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第３章　市民が主役－声・声・声

１節　子ども議会

　今から 50 年前、戦後の激しい人口流入により人と人との結びつきが薄れるとともに、
文化財や公共施設が壊されたり、円山公園の桜の木が折られたりするなど、市民の公徳心
が低下してきたことを憂いた市民の発意によって、札幌市民憲章の制定に向けた動きが始
まります。
　こうしたエピソードをみても札幌市のまちづくりは、半世紀前から市民が主役となり進
められてきたといえます。
　当時は 70 万人だった札幌市の人口も、現在は 190 万人を超えるまでになりました。こ
の都市化の歴史の中で、市民の声がどう変わってきたのか。市民は札幌の魅力をどう感じ
ているのか。市民が札幌にどういう未来を描いているのか。
　ここではそんな市民の声を取り上げて、ご紹介します。

● 20周年記念事業「札幌市民憲章推進こども会議」 
　札幌市民憲章推進会議では、市民憲章制定 20 周年記念事業の一環として「札幌市民憲章推進こども会議」
を開催しました。「こども会議」とは、市議会議場において市内小学校から選ばれた「ちびっこ議員」が札幌市長と、
まちの課題や未来について考え、闊達に質疑応答を行うものです。
　30 年前に「ちびっこ議員」だった子どもたちは今、社会で活躍している年代になっています。当時、札幌を想っ
て発言した記録をここでご紹介しましょう。
　あのとき思い描いた街に、今の札幌は近づけているでしょうか。

▶こどもの声（１章から）　みんなで仕事をわけあって、はたらくたのしい家庭をつくろう。
　ぼくの家は５人家族。それぞれの役割は、朝はぼくの玄関掃除、姉と兄が一週間交代で階段掃除、二階の部屋の掃除機かけ、父は毎朝、
マラソンのあと洗面所の掃除をします。夕方もそれぞれ母の手伝いをしますが、手伝いのあとがきれいにピシッとしていれば、なぜかすがす
がしい気持になり、勉強も「よーし、やるぞ」と活気が出てくる。だから、家族全員が協力し合っていけば、楽しい家庭生活が送れると思う。

▶こどもの声（２章から）

　公園などの草や木を大切にしよう。
　私は前に、一生懸命にゴミ拾いをしている子どもから大人までのボランティア活動をしている人たちを見かけたことがあります。その人た
ちの顔は、札幌をきれいにしようとする気持がにじみ出ているようでした。私は、自分が進んでやろうとしなかったことが恥ずかしくなりました。
ゴミは誰かが片づけてくれる、自然を守ってくれると考えるのではなく、自然を壊さないよう、汚さないようみんなが気をつけて協力していくこ
とが大切です。

▶こどもの声（３章から）　
たがいに親切にし、やさしい
心を育てよう。
　みんなが気持よく生きるために“きまり

“

が
あるのだと思います。バスの中で体の不自
由な人やお年寄りが乗っていた時、声をか
けるのが恥ずかしいと知らんふりをする人
がいますが、私は譲らない方がもっと恥ず
かしいことだと思います。私たちのまち札幌
を、いま以上に住みよいところにするために
も、きまりを大切にしたいと思います。また、
自分も人も大切にする、そんな社会になれ
ば、きまりという言葉もなくなるのではと考え
ています。
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▶こどもの声（４章から）　

　どの子もみんな社会の子、力をあわせてみちびこう。
　ぼくの住んでいる青葉町や周辺の町には、サイクリングロード
や温水プールなどの運動施設、野幌森林公園などの憩いの場、
また、楽しみながら学ぶことのできる青少年科学館や水族館が
あります。この恵まれた自然や施設を、そこに住む青少年が進
んで利用し活用するためには、他の地域の子どもたちとの交流
を深める機会をつくっていくことが必要だと思います。そのことが、
第４章のねらいを達成していくための大切な課題だと思います。

▶こどもの声（5章から）　
　生活の中に、音楽や美術を生かしていこう。
　ぼくは、学校の６年生のみんなと札響の音楽を聞きにいきました。演奏をしている人の真剣さと迫力に、すっかり吸いこまれて、初めて聞
いた曲ですが、元気がぐんぐん出てくるような音楽でした。音楽や絵を生活の中に生かすことは、家庭生活を明るくするものだと思うし、人
の心をなごやかにさせたり、勇気を与えるものだと思います。これからも音楽や絵に親しんで、家の人みんなで楽しんでいきたいと思います。

●平成23年度札幌市子ども市議会  
　現在、「札幌市子ども議会」は平成 13（2001）年度から、札幌市主催で開催されています。平成 23

（2011）年には、子ども議員の考える「10 年後の理想の札幌」をテーマに議論が行われました。次世代
を担う子どもたちが 10 年後の札幌を考え、提案した内容をご紹介します。

▶チェンジ☆ The School 委員会

　キャッチフレーズ「親子で smile　つくろうピース」
私たちは、地域全体で子どもを守り育てていきたいと考え、このキャッチフレーズをつくりました。
私たちが考える「理想の札幌」は、次の 3 つの願いが実現しているまちです。
1つ目は、意見が言い合えるなど、子どもと大人が手を取り合える仲の良い社会です。
2つ目は、不審者がおらず、地域の人が見守っており、みんながどこでも安全に遊べる環境です。
3つ目は、保育園の定員を増やしたり、子どもの就学支援をしたりし、子育て・子育ちがしやすい環境をつくることです。
10 年後、私たち自身が、このような札幌にすることができれば良いと思います。

▶札幌市民防災意識向上委員会

　キャッチフレーズ「Smile and Peace in さっぽろ　～one for all  all for oneでグッバイ犯罪～」
　私たちは、10 年後の理想の札幌について安心安全をテーマに考えました。
　そこで、私たちが 10 年後、笑顔で安心して暮らすためには、犯罪をなくすことが特に大切なのではないかと考えました。
　地域で交流を広げ、絆を深めることが、犯罪に走りそうな人を思いとどめたり、犯罪を起こしにくい環境ができるということなどに繋がり、
そこから犯罪のない街が広がっていくのではないでしょうか。
　そのためには、自分のことだけでなく相手を思いやる気持ちを広げていくことが必要だと思い、「one for all  all for one」という言葉を
選びました。 
　このキャッチフレーズのような、犯罪をなくし笑顔であふれた平和な街にしていきたいと思っています。

▶ Look Back！エコの話はここからでも始められる委員会

　キャッチフレーズ「Shuck off  エゴ！  Shout エコ！」
　「Shuck off 　エゴ ! 」とは自我を捨てるという意味で、「Shout エコ ! 」というのはエコを叫べという意味です。たとえばポイ捨てというの
はその人のエゴによってうまれるので、その人がエコを考えることによってポイ捨てはなくなっていくものです。これは一人ひとりが少しの我慢
を必要とする「自然エネルギーの利用、リサイクル、冬の暖房の節約、自然を増やす」にもつうじることです。
　この提案をした私たちは、「私たち市民の札幌市」のこれからに大きな期待をしています。私たち市民はゴミ問題等身近で一人ひとりが
できることを行い、札幌市は自然エネルギーの利用、環境の保護等の大きな目標の実現にむけてまちづくりを進め、この10 年間で札幌市
と市民が協力して環境にやさしく、環境を利用できるまちを目指していきたいです。

▶Welcome to 円山 Zoo 委員会

　キャッチフレーズ「great migrate　～住みたくなる街 SAPPORO～」
　札幌市は観光地で有名ですが、私たちはたくさんの人に移住してもらい、札幌の魅力を他の人たちに伝え、広めてもらいたいです。
　なぜ、移住した人たちに札幌の魅力を広めてもらいたいかというと、札幌市の魅力は移住してきた人のほうが見つけられると思うからです。
　長く滞在してもらうことで、観光マップにのっていない観光地や、短い期間では見つからない札幌の魅力、私たち地元の人
が気づけない札幌市の魅力を見つけてもらいます。
　そして、口コミや広告のサイトを立ち上げ、移住した人たちが見つけた札幌の良いところなどを書き込めるようにしたいです。
　10 年後の札幌は、観光客や移住者の影響で札幌市の魅力が日本全体に知れ渡り、今よりもっと素晴らしい街になっていると
良いと思います。
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２節　札幌の魅力再考
　札幌の魅力を考えたとき、具体的に思い浮かべるものは市民一人ひとり異なることで
しょう。
　私たちが気づいていない魅力もたくさんあるのかもしれません。
　ここでは、道外在住者から見た札幌の魅力や、市民が挙げる自分のベストロケーション
など、札幌の魅力をすでに知られている観光地や名物にとらわれず、ガイドブックとは違っ
た視点でご紹介します。

● 札幌居住経験のある道外在住者と札幌市民に聞く「札幌の魅力」 
　札幌のイメージについて「自然」「環境」などの分野別と、
自由な意見を求める、２種類のアンケート※を実施しました。
結果の一部を紹介します。
※「まちづくり戦略ビジョン」策定のためのアンケート（平成 23（2011）年6

月実施）。市民は 2,723 人（無作為抽出）、道外在住者は 1,087 人（インター
ネットアンケート調査）から回答。

 魅力考察.
その1

 魅力考察.
その2

 魅力考察.
その3

笑顔になれる街を目指して

「サッポロスマイル」ロゴ
　住む人や訪れる
人がもっと札幌を
好きになり、笑顔
でいられるように、
札幌市では笑顔を
表すこのロゴとと
もに、札幌の魅力
を広めています。札幌に住んだことのある道外在住者の

「札幌のイメージ」

札幌に住んだことのある道外在住者と
札幌市民による「魅力の評価」（5点満点）

札幌に住んだことのある道外在住者と
札幌市民による「魅力の評価」（5点満点）

順位 キーワード 代表的な回答

１位 自然 街と自然が近い、自然に囲まれている

２位 美しい 街並みが美しい、緑がきれい、雪と街並みが調和

３位 おいしい 食べ物、空気、水道水がおいしい

４位 食 食べ物が豊富、食材の宝庫

５位 過ごしやすい 夏が過ごしやすい、梅雨がない、街が機能的で住みやすい

６位 都会 適度に都会で適度に田舎、都会だが緑地も多い

キーワード 市民 道外者

環
境

まちが清潔できれい 3.6 4.1
市街地に公園、水辺などが多い 4.0 4.3
家庭や企業で省エネの取り組みが進ん
でいる

3.0 3.4

景
観

美しい景観が保全されている 3.5 4.1
シンボルとなる空間・景観がある 3.6 4.2
散策などが楽しめる道が整備されて
いる

3.5 4.2

キーワード 市民 道外者
防災・防犯など安全安心なまちづくりに取り組んでいる 3.0 3.5
住民同士の交流やふれあいが活発 2.8 3.4
子育てや介護支援の支え合いが広がっている 2.8 3.3
札幌ならではの食文化・産業が充実 3.3 4.1
札幌ブランドの優れたモノやサービスが開発されている 3.0 3.9

キーワード 市民 道外者

文
化

質の高い芸術文化に触れられる場所・
機会が多い

3.2 3.5

四季折々のイベントなどが多い 3.6 4.0
新しい文化が創造・発信されている 3.0 3.6

安
心

子どもを産み育てやすい 3.1 3.7
老後も住み慣れた街で暮らせる環境が
整っている

2.9 3.5

医療・福祉サービスが充実している 3.1 3.6

「環境」「景観」など10分野50項目について、5点満点のアンケートを実施。ほとんどの項目で道外在住者の
評価が市民の評価を上回りました。項目の一部を紹介します。

右ページのほか、「防犯・防災など安全安
心なまちづくりに取り組んでいる」など、
日常生活に身近な取り組みも、道外者の評
価が市民の評価を上回っています。
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● 好きです。さっぽろ（個人的に。） 
　札幌市では平成 24（2012）年、札幌の身近な魅力の発見を通して、私たちが暮らすまちを知り、愛着
を深めていくための取組として市民主体の景観資源選出事業が行われました。
　札幌市内で、個人的に好きだと思う場所や風景や場面を募集したものです。
　あの人だけが気づいていた魅力、みんなで共有したい魅力、そんな場所や風景や場面の一部をご紹介
します。

・ミュンヘンクリスマスのマトリョーシカ－今やミュンヘンクリ
スマス市の定番となっています。

・創成川公園－彫刻家安田侃氏の作
品などで公園全体がデザインされ
ています。

・中島公園とキタラホールへの園路

－文化芸術と緑のコントラストが
魅力となっています。

・モエレ沼公園＜海の噴水＞－幻想的な水の風景は、子どもから
お年寄りまで楽しめます。

・南平岸駅－地上にある地下鉄駅の一
つ。ほかの地下鉄駅に無い趣きがあ
ります。

・札幌ハリストス正教会－独特の外観、
細部のディティールに目を奪われます。

・豊平川さけ科学館－稚魚の放流や観
察会など、イベントも豊富に開かれ
ている穴場です。

・石山緑地－公園全体がアートといえ
るほど、季節によって違った表情を
見せてくれます。
・琴似神社－街中に毅然とたたずむ姿
が、魅力的な神社です。
・前田森林公園－手稲山に向かっての
びる運河（カナール）が異国情緒を
感じさせます。

ミュンヘンクリスマス市 in Sapporoマトリョーシカ

札幌ハリストス正教会（豊平区福住）

石山緑地 前田森林公園

石山緑地

海の噴水

豊平川さけ科学館


