の事業実施なし

R4年度向け実行委員会
（書面）

Ｒ3年11月１２日 実行委員会を書面会議及び代表者会議として実施

事業協力 通年 参加者：豊平区内の町内会及び企業(全11団体)

内容：道路清掃や花壇整備、冬期間の砂撒きなど

事業協力 通年
参加者：とよひらまちづくりパートナー登録団体
（50団体）、区内町内会等

内容：交通安全街頭啓発、地域行事の運営協力等

豊平区
保健福祉部

健康・子ども課
011-822-2474

「ワクワクとよひらんど」
きたえーるで
A・S・O・B・O!!

げんき雪んこまつり

地域と子育て家庭とのつながりを深めるため、
中の島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する。乳幼児（親子）・小
学生が、地域住民や学生ボランティアとともに
冬の遊びを体験し、事業を通じて地域の様々な
世代間の交流を図る予定だったが実行委員会
の判断により中止となった。

豊平区
市民部

地域振興課
011-822-2427

豊平区
市民部

地域振興課
011-822-2427

豊平区
保健福祉部

健康・子ども課
011-822-2474

本来、行政が維持管理すべき豊平区内
の道路等の公共物を対象に豊平区との
役割分担に基づき、市民が主体的かつ
自主的に環境美化に取り組む。

厚別区
保健福祉部

健康・子ども課
011-895-1881

豊平区
保健福祉部

健康・子ども課
011-822-2472

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。

あつべつ健康・福祉
フェスタ実行委員会

豊平区アダプト制度

https://www.city.sapporo.jp/toyohira/machi/furemachi/adopt.html

とよひらまちづくり
パートナー制度

まちづくり活動への参加意欲を持った企
業と、町内会などの地域団体とが一緒に
地域活動に取り組むことで、新たなまち
づくり活動の担い手を発掘するとともに、
地域における「顔が見える関係」づくりを
進める。

https://www.city.sapporo.jp/toyohira/machi/partner/

健康づくりの実践及び疾病予防の大切さ
を普及啓発するための健康イベントであ
る「あつべつ健康・福祉フェスタ」の企画・
運営のため、関係団体、ボランティア及
び行政が情報交換を行い、相互の連携
を深めることにより、地域における保健福
祉のネットワーク化を図り、効果的に保健
福祉活動が実施できる環境整備を目指
した。

とよひら”風土”
ネット会議

地域子育て支援者や地域住民、学生が
関係機関と連携・協働し、乳幼児親子に
楽しい遊びの場を提供する。遊びを通じ
て幅広い世代と交流し、地域の子育てサ
ロンの情報を得るなど、乳幼児親子が地
域とつながりを深める場の提供をする計
画のもと実施に向けて話を行ったが、実
行委員会で事業終了が決定した。

厚別区健康づくり
懇話会

区民の生涯を通じた健康の実現を目指
し、区民一人ひとりの主体的な健康づくり
活動を推し進めるため、地域組織・自主
活動グループ等の連携を強化し、「健康
あつべつ宣言」に基づいた健康づくりの
取り「組みを推進することを目的として、
関係機関・関係団体と健康づくり事業の
普及啓発に係る協議及び情報交換を
行った。

厚別区
保健福祉部

健康・子ども課
011-895-1881
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条例、計画、事業等の名称 内容 担当局部課
電話番号

実施結果市民参加の実施方法

令和３年度　市民参加の実施結果一覧

実施時期

実行委員会 Ｒ3年5月～10月

企画・財務部会 Ｒ3年7月

企画・財務部会幹事会 Ｒ3年4月28日

役員会
R3年10月21日
R3年11月15日

10/21　 9人
11/15　10人

総会 R3年12月16日 27人

スポーツ講演会 R4年2月6日（仮） Fan×Fun Sports in きよたに組み込むこととした

Fan×Fun Sports in き
よた

R4年2月11日 新型コロナウイルスの影響により中止

事業協力 Ｒ3年6月～9月 新型コロナウイルスの影響により中止

事業協力 年間 17団体が活動実施

事業協力 R4年1月16日 市内事業者７社が出展協力

事業協力 Ｒ3年6～8月

市民スタッフ

市民まちづくり活動団
体への事業委託

チャレンジ測定 毎月第３火曜午後 計6回実施し、実人数54名が参加。

出張チャレンジ測定 通年 計9回実施し、実人数134名が参加。

ステップアップ測定 毎月第2・4木曜午前 計10回実施し、実人数20名が参加。

チャレンジ表彰式 3月中旬～３月下旬
感染拡大防止の観点から、個別での来庁または郵
送で記念品及び賞状をお渡しする方法に変更し、
達成者36名全員に対応した。

体重測定３か月
チャレンジ

通年

定期開催および出張測定の参加者208名のほか、
特定保健指導の対象者10名、郵送で事業への参加
を希望した2名を加えた合計220名が事業に参加し
た。うち36名が3ヶ月の測定継続を達成した。

新型コロナウイルスの影響により中止

スポーツネット

清田区内で活動するスポーツ団体・愛好
家が抱えている課題を各団体で共有し、
情報交換して解決していくことにより、清
田区のスポーツ振興を図ることを目的とし
て、清田区スポーツ推進委員会、各競技
団体を中心に、平成20年6月に設立

https://www.city.sapporo.jp/kiyota/chiiki-shinko/kumin-matsuri.html

清田ふれあい
区民まつり

https://www.city.sapporo.jp/kiyota/chiiki-shinko/adopt.html

新型コロナウイルスの影響により中止

清田区
市民部

地域振興課
011-889-2024

子どもたちが地元への愛着を持ちながら
成長していけるよう、様々な体験を通じて
地域の企業や取組を学ぶことができるイ
ベントを開催した。

清田区
市民部

地域振興課
011-889-2024

https://www.city.sapporo.jp/kiyota/chiiki-shinko/oshigoto_fes2022/index.html

清田区
市民部

地域振興課
011-889-2024

清田区
市民部

地域振興課
011-889-2024

清田区アダプト・
プログラム

https://www.city.sapporo.jp/kiyota/chiiki-shinko/sports/03-01.html

他世代間の交流を通じて、清田区民が
地域を良くしていこうとする意欲と郷土愛
醸成の一助とすることを目的として、地域
の各種団体と清田区で実行委員会を設
立し、清田区市民交流広場でイベント・
アトラクション等を実施する。

清田区
市民部

地域振興課
011-889-2024

健康に関心を持つ区民の裾野を広げる
ため、区役所に情報発信の場である、き
よた健活ラボを整備するとともに、高性能
体組成計測定と保健師の個別相談を受
けられる測定会を定期開催し、毎日体重
測定を行う「体重測定３カ月チャレンジ」
への参加から行動変容につながる働き
かけを行った。

清田区
保健福祉部
保健福祉課

011-889-2042

https://www.city.sapporo.jp/kiyota/hoken-fukushi/kiyotakenkatu.html

地域住民や企業などが実施する区内の
歩道スペースにおける環境美化活動に
ついて、区が清掃用具の提供やボラン
ティア保険への加入などの支援を行う。

旧国道36号線関連事業

地域の魅力である旧国道36号線沿いあ
しりべつ桜並木通りの活用促進及び魅
力アップを目的として、花壇整備、清掃
活動等を実施する。

オンラインで
楽しく体験！
おしごとごっこ

フェス2022

ホタル観賞事業

区民の環境保全意識の向上等を目的と
して、ＮＰＯ法人札幌清田ホタルの会の
協力のもと、区役所裏のホタル池にてホ
タル観賞イベントを開催する。

清田区
市民部

地域振興課
011-889-2024

https://www.city.sapporo.jp/kiyota/chiiki-shinko/oshigoto_fes/index.html

札幌市まちづくり戦略ビ
ジョンアクションプラン

2019「区役所を拠点にし
た生活習慣の改善による

介護予防事業」
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条例、計画、事業等の名称 内容 担当局部課
電話番号

実施結果市民参加の実施方法

令和３年度　市民参加の実施結果一覧

実施時期

アンケート R4年3月 回答数　1,550件

事業協力 R3年12月～R4年1月 区内事業者4社が賞品提供で協力

意見交換会 R3年11月18日 区内事業者4社が参加

市民まちづくり活動団
体への事業委託

R3年4月～R4年3月

会議 R3年12月、R4年3月
R3.12は7名、R4.3は19名が委員として参加し、
計2回会議を開催。

各種イベントへの実
施・協力

R3年6月～R4年3月 イベントを計21回実施し、1393名が参加。

事業協力 通年 地域団体53団体が道路清掃等を実施。

協議会 R3年8月

地域の魅力活性化事業
謎を解くことで地域への理解がより深まる
謎解きイベントを開催した。

清田区
市民部

地域振興課
011-889-2024

https://www.city.sapporo.jp/kiyota/chiiki-shinko/nazotoki2021.html

きよたバス利用
アンケート

　清田区の課題である地域交流拠点の
形成や交通利便性の向上に向けた取り
組みを進めるにあたり、区民の動線や移
動手段などの行動実態を調査し把握す
るために実施する。

清田区
市民部

地域振興課
011-889-2025

手稲区区民協議会「てい
ねっていいね！区民の

集い」

 区内の住民組織をはじめとした区内55
団体の代表者により構成し、「手稲区民
がまちづくりを共に考え、行動することを
通じて、区民が主役となり、愛着や誇りを
共有できる“ふるさと手稲”づくりを推進す
る」ことを目的に、平成17年度設立。
　「安全・安心なまちづくり」、「区の魅力
づくり」をテーマとし、活動している。

手稲区
市民部

地域振興課
011-681-2445

https://www.city.sapporo.jp/teine/machi/tudoi/tudoitop.html

清田
ものづくりネットワーク

「ものづくり」に関わる清田区の地元企
業・事業者が集まる場を設置した。

清田区
市民部

地域振興課
011-889-2024

「南区＝アートのまち」
若者プロジェクト

若者が南区の「アートを通じたまちづくり
活動」に参加するきっかけ作りを目的とし
て、若者プロジェクトを組織。
定期ミーティングや南区を知る研修会等
を実施後、自主企画を立案・実施。

南区
市民部

地域振興課
011-582-4723

https://sapporo-minami-artfes.jp/

エコまち西区推進事業

住民による環境活動が定着・継続・発展
するまち（通称「エコまち」）を実現するた
め、区民協議会である「西区環境まちづ
くり協議会」の活動を支援し、環境活動
によるまちづくりを推進する。

西区
市民部

地域振興課
011-641-6926

https://www.city.sapporo.jp/nishi/machizukuri/kankyo-kyogikai/top.html

西区アダプト・プログラム

地域住民や企業などの団体が、道路や
公園などを自主的に清掃活動し、それに
対し行政が清掃道具の提供、傷害保険
の加入等さまざまな支援を行い、地域の
活動をサポートしている。

西区
市民部

地域振興課
011-641-6926

https://www.city.sapporo.jp/nishi/machizukuri/adopt/adopt_pg.html
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実施結果市民参加の実施方法

令和３年度　市民参加の実施結果一覧

実施時期

意見交換会 R3年10月25日
向陵中学校１年生生徒及び教職員と

意見交換を実施した。

意見交換会 R3年10月28日
幌北小学校５年児童及び教職員と

意見交換を実施した。

附属機関
（社会教育委員会議）

R４年１月28日

出席者10人
サッポロサタデースクール事業令和３年度実施
状況・令和４年度実施方針(案)についての評
価、検討を実施

附属機関
（社会教育委員会議）

R４年３月28日

出席者9人
サッポロサタデースクール事業令和３年度実施
報告・令和４年度実施方針についての評価、検
討を実施

附属機関
（社会教育委員会議）

Ｒ３年8月
・今期の協議テーマの決定について（協議事
項）

附属機関
（社会教育委員会議）

R4年2月

・サッポロサタデースクール事業令和３年度実施
状況及び令和４年度実施方針案について（協
議事項）
・第３次札幌市生涯学習推進構想の令和２年度
実施状況について（報告事項）

附属機関
（社会教育委員会議）

R4年3月

・人生100年時代の生涯学習(協議事項)
・令和４年度札幌市教育費予算について（報告
事項）
・サッポロサタデースクール事業令和３年度実施
報告及び令和４年度実施方針について（報告
事項）

協議会 Ｒ3年11月～R4年1月 新改築事業校３校において各校２回開催。

住民説明会 Ｒ4年2月～4月
新型コロナウイルス感染拡大の影響により

書面開催とした。

検討委員会
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中
止

住民説明会 R3年10月
「もみじ台南中・もみじ台中の統合についての

説明会」を2回実施

アンケート R3年12月
芸術の森小学校の児童・保護者・教員を

対象に1回実施

児童生徒等との意見交
換の実施

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する。

教育委員会
生涯学習部

総務課
011-211-3829

https://www.city.sapporo.jp/kyoiku/top/information/tenkenhyouka.html

学校改築事業

学校改築事業における基本設計の内容
に住民の意見を反映するため、学校関
係者、保護者、地域住民等の代表者が
参加する改築検討協議会のほか、住民
説明会を開催する。

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
化に関する基本方針」に基づく取組地域
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「学校規模適
正化検討委員会」等を開催するなどし、
学校規模の適正化に向けた取組を進め
る。

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

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

サッポロサタデースクー
ル事業

土曜日を始めとした休日に、多様な経験
や技能を持つ地域人材や企業等の外部
人材の協力を得て、子どもたちに学びの
場や体験の場を提供する事業。社会教
育委員会議（学校教育関係者、社会教
育関係者、家庭教育関係者及び学識経
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。

教育委員会
生涯学習部

生涯学習推進課
011-211-3872

https://www.city.sapporo.jp/kyoiku/shogaikyoiku/renke/saturday/index.html

社会教育委員会議

社会教育法第15条の規定に基づき教育
委員会が委嘱した社会教育委員による
会議。社会教育行政に広く各方面の良
識と経験を反映させることを目的に会議
を開催し、協議内容を教育委員会へ報
告する。

教育委員会
生涯学習部

生涯学習推進課
011-211-3871

https://www.city.sapporo.jp/kyoiku/shogaikyoiku/gakushu/suishin/iin.html
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実施結果市民参加の実施方法

令和３年度　市民参加の実施結果一覧

実施時期

アンケート R3年8月～R4年3月
中央図書館、地区図書館、えほん図書館及び
図書・情報館の12館で実施

2,380人に配布し、2,156人から回答
(回収率90.6％）

パブリックコメント R4年3月9日～R4年4月7日 パブリックコメント　9人　22件

キッズコメント　22人　35件の意見が寄せられた。

アンケート R4年度
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により実
施を延期

生涯学習に関する市民
アンケート

生涯学習推進の基本的な考えと方向性
を示し、関連施策を総合的・計画的・体
系的に進めていくため、平成29年３月
「第３次札幌市生涯学習推進構想」を策
定。その推進にあたり、市民ニーズや成
果指標の達成状況等を把握して今後の
基礎資料とするため、構想策定から5年
経過を目途に市民への意識調査を実施
する。

教育委員会
生涯学習部

生涯学習推進課
011-211-3871

https://www.city.sapporo.jp/kyoiku/shogaikyoiku/gakushu/suishin/newkoso.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する。

教育委員会
中央図書館
運営企画課

011-512-7330

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

（仮称）札幌市読書活動
推進・図書館振興計画

「札幌市図書館ビジョン」と「札幌市子ど
もの読書活動推進計画」を統合し、市民
の読書活動への支援を総合的に進め、
社会全体で子どもの読書活動を支える
環境を整えるとともに、図書館の運営や
サービスの基本的な考え方を示す。

教育委員会
中央図書館
運営企画課

011-512-7330
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