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(3) 区民ミーティング 

【北区】 

１）A グループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・国内外の方が札幌にもっと興味を持ってくれて、訪れてくれるようになり、経済効果がある。 

・オリンピック開催地というブランド化により、知名度が上がる。→観光客の増加。→経済効果が上

がる。 

・市民が誇りをもてる街になる！ 

・予算に無理がない。 

・治安・モラル◎→子どもたちが知る。 

・札幌を離れた人が、故郷として札幌を思い出す。 

・インフラ効果がある。 

・インフラ整備。 

・観光客が増加する。 

・経済が活性化する。 

 

■どちらとも言えない 

・記載なし 

 

■効果がない 

・記載なし 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・子どもが海外に目を向けるきっかけ。 

・普段英語を話さない日本人が、少しでも話せるように努力するのではないか。 

・経済効果あり。 

 

■開催後の利点 

・記載なし 

 

■大会中の課題 

・テロの不安 

・マナーを損なわれる？ 

・災害が起きたらどうする？ 
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○アイデア 

・マナーの悪化について条例化する。 

・〈気持ちで参加型〉札幌の負担（400億～600億）を、リート、ふるさと納税他を利用。 

・各分野を細かくボランティア募集する。（英会話含む。） 

・市の行事としてオリンピック関連のイベントを増やし、市民一人一人の意識を高める。 

・市民全員が「おもてなし」の心を持てるような取り組み→広報・ワークショップ。 

・札幌市民をオリンピックに洗脳する。 

 

■開催後の課題 

・仮に 1972年の選手村（真駒内五輪団地）のような集合住宅を建設するとしたら、それが大会後有

効活用されるか？ 

・宿泊施設や改修工事された競技場は利用されるのか？ 

・施設・その他の維持の問題。 

・夢を持った子どもは、どこでそのスポーツをするのか？スキースノボーは良いが他の競技は？ 

・計画（経費）が甘くないか？ 

○アイデア 

・他の市町村で、ボブスレー・リュージュなどを大会前と後で取り組む。 

 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

・札幌駅前周辺の開発進む。 

・より国際化している。英語で日常会話は当たり前になっている。 

・デマンドタクシーやデマンドバスが充実している。 

○自然との調和 

・熊の出る街。 

・自然と近代化の共在。（地下歩行空間が良い。） 

・温暖化が進み、雪不足と台風が多発、災害も。 

・CO2 削減した暖房システムの開発。 

・より災害に強い街へ。 

・アイスバーンの解消。 

・SDGS の達成。 

・地球環境にやさしい燃料の開発・利用が進む。 
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２）B グループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・札幌の市民の願い！ 

・オリンピック・パラリンピックを通して、札幌が世界の人に知ってもらえる。 

・障がい者にやさしい街になれるように。 

・街が整理される。これまで以上に札幌が国際として発展する。 

 

■どちらとも言えない 

・10 年でどこまで変化するのか、期間が短く感じる。 

 

■効果がない 

・説明不明。 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・ワクワク！！ 

・知恵を出し合う！ 

・世界各国の人が訪れて、街全体に活気が出る。 

・新しい種目は出てくるのか？ 

 

■開催後の利点 

・子どもに夢を！ 

・施設が新しくなることで協議をする人も見る人も楽しくなる。 

 

■大会中の課題 

・通訳の質と量。その後の国際大会でも、通訳を英語に。 

→（アイデア）スマホで通訳！ 

（アイデア）留学生のボランティア 

・偏っている。 

・テクニカル・タームの問題もある。 

・選手の意見は聞いてる？ 

・地元優先で入れたらいいのに。 

・費用が予算通りで進むのか。 

・東京オリンピックのようなメモリアルスタジアムを作ってほしい！ 

・改修費用が多くかかり、市民の負担が多くなる。（税金が高くなる。） 

 →（アイデア）民間企業との協合取り組み。 

・種目選び。（夏季大会では種目の選別があるが、冬はない。）  
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■開催後の課題 

・施設の活用。 

・観光客の減少。 

 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

・札幌が「住んでみたい都市」1番になっている。 

・世界で一番豊かで安心安全な街！ 

・秋元市長で 5 期目の公約が楽しみ！ 

・素晴らしい人材がそろっている。 

・災害に強い街。 

・公共交通機関が整備されている。 

・AI が発達した機能的な街。 

・交通網の整備、ループ化。 

・きれいで人にやさしく、世界各国から人々が来る。 

・大会の後で、施設を小学校・中学校にする。 
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３）C グループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・バリアフリーが進む。 

・子どもが海外に興味を持つ。 

・札幌を世界に知ってもらえる。 

・交通整備が進む。 

・札幌市が世界で有名になる。 

・市民生活が大変そう。 

・外国人と仲良くなれそう。 

 

■どちらとも言えない 

・「札幌に効果があるか」という考えが自己中心的なので、答えられません。 

→開催したい都市すべてで開催されるまで、2回目はしないと宣言することで、自己中心的と思わ

れない。 

→ゆずる姿勢を示すことで、子どもたちに「経済以外の大切なこと」を伝える。 

→開催したい都市に経験を伝えることで、他国の人々が喜ぶ。 

・財政が不安。 

・施設配置が不安。 

・バリアフリーが不安。 

 

■効果がない 

・札幌市の財政状況の不安。 

・オリンピックは一過性、正直甘くない。（他の開催都市を見ても分かる。） 

・2018、2020、2022アジア開催しているのにそもそも選ばれるのか？ 

・現在の日本の立ち位置が世界からどう見られているか、札幌でも韓国のお客様旅行者が激減。売上

減少。（東京オリンピックでは旭日旗の持込可。） 

・オリンピックを開催しなくても札幌は整備され、良くなることが出来る。（バリアフリー等。） 

・ポジティブな事ばかり言わず、同様にネガティブなことを言う。 

・札幌市の高齢化、社会保障・福祉。 

・オリンピックの経済効果は長く続かない。 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・バリアフリーが進む。 

・交通整備、除雪。 

・お金がたくさん、落ちる。 
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・外国人との交流。 

・世界レベルの大会が見れる。 

・他都市に 100 年ノウハウを広め続けると喜ばれる。 

 

■開催後の利点 

・記載なし 

 

■大会中の課題 

・外国人のマナー。 

・交通渋滞など、市民生活への影響。 

・交通整備に不安がある。 

 

■開催後の課題 

・記載なし 

 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

・オリンピックが開催されたとして、今の 40～50代の一部が大きな利益を得る。 

・新幹線が札幌駅に間に合わず、市民の一部ががっかりする。 

・電気自動車が走っている。 

・子どもにミュージカルを見せるチャンスがある。 

・お金だけじゃない、何かがある街。 

・心豊かな文化のある街。 

・災害に強い街。 

・電気自動車が走っている。 

・高齢者と子どもにやさしい街に。 

・地域に（自治体）おろさず、市や区で対応する街。 

・みんなが笑顔になれる街。 

・どんな災害が来ても対応できる市。 

・中心部に行くと、貧困の高齢者やホームレスが多数いるので、まず社会保障の充実。 

・野次を言っても拘束されない。（政治的な。） 
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４）D グループ 

・グループ無し 

 

 

５）E グループ 

①まちづくりへの効果 

 ■効果がある 

・インフラの再整備が進む。 

・子どもたちに希望を与えられる。 

・札幌市全体の意識が高まる。 

・札幌市の知名度が向上する。 

・冬季スポーツが発展することでスポーツ人口が増す。 

・新たな街づくりが進む。 

・観光都市の PR。 

・新幹線との連動。 

・バリアフリー。 

・生で世界のトップスポーツ選手を見ることが出来る。 

 

■どちらとも言えない 

・記載なし 

 

■効果がない 

・記載なし 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・世界の競技レベル（世界のトップアスリート）を子どもたちが生で見られる機会がある。 

・子どもたちのスポーツ熱を期待します。 

・除雪が良くなる。 

・世界中が注目することで、札幌の世界での知名度が上がる。 

・国内外からの観光客の増加。 

・前回使用会場の整備などを期待します。 

・知名度が上がる。 

・携帯電話決済（paypay など）電子マネーの取り扱いが増加する。 

・情報・資産のセキュリティー対策が大会中に向上する。 

・外国の方とのふれあいの機会の増加が期待される。 
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■開催後の利点 

・子どもたちの目標が持続される。（希望的かも。） 

・子どもたちの世界への憧れが多くなる。 

・ウィンタースポーツ発展がさらに広がる。（競技人口の増加。） 

・インバウンドの増加が見込める。 

・大会で整備・改装されたスポーツ施設の一般の利用。 

・マイナー競技の普及が進む。 

・競技場は新たな観光名所として観光客の誘致につながる。 

・交通インフラで整備されたものをその後も利用できる。 

 

■大会中の課題 

・交通渋滞による除雪の停滞。（競技場および周辺の除雪強化のため。） 

・ボランティアの不足。 

 →（アイデア）人材の確保は有償化し、無償ボランティアに頼らない。 

・通常人気のあるスポーツは金をかけても良いが、手稲のボブスレー会場など選手の少ないスポー

ツにあまり経費をかけないように。 

 →（アイデア）各スポーツ設備を各地に分散したらと思う。 

・各競技の運営（予算面）について、競技団体を統括する必要がある。 

○アイデア 

・SNS などを充実させてより詳しい情報提供。（外国人向け含む。） 

 

■開催後の課題 

・今時無駄な施設整備はしないと思うが、競技人口が伸びない競技施設は閉鎖等があるかも。 

・施設の活用方法の検討が必要。 

 →（アイデア）経費がすごくかかるなら解体も考える。 

・すべての施設が活用できるとは限らないのでは。 

 →（アイデア）施設を活用したスポーツ大会の開催を継続的に行う。  

（アイデア）同じ協議での施設利用だけでなく、すべての分野で活用を考えていくべきである。 

 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

・大通公園が豊平川まで伸びて、フィギュア競技場がその中にできて、スポーツ公園化する。 

・北区にオリンピック競技施設が１つできた。 

・スカイツリーみたいなタワー。 

・羊ケ丘通から北側を国からゆずってもらいスポーツタウンを作る。 

・選手村 NTC を作る。 

・地下鉄が清田まで伸びる。 

・地下鉄 3線つながってほしい。 
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・道路の除雪が今のままではだめです。今以上に考えてください。 

・雪の融雪施設が出来ている。（現在の札幌駅北口地下以外）市内の各場所に。 

・電車網の設備。（区役所―大通間） 

・WIFI の整備。（札幌市内中心部全域） 

・冬期間は大通公園をスキー場にする。 

・地下歩道の延伸。（～北 24条くらいまで） 

・市内各所でオータムフェスタなどのイベントの実施。 

・バスタのようなターミナルを整備する。 

・障がいのある方に優しい街。公共機関はすべてバリアフリー化。 

・除雪量の予算費 100 億増えている。 
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６）F グループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・宿泊施設も増える。 

・交通機関が今よりも整備されるのであれば、オリンピック後も市民の暮らしが豊かになる。 

・都市圏を広げるチャンス。 

 

■どちらとも言えない 

・10 年後の社会がどうなっているか、予測できない。 

・既存の施設を利用するのがほとんどであれば、再び招致するメリットは無形のものに頼るかたち

になるのではないか。 

・現状で完成形に近いと思う。あまり変えるところがない。 

 

■効果がない 

・環境破壊になるのでは？ 

・雪による交通整備が今の時点で整っていないため混乱が予想される。 

・反対 49％の中でやっても市民は興味を持っていないのでは？ 

・その街づくりは五輪後も持続するのか？ 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・雪まつりが例年以上に盛んになる。 

・札幌という街を世界中の人に知ってもらえる！ 

・北海道・札幌の世界へ向けたアピール 

・外国語を学ぶチャンスが増える。 

・商業が盛んになる！ 

・北海道の特産品が日本全国に対して有名になる。 

・オリンピック休暇ができるかも…！ 

・会場が札幌だけではないので、他の地域も知ってもらえるし、活性化する。 

 

■開催後の利点 

・交通の利便性が増す。 

・再開発によって街が新しくなる。 

・様々な生き方に対応したまちづくり。（性別、人種、宗教など。） 

・きれいで温かな「札幌」を維持できる！ 

・災害に対して十二分に対策をする。 

・若者のスポーツへの関心が高まりそう！スポーツジムが増えて健康な街になりそう。 
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■大会中の課題 

・外国人に道案内出来ない。 

 

・学生は意思関係なくボランティアに参加させられそう。 

・市民やボランティア参加者に目に見えるメリットを設ける。 

・ゴミのポイ捨て。 

・札幌市中心部から 10km 以内で移動時間 30 分以内とあるが、観光者全員が中心部に宿泊できない

ため、交通的に不便。 

・サービス業の人の休日が減ってしまいそう。 

・他宗教の理解が難しい。 

・交通機関混雑。→（アイデア）本数を増やす。 

・大雪が降った時に交通機関が止まる可能性が高い。→（アイデア）地下鉄を伸ばす？ 

 

■開催後の課題 

・民泊増える…？（無許可だったり、近隣住民への影響。） 

・宿泊施設が余る。 

・財政負担。 

・オリンピックが終わった後の経済が停滞しそう。 

 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

・地下歩道が札幌全域に。 

・スマホで改札を通れるようになるとサピカよりもっと便利になりそう。券売機が混まない！ 

・鉄道やバスなどの混雑状況に応じて最適ルートを示すアプリ。（リアルタイムで分かるように。） 

・スマホで改札を通れるようになるとサピカよりもっと便利になりそう。券売機が混まない！ 

・大通公園が、大きくなり、より公園らしくなる。→広く遊べるようになる。 

・【防犯対策】地下鉄や JRの改札が通るだけで手荷物検査できるようになる。 

・余った雪や氷で夏季にオブジェや冷房へ→夏でも北海道らしく。 

・もっと身近なところでアイヌ民族や伝統を知れる場所に。 

・除雪を市全体行き届くように！ 

・交通機関の不足。 
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７）G グループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・新幹線の延伸で人の流れが変わる。 

・市民の美化整備意識改革が進む 

・経済効果が上がる。 

・札幌が注目を浴びる。 

 

■どちらとも言えない 

・札幌は十分に発展していると感じるので、今以上の発展が想像つかない。 

・札幌以外の市町村の街づくりに必要性を感じる。 

・ワークショップに参加しないと分からないことが多い。 

・他都市との連携が必要。 

 

■効果がない 

・オリンピック終了後の景気が落ちてしまうのではないか。 

・東京オリンピックで問題点が多く、話題になっていて不安が多い。 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・市民の活躍や意識変化。 

・まちのリニューアルになる。 

・子どもたちの教育に良い。 

・札幌の文化を知ってもらえる。 

・経済効果。 

 

■開催後の利点 

・知名度が向上。 

 

■大会中の課題 

・オリパラそのものについて情報が不足している。 

・施設建設による自然環境の変化。 

・交通渋滞。 

→（アイデア）大会期間中は市民の交通は控える。 

 （アイデア）乗り合いのみは街中に入れるなどのルールが必要。 

・天候悪化への対応。 

→（アイデア）札幌ならではの雪に対応した、デマンドパスなどを活用し、地域の足づくりも行っ

ていく。 
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（アイデア）新千歳空港などからのアクセスをもっと高める必要がある。 

・日本のマナーを知らない。 

→（アイデア）海外の人に日本の暮らしをマナーを知ってもらう。 

（アイデア）グローバル化に備えて、国際交流を積極的に体験できるようにする。 

（アイデア）札幌での日常生活を送る人達も増えていくので、環境づくりが大事。 

・ゴミや環境の悪化 

→（アイデア）市民の意識改革を進めていく。 

・宿泊施設の確保。 

・ボランティア人員の確保。 

 

■開催後の課題 

・効果が想像つかない。 

・継続的な経済効果があるか？ 

 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

○交通ネットワークが充実 

・地下鉄など交通ネットワークが充実。 

・自転車等が乗りやすい街がいい。 

○日本一子育てしやすい街 

・子育てしやすい街になっている。 

・子育て世代や子どもを育てている親などのためのサービスがあるといい。 

・子どもを産み育てやすい札幌であるといい。 

○女性が活躍している街 

・女性の雇用が今よりしやすいことがいい。 

・女性が生き生きと働ける街がいい。 

・性別を問わず男女が共生して働ける街がいい。 

○気軽に進学や教育など、あらゆる学びができるまち 

・国際文化や自分が住む街について学んでいけることが大事。 

・経済のしくみや法制度などについて、もっと早く知りたい。 

・日常生活を送る上で、社会のしくみや政治などについて学びたい。 

○様々な違いや多様性を理解しあえる 

・海外の人との相互理解が進んでいる。 

・他人との違いについて気づいていて、分かり合えていることが大事。 
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８）H グループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・いいか、悪いか考えると、良い。 

・前回の札幌市オリンピックを考えると、どれだけ変わったかわかる。 

・真駒内の選手村もその後活用されている。 

・レガシー（地下鉄・施設）を活用して良くしていける。 

・なんらかの形で効果があるのでは！ 

・変化が起こったことで、不便になっている方もいる。 

・今あるものの改善、市民生活への影響もあるかも…。 

 

■どちらとも言えない 

・必ず出てくる課題をどう解決するのか。 

・キラびやかなオリンピックは今後合わないかも。 

・地に足がついて市民生活を一番に考えた大会開催を！ 

・説明が少なくてよく分からない。 

・情報が一度に出しすぎ！ 

・まだ分からない。効果があってほしいとは思っている。 

 

■効果がない 

・記載なし 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

○気持ちが豊かになる 

・障がい者に対する認識アップ。 

・札幌の知名度アップ。 

・精神的なメリット。 

・子どもが情熱を持つ。街の一員として盛り上げていける。 

○街に活気が！コミュニティの活性化 

・札幌、北海道に活気が出る。 

・関わり方によっては今以上に人と人とのつながりが出る。 

 

■開催後の利点 

○バリアフリー化の推進 

・バリアフリーの推進 

・車椅子席をしっかりと観客席に残してほしい。 
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・オリンピック終わった後も使えるシステム、デマンドバスやデマンドタクシー 

・冬は特に大変、UDの操作を出来る人も少ない。 

・高齢の方も含め、地域で利用できる。 

○知名度 UP（前回オリンピックの課題から） 

■大会中の課題 

○10 年で自然環境も変わる… 

・雪がなくなっているかも！？ 

・異常気象の時の対応、予想できないことへの対応。 

○外国人とのコミュニケーション 

・言葉が通じない。 

・言葉の壁、ボランティアとのやり取り、サイン等。 

→（アイデア）スマホ、翻訳機の活用。 

○市民の財政負担 

・市民にとっての財政負担はどうなっていくのか？ 

○人材不足 

・他の工事へ人が回らない。 

・札幌は、今、工事の人など少ない。 

 

■開催後の課題 

○施設の利活用 

・施設などの再利用、活用が進むのか？ 

・人口が減っている中、活用されるか心配。 

 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

○交通利便性の向上～構想区道路が都心部から～ 

・車いすでもみんながいける場所に行けるようになっている。 

・車いすは事前に予約をしなくては公共交通に乗れない。 

・高速道路を都心へ 

○冬期間の除雪がない！ 

・冬季の除雪がなくなる。灯油が安くなる。 

○冬のツルツル路面がなくなっている！ 

・冬のツルツル路面を気にせず、気軽に歩けるように。 

○高齢者が増えて施設が充実、人口も増える 

・札幌の人口が増えるのは、高齢者が病院施設に集まるのでは？ 

○高齢者の負担が少なく暮らせる住宅を確保 

・高齢になってもお金（資金）を気にせず暮らせる住宅（場所）の確保ができるように。 

○冬でも遊べる施設がある！全天候型 

・冬でも遊べる施設を！ 
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○冬のスポーツ好きの子どもが増えている！ 

・子どもが冬のスポーツに！サッカーや野球ではない。 

・冬と夏のスポーツを、それぞれみんな楽しんでいる。 

○テレビ塔が高くなる 

・JR タワーからテレビ塔が見えなくなったが、再び見えるようになる。  
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【中央区】 

１）A グループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・記載なし 

 

■どちらとも言えない 

・記載なし 

 

■効果がない 

・記載なし 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・ソフト面のバリアフリーが推進する。 

・バリアフリーが進む。 

・パラリンピックもあり、また多くの人が来ることからユニバーサルな環境が整うと思う。 

・オリパラ開催によってスポーツなどの楽しさを障がいの有無無く共有できる。 

 

■開催後の利点 

・記載なし 

 

■大会中の課題 

 ・バス都市間が不便。 

 ・昔と今の時代の考え方が違うように思う。効果も薄いのではないか。 

 ・情報過多の世代はオリパラでワクワクするのか。 

 ・移動手段確保が困難である。 

 ・財政は大丈夫なのか。 

 ・大多数の人が他人事だと思っている。 

 ・情報不足だ。 

 ・ユニバーサルタクシーの意識向上が求められる。 

 ・オリパラは赤ちゃんに優しいのか。 

 ・飛行機の便は増えるのか。 

 ・ハード面よりソフト面でバリアフリーが遅れている。 

○アイデア 

・子どもたちが希望を持てるオリンピックにする。 

・効果があるのではなく効果を作るオリンピックにする。 
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 ・まちづくりをみんなで考えて実行できるチャンスである。バリアフリー化を進める高齢者、障がい

者を増やす。 

・オリパラに対する意識を深め、成熟する社会にする。 

・市民教育から新しい価値へ転換する。 

・札幌市だけではなく、北海道全体でオリパラを開催する。東京 2020 は全国で実施していない。 

・札幌市だけではなく、個人・企業からも大会運営費を募るべき。 

・障がいがある当事者が外へ出ることで日常生活上に障がいのある人がいるのが当たり前にインク

ルーシブする。 

 

■開催後の課題 

・記載なし 

 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

・石路面になっている。 

・オリパラメダリストが普通に住んでいる。 

・安心安全な町になる。 

・誰もが行きたいところへ移動できる。 

・気軽にウィンタースポーツに取り組める。 

・安心して子どもが生める環境になっている。 

・地下も滑らない町になっている。 

・ロードヒーティングの境目を気にしない街づくりがなされている。 

・車いすでも外へ行ける街になっている 

・歩行空間が拡大している。 

・除雪が徹底されている。 

・雪が活用されている。 

・歩道の傾きが無い街である。 

・互助。 

・ホスピタリティ溢れる街になっている。 

・老人から子どもまで仲良く暮らせる。 

・車いす・ベビーカーを乗り捨てできる。 

・お互いに助け合える街になる。 
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２）B グループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・効果があるようにしたい。 

・可能性をみていきたい。 

・考え+思考。 

・公共交通の利便性が向上する。 

・バリアフリーの更なる推進する。 

・空港国際化が促進する。 

・JR 新千歳、札幌間直行便が増加する。 

・効果はある。子どもたちに夢を与える。 

・「オリンピック」を軸に住民が改めて札幌を知る。 

・空港からのアクセスがよりよくなる。 

・地下鉄のエレベーターや案内が増える。 

・札幌からオリンピック選手が生まれる。 

・「冬のスポーツは北の大地から」という形を作れるかもしれない。 

・全公共交通のマップがあるとより「公共交通が使いやすい街」になると思う。 

・札幌の国際的な知名度が向上する。 

・スポーツ文化が深まる。 

・障がい者に対する理解が深まる。 

 

■どちらとも言えない 

・やるからにはプラスにしなければならない。 

・今に合ったオリンピックバランスを考えよう。 

・経済的な負担がある。効率的な財政運営が出来るのか。 

・レガシーとウィンタースポーツに不安を感じる。 

・高齢化の中でウィンタースポーツをする人はいるのか。 

・10 年後の人口構成が変わる。(65 歳以上が 30%)若者が少ない。1972 年の冬期オリンピック時(バ

ブル期)とは経済状態や人口比率が異なる。 

・組織委員会予算が減らない。予算がざっくりしていて分からない。支出を下げる。利益が出ないと

意味がない。 

 

■効果がない 

・記載なし 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 
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・世界が注目するので、交通インフラがよりよくなる。 

・札幌・北海道アピールにつながる。 

・空港からのアクセスが向上する。 

・一時的な経済効果が出る。 

・市民・道民参加意識向上。自分のこととして考える。 

・現状施設(宿)の活用が起きる。 

・生の一流スポーツが見られる。 

・交通インフラが整備される。・住民の地元再発見の機会になる。 

・外国人観光客が増える。（経済効果に期待が持てる。） 

 

■開催後の利点 

・新しいエネルギー開発に繋がる。 

・冬のバリアフリーのイノベーション町づくりのきっかけにする。 

・若い世代のオリンピック選手の創出につながる。 

・冬季障がい者スポーツの聖地になれるポテンシャルが札幌にあるのではないか。 

・子ども達が海外(異文化)に興味を持つ。 

・市民、道民参加意識向上。自分のこととして考える。 

・障がい者スポーツが拡大する。(障害を持った方の選択肢が拡大する。) 

・他の都市にはないチャレンジができる。200万都市になる。冬のスポーツ施設が間近になる。 

 

■大会中の課題 

・財政負担が発生する。 

・市民理解の不足。 

・財政計画は必須。税金増えてもいいが、人口が減ったら大変ではないか。 

・財政の無駄を見直す。 

・市内の表示を明確にする。 

・大会中の交通混雑。 

・予算は地元企業・市民・道民が参加して決めないと赤字になる。 

・住民の外国人との交流（コミュニケーション）が求められる。 

・地下鉄延伸はあるか？乗り継ぎを分かりやすくしてほしい。 

○アイデア 

・子どものスポーツ活動を活発にさせる政策を打ち出してはどうだろう。 

・効率的な財政計画、現実的な財政計画が必要ではないか。 

・会社は時間差出勤で対応する。 

・IT 活用を PR しつつ、紙媒体を残す。アナログも大事。(例:地下鉄) 

・利益が出るように皆で考える。 
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■開催後の課題 

・各施設の維持・管理する。 

・施設のランニングコストが発生する。 

・増えすぎた場合、宿はその後、どのように活用されるのか。 

・バリアフリーをどうするのか、どう進めていくのか。 

・すでに障がい者の住んでいる大都市 ポテンシャルが高い。 バリアフリー 

○アイデア 

・公的な施設を民間での経営にする。 

・競技レベルと施設レベルで長期的な財政計画をたてる。 

 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

・冬でも滑らない道路が整備されている。 

・人任せにしない。国に頼らない。 

・雪を使ったエネルギーの開発をする。 

・チカホの拡大(もっと東西)がなされている。 

・大通公園にウィンタースポーツを楽しめる施設が欲しい。 

・若者のオリンピック選手の創出がなされている。 

・子どもがわかりやすい案内表示(多言語)の増加。 

・「冬=札幌」というまちづくりを目指したい。 

・スポーツ施設へのアクセス利便性向上が進む。 

・施設の有効化(イベントやスポーツ以外の使い方)が進む。 

・公共交通の一円化(互いに案内しあう)が進む。 

・ウィンタースポーツ=札幌というまちづくり 

・雪が降るとエネルギー(電気)が生まれるしくみが生まれる。 

・表示の統一化と詳細化が進む。 

・排気ガスが減少しているまちになる。 

・子どもが夢を持てる社会になる。 

・教育・福祉の充実が進む。 

・公共交通機関(市電、バス、地下鉄)がスムーズに接続される。 

・札幌は防災意識が低いため、災害への備えに対する意識を高める。 

・エネルギー・環境を意識してもいい。 

・雪を溶かしてエネルギーにする特有なエネルギー再利用が進む。 

・民間企業が経済力を持つ町になる。 

・冬・雪に強いまち(地下化など)になる。 

・障がい者でも楽しめるスポーツ施設(例:車イスでも乗れるリフト)ができる。 

・障がい者が冬でも自由に移動しやすい町になる。 

・札幌で仕事をしたいと思える街になる。 
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・雪を楽しめる。 

・交通(地下鉄・バス)の接続がよい。 

・移動しやすい街になる。 

・住む場所として選ばれるまちにしていく。東京に負けない。 

・他人任せにならない。自分たちの街を自分たちでよくする。  
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３）C グループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・スポーツ・運動に興味が湧く。健康産業が上昇する。 

・札幌の街はわかりづらく、街を歩いていると必ず道を聞かれるので整備されるのではないか。 

・明確な目的を持って計画、建設、利用などが進められていくと思われるので、何よりもインパクト

が無いものより、まちづくりは進められると考えられる。 

・障がいのある方との生活が不便であると話をよく聞く。パラリンピックを行うことで、障がいのあ

る方が住みやすい街になればよいと思う。 

・札幌でパラリンピックを行うことに意義がある。障がい者に勇気をもってもらえる。 

・ボールパークが北広島に移転されることが決定した。オリンピックを通じ、新さっぽろ～北広島間

をモノレールでつなぐことにより相乗効果があるのではないか。 

・経済効果が大きいと思う。 

・インフラ整備が必ず進むと思う。 

・札幌・北海道の知名度が上がる。国内外へアピールできる。 

・施設の活用が見直しできる。 

・夏季の札幌の魅力 PRするとよいと思う。 

 

■どちらとも言えない 

・市長へ リーダーのアツさが伝わらない。 

・ただただ盛り上がってよいのか。 

・もっと悪い所も含めた振れ幅について考えたかった。 

 

■効果がない 

・記載なし 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・コンパクトな大会ができるのではないか。 

・活気・経済効果 

・生きた学習につながる。外国語ボランティアなど。(外国人と会話することにより英語が身近にな

る) 

 

■開催後の利点 

・真駒内の再開発、補填によって現在の真駒内の選手村を新しくするのではなく、アパホテルや既存

のホテルを利用してもらう。 

・未来の為にいろんなことをすることによって未来の幅が広がる。 
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■大会中の課題 

・宿泊施設は足りるのか。 

・地下鉄に乗れるのか。 

・概算・具体化してもらわないと賛成も反対もない。 

・リスクマネジメントの欠けている説明を補う。 

・市電の停留所の安全対策が必要ではないのか。 

・選手・観客宿泊を受け入れる客室は足りるのか。 

・除雪が心配だ。 

○アイデア 

・選手村は選手コンディション向上施設として利用してもらう。宿泊のみは考慮しない。 

 

■開催後の課題 

・悪い面が説明から見えてこない。(良い所ばかり。) 

・子どもたちに何を背負わせてしまうかわからない。 

○アイデア 

・盤敬・北の沢などのトンネルを通行することで交通渋滞を緩和する。 

・定山渓温泉の活用が出来ないか。 

 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

・人は出てきてもつながりがなく、ものもすべて単独。今後はもっと結びつきが強くなる。 

・トイレが増える。 

・未来の君へ地球の優しさ伝えたい～災害に強く弱者に優しい街になる。 

・電線の地中化が進む。 

○人口増加 

・既婚女性の就業率を増加させる。 

・有名大学のキャンパスを建てる。 

・人を増やすために産業を活性化、企業が増えるといい。 

○市内公共交通の充実 

・新幹線が中心 東京で４時間 

・高速道路が南区周辺にも充実する。 

・電気自動車の普及が進む。発電機の利用が進む。 

・丘珠空港から東京へ行ける。 

・地下鉄の延線が進む。 

・地下鉄駅ホームの安全扉の設置が拡大する。 

・地下鉄のループ化が促進する。 

・チカホの拡大が進む。 
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４）D グループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・記載なし 

 

■どちらとも言えない 

・記載なし 

 

■効果がない 

・記載なし 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・子どもたちに夢を与えることが出来る。 

・一時的経済効果が見込める。 

 

■開催後の利点 

・記載なし 

 

■大会中の課題 

・練習場はどうするのか。 

・有名選手の出場はあるのか。 

・人気競技の実施はあるのか。 

・冬の市民生活が後回しになる。交通規制によりごみの収集が遅れる等。市民は辛抱しなくてはなら

ない。 

・冬の JR は大丈夫か。 

・選手村はホテルで代用できるのか。 

・ホテルのグレードで選手村が取り合いにならないのか。 

・経費の内訳が不明である。 

・予算支出金額が少なくないか。 

・他都市の情報が少ない。規模・予算の情報が少ない。情報の共有を。 

・なぜ他都市が手を上げないのか。上げた手を下げたのか。前回大会との比較があったが、前回は北

方都市としては後進都市である。現在は先進都市になっているため、市民生活への効果は不明。来

札(道)客数の想定が示されていない。大会の規模が不明。大会程度に示されているが、想定どおり

の経費か不明。 

○アイデア 

・有名選手、人気競技を作る。 
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・他の交通機関を活用する。 

・札幌ドームを無理やり活用する。 

・バリアフリー化の前倒しをする。 

 

■開催後の課題 

・将来的な負の遺産が生じる。 

・施設維持費が不明である。 

・まちづくりすれば別の金がかかる。 

・将来的な負担がある。 

○アイデア 

・老人施設使用として利用できる宿舎を建てる。 

・選手村を老人施設に転用する。 

 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

・政治 

・北海道をリードする。 

・札幌が気概を持ってリードする。 

・お金 

・GAFA 本社誘致する。 

・金持ちが別荘を持つ。 

・税収アップ 

・交通 

・交通機関はどうなるのか。 

・新幹線は未だに走っていないかもしれない。 

・札幌市の港を持つ。 

・まちづくりの経費はどうなっているのか。 

・雪・市民・人材 

・雪が降るのに雪がない。 

・除雪が充実する。 

・融排雪の革新案が生まれる。 

・おいしい札幌の水が全国に提供される。 

・現在の人口を維持し(これ以上増やさない)安全・安心な街づくりに邁進している。 

・移住者と移民と共生する。 

・教育先進国になる。 

・バリアフリー最先端の街になる。 

・シニアが生き生きしている。 

・口うるさい年寄りが多い街になる。 

・ごみの分別が便利になる。 
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・宇宙にも愛される。 

・みんなに優しい街になる。 

５）E グループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・街・施設がリニューアルされる。 

・街がきれいになる。 

・街がソフト面・ハード面でも進化する。 

・子どもたちに夢を与えられる。 

・働き盛りの人にも子ども達にも夢・希望が持てる。 

・活気にあふれ、ニートや引きこもりが減るかもしれない。 

・立候補できる都市であることがすごい。 

・交通。 

・世界。 

・国際都市としてのブランド化 UP。 

・世界に対して平和を愛し、スポーツを大切にする市民であることをアピールできる。 

・ネームバリュー、環境を整える。 

○新幹線、ニセコ～の高速化等交通網が整備される。 

・交通機関がセキュリティ面でも整備されることが望ましい。 

・夏も冬も楽しめる。 

 

■どちらとも言えない 

・記載なし 

 

■効果がない 

・記載なし 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・リアルな熱を感じられる。 

・国際交流が更に盛んになり、自分も語学を学ぶきっかけとなる。 

・公共交通が変わる期待を持てる。 

 

■開催後の利点 

・観光客が増える。 

・経済の活性化増す。 

・観光客が増える。 
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・雪まつりがオリパラに絡む。 

・ホテル・商工業者・関連企業の活性化 

・新たな施設や交通が生かされる(残る)。 

・子どもたちがオリンピックを目指すようになる。 

・バリアフリー化していく札幌の街になる。 

・時間的にも見る方にもやる方にもメリットあり。 

 

■大会中の課題 

・誰でも当事者になりえる。 

・聖火リレーの申し込みが面倒くさい。 

・雪国ならではの自然への対応。強風、吹雪等。 

・色んな公共交通のカードは互換性が無い。 

・交通の混雑が起きる。 

・テロ対策への対応とその費用はどうなるのか。 

・費用負担への心配がある。 

・既存の施設の利用といってもかなり古く、建て替えか大改装が必要。 

・施設(約 50年)のランニングコストが膨大。 

・施設のとっかかりが少ない。 

・時期はいつやるのか。雪まつりの時なのか。その後か。 

・メインの交通路がループ化していない。 

○アイデア 

・区で開催する英語教室で学べるようにする。 

・施設などの無い区の方達でも当事者となれるよう、参加国学習会や英語講座を区や市が開催する。 

・バス・地下鉄・市電をうまくループ状態へつなげる。 

・新しい建物を建て、交通利用しやすくして宮の沢から琴似へ延伸する。 

・選手村について一部分村して良いが、現真駒内団地のように市営化してもよい。(建設良) 

・今から少しずつリニューアルする。 

・芸術の施設も各所にあるためスポーツ観戦と合わせて回るとなにかメリットがある物を作る。 

・既存にプラスリニューアルして分散できるようにする。 

・次回はどこで開催する、などの周知をする。 

・開催地の地域分散は帯広以外の都市 

・札幌を目指してきてほしい。 

・学校授業や一般の方にも各種目の見学・体験が必須というチケットを配布する。 

・パラリンピックに対して身近に触れ合えるようにする。 

・札駅・西武跡地にオリパラも体験できる企業タイアップの施設が欲しい。 

・大倉山にオリパラスポーツ体験場を作る。 

・オリパラチケットの購入方法が全申込者にできるだけ平等に当選するようにしてほしい。 

・バスツアーや JR ツアーでオリパラと全道各地回れるものを作る。 
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■開催後の課題 

・レガシーの継続的利用 

③2030 年の札幌のまちの姿 

・豊平河川の両サイの道を北南全路開通する。 

・インターネット 

・街中に Wifi が完備される。どこでも安心・便利に Wifi 環境が備わっている。 

・ID が必要ない。Free wifiが飛んでいる。 

○クリーンエネルギー 

 ・地中の水を使って水力発電、電力発電をする。 

・太陽光発電をもっと利用する。 

・原子力発電からの移行をする。 

・ごみの減量化が進み、「日本一美しい街」となっている。(中沼プラスチック選別工場) 

 ○国際化 

・世界を代表する国際都市になる。 

・視察した良い部分を取り入れる。 

○雪・冬 

・冬のスポーツが身近な街になる。 

・緑が多く、雪を生かした大都市になる。 

・おじいちゃん、おばあちゃんになってもお買い物出来る街になっている。 

・大雪でも外出が楽しい街になっている。 

・電柱を地中化する。 

・道路・歩道の雪が無い。誘雪槽の完備、ロードヒーティングが進む。 

○交通 

・歩道と車道の段差をフリーにしても安全な道路になる。バリアフリー化になる。 

・マイカーが無い。 

・自動運転化技術の一般化する。 

・JR 札幌駅まで市電が走っている。 

・公共交通の乗り換えがわかりやすくなる。地下鉄、バス、JRの間がわかりやすくなる。 

・乗換の場所が分かりやすいアプリが作られる。 

・お年寄り、障がい者に優しい公共交通物が増える。 

・デパートや街中ビルの地上(天空路)が完備されている。 

○バリアフリー 

・駐車場がなくても車・バスがぐるぐる回っている。 

・バリアフリー化によりさまざまな人々に優しい街になる。 

・お年寄り、障がい者に優しい公共交通物が増える。 
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６）F グループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・バリアフリーや公共機関が充実する。 

・効果はあると思うが、二度目でどれだけ盛り上がるか心配だ。 

 

■どちらとも言えない 

・そもそも「まちづくり」とはなにかを議論したい。 

 

■効果がない 

・記載なし 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・公共機関のソフト面の充実する。 

・バリアフリーなど移動しやすい動線になる。 

・地下鉄構内などの案内標識が整備される。 

・サッポロが世界に発信される。 

・国際交流広く札幌(・日本)を知ってもらえる。 

・スポーツへの関心が深まる。 

・スポーツへの関心が高まる。 

・パラスポーツ含めて冬季スポーツへの関心を高める。 

・経済効果が高まる。 

・スポーツに取り組む子どもが増える。 

 

■開催後の利点 

・経済がうるおう。 

・施設の有効活用がなされる。 

・スポーツタレントが増える。運動意識が高まる。 

・スポーツイベントの有効活用がなされる。 

・ウィンタースポーツが盛んになる。 

・諸外国への関心の高まりが起きる。 

・冬ファッションを楽しむ人が増える。 

・冬を快適に過ごすことを考える人が増える。 

・北欧外国に興味を持つ人が増える。 
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■大会中の課題 

・治安が悪くなる可能性がある。 

・警備の充実、安心安全対策が足りない。 

・案内表記の充実 英語表記等が足りない。 

・日常の暮らし(移動、飲食、宿泊等)が不便になる。 

・市内交通の制限が混乱を招く。 

・開催に関わる財政負担が起きる。 

・開催地の分散による盛り上がりの欠如が起きる。 

・文化・美意識の違いから街が汚れる。 

・入場料の高騰が起きて市民が気軽に観戦できない。 

 

■開催後の課題 

・ゴーストタウン化が懸念される。 

・施設の有効活用ができるのか。 

 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

・公共体系の整備が進む。 

・高齢社会に優しい街になる。 

・人に優しい人が増える。 

・より美しいまちになる。 

・綺麗な街並みが増える。 

・森、村、川の未観光化でもきれいに思える人が増える。 

・ウポポイの更なる認知が進む。 

・主要道路の除雪が進む。ロードヒーティングできると尚可。 

・フィットネス含めスポーツ施設が増える。 

・立派な施設が増える。 

・札幌のアートシーンが発展する。芸術家の理解と発展が進む。 

・楽しく明るくみんながふれあえる街になる。 

・住みやすいまちだから人口が増える。 

・四季を通じて観光客がおとずれる街になる。 

・より多くの観光客が来る。 
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【東区】 

１）A グループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・金をかけるのだからそれなりの効果はあるだろう。 

・思ったより大会開催にかける経費が少ない。今ある施設を使用して多くの外国人が来たらいいと

思った。 

 

■どちらとも言えない 

・札幌市はお金をかけない計画なので、まちづくりの効果が薄いと思う。 

・2020 年のオリンピックは分かるが、まだ札幌オリ・パラはぱっとこない。 

・宣伝不足 

 

■効果がない 

・まちづくりに効果がある意味が分からない。地域運動とどのように関連があるのか。まちづくりの

ためにはほかにもっと有効な策がありそうだ。 

・旧施設利用はいいが、そもそも集約するべき。 

・ウィンタースポーツは少子化、内部化している。今後隆盛するのか。 

・そもそも街の発展のためにオリンピックしかないのか。他にやる方略がたくさんあるが。 

・オリンピックのマイナス・ネガティブ情報が欠損している。 

・札幌がなぜオリンピック補助を発信するべきか。土地なのか。 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・国際化の進展、理解の場が文化的安全保障につながる。 

・外国人と接する機会が多くなる。 

・経済的交流が多くなる。見物客が多く来るようになる。 

・観光客の増加による経済効果。 

・世界により「札幌」を知らせられる。 

・来たら来たで思い出になるからよい。 

・札幌の知名度の質的向上の機会になる。 

 

■開催後の利点 

・経済効果が出たら他の札幌市の課題改善にあてられる。 

・うまくやれば都市計画で機能上昇が図れる。 
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■大会中の課題 

・もっとマスコミにアピールする。みんなでこれからのことを反省する。 

・現在再開発多数あるなかオリパラを実施するのか。 

・若い人のオリンピックに対する関心が薄い。 

・オリパラに興味の無い人は盛り上がらない。 

・地元でやるなら見たくなる。いろんな媒体で放送して欲しい。 

・東区にとってのメリットが分からない。 

・そもそもオリパラをあえてわざわざやる意義があるか。 

・経費は予想以上に膨張するだろう。他の政策にマイナスを与えるだろう。 

・市民の多くは知らない。本当にできるのか。 

○アイデア 

・丘珠滑走路の延長はなぜ話題に上がらないのか。冬でも飛べるようにするべきだ。 

・人生の先輩方に地域の観光ガイドになってもらう。 

・東区は土地の活用がたくさんある。 

・体験会を活用して機運を高める。 

・色んな所(職場・学校)にチラシを配ってウィンタースポーツを広める。 

・オリパラが人と人をつなげるきっかけとなる仕組みにする。 

・都市計画のビジョンに基づいてオリパラをやる。 

・選手村を高齢者向け施設にする。 

 

■開催後の課題 

・街づくりの利益が想像できない。 

・若い人を上手く巻き込めなければウィンタースポーツをやる人が減る。 

・環境問題が起きる。 

・まずい方向になるならば都市計画がバラバラになる。 

・まちづくり施設建設にマイナスになるのではないのか。 

・誰が儲かるのか。企業か。 

・財政的支援の大きさから、出所が心配。税の分配はどうなるのか。 

○アイデア 

・もっと木や花といった緑を育てる。 

 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

・都市機能と環境保全が一体化している。 

・食料の自給自足が可能。(アーバンファーミング。) 

・人とのあいさつ、交流を大切にする。優しい心で聞く。 

・老人の処理が先端化している。 

・人と人力が結合している場がある。 
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・若者も参加しやすい町内会活動の確立。 

・お年寄りを大切にする町になってほしい。 

・IoT/ICT が生活の陰にある。(ユビキタス化。) 

・子育ての充実・保育、幼稚園等。 

・学生が勉強できる図書館を増やしてほしい。 

・区民格差。施設面で地域差をできるだけなくして欲しい。 

・こどもと楽しめる盆踊りが欲しい。 

・たまねぎの「札幌黄」を広めてほしい。 

 

  



 

312 

 

２）Ｂグループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・札幌の名が国際的に広まる。 

・子どもたちの夢になる。 

・市民の誇り、プライドになる。 

・教育の題材になる。 

・未来の資源を今、作れる。 

・大会には期待しているが、財政面が不安だ。 

・次世代のためには招致しなくてはならない。 

・なんだかんだで経済効果になる。 

・街の更新の機会になる。 

・札幌が有名になる。 

 

■どちらとも言えない 

・記載なし 

 

■効果がない 

・1972 年札幌並みに活性はしていない。 

・東区民センターのトイレを改善してほしい。 

・東区ドームの雪まつりを宣伝するべき。 

・折直地下鉄の不便を解消してほしい。 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・バリアフリーが進む。 

・若者の希望になる。 

・ボランティア精神の造成の機会になる。 

・世界の注目を浴びる。 

 

■開催後の利点 

・多様な認識が進む。 

・施設が使われる工夫をするようになるのではないのか。 

 

■大会中の課題 

・少子高齢化。 

・人が優しくなれるのか。 
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・英語等外国語教育が間に合うのか。 

・新直地下鉄の現状は全く利用できない。 

・市民生活が圧迫される。 

・スポンサーが見つからなかったらどうするのか。 

 

■開催後の課題 

・一過性のイベントにならないのか。 

・施設の維持はどうするのか。税金なのか。 

○アイデア 

・大会当日に向けて早く準備をする。 

・市を挙げて教育特区を作り、教育プログラムを実施する。 

・老人と障碍者に対する偏見をどのように打開するのか。 

・オリパラの利点を知る努力をする。 

・我慢する。 

・おもてなしする。 

・社会は回っていく。選挙の 5 年制。 

・魅力ある市長の誕生が町内会を活性し、活気を取り戻す。 

・道内就職のための北大生の頑張りが地域を変える。 

・移住定住を進めるメリットのある街にする。 

・生まれ育って学校に行った町(税金の恩恵を被った町)へ還元する。 

 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

・大きい遊園地を作って少子化対策をする。 

・スキー学習がまだ実施している。 

・サブカルチャーを作れる雰囲気・人材がある、いる。 

・高齢者の街になる。 

・JR 札幌駅新幹線口が中央郵便局(東区)側に出来る。 

・外国人だらけになる。 

・地下鉄の相互乗り入れができる。 

・教育の充実が図られる。 

・南北線のループ化がされる。 

・鮭が札幌の川へ戻ってくる。 

・ブラックアウトの教訓。 

・吹雪死者、凍死者、滑って死ぬ等の冬の事故は減らせないが、雪によるマイナスイメージの低減が

なされている。 

・中央区高層マンションは空き家になる。ハイヤーが来ない。 

・雪の処理が融雪溝でなされている。 
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・雪対応除雪の最先端の街になっている。 

・高齢化対策の一環として除雪体系の充実が図られる。 

・雪氷をエネルギー資源に変換できる。 

・祭りが出来る都市である。 

・若者・高齢者・障がい者の居場所がある。 

・新幹線・丘珠空港の発展がなされている。 

・首都機能の一部の機能を持つ。 

・助け合う町になっている。 

・高齢者買い物難民の打開がなされている。 

・高校生から優秀な若者は外へでる。  
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３）C グループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・交通インフラ整備が進む。 

・1972 年札幌オリンピックは成功した。 

・効果はあると思うが、交通機関への影響は出る。 

・金メダルが期待できる。 

・停滞気味の札幌経済を発展させる。 

・広く世界を知る機会になる。 

・ウィンタースポーツを広く普及したい。 

・効果はあると思うが、施設の再利用など可能なものがあればできないものもあると思う。 

・除雪がしっかりする。 

 

■どちらとも言えない 

・一時的な雇用創出などがあってもその後継続するかわからない。 

・経済的な効果は期待できない。さらに収入を増やさなくてはいけない。 

 

■効果がない 

・記載なし 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・子どものスポーツが多くなる。 

・世界の人々が集まることにより国際社会を知るきっかけとなる。 

・除雪が良くなる。 

・外国語に対する関心が高まる。 

・経済が回る。 

・英語以外の言語への興味。 

・世界に目を向ける。 

・飲食店と宿泊施設にお金が回る。 

 

■開催後の利点 

・インフラが交通面で良くなる。 

 

■大会中の課題 

・テロが心配だ。 

・混雑が予想される。 
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・外国人が多くなり、治安が心配だ。 

・冬の影響を受ける可能性がある。 

・外国語は機械ある。 

・人材。 

・人材不足。 

・若い人のボランティア不足が起きるのではないか。 

・費用対策が十分に行われていない。 

・一時的な経済効果に終わるのではないか。 

 

■開催後の課題 

・施設。 

・利用されなくて維持コストだけかかる施設が大会後も残るのではないか。 

・改修は安いから進めようとしているのか。 

・選手村の使用後一般市民に分譲する場合、住民の年齢構成はどうなるのか。 

○アイデア 

・選手が使うための交通機関を用意してはどうだろう。 

・競技の種類を厳選する。 

・改修の方がコストがかからない。 

・末永く残す。 

・宣伝活動をする。 

・プロジェクトにする。 

・大学生を休みにするか、大学生に単位を与える。 

 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

・リニアで札幌・千歳を結ぶ。 

・地下鉄の延伸がなされている。 

・時間通りにバスがくる。 

・街がきれいになる。 

・自然を感じられる場所になっている。 

・ビルがいっぱいではない。 

・市内の無電柱化が進む。 

・雪の再利用がされている。 

・雪で熱を下げる。 

・丘珠空港を地下鉄で結ぶ。 

・千歳から地下鉄が出ている。 

・高速道路が大通公園まで伸びている。 

・バリアフリーの革新がなされている。 
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・どんな人でもまちづくりに参加出来る。 

・丘珠空港の国際化がされている。 

・国際便を増やす。 

・自動・無人の物が増えている。 

・無人の除雪機で人件費の削減がなされている。 

・バス停の表示が向上する。 

・雪の中でも「バスが何分で来ます」と表示される。  
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４）D グループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・子どもたちに夢を与える。 

・観光者・インバウンドが増える。 

・インフラ整備が進む。 

・バリアフリー化が町全体で進む。 

 

■どちらともいえない 

・魅力ある街に出来るかどうか。 

・人を惹きつける街 

・スマートシティ化 

・文化・スポーツの発展 

・人口縮小するのに負担が増えるのならば反対。 

 

■効果がない 

・東区の市民として効果が無いことが多い。 

・1972 年オリンピックのインフラがある。 

・一時の効果で長期の変化はない。 

・評価がしにくい。 

・競技施設の新規設営がないため、大きな変化がない。臨時的な対応で終わる可能性が高いため、長

期的な計画が表に出てこないと評価できない。対応機関の姿が見えない。 

・その時と直後は効果があるかもしれない。しかし後々お金に苦しめられるのではないか。必要性も

わからない。 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・街が活性化する。 

○スポーツ 

・トップアスリートを間近で見られる。 

・スポーツの選択肢が広がる。 

・新しい組織づくりが進む。 

・スポーツの選択肢が広がる。 

・各団体の新陳代謝が進む。 

○経済 

・経済効果が上がる。 

・観光客が増える。 

・ボランティア文化が育まれる。 
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・経済効果がある。 

・オリンピック・パラリンピック文化の理解力が深まる。 

○文化 

・他国民が興味を持ってくれる。 

・国際交流が進む。 

・異文化交流が進む。 

 

■開催後の利点 

・バリアフリー化や交通整備など現状の問題点の見直しが図られ、改善する。 

・丘珠空港の整備がされる。 

・スポーツ施設が更新され、使いやすい。 

・観光客が増加する。 

・暮らしやすい街になる。 

・スマートシティ ICT活用が進む。 

・多様な人々が活かせる町になる。 

・公共機関が便利になる。 

 

■大会中の課題 

・競技人口をどう増やすのか。 

・食料足りなくなる。 

・パラサポート人員が足りない。 

・オーバーツーリズムには宿と人が足りない。 

・宿泊地の確保が問題になる。 

・予算オーバーになる。 

・予算通りにいかない。 

・大会後の利活用できるのか。 

・建設費を圧縮するべきだ。 

・宿泊所の価格は高騰するのではないか。 

・競技人口は増加するのか。 

・補助金が足りなくなる。 

・後継者の育成が困難である。 

・下げた予算で本当にできるのか。 

・交通渋滞が市民生活へ大きな影響を与える。 

・団体の営業力強化が各団体の姿勢になってしまう。 

・団体後継者の育成が難しい状態である。 

・すでにある施設だとしょぼく見えてしまう。 

・お客さんが入らない。席数が少ない。 

・客席数足りない。 

・既存の施設の利活用ができるのか。 
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・直接魅力を伝えられない。 

■開催後の課題 

・生活コストの高い街になる。 

・丘珠空港のジェット代はどうなるのか。 

・高齢者に優しい街になるのか。 

・負のレガシー 

・施設の維持費がかさむ。 

・負の遺産の処理が大変になる。 

・建替え費など投資が無駄になる可能性がある。 

・地方都市への誘導 

・外国人が不動産を買い占める可能性がある。 

・札幌の一極集中が進む。 

・繁栄する町、店(薬局や免税店、お土産)は限られる。 

 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

・一極集中しない街づくりがなされている。 

・丘珠空港にジェット機が出入りしている。 

・災害に強い街になっている。 

・幸せに暮らせる優しい街。 

・JR が止まらない。 

・時計台でがっかりさせない。 

・他の道内地区に興味を持つ道民がいる。 

・市民の大半が英会話できる街。 

・丘珠空港災害が拠点化する。災害時の資材の備蓄や運送、資材の民間寄付の中心地になる。 

・社会福祉の充実がされる。 

・自動運転タクシーが走っている。 

・地上でのモノレール作りが進む。 

・都心部の空中調節ができるようになる。 

・モノレールでのループ化。 

・子ども達・老人たちに優しい街づくりをしている。 

・国際都市になり、世界から人がやってくる。 

・市民の半数が指導の補助があって英会話の出来る街になる。 

・誰もが輝ける街になる。 

・生活コストが低い暮らしやすい街になる。 

・逆 6 次元化シティになる。 

・北海道経済を持ち上げる街になる。 

・緑と森の街になる。自然エネルギー100％のエコシティになる。 



 

321 

 

・むらのない地域活性化が起きている。 

・電柱が地中化している。 

・JR が運休しない。 

・ロードヒーターが普及している。 

・除雪環境が充実している。 

・インバウンドの受け入れ態勢が永年化し、確立している。 

・人口が増えている。 

・札幌以外も人口が増えている。若者の増加。 

・観光する種類・場所が増えている。 

・地元の人々が働きやすいまちづくり。 

・北海道経済を持ち上げる街になる。 
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【白石区】 

１）A グループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・オリンピックが開かれることによって札幌市が世界平和に貢献できる。 

・町が生まれ変わる。 

・インフラ含め何もしないよりは活性化が進む。 

・注目を浴びて国内外の人々が沢山訪れ活気にあふれると思う。 

 

■どちらとも言えない 

・記載なし 

 

■効果がない 

・記載なし 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・世界の人々に札幌の良さを知ってもらえる。 

・食べ物の良さを知ってもらえる。 

・トップ合うリートを間近で見るチャンスである。 

・経済効果に期待できる(飲食店ホテルクリーニング店食品関係等)。 

・文化。 

・国際的な事や文化に触れるチャンスである。 

・世界の人々の文化に触れることができる。 

・自然を破壊しない。 

 

■開催後の利点 

・子どもたちが世界へ飛び出すきっかけになる。 

・パラに対応することで前よりも優しい町になる。 

・ウィンタースポーツを提供的に発展することが出来る。 

・バリアフリーの場所が増える。 

・高齢化社会にも対応できる。 

 

■大会中の課題 

・お金がかかる。 

・温暖化で雪が無いのではないか。 

・治安とゴミ問題。日本のルールを外国人全員にわかってもらえない。 
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・ボランティアは集まるのか。 

・バス会社も労働力不足である。本部輸送は完璧に出来るのか。 

・選手村をホテルにすることは賛成だが、本当に足りるのか。 

○アイデア 

・人材や輸送手段は予測して民間に展示投資してもらう。場所を確保するために施設を高層化する。

屋上に庭園をつくり、ビルの壁に緑を生ける。 

・輸送手段はアクセスを考える。 

・色んな人たちが生活回りを考えるきっかけになる。 

・民泊のモラルの向上に全市を上げて取り組む。 

・ボランティアはやってみないと始まらない。 

・雪が無くても大丈夫なジャンプ場を作る。 

 

■開催後の課題 

・ウィンタースポーツ人口も減少するのではないか。 

・インフラ作ったら後のメンテナンスが大変ではないのか。 

・そもそも市民がウィンタースポーツを楽しんでいない。 

○アイデア 

・人の多様性について考えるチャンスである。 

・電柱、水の為一気に掘る。 

・ごみ問題に関しては自分たちから変わろう。ルールやマナーの徹底で人が育つ。 

・障がい者スポーツなどのニュースポーツの提案をする。 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

・環境都市になる。 

・自然の多い街になる。 

・子どもが増える街になる。 

・ロボット化が進んでも人間が求められる社会になる。 

・人が阻害されない社会。 

・除雪の無い生活と雪のある自然が共存している。 

・タイヤ交換の無い街になる。タイヤが無い街になるかもしれない。 

・若者。 

・若い人が楽しめる活気ある街になる。 

・若い人が札幌にいてくれる街になる。 

・希望の仕事につける街になる。 

・シニア。 

・高齢者も安心して暮らせる街になる。 

・高齢者になっても仕事出来る街になる。 

・高齢者に優しい施設の多い街になる。  
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２）B グループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・都市機能の再整備ができる。 

・効果があると思うが、大会の経済効果に幅がある。 

・経済効果と札幌の知名度アップとバリアフリー化が出来る。 

・札幌のイメージを広く伝えることが出来る。 

 

■どちらとも言えない 

・費用をかけて行うのであればバリアフリーとユニバーサル化が進むのか疑問に思う。 

 

■効果がない 

・宅地が足りない上に土地が高騰している。東京オリンピックの影響で札幌も足りるかわからない。

高騰も続いているのに秋本市長は何もしない。 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・国際化と街の活性化が図れる。 

・多くの外国人との親睦が図れる。 

・国際交流が進む。 

・消費が多くなる。 

・各スポーツで関心が湧く。 

・経済効果が期待できる。 

・東京 2020年オリパラを参考にしたら競技施設などのバリアフリー化となる。 

・中央区の不動産投資は活発になる。施設を新設しなければ「負の遺産」になるリスクは少ない。 

 

■開催後の利点 

・特に JR や古い建物が改築のチャンスが得られる。 

・障がい者、子ども等すべての市民が利用しやすい交通・建物が出来る。 

・パラリンピック開催でユニバーサル化が進む。残る。 

・観光業がもっと活発になる。 

 

■大会中の課題 

・ボランティアは確保できるのか。 

・ホテルが足りない。 

・宿泊施設のユニバーサルルームの不足が起きる。 

・施設のユニバーサル化が、どれほど価格がかかるのか。財政が不安になる。 

・長野県の施設の費用はどうなるのか心配である。 
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○アイデア 

・経済効果と財政負担の説明が大切だ。 

 

■開催後の課題 

・不動産投資が活発になるので高い宅地となる。 

・開催時にスクラップ・アントビルトをしないのでロンドンの事例どおり土地がねくずれている。 

・大会のみの福祉の街づくりで終わらなければいいと思う。 

 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

・無人の除雪車が動いている。 

・AI の活性化によって車、介護等が自動化する。 

・特に冬のスポーツを通じて人のつながりがある。 

・近代的未来都市になっている。 

・各国の観光客でいっぱいになっている。 

・便利な交通都市になっている。 

・人間らしいコミュニケーションがある街になる。 

・スマートフォン等の情報機器と連携のとれた「まち」になる。 

・白石区にもホテルを作る。 

・子どもの医療所を作る。 

・北広島市から札幌ドームへ年 10から 20回くらいファイターズの試合を誘致する。 

・移住者用に宅地を増やす。 

・安い宅地をたくさん出す。 

・札幌ドームの社員・役員を減らす。 

・人口減少が止まり、少しでも増える。 

・新幹線開通。冬季オリンピックの成功でより充実した都市になっている。 

・パラアスリートでけではなく、すべての障がい者がどこにでもいる状況になる。 

・多種多様な人たちが尊厳と人権が保障され、様々な所で活躍している。 
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３）C グループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・小中学生の子ども達にスポーツの意義を知ってもらい、希望を持って活動することとその指導者

を養成していきたい。 

・老朽化している施設の整備が進む。 

・経済効果がある。 

・市の活性化を図れる。 

 

■どちらとも言えない 

・提案されているものがまだトータルで分からない。 

・収支バランスに疑問を感じる。 

・税金が高くなっては困る。 

・市民生活に不安を感じる。 

・オリンピックはもっと北海道で盛り上げるべきなので札幌市だけでは効果がない。 

 

■効果がない 

・記載なし 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・外国人と交流できる。 

・選手に会える。 

・冬季スポーツ（スキー、ボードなど）の選手が生まれる。 

・経済を少し上げれる。 

・パブリックビューなどの進歩が考えられる。 

・観光客が増える。 

・交通インフラの整備が進む。 

 

■開催後の利点 

・新しい施設が使用出来る。 

・冬季スポーツ人口が増える。 

・インフラが現在より良くなり便利になる。 

 

■大会中の課題 

・前提のイメージが沸かない。 

・交通渋滞が起きる。 
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・雪まつりとの兼ね合い。 

・運営・整備などの人員は不足しないか。 

・2030 年の高齢化はどうなっているか。 

・冬季交通の確保ができるのか。 

・警備員・ボランティアの確保は出来るのか。 

・冬期間の大会による市民生活は除雪などの整備が必要である。 

○アイデア 

・SNS が発達しているので各施設を通して SNSを連絡として使う。 

・オリンピックの VR観戦が出来るようしてはどうだろう。 

・ボランティアを活用すると経費も削減される。 

 

■開催後の課題 

・マイナースポーツ施設の活用が課題になる。 

○アイデア 

・冬季大会後も市としての予算を、ふるさと税をあててはどうだろうか。 

・前回のオリンピック後の札幌の交通が良くなったので今後も期待している。 

 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

・オリンピックにより選手村がその後も住民に利用していけるようになる。 

・外国人移住者の増加が起きる。 

・東京のまねではなく札幌としてのオリンピックが開ける。 

・ドローン輸送が進む。 

・新幹線が札幌まで来るので便利になる。 

・札幌ドームの活用の活性化が起きる。 

・コンパクトシティの再生が起きる。 

・増税される。 

・札幌の人口が増える。他都市は減少し、差が出来る。 

・災害に強い街になる。 
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４）D グループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・記載なし 

 

■どちらとも言えない 

・記載なし 

 

■効果がない 

・記載なし 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・バリアフリートイレが出来る。 

・パラリンピックの開催で街並み全体が優しくなる。 

・表示方法が障害のある人でも分かりやすくなる。 

・バリアフリー化に期待している。 

・老朽化した設備の更新がされる。 

・オリンピックを開催するにあたり、街の除雪が整備され、大会中の交番・警備が回ると思う。 

・道路の整備が進む。 

・除雪が進む。 

 

■開催後の利点 

・IOC 等の資金で街の更新が出来る。 

 

■大会中の課題 

・パラリンピックの競技場がどうなっているのかわからない。 

・財源が予算内で済むことが前提である。 

・選手が能力をフルに発揮できる会場、選手第一の会場づくりが出来るのか。 

○アイデア 

・当事者目線の街づくりをする。 

・新施設を造らない。 

・街づくりは 10 年スパンでは短い。景観は変わらない。 

・交通渋滞の対策をする。 

・主要道路ではなく、サブ道路を関係者専用で一時的に使う。 

・実際に使ってもらえるよう PR する。 
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■開催後の課題 

・選手の育成をする。 

 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

・自動運転によってバスが増加する。 

・地震、停電といった災害に強い街になる。 

・何度も来たい街。 

・人の優しさが維持されている。 

・利便性が良い。 

・光ファイバー、5G、Wi-fiなどネットワークの整備がされる。 

・通信インフラの容量が拡大する。 

・みんなが笑顔になれる街になる。 

・少子高齢化への取組で世界最先端の街になる。 

・語学ボランティアが増える。 

・電柱を埋める。 

・文化と保存の両立が進む。 

・美しい町になる。 
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５）E グループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・街が活気づく。 

・交通機関の整備が進む。 

・子どもに夢を与える。 

・開催によりウィンタースポーツに興味が湧く。 

・観光客が増える。 

・障がいのある人が安心して快適に住める街にしてもらえる。 

・なんとなくよくなって欲しいと思った。 

・地元開催で地域が盛り上がる。 

・青少年の健全育成に繋がる。 

・公共交通インフラなどの充実が図られる。 

・子どもたちの希望につなげる。健全育成になる。 

・インフラの整備などにより住みやすい街になる可能性が高い。 

 

■どちらとも言えない 

・記載なし 

 

■効果がない 

・オリンピックやパラリンピックは一部の選手にしか意思が無く、多くの一般市民には何のメリッ

トが無く、負担だけ押し付けられることになるため。 

・経費が大きい。 

・少数しか影響がない。 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・経済効果が増す。 

・観光客が増えることで経済が潤う。 

・世界のオリンピック関係者と触れ合える。 

・ボランティア精神が生まれる。 

・観光の点で活気が生まれる。 

・国際化が生まれる。 

・経済効果が生まれる。 

・ボランティア精神の醸成が図れる。 

・バリアフリー化が進む。 

・スポーツ関係者は盛り上がるかもしれない。 
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・子どもが「夢」を抱く効果はあるかもしれない。 

・観光客が来てホテル業界はもうかるだろう。 

・期間中、たくさんの人が来ることで街の元気が出る。 

・ごみの焼却の問題が出る。 

・トイレの設置が問題になる。 

 

■開催後の利点 

・施設の有効活用が図られる。 

・子ども達にたくさんスポーツを体験させられる場が増えるのではないか。 

・冬季だけではないスポーツへの興味や活動が生まれる。 

・スポーツに関心が生まれる。 

・有形(建物)、無形(文化・歌)が残る。 

 

■大会中の課題 

・費用の償却に年月がかかりすぎる。 

・異文化に触れた治安悪化が心配だ。 

・コストが増すことで税金が増えないか心配だ。 

・コストが予算に収まらないのではないか。 

・日本文化になじめない観光客がいるのではないか。 

・不特定多数の人たちの来札による治安への不安がある。 

・雪などによる交通渋滞が起きる。 

・市民生活に影響が出る。 

・公共機関に降雪などの悪影響が出る。 

・宿泊施設は足りるのか。 

・治安が悪くなる。 

○アイデア 

・選手村は個別で作るべきで。 

・開催時の金銭利益を市民に回す。 

・公営住宅として選手村を利用する。 

・税金を使わず、募金、スポンサーのみで行う。 

・説明会、質疑応答、住民投票を行う。 

・市民に負担をかけないように全ての費用を募金とスポンサーの広告料でまかなうべき。まず開催

ありきではなく説明会を行うべき。住民投票を行うべき。 

・施設の維持・管理に税金を投入するべきではない。 

・多額の開催費用が借金として市民一人 1人に負担として残ってしまう可能性がある。 

 

■開催後の課題 

・施設の維持管理費の増加。 



 

332 

 

・建物の維持・管理費が残る。 

・施設の管理費が増加する。 

・設備の維持管理に対する不安がある。 

・子孫への負債が残る。 

・観光客の泊まるところがなくなる 

・競技上場・選手村の維持・管理が困難である。 

・選手村の宿泊施設を公営住宅にして低所得者に貸す。 

・大会で税金を投入するのではなく、逆に利益を出し、それを市民に給付金として配る。 

 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

・新幹線の利用客が増えて、交通機関も充実して赤字路線がなくなる。 

・子どもや障がい者の方に優しい町になる。 

・緑が多い街。 

・札幌駅北側に緑のベルト地帯が出来る。 

・除排雪に悩まない冬が来る整備された町になる。 

・雪不足で雪まつりがピンチになる。 

・北海道野菜の飛行機での直送化が一般化する。 

・都市一極集中が進む。 

・雪と共存している社会として発信。 

・食料の地産地消を進める。 

・食の安全が確立している街になる。 

・国際化が進んだ街になる。 

・道都として開催にふさわしい健康都市になる。 

・少子高齢化が進む国際都市になる。 

・バリアフリーで安心安全な街になる。 

・新しい産業が札幌で生まれ、多くの仕事が回っていくようになればいい。 

・出生率が下がる。 

・人口減少が起きる。 

・夕張のように財政破綻する。 

・生き地獄のような社会になる。 

・暗い未来になる。 

・札幌市民ファーストであってほしい。 

  



 

333 

 

６）F グループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・なぜ賛否を聞かないのか。立ち位置がわかると説得しやすい。 

・金額は考えず、他都市でも楽しい。 

 

■どちらとも言えない 

・「まちづくり」は常に行うべき。オリンピックの時だけではない。五輪を理由にするのは行政の不

策か。 

・開催可能と市が減少する。IOC からの依頼があれば札幌でも良い。 

 

■効果がない 

・記載なし 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・経済効果がある。外国人が沢山来日して、札幌の経済が発達するから。 

・バリアフリーの推進。 

・施設も心もバリアフリーを促進してほしい。 

・点字ブロックが雪の上に隠れている現状がる。 

・物理、精神共にバリアフリーには効果ありと思う一方、観光公害・費用の問題でマイナスになるの

ではないか。 

 

■開催後の利点 

・まちの再整備 ハード面ではまちが、整備され、効果はある。ソフト面では札幌市はまちづくりの

土台が未熟に感じるので、この基盤をつくることが出来れば良い。 

 

■大会中の課題 

・ゴミが増える。 

・治安が悪くなる。 

・財政負担 良い効果となるか悪い効果となるか、現段階での判断が出来ないが、費用は大きいので

効果がある。 

・バスの路線が少なくなっている。地下鉄を延伸してほしい。 

・もみじ台まで地下鉄を延伸してほしい。 

・民泊に不安を感じる。 

・施設のキャパシティは足りるのか。アジア大会の際、学生のスキー学習の時バスがない、スキー場

が混むことがあった。 
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・丘珠空港の活用が求められる。千歳空港では飛行機が渋滞しておりられない。 

・人が増加したときの対応ができるのか。 

・アクセスが悪い。 

・会場が遠くて市民がオリンピック自体を身近に感じない。 

・バスなどのキャパシティは足りるのか。 

・もっと身近な所でオリンピックを感じられるようにしてほしい。会場が遠い。 

・市民生活が不自由になる 

・市民生活に影響が出る。 

・交通渋滞が起きる。 

・ゴミが増える。 

 

■開催後の課題 

・大会後行政サービスがなくなるなど市民の負担がある。 

・体育施設をもっと使いやすく。冬季、体育館は混む。 

・高校生の利用料無料にする。 

・オリンピックが無くてもまちづくりはしなくてはならない。 

・除雪が不安だ。 

・負のレガシーを残さずにいられるか。 

・恵庭岳の傷跡はあのままでよいのか。 

○アイデア 

・体育施設をもっと使いやすく。冬季、体育館は混む。 

・高校生の利用料無料にする。 

・夏もスポーツ振興をする。ウィンタースポーツばかりに力を入れないで欲しい。全天候型テニスコ

ートなど冬にスポーツができるようにしてほしい。 

・夏の五輪の呼び水になれば良い。 

 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

・小中学生のスポーツ能力を上げる。 

・交通システムの向上がなされている。 

・自動車の自動運転技術が一般化している。 

・地下鉄の乗換が大通駅以外に増える。 

・地下鉄の環状線化がなされている。 

・無事故へ向けた安全の為の技術、システムが向上している。 

・もみじ台へ市庁舎移転。 

・地下鉄が延伸する。 

・南区あたりの山に空港を作って地下鉄とアクセスできるようになる。 

・路面で転ばないよう、滑らない路面を開発している。 
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・熊を警戒しなくてよい、安心して住める街になる。 

・初恋が何度もできるまちになる。 

・財政が市民に回る街になる。 

・天候を制御して降雪を自由に扱える。 

・都心の容積率を下げて、人口密度集中を回避する。 

・北海道を独立して札幌が首都になる。 

・手話などを習う機会がある街になる。 

・図書館が充実する。 
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７）G グループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・ハード面・ソフト面が大きく整備される。 

・都市の活性化がされる。 

・冬の道路整備が進む。 

・都市の再開発が進む。 

・札幌が生き返る。 

 

■どちらとも言えない 

・人口と費用の関係を考えてほしい。 

・前回以上のものを望みにくい。 

・前回の施設が負の遺産になっているものがある。 

・終わったあとの活用する考えが見えない。 

・大きな施設が有効活用されるのか分からない。 

・課題がまだ見えない。 

 

■効果がない 

・記載なし 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・ボランティアの経験をすることも子どもたちにとっていいことである。 

・ウィンタースポーツを始めるきっかけになる。 

・子どもたちをワクワクさせる。 

・ロボットや AI 活用するのが良い。 

・感動を伝えられる。 

・将来の子ども達の遺産づくり。 

・世界から札幌を評価される機会。新しい観光資源になる。 

・新しいソフト面の導入とその後も活用していく。 

 

■開催後の利点 

・人口減少を考えるとなるべく早くしないといけない。 

・スポーツ人口が増える。 

 

■大会中の課題 

・札幌市を考えたときオリンピックの利点をアピールするべきだ。 

・オリンピックをやることが札幌の利点になることを発信するべき。 
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・手稲山の負の遺産を壊せばよかった。 

■開催後の課題 

・人を募集するのが心配である。ボランティアとして集めるのか。 

・リージュとボブスレー会場以外は使われていない。 

 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

・雪が減るとウィンタースポーツが困る。 

・10 年後の雪は減る予測である。 

・除雪機能の向上で夏と同じような交通状態になる。 

・渋滞予測システムが向上する。 

・20 階建てのマンションが沢山建つ。 

・オリンピックの前にやることがある。 

・ウィンタースポーツ人口が減る。 

・市民の首を絞めるのが雪である。 

・苦情の一位が雪である。 

・目の前の問題が解決していないのにオリンピックが出来るのか。 

・町内会はどんどん困難な状況だ。 

・パートナーシップをやらなくなる街づくり。 

・市民の希望。 

・まだまだ情報が足りない。 

・札幌ドームを残せなかったのが残念だ。 

・情報が足りないため、何がどうなっているのか分からない。 

・行政が動くのは市民の声が盛り上がってからでよい。 

・情報をどんどん発信してほしい。 
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８）H グループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・オリンピックを理由にインフラが整備される。 

・オリンピック開催により外国人観光客が増える。外国人観光客に対する街づくりが活発になる。 

・オリンピック開催によって観光客が増加し、景気も良くなる。 

 

■どちらとも言えない 

・区間・区内の格差が生じてしまうのであるなしは半々でよいと思う。 

・オリンピック前提ではないのか。清田区、東区の現状等では判断が端から無い。 

・オリンピックと街づくりは別物だ。 

 

■効果がない 

・記載なし 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・観光客が増えるとが経済活性化する。 

・競技場や中心部のホテル周辺は恩恵がある。 

・施設のリニューアルによって地元企業も潤う。 

・地元企業が改修で関わってお金が地元に落ちるのならよい。 

・既存施設の活用は良い。 

・老朽化した施設などもリニューアルが良いタイミングだ。 

・どうせ直すならオリンピックの時に直す方が良い。 

 

■開催後の利点 

・ウィンタースポーツの街へ。ブランド化する。 

・グローバル化。 

・グローバル化が進む。 

・日本の誤解されているイメージを払拭できる。 

・看板等の多言語対応が進み、観光しやすい。外国人が住みやすい街になる。 

 

■大会中の課題 

・冬道での車椅子の方に向けたバリアフリー化は大丈夫なのか。 

・財政負担。 

・お金がかかる財政負担が不安。 

・東京は当初の予算を大きく超えている。 
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・白石区としては前回ほどのインフラ面の貢献はないと思う。 

・市民ボランティア 

・市民ボランティアは集まるのか。 

・障がいを持っている方へのボランティアは誰でも出来るわけじゃない。 

・ボランティアしたい市民が資格を取りやすいような、学べる機会が必要だ。 

 

■開催後の課題 

・施設の有効活用方法を具体的に考えるべきだ。 

○アイデア 

・招致を考えるにあたって。 

・オリンピックを行うとまちがよくなる、というつなげ方は違うと思う。 

・オリンピックはあってもなくても街づくりを進めていかなくてはならない。 

 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

・雇用経済はいくらかけていくらリターンがあるのか。 

・外国人が住みやすい。 

・外国人が暮らしやすい街になる。 

・外国に優しい町になる。 

・働く工場があつたり、暮らしやすい環境になると良い。 

・暮らし。 

・少子化が進む中で暮らしが大切だ。 

・生活しやすいまちになる。 

・バリアフリーは必要だ。 

・市内でも中心部は栄えていても、一方人口減少で衰退する地域も増えるのではないか。 

・新幹線が増えると人口減少も少し食い止められるのではないか。 

・人口減っているのに新しいマンションが増えている。 
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【手稲区】 

１）A グループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・具体的なきっかけになる。 

・街の整備開発の大きなきっかけになり得る。 

・青少年への教育的効果が期待できる。 

・経済効果があがる。 

・1972 年からインフラが良くなっている。2019 年から 2030 年へもっともっとインフラが変わる。 

・経済が潤うから。1972 年の時、地下鉄や地下鉄街が出来て街が大きくなったように次回も期待で

きると思う。 

・西宮の沢と手稲が地下鉄で繋がると観光客が楽になる。道路整備と地下鉄を求める。 

・外国人観光客の来札で活気が出る。 

・以前の冬季オリンピックのとき、いろいろな工事が発注されて町全体に活気が感じられた。 

・生の感動が見れる。 

 

■どちらとも言えない 

・すでにかなりまちづくりされている。 

 

■効果がない 

・インフラ・交通整備の改修は必要性があるのか。 

・インフラ整備が行われない(有形レガシーが出来ない)と効果は出ないがは未来に生きる有形レガ

シーが出来れば効果は出る。 

・「国際化」や世界に目を向けることは、オリパラをしなくても今やネットで出来る。海外だけでは

なく高齢化が進行している。日本人が大会後来て楽しめる街にしてほしい。 

・子どものウィンタースポーツ離れが起きている。 

・国際化はネットで十分である。 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・合宿地での交流が起きる。 

・環境の授業の題材になる。 

・地元の子ども達が生でオリンピックを見ることでウィンタースポーツのファンが増える。 

 

■開催後の利点 

・教育の改革が起きる。 

・施設を整えることで経済効果が生まれる。 

■大会中の課題 
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・ウィンタースポーツの推進が足りない。 

・ボランティアの育成が必要だ。 

・環境への配慮が求められる。 

・交通機関 

・経費はどうなるのか。 

・削減によるデメリットが起きる。 

・空港の整備が進む。 

○アイデア 

・公共機関といった施設を整える。 

・スポーツに興味がない人はクリーンエネルギー開発について考えてもらうきっかけにする。 

 

■開催後の課題 

・記載なし 

 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

・札幌の農業を盛んにする。 

・札幌でフィギュアスケートの世界選手権 GPFが開催される。 

・ソーラーパネルや風車といったクリーンエネルギーで発電する街になる。 

・交通は自家用車が少なく、バスなどが多くなってほしい。 

・今までであまり開発されない街であってほしい。 

・温泉地へのアクセスが出来る。 

・農業が盛んで時給も出来る。 

・すべての電力がクリーンエネルギーになる。 

・東京・大阪に本社がある企業、店、支店が今よりもっと増えている。 

・広い雪道(融雪溝の整備、電柱の無い)を持つ札幌になる。 

・札幌の PR。 

・どんなに雪が降っても高齢者・障がい者が快適である。 

・バリアフリー先進都市になる。 

・自ら動けるボランティア都市になる。 

・環境にやさしい交通 

・市内に空港が出来る。 

・市内を地下鉄で結ぶ。 

・空港からすぐ街へ行ける。 

・雪道でも使える自動運転車が走り回る。 

・交通は自家用車が少なく、バスなどが多くなってほしい。 

・今のままであまり開発されない街であってほしい。  
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２）B グループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・効果はあると思うが、大会終了後の施設の利用方法はどうするのか。 

・北海道として開催することが必要だ。オリンピックは一番効果がある。 

・手稲区に競技施設がない。効果はあると思うが、地下鉄などインフラ整備が考えられていない。 

・スポーツを新しく始める子どもや若者にオリンピックに倣っていろいろな希望が持てる。 

 

■どちらとも言えない 

・施設・交通網の充実が図られる。 

・若い人たちがもっと活性化しようとする気持ちを持つべきだ。 

・町づくりというが、お祭りを招致するのではなく、人口減少社会に向けた地に足のついた施策を講

じるべきだ。 

 

■効果がない 

・開催してみないと結局経費が分からない。値段のわからないものを買うのと同じ。 

・日ハムが札幌ドームから撤退し、36億円の設備が 18億円に半減するとのこと。スポーツ行政の失

敗をオリンピックで補うのはいかがなものか。 

・ﾛｰﾌﾟｳｪｲ事故、胆振東部地震の液状化対策、新幹線重金属揚土問題、五輪の他やるべきことがたく

さんある。経済効果も藁をつかむようなものだ。収益が足りない場合の穴埋めはどうするのか。 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・青少年育成に関わり、夢を持たせることが出来る。 

・観光都市(道)として街づくりをしていくことが不可欠だ。 

・アスリートを育成する施設、NTC の早期実現が可能になる。 

・11 年後になればその間に学生や若い人の心がボランティアや札幌への思いが高まる。 

・施策によって人と街が活性化する。 

・心、気持ち、精神面が希望になる。 

・大会自体若者になってもらう。 

・立地は手稲で大会を開催する。 

・オリンピックをきっかけに子どもがスポーツに馴染む空気を作る。 

  

■開催後の利点 

・記載なし 

 

■大会中の課題 
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・夢では生きていけない。生活が苦しいのに五輪へ配る気を払う余裕がない。 

・開催都市の分散化をするのか否か。 

・雇用の創出といっても一過性のもの。永続的ではない上に一般人に恩恵があるとも思えない。 

・費用の問題がある。 

○アイデア 

・地下鉄の延伸などの交通網の充実を図る。 

・費用対策が十分か検討する。 

・他にやるべきことがある。 

 

■開催後の課題 

○アイデア 

・各区にバランスの良い施設配分で市民生活に活用する。 

・レガシーを忘れない。存続させる。 

・たくさんの青少年が身近な施設で学ぶ機会を得る。 

 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

・オリンピック種目のスポーツ強化の場所が増えていろいろなスポーツが出来るチャンスが多くな

る。 

・インバウンドによる効果で経済効果が左右されすぎる。 

・女性(老女)中心の社会になりつつある。 

・交通網はもっと充実する。 

・年齢がもっと高くなる。 

・公共交通が細って移動に困難をきたす。 

・手稲区人口減に備え新しいまちづくりをビジョンにする。 

・少子化による老人社会になる。 

・年金が減少し、生活保護世帯が増える。 

・移民が大量に入ってくる一方で AIによる人余りが起こる。その結果賃金が下がり、庶民の生活が

苦しくなる。 

・食料自給率が下がり、外国産の遺伝子組換え作物、ゲノム食品に溢れ、健康が脅かされる。 

・空き家が増加する。 
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３）C グループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・観光地のさらなる周辺施設の整備が充実する。 

・冬季の交通が便利になる。交通弱者に優しくなる。 

・オリンピックを境に施設が改善される。 

・札幌市、北海道が国際的に有名になり、観光に対する効果がある。 

・古くなった公共の住宅などが整理され、街がより近代的になる。 

 

■どちらとも言えない 

・費用対効果はどの程度あるのか。 

・経費の考え方が良くわからない。 

・費用対効果の具体的なビジョンがわからない。 

・交通整備への経費はどの程度を見込んでいるのか。 

・再開発はできるがそれにかかる費用とその後の活用の見通しがわからない。 

・手稲に人が来ない。 

・オリンピックをやらないと街の整備は進まないのか。オリンピックにかけるお金で整備したほう

がよいのではないか。 

・オリンピックをやっても手稲山には人は来ない。整備されている札幌を代表する山なんてあるの

か。 

 

■効果がない 

・記載なし 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・近いため見に行ける。 

・競技の人口が増える。 

・経済効果。 

・綺麗な札幌を PR 出来る。 

・競技の人口が増える。 

・成功できるかは札幌の運営次第だ。 

・人がたくさん来るので儲かる会社はある。 

・地元だから見に行けるかもしれない。 

・直接・間接の経済効果がある。 

・観光客が増える。経済効果が出る。 

・街が活気づく。市民の子ども達のボランティアなどの教育効果がある。 
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■開催後の利点 

・選手村を公営住宅として活用できる。 

・施設の利活用の場が増える。 

・おそらく子どもたちはウィンタースポーツをやりたくなって盛り上がる。 

・札幌が今より有名になる。 

・アイスアリーナがおそらく新しくなってまたずっと使える。 

・パラリンピックによる障碍者への対応が変わる。 

 

■大会中の課題 

・交通機関が混んで大変になる。 

・治安が悪くなる。 

・長期にわたるスポーツ人材の育成が間に合うのか。 

・子どものウィンタースポーツの機会損失が起きている。 

 

■開催後の課題 

・維持費がかかる。 

・バリアフリーの設備費がかかる。 

・業者が施設を使うかわからない。 

・施設の維持が大変だ。 

・スポーツが盛り上がると親はお金がかかる。 

・市内小学校のスキー授業の普及と子ども達のウィンタースポーツへの関心の高さを維持できるの

か。 

・子どもたちがスキー等にたくさん行きたがると親は金がかかって大変だ。 

・手稲山の五輪の建物みたいなボロボロになって朽ち果てていく建物ができそうだ。 

・もしお金を使いすぎてしまったらその後の市でやらなくてはいけない行事にお金を使えなくなる。 

・税金収入が下がる。 

・高齢化の中でどうして今オリンピックをやるのか。 

 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

・交通の便利がいい場所にある広場が減って、市民のための地域行事がどんどん減ると思う。 

・街は空き家が増えて、子どももすごく少なくなって寂しくなってくる。 

・公園が多い街になる。 

・カップルに優しい町になる。 

・子どもが育てやすい街になる。 

・育児体制が整っている。 

・手稲区に地下鉄が延びる。 
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・手稲区の居住エリアが広がる。 

・バリアフリー他が進む。 

・タクシーが自動化する。 

・航空施設がうまく利活用される。 

・人が呼び込めるおしゃれな街になる。 

・サンタクロースが出てきそうな町になる。 

・コミュニケーションが多い町になる。 

・手を入れて地域を活かせる街になる。 

・除雪体制の質が向上する。 

・「キレイな街 札幌」がもっと普及する。 
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４）D グループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・記載なし 

 

■どちらとも言えない 

・記載なし 

 

■効果がない 

・記載なし 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・スポーツの感動を身近に感じられる。 

・スポーツを気軽に見に行ける。 

・外国人が来て不便をかけない国・まちになる。 

・パラスポーツに触れる機会が増加する。ボッチャが結構楽しい。 

 

■開催後の利点 

・子どもが札幌を好きになるきっかけになる。 

・手稲まで地下鉄が延伸する。 

・道路の拡幅が期待できる。 

 

■大会中の課題 

・手稲と新千歳間の快速エアポートが常に混雑している。 

・点字が少ない。冬でも路面を歩きたい。 

・パラリンピック教育普及を目指しているが、学校の現場では教材が活用されている。 

・会場まで交通手段、バスが出ているのか。 

・車がないと行けない。車があっても渋滞が心配だ。 

・手話、点字、車椅子に関わるボランティアの専門性を身につけるために研修が必要。しかし日中働

いていると参加できない曜日が多い。 

・参加出来る事に意義があると言いがち。メダリストだけが注目される実態がある。 

○アイデア 

・手稲と新千歳間の快速エアポートを増便してほしい。 

・札幌ではなく長野、ニセコ、帯広で実施する。施設改修はどこが金額を出すのか。札幌が出すのは

納得がいかない。 

 

■開催後の課題 
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・大会後の施設。 

・大回転、ボブスレー、リージュ、使った後がかわいそう。 

・放置されている半壊したオリンピックハウスのようになるのか。 

・パラの種目が良くわからない。障がい者ならではの冬季種目を作るべきだ。 

 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

・手稲本町がもっと盛り上がる。 

・アイヌ文化、北海道の発信が進む。 

・自然との共存が進む。 

・劇場公演が増加する。 

・駅に近い飲食店が増加する。 

・エンタメにお金を払う文化になる。 

・障がいのある人もない人もスポーツを通じて仲良くなれる街になる。 

・一過性にならないための雪道の除雪や排雪による交通渋滞緩和が進む。 

・冬に子どもが遊べるような場所が増加する。 

・冬靴をはかずに歩ける街になる。 

・冬になると出かけやすくなる場所やちょっと汗をかける場所とみどりのある場所が増加する。 

・地下鉄と同じくらい地下のある緑のあるコースを宮の沢まで走れるようになる。 

・夏でも手稲プールしかない。  
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５）E グループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・前回の開催も含めて札幌をさらにアピールできる。パラに対する理解も深まる。 

・パラについても社会福祉の改善にもつながる。 

・発展のよいきっかけになるのではいか。おもてなしの改善へつなげる。 

 

■どちらとも言えない 

・オリンピックの効果で経済が発達しているのかが分からない。実感がない。 

・1972 年の札幌開催を体験していないので実感がわかない。 

・札幌市開催なのに道内他地域、他県にまたがることになるのではないか。 

・オリンピックの効果で経済が発展しているのかが分からない。実感がない。 

 

■効果がない 

・施設の更新はオリパラが無くてもやるべきではないのか。 

・タイミング的に前回大会は経済成長につながったが、今後は特に必要ないのではないか。 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・来札者が増えて経済効果が上がる。 

 

■開催後の利点 

・記載なし 

 

■大会中の課題 

・札幌だけでボランティアを集めるのは大変でないか。 

・自然破壊につながらないように気を付けたい。 

・ボランティアの寒さ対策を考えるべきだ。 

・ウェアの配布をするのだろうか。すべてのボランティアに配布するのはもったいない。 

・スポンサーの飲み物しかだめ、などということはよくないのではないか。 

・交通機関が少ない。 

・地下鉄頼みの交通機関だと不安だ。 

・路面の整備、除雪にお金がかかる。 

・本当にお金をかけずにできるのか。本当に施設を新設しなくて良いのか。思ったより費用がかさむ

のではないか。 

○アイデア 

・「札幌」オリンピックではなく、北海道としてのオリパラの方が協力を得られる。全道からボラン
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ティアを募り、皆でやる方が良いのではないのか。 

・全道から他のまちも PR出来る場になるとよい。 

・札幌から全道にも人を動かす仕組みがあるとよい。全道に人の流れを普及させる。 

・バスを利活用する必要がある。 

 

■開催後の課題 

○アイデア 

・真駒内の選手村のように転用を続けていけると良い。 

・何十年というスパンで考えていく必要がある。 

・障がい者の方が道路やホテルなど住みやすい街になるきっかけになると良い。 

・オリパラをきっかけに継続して観光客が来るような仕組みを作りたい。  

 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

・雪道の上で移動できる車椅子が走っている。  



 

351 

 

６）F グループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・記載なし 

 

■どちらとも言えない 

・冬のスポーツ スキーの大きい活躍を期待する。 

・設備の整備は進むと思うが消費税が 10%になったので防災、福祉、教育の面の予算は減るのではな

いか。 

 

■効果がない 

・なぜ札幌でオリンピックを開催するのか不明。 

・現状のオリンピック(IOC)の体制では 1972 年時の盛り上がりは期待できない。 

・インフラ整備を伴わない開催は経済効果が限定的だ。 

・札幌市の冬季スポーツ教育への取組がひどい。 

・これから人口が少なくなるので既存の物の使用の必要が少ないと思う 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・ブランド化できる。 

・スポーツ施設のインフラ整備が進む。 

・安価に使えるウィンタースポーツ施設が出来る。 

・人が集まる。 

・外国の人が多く来て利益が発生することを望む。 

・国際交流や商売の機会が増える。 

・短期間ではあるが、観戦客が来る。 

・観光客が増える。 

・オリンピックムーブメントを実現できる。 

 

■開催後の利点 

・継続的に観光客が来る。 

・冬季スポーツを市民が皆親しんでいる。市民が手軽に楽しめる冬のスポーツ施設が多くなる。 

 

■大会中の課題 

・小学校でもスキー授業の機会が減った。 

・スポーツ選手育成の詳細が見えない。 

・札幌市から選手を出したいが、ウィンタースポーツをやっている大学がない。 
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・わくわく感が無い。 

・札幌市が立候補していることを誰も知らない。 

・1972 年の焼き直しでいいのか。インフラも維持していてよいのか。 

・施設の使用後どう使われるか計画が足りない。 

・国会議員が理解を示しもっと協力体制を強くアピールする。 

○アイデア 

・IOC へ物を言う。 

・開催しやすい枠組みにする。 

・市民みんなが大会に関われるようにしてほしい。 

・市民参加のイベントにしたい。(オリンピックまんじゅう) 

 

■開催後の課題 

・安く手軽にウィンタースポーツを楽しめないのか。 

・具体的な街づくりをするべきだ。インフラ整備、戦略的都市開発が見えてこない。 

・札幌市民がボランティアなど参加できる行事を多くしてもらいたい。 

○アイデア 

・冬季スポーツ教育の充実をする。 

・大学や社会人のウィンタースポーツチームをもっと作る。 

・ウィンタースポーツのクラブチームを作る。 

 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

・健康で文化的な生活ができる街づくりをする。 

・実は障がい者スポーツが老人スポーツ振興に繋がる。 

・健康が一番老年になると遠のくので市民の安否確認をする。 

・高齢者の人口が 40%近くになる。健康寿命を延ばすため気軽に使える料金の施設が必要になる。 

・効率より特養ホームの基準を低くして増やしている。 

・もっと観光都市になる。 

・除雪が心配いらない街になる。 

・全額札幌市が経費を負担する除雪体制を進める。 

・在宅医療が一般的になる。 

・ワクワクする夢が出てこない。 

・豊かな老人ホームが出来る。ドリームビーチ横の原野にオリンピックパークが作られる。 

・無駄な経費は使っちゃいけないが、有益な経費は使う町 

・このような絵でまとめようということが不誠実。 

・具体的なオリンピックの案を基に考えたい。 
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７）G グループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・トップアスリートのプレーを身近に見ることが出来る。4年に 1度テレビで見るのではなく一生に

2 度生で見ることが出来る。 

・オリンピックを行うことで札幌市としての組織力を高めるとともに市民の興味と関心を高めるこ

とが出来る。ひいては市民としての意識を高めることが出来る。 

・児童生徒の国際交流の興味や関心を高めることが出来る。また、そのような場になりうる。 

・メダルが輝きました。優勝を目指します。 

 

■どちらとも言えない 

・道路の雪の問題がる。 

・施設の活用も出るが、費用も増える。 

・発展するところとしないところの差が出てくる。 

・街の格差が出来る。 

・効果はあると思うが、冬季アジアオリンピックのボランティアをした経験は受入側の体制が必要

だと感じる。 

・パラリンピックは一言で言えない課題がありそうだ。 

・市・区全体で効果が無い。 

 

■効果がない 

・記載なし 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・ユニフォームをもらうと記念になる。 

・夢を与える。 

・トップアスリートの競技を直接見れることは生の感動を与える契機になる。 

・年をとっても感動が残る。 

・雪のある環境の意欲的活用が見られる。 

・交通機関が発展する。 

・パラリンピックをより知ることが出来る。 

・子どもたちに夢を与える。 

・冬のオリンピックへ意識を向ける。 

・スポーツ施設が使いやすくなると思う。 

 

■開催後の利点 

・日本と海外の文化の違いを考える機会を作る。 
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■大会中の課題 

・建物は新設するべきだ。 

・冬季の運動の大切さを宣伝するべきだ。現状維持か。 

・市民の意識を高め、理解と協力を通じて開催都市の誇りをもって生活した方が良いのではないか。 

・予算の使い方は透明なのか。 

・外国人の文化を考えられるのか。 

・経費の削減をするべきだ。スタッフ一日だけなのにユニフォーム支給はもったいない。 

・ボランティアを育成できるのか。 

・大会運営従事者の教育が出来るのか。 

・雪の問題(2020 東京は暑さだが)がる。寒さがどれくらいになるのかわからない。 

・選手の宿泊にホテルを使うのは反対だ。海外からの客がホテルを確保できない。 

・安全確保、テロ対策は十分か。 

・一般のホテルだとファンが押し掛ける。 

・転用がきく施設なのか。 

・言語の問題をどのように乗り越えるのか。 

○アイデア 

・言語の問題は AI を使う。 

 

■開催後の課題 

・道路の維持が大変だ。 

・自然を維持したまま競技場所ができるのか。 

・今の真駒内団地の様子を見ると廃れているように見える。選手村を新設するのはもったいない。 

・マイナースポーツの普及と振興を大切にする施設の活用の継続は可能なのか。 

・急激に整備して長く使える拠点があるのか。 

○アイデア 

・スズラン公園で大会が実施されてほしい。 

・チケット代の半額を育成などの使い道を想定した街づくりの寄付にする。 

・選手村に移り住んでもらう。 

・長く使えるように整備・維持も必要だ。 

・大会後にどれだけの人が使うか考えて作る。 

 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

・駐車場の出入口の場所が誕生する。 

・円山動物園の新施設が大きい。 

・バスの遅延がなくなる。 

・滑らない道路の実現する。 

・雪を使った冬のエアコンが生まれる。 
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・200 億円以上もの除雪費を使わなくてもよいまちづくりがされる。 

・排雪の設備が進んでいる。 

・選手村を中心だけではなく分散させる。 

・選手村が災害時の集合場所にも活用される。 

・子どもの声が沢山聞こえるまちづくりをされる。 

・人口増加につながる街になる。 

・施設や道路のバリアフリー化が進む。 

・電車が札幌から全国各地を結ぶ。 

・地下鉄が手稲まで延伸する。 

・歩道が自転車と歩行者とで分離する。 

・渋滞が無くなる。 

・立っているだけで運んでくれる歩く歩道がある。 

・町内会が活性化している。 

・「老人ホーム」という名称ではなく「シニアセンター」という名の退職後に集う場所が生まれる。 

・孤独死が少ない街になる。 

・人口のばらつきが無くなるように地域間のバランスで市に限らず補助を検討する。 
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８）H グループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・インフラや設備が改修され、充実する。 

・子どもたちに夢と希望、感動といった、無形財産を与えられる。 

 

■どちらとも言えない 

・費用対策がはっきりわからない。 

 

■効果がない 

・冬、排雪問題で交通移動が心配。 

・今の子ども達の税負担が重くなる。 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・外国人との交流が生まれる。 

・街が盛り上がる。 

・宿泊・飲食による経済効果が生まれる。 

・ムードが明るくなる。 

 

■開催後の利点 

・マイナースポーツの認知度が上がる。 

・あまりない。 

・新しい施設での市民が利用できる。 

・除雪問題が減るかもしれない。 

・スポーツ振興が進む。青少年のスポーツ振興に繋がる。 

・新しい施設での市民が利用できる。 

・障がい者に対する理解の一層の向上が起きる。 

 

■大会中の課題 

・移動の交通機関は確保できるのか。 

・交通機関の運輸・輸送が企業活動へ影響しないか。 

・札幌大会という題目で他都市での開催はできないのか。 

・チケットの料金が割高になって庶民が楽しめなくなるのではないか。 

・安全面での保障はできるのか。 

・スポンサー資金が集まるのか。 

・競技時間は日本に合わせるべきだ。 
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○アイデア 

・赤字を国が保証する。 

・費用はスポンサーから最大限確保する。 

・タバコの無いオリンピックを継続する。 

・外国からゲストを呼ぶ。 

・ボランティア活動への市民の参加呼びかけをする。 

 

■開催後の課題 

・関連資産の維持管理をしなくてはならない。 

・ホテルが必要以上に増えすぎる。 

・新しい施設の利用者が増える。 

○アイデア 

・行政・市民の負担の明確化する。 

・施設の有効活用策の立案をする。 

・国内の冬季スポーツの誘致をする。 

 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

・新幹線の利用が増え、飛行機の利用が減る。 

・高齢者、障がい者に優しい町になる。 

・電気自動車、ガス自動車の普及が 50%以上になる。 

・手稲は空き地問題が大きな問題になる。 

・少子高齢化で人口が大低減する。 

・ドローンが普及し、自宅に買い物が届くようになる。 

・就職先が札幌なので住み続けることが出来る。 

・札幌に大企業が出来る。 

・冬でも車いすで外出できる。 

・地下鉄網が充実する。 

・街全体をドームで覆う。 

・ごみ問題が解決する。 

・温暖化によって北海道でバナナ、パイナップルが育つなどの食物栽培の変化が起きる。 

・AI の活用による事務職の減少が起きる。 

・発想力が問われるクリエイティブな仕事が増える。 
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【厚別区】 

１）A グループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・記載なし 

 

■どちらとも言えない 

・記載なし 

 

■効果がない 

・記載なし 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・期間中の経済効果がある。 

・まちの再開発が進む。 

・スポーツの振興が図られる。 

・知名度の向上 

・札幌市の知名度が上がり、観光客増加が見込める。 

・札幌の知名度が上がる。 

・再度スキーブームが来て愛好者が増える。 

 

■開催後の利点 

・記載なし 

 

■大会中の課題 

・既にインフラは整備している。 

・1972 年級の充実はないと思います。インフラがほぼ整備されているので。 

・大会開催とまちづくりは相乗効果になるのか。 

・大会の盛り上がりは一過性である。 

・「オリパラ」と「まちづくり」を結び付けるのは難しい。 

・オリパライベントとまちづくりは関係なく。まちづくりは毎日やるべきだ。 

・一過性であり、雇用や人口増加は見込めない。 

・雇用の増加が見込めない。 

・インフラの維持が負担である。 

・インフラ活用の負担が重い。 

・600 億は札幌市にとってどの規模のものなのか。イメージがつかない。市の財政と比較してどれく

らいになるのか。 
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・選手強化に関して課題がある。 

・少子化で国民が期待できる選手強化ができるのか。 

・財政面が不安 

・札幌の雪まつり、オータムフェスト、よさこいといった他のイベントと比較して集客、経済効果を

分析するべきだ。 

・人口減少 

・人口減少で経済圧力が減少する。 

・少子高齢化が進む。 

・長野は市民がいくらか負担している。 

・人口は減少していく。減っていくタイミングがちょうど 2013年だ。財政力が弱いのではないのか。 

・お金をかけるべきところが別にあるのではないか。 

・札幌市が他会場への補助はできないのか。国からの補助は受けられないのか。 

○アイデア 

・利点と欠点から課題を見い出し、小学校のテスト問題になるような安易で稚拙な課題ではなく建

設的な話し合いをするべきだ。 

・反対/賛成/関心がない、それぞれの項目でアンケートを取るべきだ。 

・アンケートを取る場合、年齢に偏りがあると市民全体の意見にならない。 

・ワークショップを開く場合 

・招致するか決めてから利点、課題を聞くべきだ。 

・オリパラを招致するっ前提での議論はおかしい。 

・議題の設置がそもそもおかしい。メリットとデメリットを検討するべきだ。 

 

■開催後の課題 

・記載なし 

 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

・生活視点の街づくりをするべきだ。 

・ユニバーサルデザインが増える。 

・オリパラを招致してまちが発展するという思考は時代遅れではないのか。大きいことが良いこと

だったのは大昔のテーゼだったのではないか。札幌市の目指す街の姿とはどういうものなのか。 

・市電の延伸をする。 

・市営地下鉄と JR の相互乗り入れをこの機会に実践するべきだ。 

・札幌冬ファッションの開発と世界への普及が雇用増加へつながる。 

・バス・除雪車の自動運転技術が進んでいる。 

・住みやすい街になっている。 

・住みやすさと発展は連動しているのか。 

・暮らしの質を向上し、とまちの拡大を図るべきだ。 
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２）B グループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・やらなきゃいけない状況を作るのがオリンピックである。 

・札幌に世界中から人が来る。きっかけとしてオリンピックが大きい。インバウンドが増える。 

・スポーツが盛んになり、健康な市民が増える。 

・交通インフラが良くなり、便利な街になる。 

・身近で世界レベルの競技を体感できることが感動につながる。 

 

■どちらとも言えない 

・整備する経費が本当にあるのか。 

・冬の期間楽しくやれるのか。 

・交通機関の改善費用は高くかかる。 

・パラリンピック選手に対するバリアフリーがちゃんと整備されるのか。 

・大会後の負の遺産が心配だ。 

・外国の例が分からないので不安がある。 

・街づくりや特にバリアフリー化はオリンピックがなくてもしっかりしてもらいたい。 

・東京オリンピックの費用が膨れあがっている。同じことが札幌で起きるのではないか。 

・日常的に整備してほしい。地下鉄やエレベーターの位置など。 

 

■効果がない 

・札幌市の試算が本当なのか。人口減少によって変わるのではないか。 

・長野の事例紹介がないことが気になる。終わった後に市民が活用できることが伝わらなかった。他

の大会で再利用するにも招致活動にコストがかかる。負の遺産が増えるように思える。 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・パラリンピックや冬の競技が身近になる。 

・スポーツをしたい子どもが増える。 

・国際交流が増える。 

・世界が札幌に注目する。 

・インバウンド効果が見込める。 

・世界の文化に触れる機会になる。 

・今のラグビーのように街が盛り上がる。活気がでる。  
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■開催後の利点 

・インフラが良くなる。 

・駅はトイレやエレベーターがバリアフリー化している。 

・スポーツ人口が増え、健康な市民が増える。 

・施設が増え、充実する。 

 

■大会中の課題 

・防犯対策が十分なのか。 

・街が観光客によって汚れないのか。 

・日常生活の移動が困難になる。 

・チカホからホテルに行けるようになる。 

・選手の宿泊所の確保が困難である。 

・まず交通整備が課題である。 

・小学校が閉校しているのに市民生活を優先してよいのか。 

・ボランティアが不足しないのか。 

・ボランティアが集まるのか。 

・交通渋滞の対策が間に合うのか。 

・企業がテレワークの整備を出来るのか。 

・札幌ドームが地下から行けるようになる。 

・外国観光客の宿泊先は足りるのか。 

・既存の施設をどれだけバリアフリーにできるのか。 

・タクシーやバスなどで障がい者の移動がきちんとできるのか。 

○アイデア 

・観光客、選手の宿泊先を民泊にする。 

・テレワークの整備をする。 

・予算の優先順位を変更する。 

・北広島スポーツパークを活用する。 

・バリアフリーの予算を実行化する。 

・全国からボランティアを募集する。 

・全国から募集したボランティアの受入施設を準備する。 

・サービス業ボランティアに市民参加で、一般的な仕事としてはバカンスとして休む。 

 

■開催後の課題 

・予算オーバーすると大変だ。 

・競技人口など少なくなり、使われなくなる施設が出る。 

・会場の活用ができるのかどうか。 

・ホテルが利活用されなくなる。 

○アイデア 



 

362 

 

・投資と考えるか、生かすと考えるか捨てるか、考え方ひとつだと思う。 

③2030 年の札幌のまちの姿 

・観光客に向けたきれいな街づくりをする。 

・人口減少による街の集約化が起きる。 

・高齢化に対応する。 

・冬の活動がしやすい街になる。 

・雪で困っている方が多い。 

・除雪してもらえない雪のせいでマンションへ引っ越す人もいる。 

・地下街が充実する。 

・冷房として雪の活用ができる。 

・歩道、道路の除排雪が完璧になる。 

・不便を感じない公共施設が増える。どんな方でも利便性が良い方が過ごしやすい。 

・子どもがたくさんいる。 

・子どもが安心して住める街になる。 

・子どもを産むことにメリットがある。 

・子どもを産むことにリスクを感じない。 

・安定した仕事がある。 

・3 世代が安心して過ごせる。 

・高齢者に優しい街になる。 

・住む人皆に優しい街になる。 

・バリアフリーの街づくりが起きる。 

・電柱の地中化をする。 

・車いすが動きやすくなる。 

・100%低層バスが走る。 

・子どもの遊び場が増える。 

・保育所がたくさんできる。 
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３）C グループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある  

・経済効果がある。 

・雇用が増える。 

・冬季スポーツに対する関心が強まる。 

・交通インフラや整備なども良くなるが、オリンピックでなくてもよい。 

 

■どちらとも言えない 

・経済効果はあると思うが、負のレガシーや招致に消極的な都市が多い気がする。 

 

■効果がない 

・具体的な効果が見えない。バリアフリー等はオリンピックとは別に出来ないのか。 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・冬季スポーツへの関心が高まる。 

・スキーに取り組む人が増える。 

・異文化との交流が増える。 

 

■開催後の利点 

・観光客が増える。 

 

■大会中の課題 

・試合結果によっては治安が悪化する。 

・外国人がお金を落としやすいインフラ環境を作る。 

・冬季イベントの近郊都市含む影響はどれだけ出るのか。 

・交通網がぜい弱である。 

・バスが足りない。 

・バスがより分かりやすくなる。 

・地下鉄の一部がループ化する。 

・飲食店が満員になる。 

・出張などで宿泊先が足りるのか。 

・通勤に影響する。 

・試合を通勤時間からずらす。 

・交通渋滞が起きる。 

・雪がさまざまな影響を及ぼす。 
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・市民生活へ影響を及ぼす。 

○アイデア 

・運営経費の明確化をする。 

・イベント誘致で有効活用する。 

・時間割で人を分散する。 

 

■開催後の課題 

・施設の維持費が不安だ。 

○アイデア 

・民泊などの活用をする。 

 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

・自家用ドローンが一般的になる。 

・厚別区がハブ化する。 

・免許返上者の市内タクシーが 70歳以上を対象に無料になる。 

・バリアフリー化施設が増える。 

・楽しいイベントがたくさんできる。 

・電子マネーがどこでも使える。サピカの使い道が増える。 

・札幌に大企業が移転する。地方はベットタウンとして再建する。 

・北海道の物流が発展する。 

・厚別区通行税が導入される。 

・VR の充実によってパブリックビューイングの充実、お年寄りの居住区が分散する。道内に散らば

る減少が起きる。 

・地下鉄のループ化が起きる。 
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４）D グループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・冬期間のバリアフリーに寄与できる。 

・水素エネルギー活用が躍進する。 

・オリンピックは世界から注目されるので札幌のステータスが上がる効果がある。 

・見えない効果が多いのではないか。 

・施設の整備が図られ、生活環境の改善に発すると思われる。 

 

■どちらとも言えない 

・記載なし 

 

■効果がない 

・開発はおおむね完了している。 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・人が多く集まることでお店の売り上げが上がる。 

・観光客が増え、経済効果があがる。 

・イメージや知名度が向上する。 

・札幌ブランドが世界に発信する。 

・世界中の人たちが札幌に集まり市民の関心が高まる。 

・冬期間のバリアフリーが進む。 

・札幌ならではの「おもてなし」をする機会になる。 

・子どもたちが一流アスリートに触れられる。 

 

■開催後の利点 

・施設が新しくなって使用したいと思う。 

・インフラの整備が進む。 

・経済が上向きになる。 

・施設が近くにあればスポーツに親しむ機会になる。 

・冬季スポーツへの関心が高まる。 

・市民レベルの向上が起きる。 

・国際交流が増える。 

・少子高齢化・高齢者、障碍者参加型スポーツの普及が進む。 

・エネルギーを水素活用して先進技術を実践できる。 
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■大会中の課題 

・人が多く集まり、公共交通機関が混雑して日常の利用に影響する。 

・駐車場不足が起きる。 

・交通渋滞が起こり、市民の生活に影響する。 

・札幌市内のホテルが不足する。 

・外国人への情報提供が課題になる。 

・公共機関がストップしても外国人に伝わっていない例がある。 

○アイデア 

・地下鉄の延伸、ループ化、JR との相互乗り入れを可能にする。 

・校庭を駐車場として活用する。 

・札幌市街のホテルも使う。 

 

■開催後の課題 

・長野ではソリ競技が一過性で終わる。(現在でも冬季閉鎖中) 

・設備。 

・立派な施設があるが、維持費がかかる。 

・設備維持費がかかる。 

・維持コストの理解が得られるのか。 

○アイデア 

・1972 年から使っている南区リュージュコースを改良する。 

・競技団体に協力を求める。 

・バリアフリーエネルギーを民間で開発する。 

・各競技の体験イベントを行う。 

 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

・除排雪の迅速な対応をする。 

・自動車の規制をする。 

・融雪溝や橋が増加する。 

・自動運転技術が進歩して無人除雪機が稼働する。大雪でもいつも道路は除雪されて交通はスムー

ズである。 

・雪の克服がなされている。融雪槽が増える。倶知安や旭川にある。 

・大通公園が東に延びる。 

・大通公園で冬のスポーツが実施される。 

・農試公園のように冬も公園利用が拡大する。 

・新幹線が開通し、移動がより便利になる。天候に影響されなくなる。 

・札幌新千歳間のアクセスが改善する。リニア機材の活用が進む。 

・地下鉄と JR が相互乗り入れできるようになる。 
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・バスやタクシーの無人化が進む。 

・人手不足が解消される。 

・宅配便の集配が自動化する。 

・地下や地上でつながる街になる。JR琴似駅やファクトリーのようになる。 

・ボランティア活動が増大する。 

・冬季スポーツ 

・高齢者が冬の期間でもスポーツに親しめるようになる。 

・冬季スポーツ人口が増大する。 

・冬のスポーツ選手の強化する施設が出来ている。「北のスポーツナショナルセンター」があるとこ

ろ。 
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５）E グループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・記載なし 

 

■どちらとも言えない 

・やり方しだいだ。 

 

■効果がない 

・コーディネーターの説明では効果があるように思えない。 

・札幌市全体では効果があると思えない。札幌の一部分だけである。 

・一過性で効果があるが、長い目で見ると負のレガシーになる。 

・前のオリンピックと時代背景が違う。 

・少子高齢化、女性の働き方などにお金を使うべきだ。 

・1972 年一回目との違いが不明だ。 

・札幌市の行政の働きかけが見えない。 

・次回のビジョンが見えない。 

・札幌市の意気込みが伝わらない。 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・オリンピックが見られる。 

・ラグビーワールドカップの盛り上がりを同様にスポーツの良さを札幌五輪で再現できる。 

・スポーツの良さを間近で見られる。 

・バリアフリーが進む。 

・子どもたちのスポーツ関心の向上が図れる。 

・文化的資産が増える。 

・障がいをもつ子どもたちに大会へ招待できる。 

・帯広・長野の共同開催は広域的で良い。 

 

■開催後の利点 

・ニセコは人が来て(白人に人気)、よって札幌の練習場所になる。 

・選手村が今後合宿所になり、高齢者障がい者施設になる。 

・再活用はメリットになる。 

・不足している部分を補えないか。 

・スポーツの合宿所が増える。 

・先進的な事例になる。 
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■大会中の課題 

・都市部しか盛り上がらない。 

・高齢化社会の先進的事例になる。 

・財政が心配だ。 

・東京オリンピックでも札幌分は二次に回っている。人が期待するほど来るのか。 

・冬の交通アクセスが心配だ。JRがすぐ止まってしまうなど。 

・広域的に実施する場合、「札幌、帯広、長野大会」と言わなくて良いのか。 

・今現在にお金を使うべきだ。 

・前回のオリンピックとは時代背景が違う。 

・災害のため前回招致を諦めたのか気になる。 

○アイデア 

・大会をやらないのが解決策である。 

・札幌だけではなく北海道のくくりでやればよいのではないか。 

・札幌だけではなく周りの市町村も発展・活性化する仕掛けが欲しい。 

 

■開催後の課題 

・施設の状況は今と同じである。利用者が増えるのか？価値はあるのか。 

・選手村の後利用が心配だ。 

・雪のスポーツはお金がかかる。競技人口は増えるのか。 

・施設の維持費はどこから捻出するのか。毎年八億円である。 

・負のレガシーにならないか不安だ。 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

・動物にも優しい街になる。 

・稼げる街になる。 

・寛容な街になる。 

・地下ネットワークが発達する。 

・人間同士認めあえる街になる。 

・人種・考え・文化背景を理解できる街になる。 

・熊との共生ができる。 

・地下鉄の乗り換えがスムーズになっている。 

・働く年齢が子育てしながら働ける社会になる。 

・夢が描ける街・社会になる。 

・人口減少の中で札幌の一人勝ちを避ける。他市町村と協力する。 

・もっと特徴のある都市になる。 

・10 年後も変わらない。10 年前と変化がないから魅力が減っている。 

・厚別区は大学が出来て若者が増える。 

・各区の色が決まる。  
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【清田区】 

１）A グループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・過去のオリパラから見ると寄与している。 

・札幌は雪が多いので付き合っていくものだ。 

・自分自身もオリンピックを見て育った。 

・札幌に魅力があるので寄与するのではないか。 

・72 年の大会を経て市民は牽引もされてきている。 

・まちづくりに効果を果たすだろう。 

・交通キャンペーンも充実したので JR、地下鉄に期待している。 

・ドーム前、東区役所前、ドーム、空港間などまで延伸する。 

 

■どちらとも言えない 

・記載なし 

 

■効果がない 

・ワクワク感をだせるだろうか。 

・箱ものを作ると維持費がかかるのではないだろうか。 

・維持費は私たちの税金なのか。 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・日本でも札幌くらいしか大会ができるところがないのではないか。 

・スポーツ人口を増やす。 

・選手も頑張るきっかけになる。 

 

■開催後の利点 

・ボランティア活動を啓発できる。 

・経済・文化の発展が図られる。 

・環境問題を一緒に考えるきっかけになる。 

・新しく開発しないのなら環境問題では良い。 

・経済効果の方が大きいのではないか。 

・寒冷地だけれども住みやすい街になる。 

 

■大会中の課題 

・言語問題をどうするのか。 

・2030 年がベストなのか。 



 

371 

 

・反対している人はなぜ反対しているのか。 

・なぜ長野の施設が活用されるのか。 

・札幌にはないソリ施設の活用をどうするのか。帯広にスケートの施設がある。ニセコはアルペンの

施設がある。 

○アイデア 

・ゴミの分別を外国人に教える。 

 

■開催後の課題 

・地下鉄が延伸すれば良い。1km で 200 億円から 300 億円かかる。 

・市民の負担が少なければ良い。 

・街づくりをどうすればよいのか。 

・こどもたちが将来どう思うのか。 

・前回のオリンピックと時代背景が違うのではないか。 

・発展していくとは思えない。 

・なぜ長野の施設が活用されるのか。 

・会場の分散は不利にならないのか。IOC が重視しているということもあると思う。 

・お金の心配が大きい。 

・子どもたちの未来のために無謀なことをしている。 

○アイデア 

・札幌のビジョンを明確にする。 

・札幌だけではなく北海道を意識するべきだ。 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

・雪国の移動は地下鉄に頼る。 

・高速道路の都心部へのアクセスが悪い。 

・札幌市がビルばっかりになる。 

・あらゆるところにロードヒーティングがある。 

・雪が降らないように雪雲を飛ばす。 

・除雪車が走らない。 

・英語教育の充実が図られる。 

・市民一人につきタブレットが配布される。 

・対話できる理想の社会になる。 

・AI スピーカーが充実する。 

・外国人から見ると案内板が少し不親切ではないか。 

・飛行機の利用が便利になる。 

・丘珠から栄町まで延伸しないのか。 

・新幹線はいまさら感がある。 

・飛行機の利用が便利になる。 

・清田区の特性は立地性にある。  
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２）B グループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・冬季オリンピックを開催する大都市は札幌だけである。 

・地下鉄延伸となれば話が別だ。 

・ラグビーWCで盛り上がっている。 

・変化には起点が必要だろう。 

・雪、冬対策が進む。 

・五輪のアジア開催が多くなる。 

 

■どちらとも言えない 

・なんとなく。これから実施する内容で変化する。 

・清田区民としては地下鉄が欲しい。 

 

■効果がない 

・インフラの充実が出来ない。 

・一過性の事に過ぎない。 

・住民にとって本当に良いことと感じられない。 

・負のレガシーが多すぎる。 

・財政・経費の問題だ。 

・冬季市民生活の冬季の充実の方が大切だ。 

・なぜ札幌が招致するのか分からない。 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・ウィンタースポーツへの意識向上が図られる。 

・民泊は区の活用が推進される。 

・施設の充実が進む。 

・子どもたちにとって身近な大会になる。 

・経済効果がある。 

・インフラ整備がされる。 

・道路や交通の便が良くなる。 

・たとえ落ちていたとしても招致活動などで既に国内から注視を得られる。(PR効果) 

・住民、町内会などのボランティアが増える。 

 

■開催後の利点 

・記載なし 
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■大会中の課題 

・清田区は潤わない。 

・治安に不安がある。 

・テロ対策がわかりにくい。 

・人手不足である。 

・オリンピックは無くても良い。 

・予算が信じられない。赤字でも検討材料が欲しい。 

・市から「持ち出し」がゼロというのは難しいと思う。 

○アイデア 

・あまり関係していないところ場所ではパブリックビューイングなどイベントで盛り上げる。 

 

■開催後の課題 

・ソフトとハードを併せ持つものの分業制が進む。 

・カルチャー、ソフトが無いところにハードを作ることの危うさを感じる。 

・負の遺産は必ず生まれる。 

・メジャーではないスポーツ施設が必ず出る。 

 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

・携帯の充実、低料金が進む。 

・便利になる。 

・情報が入りやすくなる。 

・市民がスポーツを楽しめる環境になる。 

・やるからにはよそにはないパラシティになる。 

・冬場の渋滞緩和のため都心部への車両乗り入れの制限がかかる。 

・各区、特に清田区と手稲区を中心にしたコンパクトシティ化を進める。 

・変化はない。 

・IR 招致と別のベクトルで発展する。 

・人が「したい、やりたい」が先。それを受けてハードを作るべき。夢とハードは別物である。 

・少子化が進み、外国人移住者が増える。 

・そんなに変わらない。だけど確実に歩みを進めたい。 
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３）Ｃグループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある  

・記載なし 

 

■どちらとも言えない 

・記載なし 

 

■効果がない 

・記載なし 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・スポーツの感動を得るチャンスはそんなにたくさんない。しばらくオリンピックも大きな大会も

ない。 

・観光客増加による経済効果が期待できる。 

・スポ―ツの楽しさ、関心の広がりなど次の世代に伝えられる機会になる。 

 

■開催後の利点 

・一過性ではない長期計画に基づくまちづくりが可能だ。 

・地下鉄延長、JR 路線の復活があれば市民地域への利点を感じることが出来る。 

・施設が国際大会に利用される。それによって国際化が進む。 

・オリンピック招致ありきの改築や増大している施設(つどーむや新千歳空港)がある。 

 

■大会中の課題 

・招致活動の経費を費やすイメージが強い。 

・資産自体が楽観的ではないか。 

・交通インフラ等関連施設の整備もされてほしい。 

・既開会、開催済、他市に譲るなど負担をかけない方向にするべきではないか。 

・施設の維持が困難だ。 

・関連施設肥大化が心配だ。 

・市民や道民、国民の意識がかならずスポーツ好きと一致しない。税金がもったいない。 

・既存施設の補修に巨額の費用がかかる。 

・日本が大会を独占しすぎの反感。世界の大会であり、団体ではない。 

・前回オリンピックの後の良い点は理解できたが、悪い点はどこなのか。 

・各会場の行き方はどうなるのか。 

・お金に関してはうそを言わずに正しく情報公開しなくてはいけない。 
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○アイデア 

・利雪の最先端をいく施設群を作る。 

・開催都市のアンケートを取る。 

 

■開催後の課題 

・オリンピック、パラリンピック開催中はとても盛り上がると思うが、その後のことを考えると難し

い。 

・利用されない施設が残る。 

・真駒内の選手村はぼろくて住めない。 

・大会終了後の施設の利用・維持の見通しはどうなるのか。 

 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

・丘珠飛行場の 3000m 滑走路ができる。 

・地下鉄が連結する。 

・コンパクトな街になる。 

・高層化、緑化空間が人口減に伴って進む。 

・降雪の調整が出来たらいい。 

・雪対策で大きな部屋の高層住宅がある。 

・地下鉄が清田区、北広島市まで伸びる。 

・札幌ドームや公共施設の利用料を優遇してもらう。 

・スポーツしやすい環境になる。 

・子どもたちがゲーム以上のスポーツを含めた楽しいことを見つけられるような札幌になる。 

・子育て制度が完成・充実している。高校まで無償化する。通学費も免除される。 

・申請しなければ対象にならない助成制度ではなく、権利・人権として平等になる。 

・北海道から本州への移動に費用がかかりすぎるので目的によって助成してほしい。これが国際化

の推進につながる。 

・もっとペットが飼える環境にしてペット税を創設する。困っている世帯から「平等」「不平等」に

税金を取らないで安心・信頼できる生活になってほしい。 
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４）D グループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・記載なし 

 

■どちらとも言えない 

・記載なし 

 

■効果がない 

・記載なし 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・海外の人と交流し、親睦を深めることが出来る。 

・テレビに出ることで面白そうと思う人が出るかもしれない。 

・ボランティアの意識向上が図れる。 

・市の試算通りなら将来的な負担が小さいため、負担しても大丈夫だと思った。 

・飲食店や市内の企業への経済効果を期待できる。 

・背伸びしない規模の大会が計画されているようだ。 

 

■開催後の利点 

・大会後も経済への効果が期待できる。 

・スポーツに興味を持った人が続けられる施設がある。 

・札幌市民の文化度が向上すればよいと思う。 

・障がい者との接し方が分かるようになればいい 

 

■大会中の課題 

・札幌らしさとはなにか。 

・市民に対する PR が不足しており、まだ計画概要の内容を把握していない。 

・交通渋滞の緩和をしたい。 

・札幌市における予算・財政の状況がよく分からない。 

・ボトルネックの悪化が進む。 

・インフルエンザシーズンだが、病院の受入はできるのか。 

・大学受験シーズンと被るが、移動手段は大丈夫なのか。 

○アイデア 

・点字ブロックの雪かきボランティアを募集する。 

・施設の活用を後押しする。 
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・雪合戦をする。 

・市民の参加できる競技をする。 

・年齢別競技、簡単な種目を用意する。 

・パラリンピックを通じて手話を覚えてもらう。 

・清田区へ地下鉄を延伸する。 

・ボランティアを向上する。 

・選手の生き方で子どもたちに夢を与える。 

・施設で暖かいものを出す。 

 

■開催後の課題 

・子どもたちへの夢、希望を与えることはできるのか。 

・今回の効果がその後へどう伝わっているのか。 

・それをなぜ作ったのか教えてほしい。 

 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

・中心部以外の空き家や雪などといった高齢化問題が起きる。 

・防災教育の推進がなされる。 

・雪に対する心構え。吹雪いていたら外へ出ない。情報教育。 

・ヒートテックスーツ着用で暖かく、涼しい環境になる。 

・屋根の雪下ろしが不要な家になる。 

・積雪オートセンサーでオート除雪車を稼働する。 

・大雪に対応できる融雪槽がすべての道路にある。 

・雪で道が狭くならないように道路を広げる。 

・凍結しない、つるつるにならないアスファルトの開発をする。 

・ゴミ回収が個別で行われている。 

・海外の人と翻訳機を使って会話できる。 

・札幌発祥のスポーツが出来ている。 

・札幌市民は視聴覚障がい者と簡単なやりとりができる。コミュニケーションが取れる。 

・地下鉄が区役所、北広島市まで延伸する。 

・雪で事故が起きない道になる。 

・石狩市、北広島市、恵庭市、千歳までが札幌に編入し、空港。港を持つ。 

・札幌市発祥のスポーツが出来ている。  
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５）E グループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある  

・問題は山積みであるが、子どもたちの夢を大人がバックアップできればいい。 

・バリアフリーが増える。 

・設備が整い、利用がしやすくなる。 

・地下鉄が伸びたら清田区、札幌市の街が大きく変わる。地下鉄を伸ばしてほしい。 

・札幌ドーム隣接の農業試験地用地にスポーツパークが出来たら街が大きく変わる。 

 

■どちらとも言えない 

・一度開催されているのでこれ以上の効果があるか想像しにくい。 

・効果に関わらず招致は賛成だ。 

 

■効果がない 

・記載なし 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・観光客が増えて経済効果が向上する。 

・公共機関の利用者が一時的に増える。 

・ボランティアの町内会活動が促進する。 

・ボランティア文化が醸成される。 

・北海道全体が関わった 1972年の例がある。 

 

■開催後の利点 

・スポーツ団体へ勧誘しやすくなる。 

 

■大会中の課題 

・外国語を話せる人が少ない。 

・障がい者への理解が足りない。 

・冬だからこそ障がい者にどう配慮するのか。街を変えなくてはならない。 

・子どもたちに向けて教えなくてはいけないことがたくさんある。 

 

■開催後の課題 

・オリンピックのためだけのものがある。 

・外国人があまりにも多くなると日本人が遊べない。 

・負の遺産になるものも困るけど何も作らないのも困る。 

・月寒だけの建て替えだとうまみがない。街がどうなるか、というビジョンがあるのか。 
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・賛成 51％と賛成の市民が少ないのが心配だ。街が変わらないのに負担だけ重くのしかかるイメー

ジがあるからではないのか。 

・お金をかけて街を変えるのか、節約して街を変えないのか。 

・月寒体育館の建て替えだけでは魅力がない。オリパラは一過性のものだ。街が変わる、インフラを

作る。それが無いと魅力がない。清田の場合、地下鉄が無いと交通インフラ整備をして街を作って

ほしい。 

・地下鉄延伸など札幌ドームや清田区方面への交通インフラを整備してほしい。 

 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

・清田区に地下鉄が延伸する。 

・公園緑地の有効活用が進む。 

・もっと現実に起きていることを市民に示す。 

・北広島や新千歳と連携する。 

・ゲートボール場をちゃんと整備する。 

・地震に対する液状化対策をする。 

・地域には一回しか来てくれない除雪の問題が解決する。 

・地下鉄が無いから人口が減る。 

・都心の話ばかりで清田の話が無い。 

・10 年後人口減少するならあまり施設を作っても意味がない。 

・高校卒業以降のスポーツ人口が減っている。 

・中心部ばかりが盛り上がっても支持は上がらない。周辺部はしらける。 

・なにもなくなり、まちづくりにならない。 

・清田区は交通インフラ整備が大きな課題だ。 

・札幌中心部だけではなく、清田など周辺のまちづくりにも力を入れてほしい。 

・当初、選手村を札幌ドームの裏に建設する予定だったが、真駒内に突然変更。ホテルを活用するこ

とになった。選手村ができたらまちづくりにも貢献すると思ったが。 

・障がい者にも優しい街になっている。 

・自力で動きやすくしつつ、人が助け合う文化を育む。 

・おむつをしていてもプールを貸してくれない現状が変わっている。 
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【西区】 

１）A グループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・“生きがい”に繋がる 

・明るい気持ちになり、夢を感じられる 

・外国人のインバウンドが増える。 

・外国の方々にもっともっと札幌に来てもらうきっかけに。 

・どんな効果を狙って開催するのかが必要であるかも 

・バリアフリー化の充実 

・ソフト・ハード両面において、札幌の街の推進が期待できる。 

・南区の開発が期待できる。アクセスの利便性向上。 

・交通インフラの充実 

・交通機関が行き届かない地域にも何かしらの方法で作ってくれたら…。 

 

■どちらとも言えない 

・SDGs の考え方を踏まえる。 

・SDGs って…？どうなるのか。 

・イヤだという人もいると思う。 

 

■効果がない 

・日常生活に効果があるのか不明 

・商業施設や大きな公園を作って、多くの人が何十年後も利用するような場所を作るなら賛成です

が、○○運動場とか、一時的に、もしくは特定の人しか利用しなさそうな施設ならいらない。 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・異文化交流。 

・ラグビーワールドカップの事を考えると異文化交流が進む。 

・世界に向けた福祉のまちの PR→市民意識向上。 

・【ソフト】市民・道民の意識改革。 

・【ハード】アクセス・施設・トイレなどの生活環境の改善。 

・街のリニューアルに繋がる。 

・都市施設の整備・改修が進む。 
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■開催後の利点 

・バリアフリー化。 

・街の中のバリアフリー化が進むのではないか。 

・市民の意識向上。 

・子ども達や市民の人たちの夢や希望につながる。 

・経済の発展。 

・産業や経済の振興につながるかもしれない。 

・言語のカベをなくす。 

・多言語の案内を充実させていく必要がある。 

・コミュニケーションのストレスをなくしていく必要がある。 

 

■大会中の課題 

・効果を周知できていない。 

・どんな効果があるのかを市民に周知していかないといけない。 

・海外の人とのコミュニケーション。 

・日本や大会中のマナーやルールなどをお知らせすることが必要。 

・外国人とコミュニケーションがとれないと不安になる。 

・財政負担に。 

・施設の整備コストや人員などの経費はかかる。 

・渋滞が発生する。 

・交通渋滞が増えて、生活に影響があるのではないか。 

 

■開催後の課題 

・課題を解決するプランを！ 

・持続的な街づくりに繋がるように長期的なプランが必要。 

 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

・ウィンタースポーツを子ども達や市民が楽しんでいる。 

・今の子ども達にもスキーやスポーツの楽しさを伝え、体験をしてもらう。 

・オリパラから地域の活動に広がるように福祉の心を育てる。 

・子どもたちに、学校やサークルを通じて伝える。 

・子どもを育てやすい、住みやすい、住んでみたいまちに。 

・まちの PR、プロモーションが積極的になされている。 

・健康寿命が日本一。 

・市民皆が健康に暮らせるまちに。 

・札幌の特色を活かした“地区”づくりが出来ているまち。 

・誰もが移動がしやすいまちに。 

・Maas の普及。 
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・自動運転の充実。 

２）B グループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・記載なし 

 

■どちらとも言えない 

・記載なし 

 

■効果がない 

・記載なし 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・ウィンタースポーツの人気が上がる。 

・スポーツへの関心（スポーツジム、体育館増加） 

・小・中・高校での英語教育の強化 

・電車の延伸→苗穂・桑園・札幌駅 

・いろいろな文化に触れる機会となる。 

・緑の多い街 

・道路や施設の改築が進む。 

・街がキレイになる(整備) 

・景観が改善される。 

・オリンピック村はあるか？ 

・宿泊設備（ホテル）が増える。 

・バラリンピックを含め、スポーツを通じてコミュニティの輪が広がる。 

・バリアフリー（地下鉄） 

・宗教ごとに食べ物が選べるようになる。 

・ロードヒーティングの拡大。 

 

■開催後の利点 

・観光の場として、人気が出る。 

・レガシーとして、ハードとソフト面で効果がある。 

・後世代に向けて、施設と心の両面にプラスを与える。 

・作った施設を利用することで、留学生が増える。 

・一過性にせず、持続的なスポーツ教育に繋げる。 

・子どもたちが海外に関心を持つ。 

・勉強したい、行ってみたい。 
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・外国語に興味が増す。 

・視野広がる。 

■大会中の課題 

・市民の関心（同意）が得られるか 

・バスのドライバー不足 

・財源不足(人口減) 

・運営費用の収入は、確実に確保できるのか 

・企業の関わり方 

・ごみ問題 

・ゴミ箱増やす？なくす？ 

・インフラの整備 

・駐車場・駐輪場の不足 

・外国人への対応 

・ピクトグラムの種類や量を増やす。 

・国々で違う文化やマナーをどう伝えるか？ 

○アイデア 

・マップの横に日本のマナーを書く。 

 

■開催後の課題 

・レガシー問題 

・ホテルが余る。 

・作った設備どうなる？ 

・終了後の寂しい雰囲気 

・「また来たい」と思われる。一過性では意味がない。 

 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

・旅行に行きやすいまちになっている。 

・標識の言語表示が分かりやすくなっている。 

・観光に来たい札幌になっている。 

・新幹線の駅が完成 

・札幌駅の玄関が、新幹線と地下鉄の 2ヵ所となる。 

・冬のツルツル路面対策が完備される。 

・地下通路完備 

・ロードヒーティングの充実 

・交通網の整備 

・テレビ塔移設 

・市役所耐震化 
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・自動運転など IT 化の推進 

・電気自動車一般化（バッテリー向上） 

・緑が増えている。 

・温暖化対策に 

・24 時間営業 

・子どもに優しい街 

・障がい者に理解のあるまち 

・若者が残るまち 

・高齢者に優しい街 

・女性が元気に働ける街 

・セーフティネットが向上する。 

・企業誘致が進んでいる。 

・テレワークが増える。 

・緑が増え、温暖化対策が進んでいる。 

・24 時間営業の店舗が増えている。 
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３）Ｃグループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・バリアフリーの推進になる。 

・まちの中の標識が英語になるなど、外国人のことも考えた街づくりが進む。 

・インフラの整備が進む。 

・建物の整備で街の活性化に繋がる。 

・効果がないってことはない。 

 

■どちらとも言えない 

・札幌の街づくりの姿（中身）が分からない。 

 

■効果がない 

・質問が悪い。 

・もう少しはっきりヴィジョンを示してほしい。 

・一過性の盛り上がりで終わるのが心配。 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・選手を目指す子どもが増える。 

・良さを知ってもらえるチャンス。 

・国際都市としての知名度が上がる。 

・札幌の知名度が上がる。 

・市民の意識が世界に開かれたものに変わる。 

・経済効果。 

 

■開催後の利点 

・施設が充実する。 

 

■大会中の課題 

・実際に札幌に人が集まるのか。 

・オリパラよりゲーム・Eスポーツが人気なのでは？ 

・財政面。 

・予算が膨れ上がり、財政負担が増えるのが心配。 

・オリンピック開催への市民の意識向上できる？ 

・ボランティア不足が心配。 

・今から英語やコミュニケーションを UPする機会・教育を充実させる。 
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・渋滞で住んでいる人に影響が出る。 

・治安が悪くなる。 

・テロが起こるかもしれず、対策が必要。 

 

■開催後の課題 

・オリンピックの経済効果が持続できるか心配。 

・レガシー問題。 

・施設が負の遺産にならないか。 

・季節限定の冬スポーツの施設が特に心配。 

 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

・札幌市の Wi-Fi のつながりが良くなる。 

・みんなで一つのものを作り上げることが少なくなるのではないか。 

・経済規模がコンパクトになる。それに合わせたまちづくり。 

・外国人が沢山働いている街（共生社会） 

・今よりも名実ともに国際都市になっているといいな。 

・外国人のコミュニティが今よりもっと充実している。 

・2019 年現在の「いいね！」を見直している。 

○交通 

・冬バージョンのポロクルがあると便利 

・地下鉄並みにバスを運行してほしい。 

・自動運転でバスの本数が増えて欲しい。 

・コンパクト CITY を目指す。 

・高齢化が進み、今よりも活気がなくなっていると思う。 
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４）D グループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・オリンピックは世界から注目されるとともに、各国の人々が観戦に来ると思うので、効果がある

と思います。 

・1972 年から 50 年が経過した、街づくりの立て直しのよい機会ととらえられる。 

・本当か分からないが、市の負担「０」の部分に期待する。 

 

■どちらとも言えない 

・記載なし 

 

■効果がない 

・まちづくりが良く分からない。 

・競技場以外の施設整備が漠然としている。 

・オリンピック大会後、負の遺産として競技施設が残っている。 

・インフラなどは 50年前の時点で終わっている。 

・ウィンタースポーツを楽しむというのも、もうすでに達成されている。 

・これ以上札幌の発展を望めない。 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・外国人が札幌に来て、経済効果を生む。 

・外国との友好ムードが高まる。 

 

■開催後の利点 

・札幌の良さを各国で共有してもらって、オリンピックに来ていない人も、観光に来てくれる。→そ

のためには、良さを伝えられるような街を作っておく。 

・仮に、ある種目で日本人が金メダルを取れば、そのスポーツが人気になるかも。 

・陸上をやっている身として、真駒内やつどーむなど、部活動で使える場所を整備して頂けるのはあ

りがたい。 

・スポーツに対する好感度が上がればいい。 

・装備の簡単なスポーツの現場を作る。 

・ウィンターアスリートが育つ環境作りの継続（人材・施設） 

 

■大会中の課題 

・施設等の利用は、大会後の事も考えて動いてほしい。 

・予算オーバーの心配 
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・ウィンタースポーツの盛んな国の人が中心。 

・気候変動 

○ボランティア問題 

・ボランティアをやりたくなる機運の高まりを作れるか。 

・外国人との言葉の壁。 

・通訳メガホン安く作れるように。 

・英語ができない人もボランティアが出来る。 

・英語のボランティアの調達先としての高校生。 

○交通問題 

・観光客をさばけるか 

○アイデア 

・地下鉄やバスの増便、鉄道会社やバス会社には補助金を交付するなど。 

・新たなオリンピック競技の開発 

 →雪合戦、氷上サッカー、モグラホッケー、冬のマラソン、雪上ラグビー 

 

■開催後の課題 

・新規に造った選手村はどうなるのか？ 

・使われない施設が残る（少子高齢化のため） 

 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

○実現可能性が高い、札幌の姿 

・健康寿命を上げるような施設の建設。 

・自然との共生。 

・古い一般家屋などの建造物の保存。（写真でも模型でも。） 

・利便性だけでなく、コミュニケーションのある街づくり。 

・役所や街づくりのになう企業の改革。 

・現実味のある政策を考える行政。（夢を語る必要はない。） 

・人々が変化に対応できる。 

・「心」を養ってからの変化。（発展。） 

・交通の便が良くなる。 

・新幹線の開通。 

・行きたいけど行けないをゼロにする。 

○実現可能性が低い、日本の姿 

・日本人は外国の人から道を聞かれると、なんとなく嫌なオーラを出すのをやめ、フレンドリーにな

ればよい。 

・タワーマンション、タワー構造物が不要となる。 
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５）E グループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・札幌の魅力を知ってもらえる。 

・札幌市でオリパラを開くことで、大きな大会となると思うし、札幌の環境、食べ物などがよくも

悪くも知ってもらえる。 

・札幌の名前が世界中に知れることから新しい施設や古い施設も新しくなり良いと思う。 

・札幌の課題を発見できる。改善のきっかけに。 

・いろいろな課題なども考えることが出来るので良いと思う。 

・まちの物が新しくなる。 

・食べ物にも関心が高くなることで小さなお店も儲けることが出来ると思う。 

・たくさんの人が来て、経済効果が期待できる。 

 

■どちらとも言えない 

・1972 年の冬季オリンピックの成果。 

・2020 年東京オリパラの取組とその成果。 

・東京オリパラのバリアフリーは国内基準ではなく国際基準が物差しとなる。 

 

■効果がない 

・東京の福祉のまちづくり条例の改正。 

・ホテルの UD 化。 

・まち全体の UD 化が進んでいる。 

・ジャパンタクシーの導入。 

・当事者としての参加が必要。 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・表示などが見やすくなる。 

・オリンピックを目の前で見られる！ 

・議論を重ねて、自然体で考えを作っていく。 

・大会までに何を創り出すか。 

・多様な市民の参画。 

・行政、市民様々な分野の連携。 

・市民生活の豊かさ。 

○国際化 

・外国の方に親しみを持てるようになる。 

・外国の人と触れ合う機会が増える。 



 

390 

 

・外国人にも分かりやすい説明が増える。 

・日本の「遠慮する」文化の見直し 

・国際文化情報交換（日本も外国も） 

○バリアフリーについて考えるきっかけになる 

・身体の不自由な方にも目を向けることが増えるかも。 

 

■開催後の利点 

・大会後に何を残すか。 

・多言語サインなど、外国人に分かりやすい街に。 

・バリアフリーを増やす。障がい者も使える施設なども作っていく。 

・障がい者の方のスポーツ施設が増えてきっかけに。 

○観光地として活性化 

・ホテルの周りの観光地の活性化。 

・オリンピック施設を利用できる。有名になり、観光客が増える。 

 

■大会中の課題 

・自然破壊につながる可能性あり。 

・賛成する人と反対する人の中が悪くなる。費用負担が市民へ。 

・セキュリティが厳しくなると思う。 

・札幌ドームからの帰りが大変混む。 

・会場の周りの人に迷惑がかかるかも。 

・災害への対応。 

・観覧車のマナーが心配。 

 

■開催後の課題 

・バス・JRと地下鉄の接続をもっと分かりやすくする必要がある。 

・方向が分からない。人の目線で考えると良い。 

・サイネージで案内して欲しい。 

・ゴミの増加+分別。 

・大会で使用した物を残せるか。 

・セキュリティが厳しくなる。 

・自然破壊につながるのでは？ 

・小学校などの運動会の短縮が難しくなる。 

○アイデア 

・後で学校として使える施設にする。→ミニオリンピック 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

・住宅街の雪が少なくなる。 
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・街から離れた住宅街でも、冬に雪が少なくなると良いと思う。 

・オタクの人がもっと動きやすい街に。 

・オタクのための店を増える。 

・使いやすい・分かりやすい AI 技術 Iot。 

・大人になっても、もっと使いやすい AIやコンピュータ技術が欲しい。 

・GPS の精度を上げる。 

・冬季でも動きやすくなる。 

・公共交通機関をもっと遅い時間まで 

・貧困な家庭でもきちんと教育が受けられる。 

・電柱の地中化。 

・若者も障碍者もすべての人々が夢と希望を持てる街。 

○バリアフリー 

・車いすでも乗りやすい公共交通 

・予約なしでも車椅子で乗車できる路線バス。 

・駅員の手伝いなしで車椅子でも 1 人で乗れる地下鉄・JR。 

・降雪時にも障がい者・高齢者も自由に外出できる福祉機器 
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６）F グループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・記載なし 

 

■どちらとも言えない 

・記載なし 

 

■効果がない 

・記載なし 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・国際交流の促進 

・異文化理解の促進 

・知名度の向上 

・世界に札幌の良さをアピールする。 

・おもてなし精神の向上 

・市民がおもてなしの心を構成。 

・バリアフリー化 

・バリアフリー化には効果があると思うが、他の点では、ない。 

・オリンピックがなくても、バリアフリーはできるのでは？ 

 

■開催後の利点 

・ウィンタースポーツの振興 

・夏のスポーツと同じようにウィンタースポーツも有名に。 

・既存施設の活用に期待したい。 

・施設の活用面で、シドニーは良かった！ 

・コミュニティで貸し室・コンサート 

・施設の維持に 

 

■大会中の課題 

・私自身、1972 年に行われたオリンピックによる効果を実感したことがないのと、“まちづくり”

の基準がよく分からない。 

・予算面で、計画が甘い。 

・盛り上がりに疑問。 

・北海道の人の冬のイメージが負のイメージ。 
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・施設の整備。 

・外国人のためのサインなど整備が必要。 

・新施設が必要なのでは？ 

・宿泊施設のキャパが心配だ。 

・泊まれる場はあるか？ 

・財政力が不足する。 

・ニセコや帯広、長野の負担はどうするの？ 

→なぜ札幌？（オール）北海道オリンピックにすればいい。 

 

■開催後の課題 

・人口減少により、財政力は弱っていく。 

・施設の維持に疑問 

・低コストが作った（改修した）施設は長期に正の遺産として使えるの？ 

・負の遺産と正の遺産の比較が難しい 

・すでに整備されたおり、その維持費がかかる。 

 

■計画段階での課題 

・情報公開で、市民を巻き込んでいくこと。 

・ボランティアの育成。 

・市（運営側）がボランティアへの情報伝達をすること。 

・早い段階（企画段階）から巻き込むべき。 

・市の説明が信用できない。 

・説明数字の根拠が不明で、内容（資料）が信用できない。 

・市と市民との情報伝達の場が必要。 

・徹底した情報公開による、市民・地域での信頼づくりが大切。 

・市民を巻き込んだ計画や運営が必須。 

・一時的に盛り上がっても、困るのは若者だ。 

 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

・触れ合いがあるまち 

・年寄りに優しい街になっていればいい。 

・話し合うことが、たくさんある。誰とでも安心して話が出来る。 

・科学技術の発展でみんなが住みやすく 

・自動運転の実現 

・AI の浸透 

・人間がやる仕事は残っていてほしい 

・四季を問わず安心して歩けるまち。 



 

394 

 

・食べものが安心でおいしい街 

・気候変動がなくなる（世界中で取り組んでほしい） 

・千歳―札幌の交通アクセスを良くしてほしい。 

・雪がいやだ！！ 

・外国人と、もっとフレンドリーな関係に。 
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７）G グループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・パラリンピックにも目が向けられるようになって障がい者の人がもっと暮らしやすくなる。 

・国際化が進む。 

・バリアフリー。 

・雪道ツルツル自然エネルギーで優しい街！（高齢者にも…。） 

・世界の人に札幌の良さをもっと知って頂ける。 

・「平和宣言都市」であることを知って頂けるチャンス。 

・1972 年のオリンピックが楽しく、強く思い出として残っているから。 

・いろいろな国の人たちと交流できる。 

・トワエモア「虹と雪のバラード」が頭に残っています。 

・外国人の方々が過ごしやすくなる。 

 

■どちらとも言えない 

・実感があまりない。 

・札幌の街が発展してほしい。 

・IOC の取り決め次第！ 

・夏のオリンピックも考えてもいいのでは？ただ、大都市ではないので、予算が不安。 

 

■効果がない 

・記載なし 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・札幌が世界にアピールできる。 

・競技人口を大きく広げることが出来る。 

・多くの市民が参画する交流のチャンス＝世界（国際）交流。 

・共助の意義を広げるチャンス。 

・気軽に出来るスポーツ施設の活用。（運用） 

・子ども達がもっとスポーツに関心を持つ。 

 

■開催後の利点 

・各国との交流によって、今以上に外国への関心が高まる。 

・札幌にはない、物事を取り入れることができる。 

・健康づくりの施設を開放する。 

・バリアフリーが進む。 

・交通がもっと便利になる。 
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■大会中の課題 

・負のレガシーが発生しないか。 

・大雪が降った時にどうするか。 

・選手育成をどうしていくか。 

・障がい者の方も雪を気にせずに出向けるのか？ 

 

■開催後の課題 

・雪のあつかい。 

・昔よりツルツルしている。 

・バリアフリー。 

○アイデア 

・チカホのループ化。 

 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

・冬期間の災害に強い街。 

・凍死が出ない。 

・除雪をしなくても解ける道。 

・地下道と空中歩廊で冬でも自由に歩ける街。 

・寒い避難所も無くする。 

・自動運転の車が増えている。 

・携帯アプリがもっともっと便利になればいい。 

・札幌から道内への移動時間は全て 2時間以内。 

・雪の心配がない歩道づくり。 

・歩行すると電力を生むシステムを地下歩行空間（チカホ）に導入する。 

・外国の人たちとおしゃべりしたいです。 

・チカホが続く。 

・子ども達は英語ペラペラになる。 

・歩道に転倒防止の手すりが設置。 

・ループ状のチカホ。 

・空中歩廊の防災。 
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８）H グループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・たくさんの人が来てくれる。 

・時代は変わってるけど 1972の効果があるまちに今住んでるから。 

・冬期間の交通改良に期待 

・北海道の発展 

・インフラ整備が進み、過ごしやすくなる。 

・外国人との交流 

・グローバル化による、いい面と悪い面がある。 

 

■どちらとも言えない 

・判断が難しい。 

・意見がいろいろあるので分からない。 

 

■効果がない 

・ボランティアの質と量の確保ができるか。 

・子育てと福祉にお金を使ってほしい。 

・2 週間の一過性で終わる。 

・2 週間程度の開催のわりに費用が大きい。 

・町のビジョンが分からない。 

・予算が拡大する心配。 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・北海道の魅力を情報発信 

・発信不足解消 

・食べもの、自然など、発信できる 

・観光客が増える。 

・注目してもらうきっかけになり、知名度が上がる。 

 

■開催後の利点 

・観光場所の再認識。 

・案内アピール。（「熱い戦いの場所だよ！」） 

・世界の企業に来てもらいたい。 

・土地活用。 

・「働くのにいいところだよ！」というアピールになる。 
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■大会中の課題 

・大会費用、札幌「ゼロ」は本当か？ 

・スペシャルオリンピックスも同時にいかが 

・テロの恐怖が大きい！ 

・宿泊場所が足りない。 

・民泊でも足りない。 

・交通。 

・冬対策。 

・雪による雪害。（除雪） 

・自然と共存しながら成り立つのか？ 

・アクシデントに対応できるのか？ 

 

■開催後の課題 

・施設維持費が大きい。 

・作らないと言ってるけど本当ですか？ 

・再利用されるのか？ 

・計画性が見えない。 

・本州・海外からの観光客の呼び込みが増すか？ 

・一過性ではないのか？ 

・リピートさせることができるのか？ 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

・学習スペースが余るほどある。 

・言語による問題が高性能翻訳システムで解消。 

・何を食べても美味しい街。 

・世界一の美食の街。 

・外国人との交流。 

・電線が地下に。 

・山間部でも配達できるドローン宅配サービス 

・高齢者が笑顔になる街。 

・自宅で医師の診察が受けられるように。 

・地下おさんぽロード。 

・地下ランニングロード。 

・空を自由に飛んで移動できる。 

・自動運転で免許のいらない車社会。 

・除雪の心配がない。 

・地下鉄がくもの巣状に増えたらいいね。 

・冬の無い国へ。 

・雪をプレゼント出来る、毎年海外から人を呼ぶ。  
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【南区】 

１）A グループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・若い人（子どもたち）の未来への好影響。 

・古い施設がきれいになると良い。 

 

■どちらとも言えない 

・街づくりの理念に合わせて作成する事による効果は変化する。 

・市民にとって効果（有部）のあるものになってほしい。 

・街づくりとオリパラ、理念としてはどちらが先なのか。 

・街づくりが先行して、そのための手段としてのオリパラの市町説の印象。 

 

■効果がない 

・本当にインフラが整うのか？疑問。 

・地下鉄東豊線を延伸してほしいが、10年で間に合うのか。 

・札幌五輪なら丘珠空港を活性化したほうがいい。 

・南区の古くなった建物でリニューアルしてほしい。 

・長期的な計画に基づいたものなのか。 

・オリパラは手段なのか？ 

・建物や施設のオリパラ後の有効活用、維持管理が困難。（真駒内 etc） 

・札幌市、北海道に於いてスノースポーツが不活発で、学校の取組も浅い。（スキー等の時間 etc） 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・雪合戦、ソリなど、新しい親しみやすい競技があるといい。 

・地元の選手が活躍する場として子どもに希望を与えられる。 

・住んでいるところで、生のオリンピックを見てみたい。 

・子どもたちが見たら、自慢となるんじゃないか。 

・様々な関わり方がある。(選手だけじゃない) 

・子どもたちがいつか、オリンピックに関わったことを誇りに思ってほしい。 

 

■大会後の利点 

・レガシー。 

・新しい建物ができて、活用されていくとよい。 

・障がい者が使えるホテルなどの整備につながるのであればよい。 

・ウィンタースポーツが周知されるきっかけになるといい。  
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■大会中の課題 

・札幌オリンピックなのに、長野のを借りるのは良くない。 

・人づくりが足りていない。 

・ウィンタースポーツの教育が足りていない。選手が育っていない。 

○アイデア 

・毎年このような会議をやり、市民意識を変えていきたい。 

・行政の生の声（本音）が聞こえない。 

・2030 年ダメだったらやめるのか？ 

 

■大会後の課題 

・市長は現在の負の遺産を見ているのか 

 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

○誰もが暮らしやすい便利な街 

・丘珠空港の活用。 

・新千歳空港に負けない便利な空港に。 

・除雪は高齢化に伴ってのとても大きな課題。 

・自動除雪機があると便利。 

・市民に優しい街になるといい。 

・南北線・東西線・東豊線の外回りの交通機関があるといい。（山の手線のような） 

・ひとつのエリアが栄えるのではなく、人が市内の拠点で流れるようになるといい。 

・これを機にバリアフリーが進むといい。 

○他の街（区）と共存しながら発展していく。（中心だけ栄えるのではない） 

・各区で個性ある、特色がある拠点となるといい。（東京の渋谷や目黒のように） 

○子どもたちがスポーツを基盤にのびのびと育っていける！ 

・スポーツで子どもがのびのびと育つ。 
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２）Ｂグループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・インフラが加速する。 

・子ども達の未来が明るくなる。 

・経済効果が上がる。 

・札幌市のブランドが世界につながる。 

・オリンピック後の使用が便利になると思う。 

・知名度が上がる。 

・交通の便がよくなった。 

・国際的な知名度が上がる。 

・大会後の施設の有効活用。(高齢化を踏まえる) 

・街に元気が出る。 

 

■どちらとも言えない 

・次回の大会後施設利用による。 

・住んでいる場所により効果の違いがあると思う。半分半分と思いました。 

・少子化による人口減で負担が増加する。 

・オリンピック後の札幌のスポーツ文化は活性化するのか。 

 

■効果がない 

・経費がかかる。 

・オリンピックによって札幌が変わるという視点で考えてこなかった。夏とは比べられない。 

・スポーツ文化増進によるが、経費がかかる。 

・オリンピックによる街の変化が想像つかない。 

・長期的に見た施設の維持管理はどうなるのか。 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・経済効果がある。 

・経済効果が上がる。 

・札幌にお金が落ちる。 

・世界にやさしい札幌を PR 出来る。 

・一流の選手のプレーが見れる。 

・大会を見る人はその会場において世界の人々を知り合えることが出来る。 

・パラスポーツに関心が向けられる。 
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■開催後の利点 

・継続的な設備整備が図られる。 

・インフラ整備され暮らしやすくなることを願う。 

・施設を屋上やアリーナなど有効に使える。 

・施設が新しくなる。 

・施設の活用が進む。 

・南区にスポーツ施設が出来てスポーツの街南区になる。 

・街が整備される。 

・観光客が増えて国際的になる。 

 

■大会中の課題 

・集客できるスポーツとできないスポーツがあると思う。 

・宿泊施設が足りないのではないか。 

・アジア大会ではスキー授業の代わりにスケート見学になった。 

・全員が入場券を手に入れる訳ではないので競技団体を理解できない。 

・スキー・スケートが市民に定着していないのではないのか。 

・安全面が不安だ。 

・交通は機能するのか。 

 

■開催後の課題 

・ウィンターだけではなくて通年選手の強化ができる施設ができる。 

・有名選手を輩出する必要がある。 

・スポーツ環境を整える必要がある。 

・想定内に予算が収まるのか。負担増を避けられるのか。 

 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

・自然豊かな町になる。 

・若い人が就職するような企業が増える。 

・子どもが多い町になる。 

・金銭的にもどこにいても住みやすい町になる。 

・千歳空港まで地下鉄が走る。 

・バスが全車両「低床車両」にする。(高齢者、障がい者に優しい町)。 

・高齢者にとっても楽しく街を散策できる町であってほしい。 

・AI 化が進む。 

・バリアフリーが進む。 

・町に出やすくなる交通がある町になる。 

・全区に地下鉄が開通する。 
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・定山渓バスの運賃が安くなる。 

・交通が便利になる。 

・温泉の熱で道路の雪を解かす。 

・ウィンタースポーツ施設の冬季以外の活用がなされる。 

・大都会になっている新幹線街の開発などで観光客も多くなる。 

・活気があふれる街になる。 

・新たなシンボルができる。 

・真駒内駅ビルができる。 

・札幌の象徴「札幌タワー」が建つ。 

・ローラースキーコースができる。 
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３）Ｃグループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・記載なし 

 

■どちらとも言えない 

・記載なし 

 

■効果がない 

・記載なし 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・子どもたちがオリンピックに出たくなる。 

・子どもたちに夢を与える。 

・子ども達の為に楽しみを提供できる。 

・子どもたちが海外の人たちと話す為に英語を学ぶ。 

・老若男女にとってスポーツへの関心が高まる。 

・インフラ整備される。 

・既存施設が整備される。 

・札幌の待ちづくりが新旧入れ替えできてリニューアルできる。 

・古くなってもスポーツ施設が維持できる。 

・障がい者弱者にやさしい街になる。特にパラリンピック。 

・交通網の整備が進む。 

・大会会期中、世界中に札幌が宣伝される。 

・北海道が日本全体で盛り上がる。 

・経済が良くなる。 

 

■開催後の利点 

・記載なし 

 

■大会中の課題 

・資金はどう確保するか。 

・選手の受入施設をどうするのか。 

・除雪がどうなるのか。 

・気温上昇に伴う雪はどうなるのか。 

・雪害・災害時外国人の方への対応はしっかりできるのか。 
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・お金がかかる。 

・お金がかかるのでは、と心配する人がいる。多いかもしれない。 

・混雑やテロを心配する人がいる。 

○アイデア 

・ボランティアの育成をする。 

・お金をかけて除雪をきちんとする。 

・お金のかけ具合を検討する。 

・しっかり情報公開し説明に説得力を持たせる。 

・優れた除雪技術を持つ。 

 

■開催後の課題 

・施設の維持をしていかなくてはならない。 

・大会後の施設活用はどうなるのか。施設ごとに利用の差が出るのではないか。 

・オリパラ後の経済のダウンをどうカバーするのか。 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

・世界中の人が札幌の名前を知っている。 

・世界中の人たちがグルメや観光へ遊びに来る街になる。 

・世界に誇れる街になる。 

・英、中、韓をどの多言語でも直接案内できる人が増える。 

・他の都市の手本になる街になる。 

・何できるずっと楽しい町になる。山海も食べ物もおいしい。 

・若者が働ける街になる。 

・道内の学生が道内の大学で学べるようにする。 

・北海道の島国(離れている)感がなくなる。 

・冬のスポーツをもっとたくさん楽しめる。 

・ウィンタースポーツに親しむ人が増える。 

・冬季スポーツの世界大会が継続して開催される。 

・北海道の冬が憧れになる。 

・コンパクトシティになる。 

・人口が減少するので街のつくり方をしっかり考えて進める。 

・シルバー世代の活躍の幅を広げる。 

・ハードもソフトも障がい者、弱者、老人に優しい街になっている。 

・みんなが人に優しくみなが助け合える街になる。 

・子どもたちが住みたい街になる。 

・雪と共存できる。 

・災害（台風、地震）の無い街になる。 
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４）D グループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある  

・老朽化施設の建て替えが進む。 

 

■どちらとも言えない 

・費用対効果の情報が少ない。 

・経済効果が若干ある。 

 

■効果がない 

・記載なし 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・後期高齢者の前向きな生きがいになる。 

・健康意識につながる。 

・高齢者の生きがいになる。 

・観光促進につながる。 

・経済の発展につながる。 

・国際都市札幌のイメージが強く PR 出来る。 

・国際的な教育をする機会になる。 

・国際平和の貢献ができる。 

・子どもたちの一生の思い出となる。 

・選手育成の関心が強まる。 

・選手の競技力が向上する。 

・冬季オリンピックを通じ、青少年のスポーツに興じることが多くなる。育成には必要だ。 

・札幌が安心安全であると PR出来る。 

・治安の良さを PR できる。 

・町の更新が進む。 

・インフラ整備が進む。 

・道路環境が良くなる。 

 

■開催後の利点 

・招致をすることによって外国からの人が多く札幌に住むようになるのではないのか。 

・世界に紹介されることによって美しい札幌が広がっていくのではないか。 

・競技の知識も増え、その後の活動が応援できる。 

・地域・地区間の交流が深まる。 

・前回のオリンピックで南区の住宅などが多くなり良かった。 
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・交通関係の整備が整うことによって生活が良くなる。 

■大会中の課題 

・予算確保。 

・人手不足。 

・どうやって北海道に来るのか。 

・千歳から札幌間の施設はあるのか。 

・宿泊場所はあるのか。 

・育成のための施設は足りるのか。 

・冬季の雪対策をどうするのか。 

・各競技についてルールなどを知らない。 

・現在ある 72 の競技場の整備をするのか。 

○人材不足 

・バス運転手不足の解消。 

・ボランティア大会に必要な要員は足りるのか。 

○アイデア 

・スポーツを通じて国ではなく人材交流を深める。 

・広報をホームページでする 

・会場・設備の早期整備をする。 

・民間施設の利活用をする。 

 

■開催後の課題 

・少子高齢化とその対策を講じなくてはならない 

 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

・集会施設が民営化する。 

・公園トイレが改修されて洋式になる。 

・駅・ホームが拡大する。 

・交通機関(地下鉄)が定山渓まで伸びる。 

・地下鉄がループ化する。 

・観光客が増える。 

・雪対策の進んだ町になる。 

・72 年のように選手村が住民のための施設になる。 

・国際スキー場と手稲をトンネルで結ぶ。 

・バリアフリー化したまちづくりが進む。 

・定山渓にテーマパークができる。 

・南区として考えると人口増加することですることで活性化する。 

・札幌市として外国人が多く住むことがまちになる。 
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・真駒内駅にバスターミナルができる。 

・南区に大きなテーマパークができる。 

・札幌市で一番大きな地域なので土地活用するべき。 

・定山渓が元気になる。 

・駅付近大通一帯に無料競技場が設営される。 

○交通の不便さ 

・地下鉄の延伸が図られる。 

・交通システムの循環する方法が考えられる。 

・真駒内駅を整備してほしい。 

・バス本数が伸びる。 
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５）E グループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・市電が延伸するかもしれない。 

・交通網の整備が進む。 

・経済効果はある程度期待できるのではないか。 

・経済効果負債は相殺される。 

 

■どちらとも言えない 

・経費がかさむことによって市民税道民税などの市民の負担が増えるのではないか。予算通りにい

かないと考えられる。 

・使う人が少なくなって負担が増える。 

・負担が増えて予算オーバーすると思う。 

 

■効果がない 

・開催経費の積算根拠が不明確で経済効果の多少が分からない。 

・組織委員会予算の施設整備費の積算根拠が不明確で経済効果の多少が分からない。 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・活気が街(市)に溢れ賑やかで経済効果にも期待大だ。 

・地下鉄の整備ができるのではないか。 

・2 回目の開催にして世界の札幌としての PR が大きい。 

・ボランティア精神を増進できる。 

・札幌(日本)が有益になる。 

・子どもたちの将来にも開催することは良いことだ。 

 

■開催後の利点 

・障がい者を街に受け入れる街になる。 

・整備されるとますます札幌への集中が強まる。 

 

■大会中の課題 

・パラリンピックに関して道路や施設の整備が付けなくできるのか。障がいのある人に意見を聞く

場を設けているのか。 

・札幌と他都市のすみ分けが本当にうまくいくのか。そのすみ分けに伴う予算分配がうまくいくの

か。 

・10 年後なので気候の変化で大会期内は実施できない事態を考えているのか。 
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・人口がたくさん必要になるのではないか。 

・冬期間なので交通が心配だ。 

・計画を作ろうとした時に若い世代の意見を十分に聞きだしていこうとしているのか。 

・折角オリパラをやるのであれば次世代の育成にどう取り組もうとしているのか。トレーニングセ

ンターを作るべきではないか。 

・大雪の時除雪の優先がオリンピック開催地周辺になると思われるので生活圏が二の次になる心配

がる。 

○アイデア 

・施設整備にあたって障がい者からの意見を聞く。 

 

■開催後の課題 

・選手村として作ると一部屋が狭いので家族で住むには難しい。 

・競技施設はどれくらい使われるのか。その維持費が若い世代が犠牲にならないか。 

・オリパラ関係のまちづくりの連動が必要ではないのか。 

・駅前のまちづくりとオリパラの連携が十分にできるのか。 

・利便性だけもオリパラと連携が十分に出来るのか。 

・開発者が勝手にどんどん作ってしまうのではないか心配。 

・若い人に南区真駒内へ来てほしい。 

○アイデア 

・選手の育成トレーニングセンターで環境づくりをする。 

 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

・人口減少、建物の老朽化、高齢化、緑の減少、廃墟になった老健施設が増える。 

・南区の持っている資産、芸術とスポーツが融合できるまちになる。 

・外国人に南区の持っている資産(植樹や文化・芸術)を共有できる町にする。 

・南区が産地地消を目指すまちにしていこう。 

・子育て中のママさんが安心して働ける保育所を増やす。 

・札幌市が消費地から AIロボット等新しい産業の基地に変えていこう。 

・子どもたちにとって学べる場所を持とう。 

・ゴミステーションがなくなり、自宅からゴミが収集される美しい街になる 

・子どもが住みやすく大人が暖かい環境になる。 

・地下鉄が定山渓、常盤まで伸びる。 

・個人・町内会で活動する。雪負担が少なくなっている。 

・パートナーシップ排雪が高い。3000円から 5000円になる。 

・大人の教養の場が増える。子どもをきちんと育てるのは大人である。 

・芸術の森でうまくかくしきれない。 

・温泉・スポーツ・リハビリがいっぺんにできるところになる。  
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６）F グループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・記載なし 

 

■どちらとも言えない 

・記載なし 

 

■効果がない 

・記載なし 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・施設整備、アイスアリーナの痛みがひどい。 

・雇用の増加、賃金が向上する。 

 

■開催後の利点 

・パラリンピックなど子どもの教育の観点からは効果がある。 

・オリパラを機会に札幌が紹介され、住みたいと思う人が増える。 

・これを機会にヒト・モノ・カネが集中し更なる都市化が進む。 

・子どもの頃からスポーツを親しむ文化が生まれる。 

・健康 100年 100 歳時代が到来する。後々の子孫のため。 

・ウィンタースポーツをやろうという意識が向上する。 

 

■大会中の課題 

・外国からの来訪者対策が不十分である。 

・バリアフリーが未だ不十分だ。 

・アリーナから地下鉄まで遠い。 

・何についての効果か分からなくなった。まちづくりってなに。 

・トイレ、バリアフリーの整備はオリンピックの機会である必要があるのか。 

・交通渋滞が起きる。 

・乗り換えなしで施設に行けるようにしたい。 

・札幌市から 10 年後のビジョンを出してほしい。 

・トイレ対策は十分なのか。 

・外国人への情報提供の環境は足りているのか。 

・一時交通をもっと整備してほしい。 

○アイデア 
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・ピクトグラムを進める。 

・北海道から選手を出すようにする。 

・札幌以外でも北海道全体で取り組む。 

・子どもたちにマナーを学ばせ。 

・しかるべき教育指導をする。 

・外国人にも分かりやすいマークにする。 

・オリンピックに頼らない施設設備を作る。 

・特に外国人にわかりやすい案内にする。 

 

■開催後の課題 

・インフラなど生活を豊かにする都市整備がなされないとわかった。効果はない。 

○アイデア 

・新しい施設を市民に開放する。 

 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

・学校などの施設に冷暖房が普及している。 

・個人の除雪がなくなる。 

・開拓の街、健康な街になる。 

・子どもたちが豊かな教育とスポーツを受けられる街になる。 

・選択肢がある教育を受けられる。 

・アトムが住む。 

・人・動物・植物に優しい街になる。 

・障がい者は個性として受け入れる。 

・日本で唯一の国際都市となっている。 

・高校・大学を呼ぶ。 

・世界でも有数のウィンタースポーツのメッカになっている。 

・地下鉄がループ化する。 

・どこからでも来やすい町になっている。 

・北海道全体で考えられるようになっている。 

・空港が近い。 

・道内新幹線がどこからでも 1km 圏内になる。 
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７）G グループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・海外からたくさん人が人が集い、潤う。 

・人が集まる街の活性化が進む。 

 

■どちらとも言えない 

・記載なし 

 

■効果がない 

・まちとして成熟度が高いので経済効果が薄い。 

・すでに街づくりができている。 

・手稲山などが活用されていない。 

・選手村を作らなければ経済的効果は薄い。 

・ニセコは世界レベルの大会には向かないのではないか。 

・これから作る施設の有効活用ができるのか。 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・ウィンタースポーツの活性化が図られる。 

・パラリンピックをやることはよいことだ。 

・札幌市の知名度が上がる世界に知られる。 

・地域の高校生は真駒内アリーナを活用している。 

・パラリンピックをやることは良いことだ。 

・町づくり(交通インフラ)が進む。 

・開催によってウィンタースポーツが盛んになる。 

・オリンピックを考えている間は戦争を考えない。平和につながる。 

 

■開催後の利点 

・南区の利用者が多い。 

・盛り上がる。 

・南区の施設まわりの歩くスキー、ランニングに活用されている。 

 

■大会中の課題 

・授業にウィンタースポーツが組み込まれていない。 

・市民の負担がどれほどのものになるのか。道の負担分が見えないので不安だ。 

・老朽化した施設を改修して間に合うのか。 
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・札幌市以外道の負担になるお金を使わない大会が実施できるのか。 

・今の高校生は 72 年の開催を知らない。 

・雪の再利用をどうするのか。 

・冬の生活、雪の共存を作りだせるのか。 

・市民の利点は何か。 

○アイデア 

・種目が多すぎる。絞り込みも大切だ。 

 

■開催後の課題 

・毎日利用しているがイベントが多くて使えないことがある。 

・イベントには来るが 30～40代の利用は少ない。 

・環境は恵まれているのにウィンタースポーツが活発にならない。 

・お祭りとして一過性で終わ。 

○アイデア 

・日本の選手の育成と活躍を推進する。 

・ラグビーのようにアイスホッケーが盛り上がる。 

 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

・副都心を作る。 

・雪蔵など雪の活用を学ぶ。 

・除雪がきちんとしている。 

・全域に交通が行き届いている。 

・雪まつり後のスキー大会への利用をする。 

・豊平川を軸にした南区街づくりをする。 

・地下鉄を千歳空港につなげる。 

・地下鉄の延長。 

・地下鉄が定山渓もしくは芸術の森まで延長する。 

・地下鉄がループ化する。 

・地下鉄を空港まで延長させる。 

 

 

  



 

415 

 

【豊平区】 

１）A グループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・1972 年のオリンピックの経験から、地下鉄解説の効果を体験した。これからのオリンピック開催

にも、特に交通機関ではさらに交通手段などで効果が認められるのでは。 

・外国人が多く来る→外国人観光客への対応力の向上につながる。 

・外国人に、実際に来てもらうことにより、パンフレットに載らないようないい店などを知ってもら

える。 

・子どもたちに夢を与える。 

 

■どちらとも言えない 

・正直良く分からない。交通インフラが今より整備されればいいなと思いますが、どの程度されるの

でしょうか？ 

・オリパラが札幌だけでなく違う場所でも行われているので、札幌でやるからには札幌の良さを出

したら良いと思う。 

 

■効果がない 

・大会費用の札幌市の負担額が大きく、開催後の維持費もかかる。 

・バリアフリーなど、札幌市が住みやすい街になる。 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・有名人に会える。 

・子どもたちがウィンタースポーツに興味を持つ。 

・外国人との交流ができる。 

・街のバリアフリー化が一層進む。 

 

■開催後の利点 

・スポーツへの関心の増加 

・古くなった施設を新しくすることによって、大会終了後の市民に恩恵がある。 

・オリンピックに行けなかった人が札幌に来ようとする→観光客が増加する。 

 

■大会中の課題 

・病院。 

・ボランティアが足りない。 

・日本はマナーが良い国で有名なので、他の国から来る人達が、大会の会場や会場に行くまでの道な
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どがゴミなどが増えてしまうのではないのか。 

・混雑→緩和を希望・期待。 

・交通網の混雑→特に大会以外の場合。 

・既存の施設を使うといっても、古いので、お金がかかると思う。 

・テロ対策→ごみ箱はどうする？ 

○アイデア 

・ゴミを捨てる場所を増やしていけばいい。 

・ポスターや呼びかけで周知する。 

 

■開催後の課題 

・オリパラのために作ったものや整備したものを、開催後、どう生かしていくのか。 

 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

・災害に強い街になる。 

・学校の耐震化が進む。 

・厚真町の例を参考に、対策を充実させる。 

・電柱の地下化。（千葉の災害を受けて） 

・思いもかけない大雪の対応が進み、交通の不安が解消される。 

・地下鉄事故の対応が進む。 

・地下鉄がループ化する。 

・現状は、いちいち街に出なくてはいけないのが不便。 

・現状は、冬はバスが遅延して不便。 

・雪対策として、地下道路がさらに発達する。 

・治安が良くなる。 

・除雪技術が発達する。 
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２）B グループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・効果あらしめなければならない。 

・公共インフラが整備される。 

・スポーツを通して外国に興味を持つことが出来る。 

・実際にスポーツを観戦したり、多くの方が来られ地域の活性化が得られる。 

・前回大会のように、さらに住み良い町になると思う。 

・1972 年の前回大会の翌年、スキー留学で海外に行った際に成功を実感した。 

→知名度が、北海道、JAPANよりも札幌の方が大きかった。 

 

■どちらとも言えない 

・記載なし 

 

■効果がない 

・記載なし 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・交通機関が整備され、交通の便が良くなる。 

・既存インフラの活用を観光利用の側面から実現する。 

・札幌の都市計画を見直すチャンスになる。 

・既存の施設利用で、経費を節約でき、その後も活用できる。 

・経済効果。 

・観光・施設やインフラの整備が進み、観光も盛んになり、街づくりにつながる。 

・札幌を中心に周辺都市も経済効果がある。 

・スポーツへの関心が生まれる。 

・冬のスポーツに対する関心度が高まる（冬の生活） 

・子どもたちにスポーツの楽しさ、素晴らしさを伝えることが出来る。 

・小・中・高校生の関心度とスポーツの参与が高まる。 

・海外を知るきっかけになる。 

・インバウンド公害対策を考える機会となる。 

 

■開催後の利点 

・グローバル・バリアフリーな街づくりを残すことができる。 

・人が集まる。 

・すすきのが活気づく。 
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・札幌の名前が売れる。 

・コミュニケーションを通して新しい価値観を得ることが出来る。 

・今回のように「市民の声を聞く会」の開催はいい。 

 

■大会中の課題 

・経費が増大し、物価が高騰する。 

・開催する以上は無理のない経費、計画をしてほしい。 

・ボランティア不足。 

・語学力不足により相手側に不快感を与えるかもしれないという不安感がある。 

・治安の一時的悪化。 

・地元住民の恩恵は？ 

・都市住環境が市民を忘れたものになる恐れがある。 

・都市交通の計画が遅滞する。 

・競技人口が増やせるか。 

・冬季競技を全国的にできるか。 

・地元の有望選手づくりができるか。 

・PR がまだまだ足りず、浸透率が低い。 

 

■開催後の課題 

・競技施設の継続利用。 

・夏季大会を無視したものとなる課題を考える。 
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②2030 年の札幌のまちの姿 

・利雪・除雪の整備に期待。 

・選手の育成にはお金かかるので応援できる環境を。 

・夏でも冬スポーツができる環境を。 

・充実した環境を 1年中使える。 

・ボランティアでお手伝いしたい。 

・札幌だけに集中させず、北海道オリンピックの視点を持てるようになる。 

・市電を観光用にしたいルートを増やす。 

・交通インフラが充実して、地方へのアクセスが整備される。 

・都市計画中央部に高層の建物はいらない。 

・超高層建築は厚別地のみ許可するなどのゾーニングを計画するべき。 

・観光客誘致や大規模イベント開催には住環境の保全の視点を忘れてはならない。 

・盛り上げるには地元の選手を。 

・北海道でも 1 年中夏冬のスポーツを。 

・文明の進化に不安もある。 

・雪まつりがもっと参加型、体験型に。 

・子どもたちにスケートのできる環境を。 

・夢ある魅力ある街づくりに期待。  
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３）C グループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・まちづくりの発展に寄与する。 

・市の発展へのチャンスを得る。 

・札幌の人はスポーツが好きな人が多いと思うので（日ハムの例 etc）、スポーツを通して盛り上が

り、さらに札幌を知ってもらいたいと思います。 

・ワクワクする。 

・札幌をアピールし、その結果観光収入が増える。 

・グローバルなカルチャーが浸透する（→経済効果） 

・グローバル化が進む現代で北海道でも外国との関わりを強くしていく意味を持つ。 

・高齢化が進む中高齢の方の健康増進。 

 

■どちらとも言えない 

・ボランティアの方々を集めるのが大変。会場でのその方々への対応をきちんと考えるべき。 

・ホテルの数が足りない。 

 

■効果がない 

・記載なし 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・競技に興味を持つ人が増える。 

・外貨を稼げる。 

・子どもへ夢を与える。 

 

■開催後の利点 

・インフラ整備 

・芸術の森に行きやすくなる。 

・設備レガシーがちゃんと使われる。 

・観光客が増える。 

・北の都「札幌」の世界への PR になる。 

・ウィンタースポーツが振興する→経済効果を生む 

 

■大会中の課題 

・外国の方が今後来てもらえるようなサービスが必要。 

・受け入れるマナー意識の向上が必要。 

・ボランティア不足。（質・量ともに） 
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 →（アイデア）企業・学校ぐるみで募集＆啓蒙。 

・ホテル不足・ボランティア不足、ボランティアのための設備不足 

○アイデア 

・Wi-Fi環境の充実 

・キャッシュレスを進める。 

・オリンピック休暇 

・ホテル・宿泊施設を増やす。 

・南北線と東豊線をつなぐ→ループ化 

・外国人材もっと受け入れる。 

・語学力 UP（京都などの観光都市を参考に） 

 

■開催後の課題 

・ウィンタースポーツ振興が一時的。 

・レガシーの利用法。 

 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

○実現可能性が高い、札幌のすがた 

・スマート農業が進んでいる。 

・高齢者が元気でガンガン働いている。 

・道外からの人口流入。 

・外国人が快適に住めている。 

・国外からの移住者が増加している。 

・魅力ある大学の新設（魅力ある）、道外に出て行かない。 

・戻ってきたいと思える街になっている。 

○実現可能性が高い、札幌と世界の関係 

・海外からの農業留学＆就農が増える。 

・札幌 PR が進み、さらに有名になる。 

・札幌での冬の活動（雪まつりなど）を世界へ PRすることで、地球温暖化の重大さを再確認。 

○実現可能性が低い、札幌のすがた 

・地下鉄ループ化。 

・新幹線を、札幌へ。 

・交通費が安くなる。 

・新千歳空港からの国際線が増加している。 
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４）D グループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・豊平区（月寒地区）にとって大いに効果がある！ 

・正のレガシーにするために、区民ミーティングなどで意見出し合うのどうでしょう！ 

・観光客が増える。 

・経済効果が見込める。 

・子どもたちがスポーツに興味を持つ。 

・ユニバーサルデザインの街づくりが進む。 

・特にハード面で効果がある。 

・商店街もウェルカム！ 

 

■どちらとも言えない 

・記載なし 

 

■効果がない 

・記載なし 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・月寒の居酒屋さんに来てくれるだろう。 

 

■開催後の利点 

・車いすの方にも優しい道に。 

 

■大会中の課題 

・交通機関。 

・地下鉄の車両 100％にしない…。 

・公共交通機関をもっと充実してほしい。 

・通勤時間など、地下鉄に乗れるのか心配…。 

・ボランティアをどう確保するか？ 

・住民投票のやり方は？ 

・投票のやり方は決まっていない。 

・特定の人に聞く。 

○アイデア 

・地下鉄の柵に広告つけてオリパラ招致の協力を呼び掛ける。 

・市民の意識・ムードを高めるには？ 

→各家庭（学校とも協力して）でオリパラのアイスキャンドルを作る。  
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■開催後の課題 

・大会後、雇用が維持できなくなる…？ 

・最低賃金は上がっているが…。 

○アイデア 

・現状、月寒体育館駐車場がガラガラなので、大会駐車場として活用することで月寒公園が人気に。 

・福住駅からドームまで直結させる。 

 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

・地球環境を考えるオリパラ。 

・道をトレーニングエリアにする。 

・藻岩山経由で、モノレールつくる。 

・モノレールを作る。（冬） 

・10 年前と今を比較して考えると、あまり変化がないのでは？ 

・気温が 2度、変わっている。 

・降雪量が、少なくなっている。 

・教育費が安くなっている。 

・札幌圏で考える。（ニセコ等） 

・エリアで考えられるように。 

・子どもの預かり場所が増える。 

・駅ごとに都会になっている。 
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５）E グループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・外国の方々に札幌の良さを知ってもらえる。 

・子どものスポーツに対する関心が高まる。 

・施設の建て替えが進む。 

・観光客の増加など、効果は十分にある。しかし、札幌市にマイナスイメージを持つ人も中にはいる。

→〈マイナスイメージ〉寒い、雪、ブラックアウト 

 

■どちらとも言えない 

・少子化人口は、私たちの予想以上に進んでおります。私は米国へ 10 回以上国際大会に参加してい

ますが少子化で維持していくのに苦悩している州がたくさんあります。 

 

■効果がない 

・記載なし 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・豊平区が盛り上がる。 

・外国の方が豊平区に関心を持ってくれる。 

・大会に向けた商品や広告の充実。（月寒などは特に？） 

 

■開催後の利点 

・大小問わないスポーツイベントの増加につながる。 

・新しくなった施設には、若者がたくさん集まる。（スポーツ習慣化のきっかけ） 

・市民がスポーツに関心を持ってくれる。 

 

■大会中の課題 

・スポーツに関心がない人が増え、施設が活用されないのではないか。 

・施設が少ない。 

・会場は月寒や真駒内など様々だが観光客は結局、大通や駅周辺に流れてしまう。 

・大会が始まると人が多く集まるので交通機関が普段のように使えなくなる。 

・施設の利用だけになってしまう。 

○運動施設が少ない 

・小学校や公園など、使用の制限が多く、自由に使えないことが多い。 

○アイデア 

・地下鉄の本数を増やす。無料送迎バスなどを使用する。 
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・区を紹介するための、食べ物や飲食店のブースを作る。 

■開催後の課題 

・記載なし 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

○実現性が高い、札幌の姿 

・ウーバーイーツのようなグルメの流通手段が札幌でも一般的になっている。 

・第二の札幌の中心としての豊平。 

・大通りに限らない、地下歩行空間の誕生。 

・人の負担があまりかからないような自動化の増加、AI の進歩。 

・テレビが進化！？立体化した選手の試合が見られるようになるかもしれない。 
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４）F グループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・記載なし 

 

■どちらとも言えない 

・記載なし 

 

■効果がない 

・記載なし 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・交通の設備が整う。 

・文化。 

・海外の人との交流が増える。 

・札幌の文化を世界に発信できる。 

・英語での触れ合い→魅力向上。 

・スポーツ施設再整備による利便性向上。 

・経済。 

・外国人の来道によって、北海道全体の収入が上がる。 

・経済の安定化につながる。 

・スポーツ振興。 

・スポーツ種目の理解、関心度が高まる。（特にパラスポーツ） 

・競技人口。 

 

■開催後の利点 

・スポーツ振興。 

・大会をすることによって、冬季スポーツ行うきっかけとなる。 

・ウィンタースポーツに取り組む人が増える。 

 

■大会中の課題 

・大会中での災害発生はすべての都市機能を停滞させる可能性あり。 

・交通。 

・1972 年当時と比べて、交通インフラの再整備は進まないと思う。 

・冬季の札幌に多くの方々が来ることを考えると、混雑しそう。 

・自動車の渋滞が増える。 

・道路整備はもうめいっぱい。 
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→（アイデア）公共交通機関再整備 

・まちづくりを考えると効果が上がるか疑問。 

→（アイデア）パラリンピックにもっと注目・focus すると、高齢化社会・バリアフリーなど、ま

ちづくりにつながるものが見えてくる。 

 

■開催後の課題 

・スポーツ振興。 

・スポーツ参加度をどう高めるか、現状、ウィンタースポーツ人口は少ない。 

・競技人口増える？←設備不足。 

・作ってもペイするのか？ 

・人口減、高齢化。 

→（アイデア）高齢者が楽しめるスポーツ施設を作る。 

・冬季オリンピック用のモノ（旗・のぼりなど）はどうする？ 

→（アイデア）電光表示のような多様な用途のものにする。 

・施設の維持管理費が良く分からない。 

・冬季オリンピックでなくてはならない理由が分からない。 

・昨今の高齢化社会への対応は、別問題と思う。 
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③2030 年の札幌のまちの姿 

・地下鉄の待ち時間がほぼなくなる。 

・札幌からゴミが出ない。（リサイクル、リユースが充実） 

・札幌市全体が充電システム。（ビルの上に風車、太陽光発電） 

・温暖化対策が進む。 

・地下歩行空間の拡大。歩いて会場まで行ければ良い。 

・雪が降らない。（札幌の一定区域） 

・人・モノ・文化の多様化。 

・様々な文化が混在化し、多人種の光景。 

・英語の実用化。（みんなが読んでる） 

・街中でマンションで暮らす。 

・少子化による快適な教育、遊戯、スポーツ環境整備。 

・小さい子どもでも来やすい、安全・分かりやすい施設。 

・AI・IT の発達。 

・AI（ロボット）による自動運転。（労働力の軽減化） 

・犯罪・事故が一切なくなる。 

・高齢社会を支えるインフラ整備。 

・若者がやりたいことできる街。 

・騒音ない。 

・子育てしやすい。 

・起業しやすい。 

・起業誘致。  
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７）G グループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・具体的には分からないが何かしら効果があると思ったから。 

・札幌という町の知名度が上がる。 

・新施設の作成による影響。 

 

■どちらとも言えない 

・記載なし 

 

■効果がない 

・次世代に負担をかけないように。 

・スポンサードが思惑通りなるか。 

・もっと先にすべきことがないか。 

・大会後の対応は？ 

・説明が扇動的なため。 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・飲食店などの売り上げアップ。 

・配置される施設が近いと、様々な競技を見る事が出来る。 

・外国の人々との触れ合いが増える。 

・ウィンタースポーツに目が向けられる。 

・子どもたちに生の競技を見てもらえる。 

・冬のオリパラへの理解度が上がる。 

 

■開催後の利点 

・スポーツ振興。 

・大会をすることによって、冬季スポーツ行うきっかけとなる。 

・ウィンタースポーツに取り組む人が増える。 

・オリパラで行われたスポーツの競技人口が増える。 

・インフラのリニューアル。 

 

■大会中の課題 

・地下鉄の各駅に臨時バスを出す。 

・行きたい、見たいけどできない人への対応は？（何か手立ては？） 

・チケットの値段をひとつに。（5G） 

・地下鉄に人が集中（事故が起きたらなおさら） 
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・ライブビューイング VRライブで現地以外での観戦。 

・混み合うことのマイナス面が増える（人の動き・店の対応など） 

・日本のマナーを外国人に伝えるのか。 

・マナーの元を伝える工夫をする。（関連するところから情報を発信する） 

・訪問客が来るのを控えることも考えられる。 

 

■開催後の課題 

・人口減少の中、どのようにウィンタースポーツを広めていくか。 

・施設などの維持管理などに困る。（コストもかかる） 

・オリンピックを見たので、札幌に来る。という人はいるのだろうか？ 

 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

○実現可能性が高い札幌の姿 

・交通。 

・地下鉄の環状化。 

・地下鉄の本数が幅広くなってほしい。 

・滑らない道路。 

・除雪の平等化。 

・地球温暖化。 

・雪が少なくなる。 

○実現可能性が高い日本の姿 

・新しい職業の誕生。 

・技術の発展によってなくなってしまう仕事があるのではないか。 

・本当のアンドロイド。 

○実現可能性が低い日本の姿 

・人種だけじゃなく、障がいも個性としてとらえられるように。（多民族化…） 

・個人・個性が尊重される社会。 

・介護ロボットの登場。 
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８）H グループ 

①まちづくりへの効果 

■効果がある 

・記載なし 

 

■どちらとも言えない 

・記載なし 

 

■効果がない 

・記載なし 

 

 

②利点と課題 

■大会中の利点 

・国際都市として知名度 UP。 

・バリアフリーが進む。 

・スポーツ振興の促進。 

・今以上に札幌を知っていただくことと、それに伴い人口、交通など効果があると思う居ます。 

・世界の大会を観戦できる機会はめったにない。 

・交通機関の利便性がよくなる。 

 

■開催後の利点 

・古い施設のリニューアル 

 

■大会中の課題 

・交通渋滞。 

・レガシーの活用に不安。 

・過去の大会で費用の面でどうだったのか知りたい。 

・会場バスが不便。 

・ボランティアの不足。 

・様々な整備を必要とするので。 

・工事・準備が間に合うのか？ 

・交通関係はどう対応できるのか。 

・設備の暗い感じを改善したい。 

・札幌以外にも情報発信を！ 

・冬道のバリアフリー化が進む。 

・様々な整備が必要。 

・工事・準備が間に合うのか？ 
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・交通関係はどう対応できるのか？ 

・はっきりとしたまちづくりの目標などが分からない。 

・札幌だけではなく全道各地にももっと目を向ける。（交通整備など） 

 

■開催後の課題 

・その後の施設活用。 

・将来の夏の遺産。 

・交通機関。 

 

 

③2030 年の札幌のまちの姿 

○ハード面 

・高速道路を全て 2車線に。 

・札幌の中心部だけではなく、他のところの交通整備。 

・地下鉄東豊線が清田区までつながる。 

・広い北海道を気軽に回れるような交通手段が生まれる。 

・コンクリートジャングルではなく、北海道らしい緑豊かな街になっている。 

・北国の良さを生かした街づくり。 

・人口が減らない街づくり。 

・札幌以外にも街の振興を！ 

・シャッター街が多くみられる北海道が笑顔で活気がある北海道であってほしい！ 

○ソフト面 

・若者が活躍をする町。 

・子どもたちが気軽にチャレンジできるスポーツ環境。 

 

 

 

 

 

 

 


