
〔１〕教育予算の概要と推移

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度
一般会計予算 852,400,000 884,750,000 901,037,127 936,550,000 996,500,000

対前年増減率 0.0% 3.8% 1.8% 3.9% 6.4%
教育費 34,695,607 41,632,380 37,637,753 44,044,082 39,654,471

対前年増減率 ▲ 3.0% 20.0% ▲ 9.6% 17.0% ▲ 10.0%
一般会計に占める割合 4.1% 4.7% 4.2% 4.7% 4.0%

注2）26年度は総務局へ事業費9,000千円、観光文化局へ事業費33,441千円を移行している。

（千円）

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度
1,613,333 1,809,844 3,368,444 3,917,267 3,993,878

87,517 94,720 78,127 79,100 76,441
6,911,668 7,202,323 6,686,179 6,626,107 7,015,851
4,021,137 4,121,021 3,988,587 3,935,359 4,495,913
704,335 786,729 692,297 695,601 726,977
256,780 263,030 247,985 258,639 329,612

7,251,166 7,400,623 7,413,200 7,415,338 7,529,457
2,424,034 2,741,765 2,333,269 3,002,624 2,931,810

（901,942) （1,188,561) （1,129,259) （1,791,100) （1,716,280)
11425637 17,212,325 12,829,665 18,114,047 12,554,532

34,695,607 41,632,380 37,637,753 44,044,082 39,654,471
注1）27年度より、学校のICT関連事業に係る予算を教育委員会費に集約した。
注2）26年度は教育委員会費から9,000千円を総務局へ、生涯学習費から33,441千円を観光文化局へ移行している。
注3）27年度は幼稚園費から8,599千円、小学校費から3千円、学校保健給食費から879千円を子ども未来局へ移行
　　している。

高 等 学 校 費

第２章　教育予算

(千円）

区　　分

注1）予算額は当初予算である。27年度は肉付予算を含む。
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29年度予算の構成割合



〔２〕平成29年度予算における主要事業概要
（単位：千円）

予　算　額 事   業   概   要

生涯学習部

学校運営管理費 9,594,161

教育の情報化推進事業費 1,886,000

12,000

学校保健費 599,005 学校医等の配置、健康診断、学校環境衛生検査等

学校給食費 5,649,382

生涯学習施設運営管理費 1,066,000

学校新築費 265,000

学校増築費 290,000 桑園小学校、あいの里西小学校　校舎増築等

学校改築費 4,112,000

格技場整備費 231,800 新琴似中学校、藻岩中学校　格技場新築等

施設改修等整備費 6,573,000

アスベスト煙突改修　設計及び工事60本

災害対策環境整備費 173,000

リニューアル改修費 423,346

16,000 （仮称）上野幌南地区小学校　実施設計

所　管　部　・　事　業　名

幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の学校配分予
算、光熱水費、備品購入費、図書費、机・椅子購入費、教材等購
入費

地域ぐるみの学校安全体制整
備推進事業費

スクールガード養成講習会、スクールガードやスクールガード
リーダーによる学校の巡回指導

学校給食調理等委託業務、学校給食用食器食缶運搬業務、
学校給食に関する消耗品及び備品購入等

地域活動推進事業費 80,000 地域住民への学校図書館の開放、土曜日等に学校施設を活用した
学習活動等の実施

生涯学習センター、青少年山の家、定山渓自然の村、青少年科学
館、月寒公民館、市民ホールの運営及び維持管理費

学校用ネットワーク及び校務支援システムの維持管理、教育用タ
ブレットPCや指導者用デジタル教科書などの機器・教材の整備等

（仮称）石山地区新設小学校　校舎新築、屋内運動場新築等
（仮称）芸術の森地区新設小学校　校地造成工事実施設計

二条小学校　　　 校舎解体、グラウンド造成等
月寒東小学校　　 グラウンド造成等
本通小学校　　　 校舎改築等
中の島小学校　　 校舎改築、屋内運動場改築等
中央中学校　　　 校舎改築、屋内運動場改築等
中央小学校　　　 屋内運動場改築等
栄西小学校　 　　校舎改築、屋内運動場改築等
澄川小学校　　　 校舎改築等
東白石小学校　　 実施設計等
羊丘小学校　　　 実施設計等
発寒西小学校　　 実施設計等

老朽化が進行している外壁や給水設備等の改修
小学校延べ188校、中学校延べ69校、高等学校１校、特別支援学校
１校

避難場所としての学校施設の環境整備のため、ガラス飛散防止対
策、受水槽耐震化等を実施

老朽化した学校施設の耐久性を高め長寿命化を図るとともに、建
物の機能や性能をレベルアップするための改修
改修工事　中学校１校
実施設計　小学校４校、中学校１校

学校規模適正化関係改修等整
備費



（単位：千円）

予　算　額 事   業   概   要

学校教育部

外国語指導助手関係費 455,000

29,000

学びのサポーター活用事業費 170,000

不登校対策事業費 86,000

222,400

15,200

13,000

35,000

44,112

奨学金支給費 101,000

教育扶助費 1,981,201

1,995,402 時間講師や校務助手等の非常勤職員の配置等

中央図書館

中央図書館運営管理費 425,830 中央図書館の資料等購入費、光熱水費等の運営管理費

図書館施設運営管理費 370,850

図書館照明LED化事業費 26,000 地区図書館の照明をLED照明へ交換

図書・情報館整備事業費 860,000 市民交流プラザ内に整備する図書・情報館の建設工事等

所　管　部　・　事　業　名

17,000

市内６か所の相談指導教室、教育支援センターにおいて、不登校
児童生徒の学校復帰や状況の改善に向けた支援を実施

算数にーごープロジェクト事
業費

小学校５、６年の算数授業において、非常勤講師を活用した25人
程度の少人数によるモデル研究を行うとともに、学ぶ意欲を育
み、論理的思考力を高めるカリキュラムを整備

地区図書館(９館)、えほん図書館、区民センター図書室(８室)・
地区センター図書室(22室)、大通カウンター等の運営管理費等

スクールカウンセラー活用事
業費

スクールソーシャルワーカー
活用事業費

札幌らしい特色ある学校教育
事業費

低所得世帯児童生徒に対する学用品等の就学援助、給食費や医療
費の援助等

学業成績が優秀で、経済的に修学困難な生徒、学生に奨学金を支
給（1,300名程度を採用）

図書・情報館の開館と図書館ビジョン実現に向けた職員研修、学
校との連携による図書館普及事業の推進

不登校の子どもや家庭に対し、関係機関等と連携し、きめ細やか
な支援を行う相談支援パートナー、指導・助言等を行う相談支援
リーダーを配置

各幼稚園・学校における創意工夫あふれる取組を支援する夢づく
り支援事業の実施。さっぽろっこ農業体験を30校で実施

スクールソーシャルワーカーの配置（11人）

スクールカウンセラーの配置（小学校201校、中学校97校、
中等教育学校１校、高等学校７校、特別支援学校５校）

教職員等関係費

幼児教育センター関係事業費
（市立幼稚園預かり保育）

市立幼稚園９園で預かり保育を実施

いじめ対策自殺予防事業費

札幌市立開成中等教育学校において、国際バカロレア教育プログ
ラム（IBカリキュラム）や情報通信機器を活用した課題探究的な
学習モデルを研究

教職員への研修、関係機関等との連携協力会議の開催、研究機関
との共同研究等の実施

課題探究的な学習モデル研究
事業費

92,000相談支援パートナー事業費

英語指導の補助や国際理解教育等の活動を行うため、外国語指導
助手を107人配置

発達障害等の子どもに、障がいの程度や状況に応じた学習活動上
の支援等を行うため、全小中学校（302校）に特別支援教育支援員
(学びのサポーター）を配置


