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予 算 規 模予 算 規 模予 算 規 模予 算 規 模

Ⅰ．予算のポイント

○一般会計の平成27年度予算額は、

経常的な事務事業を中心とした骨格

予算であり、予算規模は8,722億円で

対前年度比1.4％の減となった。

（単位；億円、％）

会 計

企業会計の<　>内は、公営企業会計制度の変更初年度の特殊要素を除いた額である。

< 1.7 >< 15,178 > < 265 >

総 計 15,44315,44315,44315,443 15,363 79 0.5

307 8.5

企 業 会 計 2,8062,8062,8062,806 2,908 ▲ 102 ▲ 3.5

特 別 会 計 3,9143,9143,9143,914 3,607

27年度予算額 26年度予算額 比較増減 増減率

一 般 会 計 8,7228,7228,7228,722 8,848 ▲ 126 ▲ 1.4

< 3.1 >< 2,723 > < 83 >

一般会計予算規模の推移一般会計予算規模の推移一般会計予算規模の推移一般会計予算規模の推移

○特別会計・企業会計を加えた全会計

では、対前年度比0.5％増の1兆5,443

億円を計上。
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暮らし・コミュニティ

つながりや支え合い

に よ る 安 心 し て 暮 ら

せる地域を目指す

市議会議員・市長選挙を控え市議会議員・市長選挙を控え市議会議員・市長選挙を控え市議会議員・市長選挙を控え 骨格予算として編成骨格予算として編成骨格予算として編成骨格予算として編成

骨格予算編成の考え方骨格予算編成の考え方骨格予算編成の考え方骨格予算編成の考え方

札幌市まちづくり戦略ビジョン＜戦略編＞札幌市まちづくり戦略ビジョン＜戦略編＞札幌市まちづくり戦略ビジョン＜戦略編＞札幌市まちづくり戦略ビジョン＜戦略編＞

・よりきめ細かな見守り活動や地域保健活動の推進

・備蓄物資配置場所の整備

平成平成平成平成27年度予算のポイント年度予算のポイント年度予算のポイント年度予算のポイント

○経常的な事業を中心として編成。今後の補

正財源として地方交付税を50億円留保

○道路・街路・公園などの社会基盤整備は、

前年度予算比で概ね65％を計上

○子ども・子育て支援や都心と拠点のまちづく

りなど、ビジョンが示す都市像の実現に向

けた取組を計上

○市議会議員・市長選挙を控え、例年実施している経常的な事務事業などに係る

経費を中心に計上し、次の市長が判断できる余地をできるだけ残すこととする。

○停滞の許されない地域経済に影響が生じないよう、工事の早期発注や平準化を

図るための所要の建設事業費を計上するとともに、福祉施策や市民生活関連施

策など市民生活に影響の大きい事業についても、支障が生じないよう配慮。

○札幌市まちづくり戦略ビジョンに掲げる取組のうち、間断なく進める必要のある事

業については骨格予算に計上し、市民の文化と誇りを育てる施策を未来につな

げる。

地域福祉力創造戦略地域福祉力創造戦略地域福祉力創造戦略地域福祉力創造戦略 ～市民が孤立することのない地域づくり～～市民が孤立することのない地域づくり～～市民が孤立することのない地域づくり～～市民が孤立することのない地域づくり～ （7ページ）

・「子ども・子育て支援新制度」が本格スタート

保育、幼児教育、子育て支援の「質の向上」と「量の拡充」

を図る（保育定員616人増など）

・旧真駒内小敷地に、仮称）南部高等支援学校を整備

・旧真駒内緑小跡施設に、子どもの体験活動の場を整備

・学びのサポーターを配置

・生活困窮者自立支援事業の実施

・広域型特別養護老人ホームの新築（定員80人６か所）

戦略的に取り組むべき３つのテーマと、戦略を支える都市空間の創造

・町内会活動への総合的な支援

・次世代のまちづくり活動の担い手を発掘育成

・車道等の除雪・運搬排雪、ロードヒーティングなどの管理

・2017年アジア冬季競技大会の開催準備を推進

共生社会創造戦略共生社会創造戦略共生社会創造戦略共生社会創造戦略 ～全ての市民が社会に参加できる地域づくり～～全ての市民が社会に参加できる地域づくり～～全ての市民が社会に参加できる地域づくり～～全ての市民が社会に参加できる地域づくり～ （8ページ）

地域マネジメント創造戦略地域マネジメント創造戦略地域マネジメント創造戦略地域マネジメント創造戦略 ～地域資源の活用の推進～～地域資源の活用の推進～～地域資源の活用の推進～～地域資源の活用の推進～ （9ページ）

経常的な事業を中心として編成経常的な事業を中心として編成経常的な事業を中心として編成経常的な事業を中心として編成

補正財源として地方交付税を補正財源として地方交付税を補正財源として地方交付税を補正財源として地方交付税を５０５０５０５０億円留保留保留保留保
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低炭素社会

・エネルギー転換

低炭素社会と脱原発依

存社会の実現を目指す

産業・活力

北海道経済全体の活

性化を見据えた足腰

の強い経済基盤の確

立を目指す

○中学校への出前講座の実施規模を拡大

○高校生への体験学習(予算編成シミュレーション)を実施

予算編成プロセスの公開の推進予算編成プロセスの公開の推進予算編成プロセスの公開の推進予算編成プロセスの公開の推進
（33ページ）

札幌型産業創造戦略札幌型産業創造戦略札幌型産業創造戦略札幌型産業創造戦略 ～新たな価値の創造による産業の高度化～～新たな価値の創造による産業の高度化～～新たな価値の創造による産業の高度化～～新たな価値の創造による産業の高度化～ （10ページ）

産業人材創造戦略産業人材創造戦略産業人材創造戦略産業人材創造戦略 ～将来の札幌・北海道経済を支える人材の育成・活用～～将来の札幌・北海道経済を支える人材の育成・活用～～将来の札幌・北海道経済を支える人材の育成・活用～～将来の札幌・北海道経済を支える人材の育成・活用～ （12ページ）

・課題探究的な学習モデル研究の実施

・小・中学校及び高等学校に外国語指導助手を78人配置

・学校施設をはじめ市有施設への太陽光パネルの設置

・都心や主要幹線の街路樹をボリュームアップ

低炭素都市創造戦略低炭素都市創造戦略低炭素都市創造戦略低炭素都市創造戦略 ～環境負荷の少ない都市の形成～～環境負荷の少ない都市の形成～～環境負荷の少ない都市の形成～～環境負荷の少ない都市の形成～ （13ページ）

・月寒公園や街区公園などの公園整備

・歩行者と自転車の共存する空間の創出

・企業立地の推進

・中小企業金融対策資金貸付金により事業活動を支援

・雪まつりの魅力アップ（アートを取り入れた雪像制作など）

・札幌型環境・エネルギー技術の開発支援

都市ブランド創造戦略都市ブランド創造戦略都市ブランド創造戦略都市ブランド創造戦略 ～道内循環を高め、道外需要を取り込む手法と基盤づくり～～道内循環を高め、道外需要を取り込む手法と基盤づくり～～道内循環を高め、道外需要を取り込む手法と基盤づくり～～道内循環を高め、道外需要を取り込む手法と基盤づくり～（11ページ）

・札幌コンテンツ特区の推進

・ＭＩＣＥの誘致を推進

都市空間

持続可能な札幌型の

集約連携都市への再

構築を進める

戦略を支える都市空間の創造戦略を支える都市空間の創造戦略を支える都市空間の創造戦略を支える都市空間の創造 （15ページ）

・創世交流拠点のまちづくりを先導するため、北１西１地区

市街地再開発事業を推進し、仮称）市民交流複合施設や

公共駐輪場を整備

・円山動物園にホッキョクグマ・アザラシ館を建設

・苗穂駅周辺地区整備、苗穂駅移転橋上化

・中央体育館の改築

・民間建築物の耐震化の促進

・新たな都心まちづくり計画の策定

・北２西３北地区、大通東４地区の民間優良建築物等整備

への補助

・白石区役所、保健センター、区保育・子育て支援センター、

仮称）絵本図書館などの公共施設を、地域交流拠点に

ふさわしい機能を備えた複合庁舎として整備

○小学６年生を対象とした租税教室でのさっぽろのおサイフ配付

○11月４日から12月３日まで予算要求に対する意見を募集

次世代型エネルギー創造戦略次世代型エネルギー創造戦略次世代型エネルギー創造戦略次世代型エネルギー創造戦略 ～エネルギー効率と安定性の向上～～エネルギー効率と安定性の向上～～エネルギー効率と安定性の向上～～エネルギー効率と安定性の向上～ （14ページ）

・創造都市さっぽろの推進

・道内市町村との連携を推進

・

・女性起業家の育成やワーク・ライフ・バランスの推進

・小学校に観察・実験アシスタントを配置

・駒岡清掃工場の更新に向けた基本計画の策定

・札幌省エネアクションプログラムの推進

・省エネやバリアフリーに係るリフォームに対する補助

・家庭の生ごみ減量とリサイクルの推進
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###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

総額 億円

対前年度 ▲126億円（▲1.4％）

1,0161,0161,0161,016

872872872872

繰入金 38億円

財産収入 54億円

分担金・負担金

使用料・手数料

279279279279

418418418418

1,8881,8881,8881,888

2,8112,8112,8112,811

500500500500

845845845845

歳 入 歳 出

878878878878

870870870870

880880880880

370370370370

822822822822

848848848848

3,4433,4433,4433,443

364364364364

その他 73億円

地方譲与税・地方特例交付金・道交付金等

対前年度 ＋105億円（＋26.5％）

地方消費税交付金の増加等により、前年度予算から26.5％の増となりまし

た。

市債 対前年度 ▲36億円（▲3.9％）

臨時財政対策債の減少等により、前年度予算から3.9％の減となりまし

た。

経済費 対前年度 ▲ 8億円（▲ 1.0％）

経営革新支援資金貸付金の減少等により、前年度予算から1.0％の減

となりました。

公債費 対前年度 ▲ 9億円（▲ 1.0％）

市債の償還元金・利子の減少等により、前年度予算から1.0％の減となり

ました。

総務費 対前年度 ▲ 96億円（▲20.9％）

市民交流複合施設の用地取得の減等により、前年度予算から20.9％の

減となりました。

教育費 対前年度 ▲ 47億円（▲11.2％）

学校の新増改築費の減少等により、前年度予算から11.2％の減となりま

した。

諸支出金 対前年度 ＋ 54億円（＋ 6.6％）

介護保険会計への繰出金の増加等により、前年度予算から6.6％の増と

なりました。

土木費 対前年度 ▲128億円（▲13.5％）

骨格予算としての編成ですが、地域経済への影響にも配慮し、道路・街

路や公園等の社会基盤整備費は対前年度比約65％を計上し、土木費全

体では前年度予算から13.5％の減となりました。

175175175175

環境費 対前年度 ▲ 11億円（▲ 5.9％）

ごみ埋立地の用地取得費の減少等により、前年度予算から5.9％の減と

なりました。

道支出金 対前年度 ＋71億円 （＋20.6％）

子ども・子育て支援新制度の開始や障がい福祉扶助費の増加等により、

前年度予算から20.6％の増となりました。

国庫支出金 対前年度 ＋19億円（＋1.0％）

臨時福祉給付金や障がい福祉扶助費の増加等により、前年度予算から

1.0％の増となりました。

地方交付税 対前年度▲99億円（▲10.5％）

交付税の振替措置である臨時財政対策債との合計では、1,365億円と

なり、前年度予算から8.3％の減となりました。なお、肉付予算に向けて50

億円を留保しています。

諸収入 等 対前年度 ▲24億円（▲2.3％）

貸付金元利収入の減等により、前年度予算から2.3％の減となりました。

（単位：億円）

（単位：億円）

職員費 対前年度 ＋ 5億円（＋ 0.5％）

退職者数の増による退職手当の増加等により、前年度予算から0.5％の

増となりました。

一般会計予算の概要一般会計予算の概要一般会計予算の概要一般会計予算の概要

Ⅱ．予算の姿

保健福祉費 対前年度 ＋122億円（＋ 3.7％）

障がい福祉扶助費の増加や子ども・子育て支援新制度の開始等により、

前年度予算から3.7％の増となりました。

市税 対前年度 ＋4億円（＋0.1％）

法人市民税が減少するものの、個人市民税や固定資産税の増加等に

より、前年度予算から0.1％の増となりました。

広義の地方交付税 26年度 27年度 増減 率

地 方 交 付 税 944 845   99  10.5%

臨 時 財 政 対 策 債 545 520   25  4.6%

合　　　計 1,489 1,365   124  8.3%

-4-



扶 助 費 ・ 建 設 費扶 助 費 ・ 建 設 費扶 助 費 ・ 建 設 費扶 助 費 ・ 建 設 費

1,317 1,317 1,317 1,317 

1,353 1,353 1,353 1,353 

1,364 1,364 1,364 1,364 

1,287 1,287 1,287 1,287 

1,231 1,231 1,231 1,231 

690 

627 

614 

608 

684 

604 

554 

520 

450 

379 

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 2,600 2,800

27年度27年度27年度27年度

26年度26年度26年度26年度

25年度25年度25年度25年度

24年度24年度24年度24年度

23年度23年度23年度23年度

生活保護 児童福祉 障がい福祉 医療助成 その他

（億円）

扶 助 費 建 設 費 （全会計）（全会計）（全会計）（全会計）

112 112 112 112 

193 193 193 193 

165 165 165 165 

185 185 185 185 

210 210 210 210 

120 

174 

163 

162 

130 

228 

228 

149 

134 

135 

317 

455 

265 

306 

262 

587 

503 

363 

388 

366 
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27年度27年度27年度27年度

26年度26年度26年度26年度

25年度25年度25年度25年度

24年度24年度24年度24年度

23年度23年度23年度23年度

社会基盤整備（補助） 社会基盤整備（単独）

市有建築物等（補助） 市有建築物等（単独）

特別会計・企業会計

※社会基盤整備＝道路・街路・河川・公園整備

（億円）

2,668

(+1.5％）

2,629

(+6.3％）

2,474

(+2.0％）

2,425

(+10.1％）

2,7452,7452,7452,745

(+2.9％）(+2.9％）(+2.9％）(+2.9％）

1,103

(+8.3％）

1,175

(+6.5％）

1,105

(▲6.0％）

1,554

(+40.6％）

1,3651,3651,3651,365

(▲12.2％）(▲12.2％）(▲12.2％）(▲12.2％）

○全会計の建設費は1,365億円を計上○全会計の建設費は1,365億円を計上○全会計の建設費は1,365億円を計上○全会計の建設費は1,365億円を計上

・27年度は骨格予算編成となるが、地域経済への影響にも配慮し、

社会基盤整備（道路・街路・河川・公園）は対前年比約65％の232億

円を計上。

・特別会計・企業会計を含めた全会計の建設費としては1,365億円

を計上。

・生活保護費の減 （対前年度比▲2.6％）・生活保護費の減 （対前年度比▲2.6％）・生活保護費の減 （対前年度比▲2.6％）・生活保護費の減 （対前年度比▲2.6％）

子ども・子育て支援新制度の開始による増

対予算比では減を見込むものの、対決算見込比では0.6％の増

就労系サービスや障がい児通所サービスの利用増等による増

・障がい福祉費の増（対前年度比＋9.0％）・障がい福祉費の増（対前年度比＋9.0％）・障がい福祉費の増（対前年度比＋9.0％）・障がい福祉費の増（対前年度比＋9.0％）

・児童福祉費の増 （対前年度比＋10.0％）・児童福祉費の増 （対前年度比＋10.0％）・児童福祉費の増 （対前年度比＋10.0％）・児童福祉費の増 （対前年度比＋10.0％）

○○○○扶助費は引き続き増加傾向扶助費は引き続き増加傾向扶助費は引き続き増加傾向扶助費は引き続き増加傾向
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財政調整基金の状況財政調整基金の状況財政調整基金の状況財政調整基金の状況

○財政調整基金は取崩しせず○財政調整基金は取崩しせず○財政調整基金は取崩しせず○財政調整基金は取崩しせず

財政調整基金の状況・市債残高財政調整基金の状況・市債残高財政調整基金の状況・市債残高財政調整基金の状況・市債残高

○市全体の市債残高は減少○市全体の市債残高は減少○市全体の市債残高は減少○市全体の市債残高は減少

臨時財政対策債の影響により、一般会計の市債残高は増加が

見込まれるものの、市全体の市債残高は減少

財政調整基金 市 債

年度末残高年度末残高年度末残高年度末残高

当初予算計上額当初予算計上額当初予算計上額当初予算計上額

財政調整基金からの繰入は当初予算に計上しない

当初予算に計上しないのは15年度以来12年ぶり

※25年度までの年度末残高は決算ベース、26年度末残高は決算見込みベース

（億円）

（億円）

6,889 6,517 6,146 6,048 5,857 

2,615 2,991 3,431 3,873 4,217 

8,320 7,932 7,533 7,234 6,968 

17,825 17,440 
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市債残高
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1．暮らし・コミュニティ1．暮らし・コミュニティ1．暮らし・コミュニティ1．暮らし・コミュニティ

創造戦略１：地域福祉力創造戦略 ～市民が孤立することのない地域づくり～

生活困窮者自立支援事業費【保）総務部】 255,800千円

市内に拠点相談窓口を１か所設置し、生活困窮世帯に対して就労などの問題に関する相談支援・住居確保のための給付金の支給を行うほ

か、中学生への学習支援・ホームレスに対する一時的な生活支援など、幅広い支援を行います。

Ⅲ 主な事業について

広域型特別養護老人ホーム新築費等補助金【保）高齢保健福祉部】 555,000千円

特別養護老人ホーム（特養）及び特養内の福祉避難場所用スペースの整備を促進するため、事業者に対して補助金を交付します（特養：定員

80人６か所、避難場所用スペース６か所（いずれも平成26年度着工分３か所、平成27年度着工分３か所)）。

耐震補強事業費【教）生涯学習部】 2,516,000千円

Is値0.7未満の学校施設について耐震補強を行うとともに、屋内運動場等の天井の落下物防止対策を実施します。なお、これにより今後改築を

予定している学校を除く全ての学校施設の耐震補強が完了します。（平成27年度：耐震補強12校、天井落下物防止対策65校）

その他の主な取組

・福祉のまち推進センター事業費【保）総務部】 93,200千円

よりきめ細かな見守り活動等ができるよう支援を強化

・地域保健活動推進事業費【保）保健所】 5,600千円

地域住民等と連携した保健師による地区診断、個別支援の充実、自主的な健康づくり活動等の支援などの地域保健活動の実践

・避難場所環境整備費【危機管理対策室】 79,300千円

小中学校の備蓄物資配置場所等を整備（平成27年度整備：31校 累計224校）
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1．暮らし・コミュニティ1．暮らし・コミュニティ1．暮らし・コミュニティ1．暮らし・コミュニティ

創造戦略２：共生社会創造戦略 ～全ての市民が社会に参加できる地域づくり～

子ども子育て支援新制度関連【子ども未来局】

平成27年4月から、保育、幼児教育、子育て支援の「質の向上」と「量の拡充」を目的とした「子ども・子育て支援新制度」が本格スタートします。

この新たな仕組みにより、「小規模保育」などの新たな認可形態の創設や、短時間利用保育（8時間）が新設されるほか、幼稚園と保育所の機能

を併せ持つ認定こども園の普及等を行います。

～主な事業～

・施設型給付費（保育所、認定子ども園、幼稚園） 24,406,711千円

保育所、幼稚園、認定子ども園の運営のために必要な給付をするものです。27年度から幼稚園が新たに給付の対象となります。

・小規模保育事業費 1,222,752千円

定員19人以下の小規模保育の運営のために必要な給付をするものです。27年度から小規模保育は43か所増え、45か所となる見込みです。

・私立保育所整備費等補助金 1,891,591千円

保育所増改築2件で60人、認定子ども園の整備12件で556人の計616人の保育定員増を図ります。

・児童会館・ミニ児童会館運営管理費 4,292,630千円

職員の配置基準が「おおむね40人に1人」から「2人」に改善されます。

仮称）南部高等支援学校整備費【教）生涯学習部】 250,000千円

高等支援学校の市内北部偏在を解消するため、旧真駒内小学校敷地に仮称）南部高等支援学校を整備します。平成29年度の開設に向け、27年度

は実施設計及び旧真駒内小学校校舎等の解体工事を行います。

その他の主な取組

・子どもの体験活動の場事業費【子）子ども育成部】 32,000千円

旧真駒内緑小学校の跡施設を活用し、子どもが主体的に様々な体験活動を行う空間を提供

・元気ジョブアウトソーシングセンター運営事業費【保）障がい保健福祉部】 23,881千円

障がい福祉施設等による役務提供サービスについて官公署や企業への営業やマッチング等を実施

・学びのサポーター活用事業費【教）学校教育部】 112,859千円

特別な教育的支援が必要な子どもに学習活動における支援や日常生活動作の介助などを行うため、学びのサポーターを配置
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1．暮らし・コミュニティ1．暮らし・コミュニティ1．暮らし・コミュニティ1．暮らし・コミュニティ

創造戦略３：地域マネジメント創造戦略 ～地域資源の活用の推進～

地域活動活性化関連【市）地域振興部】

人口減少、超高齢社会において重要な人と人とのつながりによる地域コミュニティの形成を促進するとともに、地域のまちづくり活動の担い手とな

る人材を発掘、育成します。

～主な事業～

・町内会活動総合支援事業費 30,000千円

町内会加入促進に向けて各種メディア等で普及啓発を図るとともに、町内会自らが行う加入促進策を支援する地域を3区から全区に拡大します。

・次世代の活動の担い手発掘育成事業費 3,470千円

地域のまちづくりの担い手を発掘育成するため、小学生にまちづくりセンター所長を体験してもらうなど、小中学生、高校生、若者など幅広い年代のま

ちづくり活動への参加を促進します。

・まちづくりセンター・地区会館更新事業費 93,600千円

地域まちづくり活動の拠点であるまちづくりセンターの更新を行います。27年度は老朽化した北白石まちづくりセンターの建替を行います。

除雪費関連【建）土木部】 17,564,032千円

市内5,407㎞の車道等の除雪や運搬排雪などを行うほか、555か所のロードヒーティングや流雪溝、融雪槽の維持管理などを行います。また、小学生を

対象とした除雪車への試乗や通学路における危険箇所のマップ作りなどの雪体験授業を行います。

2017年アジア冬季競技大会関係費【観）スポーツ部】 660,000千円

平成29年２月に開催するアジア冬季競技大会の競技プログラムの策定、本大会に向けた検証（テストイベント）等を行うとともに、組織委員会の運営等

に対する補助・貸付を行います。

その他の主な取組

・地域の健康づくり推進事業費【保）保健所】 1,973千円

地域における自主的な健康づくりを推進するため、健康づくりサポーターを派遣等

・地域スポーツマスター活用事業費【観）スポーツ部】 1,886千円

地域で活動するスポーツ指導者を発掘・活用するための高齢者を含む人材リストの作成及び学校のスキー学習への地域スポーツ指導者の派遣
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2．産業・活力2．産業・活力2．産業・活力2．産業・活力

創造戦略４：札幌型産業創造戦略 ～新たな価値の創造による産業の高度化～

企業立地促進費【経）産業振興部】 432,500千円

市内及び近郊への企業の立地や設備投資の活性化のための補助を行うことにより、雇用の創出や地域経済の活性化、産業基盤の強化を図ります。

中小企業金融対策資金貸付金【経）産業振興部】 80,736,700千円

中小企業者の経営基盤の強化及び健全な発展と振興を図るため、運転資金や設備資金等の事業活動に必要な資金を供給します。

雪まつり関係費【観）観光コンベンション部】 303,537千円

本市の冬の最大の魅力であるさっぽろ雪まつりについて、運営補助やアートを取り入れた雪像制作等を行います。

その他の主な取組

・６次産業活性化推進事業費【経）産業振興部】 44,719千円

道内の１次生産者と市内２次、３次産業者の連携による新商品開発支援や、企業間マッチングによる連携を促進

・アジア圏等経済交流促進事業費【経）産業振興部】 30,124千円

食品輸出活性化支援、グローバル化支援等により、市内企業の海外事業展開を促進

・国際観光促進事業費【観）観光コンベンション部】 21,330千円

中国やシンガポールなどアジアを中心とした海外からの観光客誘致に係る事業の実施

・札幌型環境・エネルギー技術開発支援事業費【経）産業振興部】 53,725千円

札幌ならではの環境産業等の振興のため、市内中小企業の技術開発や首都圏展示会出展を支援
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2．産業・活力2．産業・活力2．産業・活力2．産業・活力

創造戦略５：都市ブランド創造戦略 ～道内循環を高め、道外需要を取り込む手法と基盤づくり～

札幌コンテンツ特区推進関連【経）産業振興部】 139,176千円

平成23年12月に国から指定された「札幌コンテンツ特区」の推進のための特区推進組織の運営や海外への商談会の出展支援、市内でのロケ

撮影に対する助成、市内映像事業者を活用した海外プロモーションを行う事業者への支援などを行います。

MICE推進事業費【観）観光コンベンション部】 27,000千円

札幌のMICE
※

を推進するため、見本市への出展や企業訪問、商談会等への参加を行うほか、MICEの開催地決定にあたってのキーパーソンの

招請や海外向け広報PRを実施します。

※MICE・・企業などの会議（Meeting）、報奨旅行（Incentive Travel)、国際会議（Convention)、展示会・イベント（Exhibition/Event)の頭文字のことであり、多くの集客交流が見込

まれるビジネスイベントなどの総称

その他の主な取組

・道内地域活性化連携事業費【政）政策企画部】 7,871千円

札幌の情報発信機能等を活用した道内市町村との連携事業を実施

・シティプロモート推進費【政）広報部】 10,911千円

札幌市の総合的なブランドづくりや効果的な魅力発信を行うため、シティプロモートを推進

・丘珠空港関連事業調整費【市）総合交通計画部】 64,026千円

マスメディアを活用した広報など丘珠空港の利用促進に係る取組等

創造都市さっぽろ推進事業費【政）政策企画部】 28,164千円

創造都市さっぽろ推進のため、ユネスコ創造都市ネットワーク加盟を生かした国際交流、市民の映像作品の発表などを通じて創造性の誘発を

図る札幌駅前通地下歩行空間北２条広場メディア空間の運営等を実施します。
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2．産業・活力2．産業・活力2．産業・活力2．産業・活力

創造戦略６：産業人材創造戦略 ～将来の札幌・北海道経済を支える人材の育成・活用～

課題探究的な学習モデル研究事業費【教）学校教育部】 21,400千円

平成27年度開校の市立札幌開成中等教育学校において、国際バカロレア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し

ます。

外国語指導助手関係費【教）学校教育部】 348,000千円

外国語教育における児童生徒のコミュニケーション能力の育成と国際理解教育の一層の充実を図るため、小・中学校及び高等学校に外国語指導助

手を78人配置します。

その他の主な取組

・観察・実験アシスタント事業費【教）学校教育部】 12,344千円

小学校での理科の学習における観察・実験活動の充実を目的とし、外部人材を観察・実験アシスタントとして活用

・進路探究オリエンテーリング事業費【教）学校教育部】 7,300千円

専修学校・各種学校と連携し、夏休み期間中に、中学生対象の職業体験講座を実施

・ワーク・ライフ・バランス推進事業費【子）子ども育成部】 7,357千円

ワーク・ライフ・バランスに配慮する職場環境づくりに取り組む企業の支援

女性起業家育成事業費【経）産業振興部】 2,300千円

女性中小企業診断士による経営相談や女性起業家交流会の開催等により、女性の起業を支援します。
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3．低炭素社会・エネルギー転換3．低炭素社会・エネルギー転換3．低炭素社会・エネルギー転換3．低炭素社会・エネルギー転換

創造戦略７：低炭素都市創造戦略 ～環境負荷の少ない都市の形成～

公園事業総括【環）みどりの推進部】 2,990,958千円

月寒公園や街区公園などの公園整備を行うほか、利用者のニーズに対応した公園の再整備や老朽化した公園施設の改修等を行います。

歩行者と自転車の共存する空間の創出事業費【建）総務部】 190,000千円

都心部における駐輪場の整備を、官民協働や再開発の手法により行います。また、西２丁目地下駐輪場の工事に着手します。

その他の主な取組

・都市構造強化推進事業費【市）都市計画部】 9,000千円

都市計画マスタープランの見直しに係る検討

・都市再開発方針策定等関連費【都）市街地整備部】 4,700千円

都市再開発方針の策定

・生物多様性推進事業費【環）環境都市推進部】 9,924千円

希少種配慮ガイドラインの作成や生物のモニタリング調査など生物多様性さっぽろビジョンに基づく各種取組の推進

・都心・幹線みどりのボリュームアップ事業費【環）みどりの推進部】 47,600千円

都心部・主要幹線での緑量感ある街路樹管理

太陽光パネル設置費【教）生涯学習部】 318,000千円

児童生徒や地域住民の環境意識の向上及び環境教育を推進するため、小学校9校、中学校1校に太陽光パネルを設置します。

（27年度末設置校数見込み：小学校107校、中学校43校）
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3．低炭素社会・エネルギー転換3．低炭素社会・エネルギー転換3．低炭素社会・エネルギー転換3．低炭素社会・エネルギー転換

創造戦略８：次世代型エネルギー創造戦略 ～エネルギー効率と安定性の向上～

駒岡清掃工場更新事業費【環）環境事業部】 48,000千円

駒岡清掃工場の更新に向け、高効率なエネルギー回収システムの導入などを盛り込んだ基本計画を策定します。

札幌省エネアクションプログラム事業費【環）環境都市推進部】 12,194千円

省エネ技術の普及促進に向けて、市有施設に導入したエネルギー見える化システムの検証や省エネ技術の講習会を行います。

その他の主な取組

・白石清掃工場高効率機能維持整備費【環）環境事業部】 817,000千円

白石清掃工場の発電能力回復のための工事を実施

・家庭の生ごみ減量・リサイクル推進事業費【環）環境事業部】 18,580千円

生ごみ堆肥化セミナーの実施や電動生ごみ処理機の助成など市民の家庭における生ごみ減量に対する取組を支援

・次世代エネルギーシステム導入補助事業費【環）環境都市推進部】 122,068千円

過年度に金融機関が行った新エネ・省エネ機器購入者への無利子貸付に対する利子補給金及び預託金

エコリフォーム促進事業費【都）市街地整備部】 120,000千円

環境負荷の低減（省エネ）やバリアフリーに係るリフォームに対する補助を行います。
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4．都市空間創造戦略4．都市空間創造戦略4．都市空間創造戦略4．都市空間創造戦略

仮称）市民交流複合施設整備事業関連

創世交流拠点のまちづくりを先導するため、北１西１地区市街地再開発事業を推進するとともに、今後の札幌の文化芸術・創造的な市民活動

の拠点となる仮称）市民交流複合施設や公共駐輪場を整備します。平成30年秋の供用開始を目指します。

・市民交流複合施設整備費（高機能ホール、アートセンター）【観)文化部】 4,280,115千円

・北１西１地区再開発事業費【都)市街地整備部】 3,462,000千円

・歩行者と自転車の共存する空間の創出事業費【建)総務部】 53,600千円

・都心にふさわしい図書館整備費【教)中央図書館】 257,200千円

白石区複合庁舎等整備関連

地下鉄白石駅に隣接した市有地に、区役所をはじめ、保健センター、区保育・子育て支援センター、仮称）絵本図書館などの公共施設を地域

交流拠点にふさわしい機能を備えた複合庁舎として整備します。

27年度は建築工事等が本格化し、28年秋以降に供用開始します。

・白石区複合庁舎等整備事業費 【市)地域振興部】 1,081,500千円

・白石区複合庁舎等整備事業費（保健センター分）【保)保健所】 150,170千円

・区保育・子育て支援センター整備費 【子)子育て支援部】 95,062千円

・仮称）絵本図書館整備費 【教)中央図書館】 64,747千円

ホッキョクグマ・アザラシ館建設費【環）円山動物園】 1,150,000千円

国内でのホッキョクグマの繁殖を持続可能なものとするため、新たに海外からのホッキョクグマの受入れも可能となるホッキョクグマ・アザラシ館

の建設に着手します。
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4．都市空間創造戦略4．都市空間創造戦略4．都市空間創造戦略4．都市空間創造戦略

苗穂駅周辺地区まちづくり関連

苗穂駅の移転橋上化や中央体育館改築などの整備を行うとともに、交通結節機能の向上を図ることにより、苗穂駅周辺地区における南北分断

等の地域課題を解消し、都心と苗穂地区の回遊性を向上させる拠点を形成します。

・苗穂駅周辺地区整備事業費【建)土木部】 225,600千円

・苗穂駅移転橋上化事業費【都)市街地整備部】 1,199,000千円

・中央体育館改築事業費【観)スポーツ部】 89,000千円

その他の取組

・都心まちづくり計画関連事業推進費【市）都市計画部】 7,800千円

新たな都心まちづくり計画の策定及び計画を具体化するためのマネジメント体制や展開プログラムの検討

・北２西３北地区優良建築物等整備事業費【都）市街地整備部】 200,000千円

優良建築物等整備事業費補助

・大通東４地区優良建築物等整備事業費【都）市街地整備部】 200,000千円

優良建築物等整備事業費補助

民間建築物耐震化促進事業費【都）建築指導部】 380,000千円

福祉施設、学校、医療施設、共同住宅、大規模な店舗やホテル等の耐震診断、耐震設計、耐震改修工事等に対して補助を実施する

とともに、相談窓口を設置するなど普及啓発を行います。平成27年度は、耐震診断が義務化された要緊急安全確認大規模建築物
※

の

耐震改修工事に対する補助を新設します。

※要緊急安全確認大規模建築物・・昭和56年５月31日以前に建築された建築物の中で、不特定多数の者が利用する大規模なもの等。平成25年の耐震改修促進法の

改正により、耐震診断の実施と報告が義務化された。
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土地区画整理会計土地区画整理会計土地区画整理会計土地区画整理会計

○ 東雁来第２地区土地区画整理事業の工事費の

増等により、前年度比14.0％の増となります。

予算額33億円

駐車場会計駐車場会計駐車場会計駐車場会計

○ 円山公園第２駐車場の立体化工事費の減等によ

り、前年度比53.3％の減となります。

予算額4億円

母子父子寡婦福祉資金貸付会計母子父子寡婦福祉資金貸付会計母子父子寡婦福祉資金貸付会計母子父子寡婦福祉資金貸付会計

○ 母子及び寡婦福祉資金の貸付額の減により、前

年度比3.5％の減となります｡

予算額2億円

国民健康保険会計国民健康保険会計国民健康保険会計国民健康保険会計

○ 保険財政共同安定化事業の拡大等により、前

年度比11.2％の増となります｡

○ 一般会計から、一世帯あたり保険料を軽減する

ための市独自の繰入金80億円を含めて、総額227

億円の繰入を受けます｡

予算額2,304億円

後期高齢者医療会計後期高齢者医療会計後期高齢者医療会計後期高齢者医療会計

○ 保険料負担金の減に伴う北海道後期高齢者医療

広域連合負担金の減等により、前年度比1.3％の

減となります。

○ 一般会計から、保険料を軽減するための法定の

繰入金40億円を含めて総額51億円の繰入を受けま

す。

予算額232億円

介護保険会計介護保険会計介護保険会計介護保険会計

○ 居宅や施設の介護保険サービス利用者の増加に

伴う保険給付費の増等により、前年度比6.4％の増

となります｡

○ 一般会計から、保険給付に係る費用の市町村負

担分（12.5％）など、総額220億円の繰入を受けます。

予算額1,318億円

基金会計基金会計基金会計基金会計

○ 基金の財産貸付収入は減少するものの、預金等

利子の収入の増により、前年度比1.6％の増となり

ます｡

予算額21億円

5.特別会計予算の概要 予算額特別会計予算の概要 予算額特別会計予算の概要 予算額特別会計予算の概要 予算額 3,914億円億円億円億円（前年度比（前年度比（前年度比（前年度比8.5％増）％増）％増）％増）
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中央卸売市場事業会計

予算額 42億円

（前年度比7.9％減）

安全で安心な生鮮食料品の供給

安全で安心な生鮮食料品の安定供

給を堅持していくとともに、中央拠

点市場としての機能強化のため、老

朽化した場内の設備機器類の更新を

行います。

健全経営に向けた取組

老朽化施設の更新や災害対策な

ど、経費の増加が見込まれる厳しい

経営環境の中で、健全な事業運営を

継続するため、計画的・効率的な事

業執行を行い、引き続き、より一層

のコスト削減に努めます。

収益的収入 24億円

収益的支出 27億円

差 引 ▲ 3億円

未処理欠損金 58億円

6.企業会計予算の概要 予算額企業会計予算の概要 予算額企業会計予算の概要 予算額企業会計予算の概要 予算額 2,806億円億円億円億円（前年度比（前年度比（前年度比（前年度比3.5％減）％減）％減）％減）

病院事業会計

予算額 273億円

（前年度比19.8％減）

安全で質の高い医療の提供

安全で質の高い医療を提供するた

め、高度医療機器の更新・整備を行

います。また、医師や看護師の負担

軽減を図るため、医師事務作業補助

者や看護補助者を増員いたします。

効率的な経営に向けた取組

多様化する医療ニーズに対応しつ

つ、安定的かつ継続的に医療サービ

スを提供するため、地域の医療機関

との連携を一層推進するなど、より

効率的な病院経営を目指します。

収益的収入 237億円

収益的支出 237億円

差 引 0億円

未処理欠損金 100億円

軌道事業会計

予算額 21億円

（前年度比57.8％減）

安全の確保

安全運行の確保のため、老朽化し

た施設の改修や、安全性向上のため

既存の車両を改良します。

まちづくりへの貢献

街路拡幅事業に合わせて、架線柱

の撤去・新設を行います。

また、平成28年度からの既設線停

留場のバリアフリー化工事に向け

て、実施設計を行い、全ての人が利

用しやすい路面電車を目指します。

収益的収入 15億円

収益的支出 17億円

差 引 ▲ 2億円

未処理欠損金 8億円
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水道事業会計

予算額 683億円

（前年度比3.8％増）

安全で安定した水道水の供給

安全で安定した水道水をお届けす

るため、施設・設備の更新などを計

画的に行います。

また、災害対策として、水道施設

の耐震化や送水管の多重化、災害時

重要施設（医療機関等）へ向かう配

水管の耐震化等を進めます。

健全経営の維持に向けた取組

経年劣化に伴う施設の更新等によ

り、経費の増加が見込まれる厳しい

経営環境の中で、計画的・効率的な

事業執行と、より一層のコスト削減

に努め、健全経営の維持に努めます。

また、企業債残高の縮減を行いな

がら、将来の施設更新を見据えた財

政基盤の強化を図ります。

収益的収入 454億円

収益的支出 361億円

差 引 93億円

未処理欠損金 なし

高速電車事業会計

予算額 907億円

（前年度比2.0％減）

安全の確保

安全運行を確保するため、平成28

年度の東豊線ホーム柵設置に向けて

老朽化した車両の更新を行います。

また、防災対策として南北線高架駅

の耐震改修工事等を順次進めます。

快適なお客さまサービスの提供

地下鉄・路面電車のSAPICAなどの

ICカードの利便性を高めるため、改

札機のIC対応化の更新を進めます。

まちづくりへの貢献

駅照明設備のLED化や案内標識の非

電照化など省エネ対策を進めます。

また、南北線さっぽろ駅、南北線

大通駅、すすきの駅に公衆無線LANフ

リーアクセスポイントを増設します。

収益的収入 485億円

収益的支出 422億円

差 引 63億円

未処理欠損金2,118億円

下水道事業会計

予算額 880億円

（前年度比1.0％減）

安全で安心な市民生活の維持

適切な維持管理と計画的な改築を

進めるとともに、水害や地震といっ

た災害に備え、東雁来雨水ポンプ場

の整備などの浸水対策や、下水道施

設の耐震化を進めます。

環境に与える負荷の低減

水環境を保全するため、吐口対策

を進め、合流式下水道の改善に努め

ます。また、低炭素社会の実現に向

け、下水道の未利用エネルギーの活

用を進めます。

健全で持続可能な経営

計画的・安定的な事業運営に努める

とともに、経営効率化策や人材育成に

取組み、経営基盤を強化し、健全で持

続可能な経営を目指します。

収益的収入 534億円

収益的支出 499億円

差 引 35億円

未処理欠損金 なし
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　　　　　　　　　　一　　般　　会　　計 　　　　　　　　　　企　　業　　会　　計
(単位：千円、％）

会 計 27年度予算額 26年度予算額 比較増減 増減率 会 計 27年度予算額 26年度予算額 比較増減 増減率

34,061,000  ▲ 6,760,000  ▲ 19.8 

〈28,521,000〉 〈▲ 1,220,000〉 〈▲ 4.3〉

4,586,000  ▲ 365,000  ▲ 8.0 

　　　　　　　　　　特　　別　　会　　計

〈4,207,000〉 〈14,000〉 〈0.3〉

土 地 区 画 整 理 3,267,000 2,865,000 402,000 14.0 

92,509,000  ▲ 1,821,000  ▲ 2.0 

駐 車 場 398,000 853,000 ▲ 455,000 ▲ 53.3 

〈86,580,000〉 〈4,108,000〉 〈4.7〉

母 子 父 子 寡 婦

福 祉 資 金 貸 付

219,000 227,000 ▲ 8,000 ▲ 3.5 

65,801,000  2,531,000  3.8 

国 民 健 康 保 険 230,415,000 207,244,000 23,171,000 11.2 

〈65,380,000〉 〈2,952,000〉 〈4.5〉

後 期 高 齢 者 医 療 23,217,000 23,523,000 ▲ 306,000 ▲ 1.3 

88,879,000  ▲ 917,000  ▲ 1.0 

介 護 保 険 131,838,000 123,961,000 7,877,000 6.4 

〈83,349,000〉 〈4,613,000〉 〈5.5〉

基 金 2,083,000 2,050,000 33,000 1.6 

290,829,000  ▲ 10,216,000  ▲ 3.5 

〈272,292,000〉 〈8,321,000〉 〈3.1〉

※企業会計の〈〉は、公営企業会計制度の変更初年度の特殊要素を除いた額である。

1,536,302,000  7,948,000  0.5 

〈1,517,765,000〉 〈26,485,000〉 〈1.7〉

　平　成　27　年　度　各　会　計　予　算　総　括　表　平　成　27　年　度　各　会　計　予　算　総　括　表　平　成　27　年　度　各　会　計　予　算　総　括　表　平　成　27　年　度　各　会　計　予　算　総　括　表

一 般 会 計 病 院 事 業 27,301,000  

会 計 27年度予算額 26年度予算額 比較増減 増減率

合 計

68,332,000  

軌 道 事 業

87,962,000  

中 央 卸 売 市 場 事 業 4,221,000  

高 速 電 車 事 業

水 道 事 業

下 水 道 事 業

合 計 391,437,000 360,723,000 

1,544,250,000  

280,613,000  

▲ 2.4

872,200,000 884,750,000 ▲ 12,550,000 ▲ 1.4  

2,109,000  

90,688,000  

8.5 

総 計

公 債 会 計 400,953,241  410,772,375  ▲ 9,819,134  

30,714,000 

4,993,000  ▲ 2,884,000  ▲ 57.8 

〈4,255,000〉 〈▲ 2,146,000〉 〈▲ 50.4〉

Ⅳ．資 料
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#REF!

比較増減 比較増減

金額 Ａ 構成比 金額 Ｂ 構成比 Ａ－Ｂ 金額 Ａ 構成比 金額 Ｂ 構成比 Ａ－Ｂ

1 市 税 281,100,000 32.2 280,700,000 31.7 400,000 0.1 1 議 会 費 1,814,535 0.2 1,682,111 0.2 132,424 7.9

2 地 方 譲 与 税 5,492,320 0.6 5,541,319 0.6 ▲ 48,999 ▲ 0.9 (.) #DIV/0!

3 利 子 割 交 付 金 527,000 0.1 703,000 0.1 ▲ 176,000 ▲ 25.0 2 総 務 費 36,355,624 4.2 45,971,499 5.2 ▲ 9,615,875 ▲ 20.9

4 配 当 割 交 付 金 519,000 0.1 524,000 0.1 ▲ 5,000 ▲ 1.0

5 株式等譲渡所得割 89,000 0.0 89,000 0.0 0 0.0 3 保 健 福 祉 費 344,250,020 39.5 332,101,556 37.5 12,148,464 3.7

交 付 金

6 地 方 消 費 税 33,801,000 3.9 23,240,000 2.6 10,561,000 45.4 4 環 境 費 17,480,872 2.0 18,579,477 2.1 ▲ 1,098,605 ▲ 5.9

交 付 金

7 ゴ ル フ 場 利 用 税 110,000 0.0 107,000 0.0 3,000 2.8 5 労 働 費 597,469 0.1 781,133 0.1 ▲ 183,664 ▲ 23.5

交 付 金 () (.) #DIV/0!

8 自 動 車 取 得 税 548,000 0.1 521,000 0.1 27,000 5.2 6 経 済 費 84,751,398 9.7 85,594,817 9.7 ▲ 843,419 ▲ 1.0

交 付 金

9 軽 油 引 取 税 7,956,000 0.9 7,836,000 0.9 120,000 1.5 7 土 木 費 82,168,494 9.4 95,008,064 10.7 ▲ 12,839,570 ▲ 13.5

交 付 金

10 国 有 提 供 施 設 等 68,000 0.0 69,000 0.0 ▲ 1,000 ▲ 1.4 8 消 防 費 4,424,850 0.5 4,940,770 0.6 ▲ 515,920 ▲ 10.4

所 在 市 町 村

助 成 交 付 金 9 教 育 費 36,958,486 4.2 41,623,067 4.7 ▲ 4,664,581 ▲ 11.2

11 地 方 特 例 交 付 金 924,000 0.1 913,000 0.1 11,000 1.2

12 地 方 交 付 税 84,500,000 9.7 94,400,000 10.7 ▲ 9,900,000 ▲ 10.5 10 公 債 費 88,032,000 10.1 88,948,000 10.1 ▲ 916,000 ▲ 1.0

13 交 通 安 全 対 策 623,972 0.1 754,000 0.1 ▲ 130,028 ▲ 17.2 (.) #DIV/0!

特 別 交 付 金 11 諸 支 出 金 87,023,252 10.0 81,634,506 9.2 5,388,746 6.6

14 分 担 金 5,382,029 0.6 5,802,011 0.7 ▲ 419,982 ▲ 7.2

及 び 負 担 金 0.0 () #DIV/0! 12 職 員 費 87,843,000 10.1 87,385,000 9.9 458,000 0.5

15 使 用 料 22,504,921 2.6 20,587,925 2.3 1,916,996 9.3 (.) #DIV/0!

及 び 手 数 料 13 予 備 費 500,000 0.1 500,000 0.1 0 0.0

16 国 庫 支 出 金 188,767,031 21.6 186,827,091 21.1 1,939,940 1.0

17 道 支 出 金 41,825,651 4.8 34,692,344 3.9 7,133,307 20.6

18 財 産 収 入 5,448,224 0.6 9,008,004 1.0 ▲ 3,559,780 ▲ 39.5

19 寄 附 金 308,678 0.0 378,556 0.0 ▲ 69,878 ▲ 18.5

20 繰 入 金 3,829,482 0.4 18,417,876 2.1 ▲ 14,588,394 ▲ 79.2

21 繰 越 金 10 0.0 10 0.0 0 0.0

22 諸 収 入 100,674,682 11.5 102,863,864 11.6 ▲ 2,189,182 ▲ 2.1

23 市 債 87,201,000 10.0 90,775,000 10.3 ▲ 3,574,000 ▲ 3.9

872,200,000 100.0 884,750,000 100.0 ▲ 12,550,000 ▲ 1.4 872,200,000 100.0 884,750,000 100.0 ▲ 12,550,000 ▲ 1.4歳入合計 歳出合計

一   般   会   計   款   別   内   訳   表一   般   会   計   款   別   内   訳   表一   般   会   計   款   別   内   訳   表一   般   会   計   款   別   内   訳   表

歳　　　入 歳　　　出歳　　　入 歳　　　出歳　　　入 歳　　　出歳　　　入 歳　　　出      （単位：千円、％）

款

27年度予算額 26年度予算額

増減率 款

27年度予算額 26年度予算額

増減率
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主な事業の概要主な事業の概要主な事業の概要主な事業の概要

一般会計一般会計一般会計一般会計

(単位：千円）

事業内容 予算額

危機管理対策室

危機管理対策部

防災普及啓発事業費 防災知識の普及啓発、自主防災組織に対する資機材の助成等 7,383　

土砂災害ハザード

マップ作成費

土砂災害警戒区域のマップ作成 1,220　

避難場所環境整備費 備蓄物資配置場所の整備等 79,300　

地域防災計画修正費 札幌市地域防災計画の修正に向けた調査及び調査結果を踏まえた計画の修正 10,800　

◎ 防災支援システム更

新整備事業費

防災支援システムのハードウェア及びソフトウェア更新整備 80,717　

◎ 多重無線ネットワー

クシステム高度化事

業費

多重無線ネットワークシステムの更新整備のための実施設計 5,327　

市長政策室

政策企画部

創造都市さっぽろ推

進事業費

創造都市さっぽろ推進のため、ユネスコ創造都市ネットワーク加盟を生かした国

際交流、札幌駅前通地下歩行空間北２条広場メディア空間の運営等を実施

13,100　

地域ポイント推進費 まちづくり活動への参加促進に向けたＳＡＰＩＣＡ等を活用したポイント制度の

推進

6,548　

エネルギー戦略推進

事業費

札幌市エネルギービジョンの進行管理、普及啓発の実施等 2,000　

札幌市立大学施設整

備費補助金

札幌市立大学が行う芸術の森キャンパスの学生会館等の空調・衛生設備更新工事

等に対する補助

95,400　

広報部

シティプロモート推

進費

札幌市の総合的なブランドづくりや効果的な魅力発信などを行うため、シティプ

ロモートを推進

10,911　

総務局

国際部

「ミュンヘン・クリ

スマス市 ｉｎ Ｓａ

ｐｐｏｒｏ」開催費

負担金

ミュンヘン市の年中行事であるクリスマス市を大通公園で開催 8,000　

世界冬の都市市長会

関連事業費

札幌における実務者会議の開催及び2016年札幌市長会議のＰＲ 5,757　

姉妹・友好都市交流

関係事業費

姉妹・友好都市との各種交流事業等を実施 4,992　

情報化推進部

基幹系システム再構

築事業費

住民記録、税システム等の保守及び国保、介護保険、保健福祉等のシステムの構

築

2,687,000　

◎：新規

○：レベルアップ

部・事業名

(単位：千円）

事業内容 予算額部・事業名

市民まちづくり局

地域振興部

市民集会施設建築費

補助金

市民集会施設の新築、全面改築、部分改築等に対する補助金（12か所） 65,500　

町内会活動拠点支援

事業

市民集会施設を持たない町内会等に対する活動拠点の借上げ支援 3,000　

犯罪のない安全で安

心なまちづくり推進

事業

「札幌市犯罪のない安全で安心なまちづくり等に関する条例」に基づく広報啓発

等

4,407　

町内会活動総合支援

事業

町内会活動の担い手確保や町内会への加入促進を支援 30,000　

次世代の活動の担い

手発掘育成事業

小中学生、高校生、若者などによる地域のまちづくり活動への参加を促進 3,470　

市民活動サポート推

進事業費

市民活動プラザ星園の補修費 350　

市民まちづくり活動

促進総合事業費

市民まちづくり活動促進基金助成等 142,600　

市民まちづくり活動

促進基金造成費

27年度末基金現在高見込 100百万円 65,970　

平和都市宣言普及啓

発事業

平和訪問団派遣、平和パネル展等 8,171　

区役所一般事務費 市有地の売却へ向けた底地の用地測量 2,506　

ま ち づ く り セ ン

ター・地区会館維持

管理費

まちづくりセンター・地区会館の移転等に係る費用等 9,390　

ま ち づ く り セ ン

ター・地区会館更新

事業費

まちづくりセンターの改築等 93,600　

地区会 館リフレッ

シュ整備費

建築部実施の施設延命化工事に合わせて地域活動の活性化に資する改修 160,000　

白石区複合庁舎等整

備費

白石区複合庁舎の建築工事等 1,081,500　

地区センター改修費 エレベーター未設置の地区センターにエレベーターを設置

　工事　新琴似・新川地区センター

70,100　

市民生活部

消費者被害防止ネッ

トワーク事業費

地域包括支援センター等を始めとする関係機関と消費者センターの消費生活推進

員が連携して行う、高齢者及び障がい者の消費者被害の未然防止、早期発見及び

救済

5,764　

アイヌ伝統文化振興

事業

アイヌ民族の伝統的生活に係る講座の実施等 6,000　

ＤＶ対策推進事業費 配偶者等からの暴力に関する各種相談、関係機関への同行支援等 2,345　

女性の安心サポート

事業費

女性が安心して暮らしていけるよう、性暴力被害に対する支援や多様なメディア

を活用した啓発を実施

6,301　

◎ エルプラザ保全事業

負担金

札幌エルプラザ管理組合の長期修繕計画に基づき実施される更新費用の負担 11,813　
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(単位：千円）

事業内容 予算額部・事業名

都市計画部

郊外住宅地のエリア

マネジメント推進事

業費

エリアマネジメント手法等を活用した郊外住宅地の課題解決の推進 15,817　

都市構造強化推進事

業費

都市計画マスタープランの見直しに係る検討 9,000　

都市景観基本計画及

び景観計画の見直し

検討費

都市景観基本計画及び景観計画の見直しに向けた検討並びに景観計画重点区域の

新規指定の検討

4,000　

都心エリアマネジメ

ント推進費

都心各地区のまちづくり組織の支援及び新たなエリアマネジメント体制やその展

開に向けた検討

5,290　

創成東地区まちづく

り推進費

創成東地区のまちづくりを促進するための体制づくりと取組内容の検討 4,364　

大通地区活性化検討

費

大通地区活性化に向けたプロジェクト及びまちづくり体制構築に向けた検討支援 5,100　

大通交流拠点まちづ

くり推進費

大通交流拠点地下広場の整備 201,200　

都心まちづくり計画

関連事業推進費

新たな都心まちづくり計画の策定及び計画を具体化するためのマネジメント体制

や展開プログラムの検討

7,800　

東日本大震災支援対

策推進費

宮城県山元町の震災復興まちづくりに対する支援 15,000　

総合交通計画部

地域公共交通対策推

進費

清田区公共交通サービスアップに係る検討 5,000　

公共交通ネットワー

ク確保対策事業費

地域交通体系に係る検討 6,000　

路面電車延伸推進費 既設線の改修等 94,900　

豊平川通延伸検討調

査費

豊平川通の延伸に関する技術的な検討 12,000　

丘珠空港関連事業調

整費

丘珠空港の利用促進に係る取組 6,440　

空港整備事業費負担

金

新千歳空港の整備（直轄事業）に係る負担金 126,000　

北海道新幹線建設事

業費負担金

北海道新幹線の整備に係る負担金 25,500　

財政局

財政部

病院事業会計繰出

金・出資金

病院事業会計への一般会計からの繰出金 3,706,573　

中央卸売市場事業会

計繰出金・出資金

中央卸売市場事業会計への一般会計からの繰出金 1,028,590　

軌道事業会計繰出金 軌道事業会計への一般会計からの繰出金 63,342　

高速電車事業会計繰

出金・出資金

高速電車事業会計への一般会計からの繰出金 8,869,694　

(単位：千円）

事業内容 予算額部・事業名

水道事業会計繰出

金・出資金

水道事業会計への一般会計からの繰出金 1,040,268　

下水道事業会計繰出

金・出資金

下水道事業会計への一般会計からの繰出金 21,270,626　

管財部

普通財産取得費 事業を行うのに必要な土地の取得及び、今後利用見込みのない未利用地の売払い 154,000　

保健福祉局

総務部

福祉のまち推進セン

ター事業

市内89地区に設置されている福祉のまち推進センターが、よりきめ細かな見守り

活動等ができるよう支援を強化

93,200　

避難行動要支援者対

策事業

札幌市地域防災計画に基づき、避難行動要支援者名簿を作成・活用 8,900　

臨時福祉給付金事業 低所得者世帯及び子育て世帯への臨時的給付 3,680,000　

◎ 生活困窮者自立支援

事業費

生活困窮状態からの早期脱却を支援するため、本人の状態に応じた包括的かつ継

続的な支援を実施

255,800　

生活保護電算事務シ

ステム改修費

職員の事務負担を軽減し、被保護者に対するより細やかな援助活動を実現するた

め、生活保護電算事務システムを再構築

631,600　

高齢保健福祉部

はつら つシニアサ

ポート事業費

高齢者の生きがい支援のため地域貢献につながる高齢者団体等の自主的な活動を

支援

5,465　

敬老優待乗車証ＩＣ

カード移行事業費

敬老優待乗車証のＩＣカード移行のためのシステム開発及び改修 419,200　

保養センター駒岡バ

リアフリー等修繕事

業費

札幌市保養センター駒岡の活用に係る基本方針に基づく施設のバリアフリー化・

修繕

90,415　

広域型特別養護老人

ホーム新築費等補助

金

定員80人　６か所（平成26年度着工分３か所、平成27年度着工分３か所)

併せて福祉避難場所用スペース　６か所

(平成26年度着工分３か所、平成27年度着工分３か所）

555,000　

介護保険会計繰出金 政令に基づく介護保険会計への繰出 22,013,697　

障がい保健福祉部

知的障がい者等を対

象とした介護職員初

任者養成事業費

知的障がい者等を対象に介護職員初任者養成講座を実施 4,131　

元気ジョブアウト

ソーシングセンター

運営事業費

障がい福祉施設等による役務提供サービスについて官公署や企業への営業や受注

調整等を実施

23,881　

地域ぬくもりサポー

ト事業費

地域住民による障がい児（者）有償ボランティアを推進する仕組みを構築するモ

デル事業を実施

5,023　

知的障がい者見守り

事業費

知的障がい者と地域や福祉サービスとのつながりを拡大・強化するため、民生委

員などと協力して見守り活動を実施

6,000　

精神科救急医療体制

整備事業費

適切な精神科医療を提供する体制の充実のため、病院群輪番の２体制化による空

床確保数の増加等

35,024　

発達医療センター改

修費

発達医療センターの改修工事等 173,000　
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(単位：千円）

事業内容 予算額部・事業名

福祉乗車証、助成用

カードＩＣカード移

行事業費

福祉乗車証、助成用カードのＩＣカード移行のためのシステム開発及び改修 647,400　

グループホーム新築

費等補助金

新築費補助　１か所 31,500　

障がい者相談支援事

業

18か所（このほか公立１か所　計19か所。うち地域支援員配置10か所）、基幹相

談支援センター１か所

316,182　

障がい者就業・生活

相談支援事業

障がい者の雇用と職場定着を促進するための相談業務を実施　４か所 65,098　

成年後見制度利用支

援事業費

判断力が低下した障がい者などに対して切れ目のないサービスを提供するため、

成年後見制度の市長申立てに係る支援体制を整備

5,241　

保険医療部

老人保健関係費 老人保健制度（平成19年度末で廃止）に基づく保険給付の返還等によって生じた

拠出金及び国・道負担金の精算（返還）を行うもの

1,000　

後期高齢者療養給付

費負担金

高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、医療給付に要する経費の1/12に相当

する額を負担するもの

20,260,310　

後期高齢者健康診査

費

後期高齢者の健診にかかる事業 391,310　

国民健康保険会計繰

出金

国民健康保険会計に対する繰出 22,713,801　

後期高齢者医療会計

繰出金

後期高齢者医療会計に対する繰出 5,109,383　

保健所

さっぽろ医療計画推

進事業費

さっぽろ医療計画の推進に係る事業の実施 1,236　

保健センター整備費 白石保健センターの白石区複合庁舎への移転整備に伴う建設工事 150,170　

５歳児健康相談事業

費

５歳児の発育・発達の確認や発達障がいの把握のための健診・発達相談の実施 12,600　

地域保健活動推進事

業費

地域住民等と連携した保健師による地域保健活動の実践 5,600　

地域の健康づくり推

進事業費

健康づくりサポーターの派遣等 1,973　

安全・安心な食のま

ち・さっぽろ推進事

業費

市民・事業者と連携・協働して、安全・安心な食のまち・さっぽろを目指した総

合的な施策を推進

6,507　

子ども未来局

子ども育成部

子どもの権利推進事

業費

条例の広報・普及、子どもの権利委員会の開催、まちづくり等への子どもの参加

の促進等

5,944　

プレーパーク推進事

業費

既存の公園等を活用し、規制を極力排除した子どもの遊び場「プレーパーク」の

推進

2,972　

子どもの体験活動の

場事業費

旧真駒内緑小学校の跡施設を活用し、子どもが主体的に様々な体験活動を行う空

間を提供

32,000　

放課後子ども教室推

進モデル事業

地域が主体となって運営する放課後子ども教室２か所、余裕教室がなくミニ児童

会館が当面整備できない小学校において特別教室等を活用する放課後子ども館７

か所

31,451　

(単位：千円）

事業内容 予算額部・事業名

児童会館整備費 児童会館２か所の工事 111,710　

社会体験機会創出事

業費

若者の職場体験等の受入先となる企業、地域団体等の開拓 2,854　

中学校卒業者等進路

支援事業費

中学校の卒業時や高校の中退時等に就職や進学が決まっていない若者に対する相

談支援を実施

2,854　

子育て支援部

母子家庭等日常生活

支援事業費（ひとり

親家庭学習支援ボラ

ンティア事業）

ひとり親家庭の児童に対して、学習習慣の定着や基礎学力の向上のための学習支

援、進学や進路等の相談を実施

5,600　

母子家庭等自立支援

給付金事業費

母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業、母子家庭等高等職業訓練促進給付金 194,328　

私立幼稚園等補助金 特別な教育的支援を要する幼児の支援体制構築のため、保育に関わる教員の人件

費を補助

342,456　

さっぽろ保育ルーム

運営支援事業費補助

金

一定の基準を満たす認可外保育施設の運営費の補助 55,188　

家庭的保育等研修事

業

家庭的保育者等に対する研修の実施 5,000　

私立保育所整備費等

補助金

私立保育所の整備に対する補助

　増改築  　　　２か所　定員増　 60人

　改築　　　　　４か所　定員　　360人

認定こども園の整備に対する補助

　幼保連携型　　４か所　定員増　236人

　幼稚園型　　　８か所　定員増　320人

1,891,591　

区保育・子育て支援

センター整備費

白石区保育・子育て支援センター（ちあふる・しろいし）を、白石区複合庁舎の

一部として移転整備

95,062　

利用者支援事業費 各区に配置された保育コーディネーターが、子育て世帯に対して、多様な保育

サービスの情報を提供

28,370　

地域子育て支援拠点

事業費

児童会館やＮＰＯ等で実施している常設子育てサロンへの補助等 85,041　

子育て援助活動支援

事業費

登録会員制度による病児・病後児や緊急時の子どもの預かり支援に係る利用料補

助

2,142　

一時預 かり事業費

（幼稚園型）

幼稚園において実施する一時預かり事業に対する補助 390,435　

児童福祉総合センター

スタディメイト派遣

事業費

児童養護施設入所児童に対する学習支援 1,210　

就労支 援コーディ

ネーター派遣事業費

施設入所児童等に対する就労支援 3,888　

オレンジリボン協力

員事業費

オレンジリボン地域協力員の拡充 917　

児童養護施設改築費

補助金

家庭的な養育環境の推進のための児童養護施設の改築に対する補助 133,260　

一時保護所改修事業

費

一時保護所の改修工事等 455,200　
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(単位：千円）

事業内容 予算額部・事業名

環境局

環境事業部

生ごみ資源化システ

ム実証実験費

家庭系生ごみの効率的な収集・資源化の可能性について検証 8,000　

家庭の生ごみ減量・

リサイクル推進事業

費

市民の家庭における生ごみ減量に対する取組を支援 18,580　

山本処理場山本東地

区造成費

山本処理場山本東地区の貯留施設造成工事 1,061,000　

東米里西処理場造成

費

東米里西処理場の貯留施設造成に向けた載荷盛土工事 77,000　

売却予定地対策費 未利用地の売却に向けた調査及び対策 24,000　

清掃工場整備費 白石清掃工場の発電能力回復のための工事等を実施 1,004,000　

焼却灰リサイクル事

業費

焼却灰をセメント原料としてリサイクル 270,000　

駒岡清掃工場更新事

業費

駒岡清掃工場の更新に向けた基本計画策定、環境影響評価手続等 48,000　

環境都市推進部

さっぽろエコライフ

推進事業費

省エネ型ライフスタイルへの転換に向けた節電キャンペーンや省エネ診断等の実

施

22,819　

木質バイオ燃料普及

促進事業費

木質バイオ燃料の利用拡大に向けた事業の実施 6,678　

札幌省エネアクショ

ンプログラム事業費

市有施設において培った省エネ技術の民間事業者への普及 12,194　

生物多様性推進事業

費

生物多様性さっぽろビジョンに基づく各種取組の推進 9,924　

家庭の消費電力量見

える化推進事業費

消費電力量をモニター表示できる機器の貸出 3,000　

次世代自動車等導入

促進事業費

次世代自動車導入に対する補助等 11,720　

エコドライブ活動定

着推進事業費

エコドライブ活動の定着に向けた支援等 3,513　

次世代エネルギー

パーク推進事業費

次世代エネルギーパーク（円山動物園）の整備・広報の推進 2,198　

次世代エネルギーシ

ステム導入補助事業

費

過年度に金融機関が行った新エネ・省エネ機器購入者への無利子貸付に対する利

子補給金及び預託金

122,068　

省エネ活動サポート

事業費

市内事業者へ省エネ活動のサポートを実施 2,160　

みどりの推進部

公園造成 総合公園など拠点公園の造成、大規模公園の再整備等 837,400　

吸収源対策事業費 二酸化炭素吸収源など、地球環境対策に向けた樹林地を主体とした公園整備等 165,674　

丘珠空港緑地施設造

成費

空港周辺の緩衝機能を目的とした緑地の整備 350,152　

(単位：千円）

事業内容 予算額部・事業名

地域と創る公園再整

備事業費

地域ごとに各公園に必要な機能の見直しを図る再整備

　工事　４公園

480,000　

既設公園整備費 既設公園施設の補修・更新、公園台帳整備等 260,000　

安全安心な公園再整

備事業費

身障者対応トイレ整備、管理事務所更新等 712,200　

みどり豊かな街づく

り支援事業費

民有地緑化のための助成、公園・森林ボランティアへの支援 31,253　

さっぽろふるさとの

森づくり事業費

植樹祭、育樹祭及び市民メモリアル植樹の実施 8,600　

都心の彩り緑化事業

費

都心部におけるフラワーコンテナの設置 5,500　

都心・幹線みどりの

ボリュームアップ事

業費

都心部・主要幹線での緑量感ある街路樹管理 47,600　

都市環境林取得整備

費

良好な都市環境の形成を図るための緑地の取得整備 14,889　

円山動物園

動物園経営費 円山動物園のＰＲ事業等 1,000　

野生動物復元事業費 北海道の野生動物の繁殖、野生復帰等 1,491　

サル山改修費 老朽化したサル山の改修 36,528　

ホッキョクグマ・ア

ザラシ館建設費

国際的な施設基準を満たすホッキョクグマ・アザラシ館を建設 1,150,000　

◎ アフリカゾーン開業

準備事業費

新施設アフリカゾーンへの動物の輸送・馴致等 8,000　

経済局

産業振興部

企業立地促進費 企業誘致ＰＲ、立地企業に対する補助等の実施 432,500　

地域商店街支援事業

費

地域商業の活性化に向けた商店街のにぎわいづくり等を支援 12,380　

フード特区関連大型

設備投資利子助成金

フード特区に基づく国の利子補給措置を受ける食品関連産業の設備投資等に対す

る利子助成

23,100　

中小企業融資信用保

証料補給金

企業が負担する信用保証料の一部を補給 58,100　

女性起業家育成事業

費

女性中小企業診断士による経営相談や女性起業家交流会の開催等により、女性の

起業を支援

2,300　

札幌型環境・エネル

ギー技術開発支援事

業

札幌ならではの環境産業等の振興のため、市内中小企業の技術開発や首都圏展示

会出展を支援

53,725　

札幌型ものづくり開

発推進事業補助金

産業振興ビジョンで定める重点分野に関連する新製品・新技術の研究開発に対す

る補助

26,280　

ものづくり産業人材

育成支援事業費

次世代の札幌のものづくり産業を支える人材を確保するため、市内中小企業等が

取り組む人材育成事業に対する補助及びものづくり体験教室等を実施

10,668　

コミュニティ型建設

業創出事業費

家屋補修等の地域の生活ニーズと、中小建設業者等の人材や技術とのマッチング

への支援

1,500　
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(単位：千円）

事業内容 予算額部・事業名

◎ 電力料金値上げに伴

う事業者向け省エネ

事業

市内中小企業の電力コスト急増への対応を支援するため、電力測定機器の貸与及

び電力利用効率化のコンサルティングを実施

26,000　

ＩＴ利活用ビジネス

拡大事業費

市内ＩＴ企業の営業力等を高める研修やビジネスマッチング、ＩＴ利活用を図る

企業に対する補助等の実施

18,192　

６次産業活性化推進

事業費

道内の１次生産者と市内２次、３次産業者の連携による新商品開発支援や、企業

間マッチングによる連携を促進

44,719　

地域イノベーション

戦略推進事業費

「北大リサーチ＆ビジネスパーク」を中心に行われる「食・健康分野」での研究

開発やその事業化、医療分野との連携を支援

7,905　

北海道フード・コン

プレックスマネジメ

ント負担金

北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区の総合管理を行うマネジメント

組織の運営費負担金

8,500　

アジア圏等経済交流

促進事業費

食品輸出活性化支援、グローバル化支援等により、市内企業の海外事業展開を促

進

30,124　

道産有望食品ブラン

ド化事業費

輸出の増加が期待できる道産食品の販路拡大を重点的に支援し、ブランド力を向

上

6,800　

ＩＣＣ事業推進費 コンテンツ産業振興のため、クリエイター等の人材育成や多様な産業との連携を

促進するセミナー、ワークショップ等を実施

43,440　

札幌コンテンツ特区

推進事業費

札幌コンテンツ特区推進のための撮影環境の改善や海外との共同映像制作の促進

等

48,000　

札幌ロケ撮影費助成

事業費

市内でのロケ撮影誘致促進に向けた撮影費の助成 30,000　

海外プロモーション

映像活用事業助成事

業費

アジア等の海外に向け、映像を活用した販路拡大や観光客誘致等を図る市内企業

への助成

30,000　

卸売業活用型販路拡

大支援事業費

道内卸売業者と道内製造業者等とのマッチングの機会を提供し、魅力ある商品の

販路拡大を支援

2,973　

道内連携卸売キャラ

バン事業費

札幌市内の卸売企業が持つ流通販売機能や札幌圏の購買力を活用した道産品の販

路拡大支援

4,000　

中小企業金融対策資

金貸付金

札幌みらい資金等の中小企業に対する運転資金、設備資金等の貸付け 80,736,700　

地域総合整備資金貸

付金

無利子貸付け　１件 100,000　

経営革新支援資金貸

付金

事業拡大や設備投資等に意欲的な中小企業等に対する貸付け 826,200　

雇用推進部

（一財）札幌勤労者

職業福祉センター事

業費貸付金

札幌サンプラザの円滑な運営のため行った貸付の残額分 276,000　

就業サポートセン

ター等事業費

ハローワーク及び民間職業紹介事業者と連携し各種就業支援事業を実施 186,020　

若年層就業促進事業 若年求職者や定時制高校生の就業意欲向上と就職促進のため、セミナー等を実施 13,541　

農政部

いきいきファーマー

育成支援事業費

中高年世代等の市民が農業技術を習得し、多様な農的活動を通じて生きがいのあ

る暮らしを実践できるようにするため、研修ほ場を開設する指導農園主を支援

2,000　

(単位：千円）

事業内容 予算額部・事業名

さっぽろ夢農業人育

成支援事業費

農業の新たな担い手を育成するための研修機会の提供及び新規就農者に対する給

付金の交付

50,093　

観光文化局

観光コンベンション部

国内観光促進事業費 札幌観光のＰＲ媒体の充実を図るとともに、国内観光客誘致に係る事業の実施 6,000　

国際観光促進事業費 アジアを中心とした海外からの観光客誘致に係る事業の実施 9,830　

広域連携による観光

振興事業費

さっぽろ広域観光圏構成市町村及び道内中核都市との連携等による周遊促進事業

の実施

11,238　

札幌いんふぉ運営費 携帯端末を活用した情報提供による来札観光客の周遊の促進 8,600　

戦略的 観光資源発

掘・創出事業費

外国人観光客のニーズに合致した観光資源の発掘・創出 6,000　

外国人観光客受入環

境整備事業費

コールセンターにおける観光情報の提供 2,400　

定山渓地区魅力アッ

プ事業費

定山渓観光魅力アップ構想に基づく各種支援事業の実施 8,000　

さっぽろ雪まつり事

業費

さっぽろ雪まつり実行委員会への補助及びつどーむ会場周辺の除雪の実施 82,315　

さっぽろ雪まつり魅

力アップ事業費

大通会場におけるアートステージの実施や大雪像制作隊隊長雇用経費等 90,000　

さっぽ ろオータム

フェスト事業費

北海道・札幌の食をテーマにしたイベントの開催 1,500　

ＭＩＣＥ誘致促進補

助金

インセンティブツアー誘致促進サポート制度の実施 3,000　

ＭＩＣＥ推進事業費 見本市の出展など、ＭＩＣＥ誘致に係る事業の実施 25,830　

文化部

パ シ フ ィ ッ ク ・

ミュージック・フェ

スティバル事業費

27年7月～8月開催 265,800　

札幌交響楽団運営費

補助金

札幌交響楽団に対する運営費の一部補助 160,000　

さっぽ ろアートス

テージ事業費

文化芸術月間である11月に、複合的・総合的文化事業を開催 24,748　

サッポロ・シティ・

ジャズ事業費

国外へのプロモーション活動 2,707　

子どもの美術体験事

業費補助金

小学校へのアーティスト派遣及び小学校5年生全員を美術館に招待する事業に対す

る補助

2,036　

国際芸術祭事業費 次期国際芸術祭の開催に向けた準備 50,000　

演劇公演・創造活動

支援事業費

広く市民に対し演劇の鑑賞機会を提供するため、優れた演劇作品の公演を支援す

るとともに、稽古場の賃借料を補助

11,495　

子どものミュージカ

ル鑑賞事業費

小学校6年生がミュージカルを鑑賞する機会の提供 3,516　

キタラファーストコ

ンサート事業費補助

金

青少年への音楽普及及び振興を図るため、小学校6年生全員がオーケストラ演奏を

鑑賞体験するプログラムを実施

18,915　
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(単位：千円）

事業内容 予算額部・事業名

市民交流複合施設整

備費

市民交流複合施設の整備、開館に向けた各種検討 4,280,115　

文化芸術施設整備費 さっぽろ芸術文化の館の修繕 11,400　

資料館リノベーショ

ン推進事業費

札幌市資料館リノベーション基本計画の策定 8,000　

博物館活動センター

仮移転費

博物館活動センター仮移転先施設の改修工事及び移転 163,000　

仮称）丘珠縄文遺跡

公園整備事業費

市民ワークショップ開催、確認調査報告書作成等 24,300　

文化財保全活用費 文化財施設の修理・補強等計画的な保存修理、集客交流資源としての整備等 879,700　

スポーツ部

ノルディックスキー

札幌大会記念ウイン

タースポーツ活性化

事業費

ウインタースポーツの活性化を図るため、学校のスキー学習支援やウインタース

ポーツ地域出前事業等を実施

7,898　

地域スポーツにぎわ

い促進事業費

地域スポーツ団体の更なる活性化のため、検討委員会の意見を取り入れながら既

存支援策を充実

1,032　

スポーツツーリズム

推進事業費

スポーツツーリズム推進のための展示会ブースの出展等 2,322　

カーリング普及事業

費

常駐指導者によるカーリングの技術指導及び氷に親しむための子ども向け指導プ

ログラムの実施

7,071　

地域スポーツマス

ター活用事業費

地域で活動するスポーツ指導者を発掘・活用するための高齢者を含む人材リスト

の作成及び学校のスキー学習への地域スポーツ指導者の派遣

1,886　

オリンピアンズキャ

ラバン事業費

スポーツ振興及び地域諸団体の活性化を図るためのオリンピック選手等を活用し

たスポーツイベントの実施

2,915　

スポーツ事業促進助

成費

次世代のトップアスリートを育成するため、大会強化合宿等の参加経費や指導者

育成に係る経費の補助

10,000　

市民運動広場用地整

備計画費

市民運動広場用地のモニタリング調査等 2,900　

札幌ドーム保全事業

費

施設の適切な維持を図るための保全工事の実施 683,000　

2017年アジア冬季競

技大会開催準備費

2017年アジア冬季競技大会開催に向けた競技プログラム及び各種実施計画の策定

並びに競技団体が主催する大会を活用した検証等

593,000　

2017年アジア冬季競

技大会開催準備貸付

金

2017年アジア冬季競技大会開催に向けた大会組織委員会運営・管理費用の一部の

貸付け

67,000　

中央体育館改築事業

費

実施設計負担金 89,000　

建設局

総務部

歩行者と自転車の共

存する空間の創出事

業費

都心部や駅周辺における公共駐輪場を整備し、良好な歩行環境と景観、都心部で

の自転車走行空間の確保

190,000　

土木部

道路橋りょう等補修

費

計画的な舗装補修により長寿命化を図り、ライフサイクルコストを縮減するとと

もに、良好な走行性・沿道環境を確保

1,236,614　

(単位：千円）

事業内容 予算額部・事業名

市設街路灯整備費 市設街路灯LED化の推進 519,000　

冬みち地域連携事業

費

子どもたちへ除雪に対する意識を浸透させるために雪体験授業を実施するととも

に、市民（地域）・企業・行政が連携し、地域除雪力を高めるための取組を実施

29,600　

交通安全施設整備費 誰もが安心して歩行できる歩道を提供するため、「新・札幌市バリアフリー基本

構想」で定めた重点整備地区内の歩道バリアフリー化等を実施

2,373,392　

道路改良費 円滑で安全な交通や快適な生活環境の確保を図るため、道路改良を実施、また、

都市景観の向上、都市防災の観点から、電線類地中化を実施

5,707,714　

道路橋りょう整備費 緊急輸送道路などの橋りょうについて、計画的に補修し長寿命化を図るととも

に、耐震補強を実施

3,748,900　

街路改良費 幹線道路ネットワークの強化等を図るために、都市計画道路等の新設・拡幅整備

を実施、また、都市景観の向上、都市防災の観点から、電線類地中化を実施

5,685,195　

街路橋りょう整備費 幹線道路ネットワークの強化等を図るために、橋りょうを新設整備 481,620　

下水道河川部

河川整備費 治水整備の実施 1,023,002　

都市局

市街地整備部

都市再開発方針策定

等関連費

都市再開発方針の策定 4,700　

苗穂駅移転橋上化事

業費

苗穂駅の移転橋上化に向けた設計、工事等に係る負担 1,199,000　

北1西1地区再開発事

業費

再開発事業費補助 3,462,000　

◎ 北２西３北地区優良

建築物等整備事業費

優良建築物等整備事業費補助 200,000　

◎ 大通東４地区優良建

築物等整備事業費

優良建築物等整備事業費補助 200,000　

エコリフォーム促進

事業費

環境負荷の低減（省エネ）やバリアフリーに係るリフォームに対する補助 120,000　

札幌版次世代住宅普

及促進事業費

高い断熱性能を持つ札幌版次世代住宅の建設に対する補助 98,000　

市営住宅建設費 解体・敷地整備

　下野幌、幌北

510,000　

市営住宅建設費（26-

27）

26～27年度

総事業費　916百万円

新設　東雁来40戸

848,000　

土地区画整理会計繰

出金

公共事業費負担分等 1,053,278　

建築部

保全推進事業費 計画的な修繕を中心とする一元的な保全事業 6,046,000　

建築指導部

○ 民間建築物耐震化促

進事業費

福祉施設、学校、医療施設、共同住宅、大規模な店舗やホテル等の耐震診断・耐

震設計・耐震改修費等に対する補助及び耐震化に関する普及啓発

380,000　
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(単位：千円）

事業内容 予算額部・事業名

木造住宅耐震化促進

事業費

木造住宅の耐震診断・耐震設計・耐震改修費に対する補助及び耐震化に関する普

及啓発

23,000　

消防局

総務部

美園出張所整備費 移転に伴う旧美園出張所の解体経費 38,800　

北栄出張所整備費 移転に伴う旧北栄出張所の解体経費 50,200　

◎ 災害情報ネットワー

クシステム整備費

災害情報ネットワークシステム更新のための実施設計 12,100　

教育委員会事務局

生涯学習部

読書チャレンジ・図

書資源ネットワーク

事業費

各小中学校への市立図書館蔵書貸出し等 2,008　

学校新築費 札幌開成中等教育学校（工事３年目）

　渡り廊下棟　延べ160㎡

　グラウンド造成

402,000　

学校増築費 札苗北小学校

　校舎３階建て　延べ1,920㎡

　　（普通　12教室、特別　１教室）

　プール改築

938,000　

学校改築費 二条小学校

　校舎４階建て　延べ7,414㎡

　  （普通　18教室、特別　10教室、

　　　特別支援　２教室、太陽光パネル

　　　設置）

　屋内運動場　1,358㎡

　屋内プール

篠路小学校

　校舎３階建て　延べ2,801㎡

　　（普通　６教室、特別　６教室、

　　　特別支援　３教室、通級　４教室、

　　　太陽光パネル設置）

月寒東小学校

　校舎３階建て　延べ7,143㎡

　　（普通　16教室、特別　９教室、

　　　特別支援　４教室、太陽光パネル

　　　設置）

屯田小学校、中島中学校、啓明中学校

　 校舎解体、グラウンド造成等

本通小学校、中の島小学校、中央中学校

　 実施設計等

3,697,600　

学校基本設計費 中央小学校、澄川小学校、栄西小学校 90,800　

仮称）南部高等支援

学校整備費

旧真駒内小学校校舎等の解体及び仮称）南部高等支援学校実施設計 250,000　

格技場整備費 東月寒中学校 136,000　

まちづくり基金造成

費

国庫交付金等を受けて建築した校舎等の財産処分に係る基金積立て 1,069　

(単位：千円）

事業内容 予算額部・事業名

耐震補強事業費 耐震補強

　小学校　工事　10校

　中学校　工事　２校

天井落下防止対策

　小学校　実施設計及び工事　29校

　中学校　実施設計及び工事　30校

　高等学校　実施設計及び工事　５校

　特別支援学校　実施設計及び工事　１校

2,516,000　

太陽光パネル設置費 小学校　工事　９校

中学校　工事　１校

318,000　

災害対策環境整備費 屋内運動場等の窓ガラスへの飛散防止フィルム貼付及び受水槽の耐震化 274,000　

学校教育部

人事・服務・給与関

係費

県費負担教職員の給与負担法等改正に伴うシステム改修 102,800　

学校教育指導費 学校支援体制の充実等 1,000　

外国語指導助手関係

費

外国語指導助手の配置 348,000　

読書チャレンジ・子

どもの 読書活動サ

ポート事業費

学校図書館の活用を促進し、児童生徒の読書活動の関心を高めるための専門的知

識を有したアドバイザーや、図書館の環境整備等を担うボランティアの派遣等

7,446　

札幌らしい特色ある

学校教育事業費

自立した札幌人の育成を目指すため、雪・環境・読書の３つのテーマに沿った事

業や学校の夢づくり支援事業を実施

17,831　

進路探 究オリエン

テーリング事業費

専修学校・各種学校と連携し、夏休み期間中に、中学生対象の職業体験講座を実

施

7,300　

観察・実験アシスタ

ント事業費

小学校における理科の学習の観察・実験活動の充実を目的とし、外部人材を観

察・実験アシスタントとして活用

12,344　

課題探究的な学習モ

デル研究事業費

中等教育学校において、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

21,400　

幼児教育センター関

係事業費

市立幼稚園９園で預かり保育を実施 43,300　

中央図書館

読書チャレンジ・子

どもの読書活動推進

事業費

図書館デビュー事業、さっぽろ家庭読書フェスティバル等の実施 6,498　

読書チャレンジ・図

書資源ネットワーク

事業費

各小中学校への市立図書館蔵書貸出し等 2,078　

仮称）絵本図書館整

備費

白石区複合庁舎内に整備する仮称）絵本図書館の建設工事等 64,747　

都心にふさわしい図

書館整備費

仮称）市民交流複合施設内に整備する都心にふさわしい図書館の建設工事等 257,200　

選挙管理委員会事務局

選挙管理委員会事務局

道議会議員及び知事

選挙執行費

27年4月執行 314,000　

市議会議員及び市長

選挙執行費

27年4月執行 303,000　
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(単位：千円）

事業内容 予算額部・事業名

議会事務局

議会事務局

その他議会運営費 その他議会運営費（改選に係る経費等） 51,300　

札幌・ノボシビルス

ク姉妹都市提携25周

年記念事業費

公式訪問団の受入れ・派遣 8,800　

特　別　会　計特　別　会　計特　別　会　計特　別　会　計

単位：千円

本年度予算額

東雁来第２地区土地

区画整理費

2,982,000　

本年度予算額

　病院事業会計

病院整備 161,000　

医療器械購入等 704,000　

　中央卸売市場事業会計

中央卸売市場施設整

備

179,000　

　軌道事業会計

路面電車施設整備 250,000　

　高速電車事業会計

地下鉄施設整備 19,352,000　

　水道事業会計

水道施設整備 8,042,000　

水道配水管布設 8,602,000　

　下水道事業会計

下水道管路布設 7,310,000　

下水道施設整備 9,160,000　

ヒートポンプユニット設備更新工事等

会計・事業名 事業内容

　土地区画整理会計

　市街地整備部

施行面積　　　　　210.8ha

　道路築造　　　　2,050ｍ、道路舗装  25,210㎡

　上水道布設　 　 1,765ｍ、下水道布設 2,264ｍ

　載荷盛土 　　  73,500 

企　業　会　計企　業　会　計企　業　会　計企　業　会　計

単位：千円

会計・事業名 事業内容

管路布設　 21,479ｍ

　市街化区域幹線　10,627ｍ

　市街化区域枝線　10,852ｍ

処理場等　10か所

　新川水再生プラザ等改築更新事業

　その他

ポンプ場　７か所

　茨戸東部中継ポンプ場等改築更新事業

　東雁来雨水ポンプ場新設事業

　その他

Ｘ線コンピューター断層撮影装置等

場内設備機器類更新

その他

街路拡幅事業、既存車両改良、その他

東豊線車両更新、南北線高架駅耐震改修工事、

ホーム防火戸等設置、自動出改札装置更新、

駅照明設備更新、その他

導・浄水施設

　豊平川水道水源水質保全事業

送・配水施設

　白川第３送水管新設事業

　配水施設耐震化事業

　緊急貯水槽新設事業

　

配水管

　幹線　3,658ｍ、枝線　58,249ｍ、補助管　5,739ｍ
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（単位　千円）

墓地使用料 4,487

厚別公園競技場補助競技場使用料 1,269

道路占用料 ▲ 821,263

市営住宅使用料 87,769

幼稚園保育料 4,639

保育短時間保育料 -

　使用料　小計 ▲ 723,099

幼稚園入園料 ▲ 2,318

　手数料　小計 ▲ 2,318

▲ 725,417

厚別公園競技場補助競技場改修に伴う使用料金の改定【専用使用（職業以外・１時間につき）：1,200円　→　2,400円】

使用料・手数料の改定項目

項　　　目 影響額 主　　な　　改　　定　　内　　容　（H26→H27）

合同納骨塚整備による使用料金の改定【1,900円　→　9,100円】

※26年12月の供用再開後から適用

子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、新たな保育料区分を設定【Ｄ５階層（４歳以上）：29,430円　→　28,930円 等】

子ども・子育て支援新制度の施行に伴う廃止【6,700円　→　0円】

国並び単価から独自単価への変更　【突出看板（2級地）：13,000円　→　2,700円 等】

住まいの協議会の答申を踏まえて減免制度を見直し【減免後平均家賃：6,456円　→　9,963円/月】（25～28年度で段階的に改定）

子ども・子育て支援新制度の施行に伴う改定【一律8,900円　→　0円～19,900円/月※所得階層に応じて保育料を決定】

（26年度まで市立しんえい幼稚園であった、認定こども園にじいろの影響額を含む。）

　合　　　　　　　　　　計
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消費税率引上げ分に伴う地方消費税交付金の増収分の使途について

平成26年度

項目 事業費

一般財源

医療分野

医療助成、国民健康保

険会計繰出金など

41,023,400 25,829,904

介護分野

敬老優待乗車証、介護

保険会計繰出金など

53,140,392 46,186,684

子育て分野

保育所運営、児童手当

支給など

81,317,607 34,518,753

障がい分野

児童障害福祉、障害福

祉サービスなど

61,982,330 21,942,162

生活援護分野 生活保護など 136,873,769 34,197,681

合計 374,337,498 162,675,184

平成27年度

増収分増収分増収分増収分 13,918,000 千円千円千円千円

地方消費税交付金のうち消費税率引き上げによる増収分については、社会保障施策に要する経費に充てることと

されています。増収分は、下記の社会保障関係費の一般財源の一部として広く充てることとしています。

【歳出】

【歳入】

【歳出】

【歳入】

増収分増収分増収分増収分 3,873,000 千円千円千円千円

（千円） （千円）

項目 事業費

一般財源

医療分野

医療助成、国民健康保

険会計繰出金など

42,245,769 26,607,922

介護分野

敬老優待乗車証、介護

保険会計繰出金など

57,735,555 48,708,226

子育て分野

施設運営、児童手当支

給など

85,308,922 31,023,319

障がい分野

児童障害福祉、障害福

祉サービスなど

67,809,956 23,632,908

生活援護分野 生活保護など 133,780,586 33,578,479

合計 386,880,788 163,550,854

注）上記の社会保障関係費には事務費等も一部含まれていますが、引き上げ分の地方消費税収は、事務費や職員の人件費には充てないこととされています。
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施　　設　　の　　概　　要 完成年月 担　当　部

北白石まちづくりセンター（改築）

（白石区）北郷2条3丁目

　　平家建　延べ160㎡

27年12月

新琴似・新川地区センター（改修）

（北区）新琴似2条8丁目

　　２階建　延べ1,267㎡

28年1月

広域型特別養護老人ホーム「ラスール苗穂」（新

築補助）

（中央区）北2条東19丁目、20丁目

　　定員80人

27年７月

広域型特別養護老人ホーム「季実の里とんでん」

（新築補助）

（北区）屯田9条9丁目

　　定員80人

27年７月

広域型特別養護老人ホーム「光生舎・ゆいま～る

もみじ台」（新築補助）

（厚別区）もみじ台南3丁目

　　定員80人

27年７月

保養センター駒岡（改修）

（南区）真駒内600 20

　　２階建　延べ4,789㎡

28年３月

（仮称）篠路小学校児童会館（改築・移転）

（北区）篠路4条9丁目

　　校舎内　300㎡

28年３月 子 ど も 育 成 部

私立保育所（増改築補助）

未定

　　定員90人（30人増）1か所、定員120人（30人増）１か所

28年３月

私立保育所（改築補助）

未定

　　定員90人　4か所

28年３月

幼保連携型認定こども園（整備費補助）

未定

　　定員50人増　１か所、定員60人増　２か所、

　　定員66人増　１か所

28年３月

幼稚園型認定こども園（整備費補助）

未定

　　定員10人増　１か所、定員20人増　２か所、

　　定員30人増　２か所、定員60人増　２か所、

　　定員90人増　１か所

28年３月

（仮称）北2西18公園（新設）

（中央区）北2条西18丁目

　　街区公園　0.12ｈａ

27年11月

雁穂公園（新設）

（東区）東雁来11条1丁目

　　近隣公園　2.00ｈａ

27年12月

小金湯さくらの森（新設）

（南区）小金湯604-2ほか

　　都市緑地　12.2ｈａ

27年10月

豊平館（本館改築、付属棟新設）

（中央区）中島公園1-20

　　地上２階地下１階建　延べ2,026㎡

　　（本館1,326㎡、付属棟701㎡）

27年11月

博物館活動センター（改修・移転）

（豊平区）平岸5条15丁目

　　ＲＣ造・２階建、一部・鉄骨造平家建　延べ1,986㎡

28年３月

下野幌団地（建替）

（厚別区）厚別中央1条5丁目

　　1棟14階建　140戸　延べ13,184㎡

27年10月

東雁来団地（新設）

（東区）東雁来12条4丁目

　　1棟5階建　40戸　延べ3,584㎡

27年10月

光星団地（全面改善）

（東区）北12条東7丁目

　　1棟7階建　104戸　延べ7,811㎡

27年11月

円山動物園　アフリカゾーン(新設)

（中央区）宮ヶ丘3番地

　　平家建（一部2階建）　延べ2,250㎡

27年６月 円 山 動 物 園

篠路小学校（改築）

（北区）篠路4条9丁目

　　校舎　３階建　延べ2,801㎡

28年３月

札苗北小学校（増築）

（東区）東苗穂9条3丁目

　　校舎　３階建　延べ1,920㎡

28年３月

東月寒中学校：格技場（新築）

（豊平区）月寒東3条18丁目

　　平家建　265㎡

28年３月

水

道

緊急貯水槽（新設）

（清田区）美しが丘2条5丁目（美しが丘シープヒル公園）

　　容量　100 

28年３月 給 水 部

生 涯 学 習 部

市

営

住

宅

市 街 地 整 備 部

公

園

み ど り の 推 進 部

文

化

文 化 部

教

育

施

設

平 成 27 年 度 中 完 成 予 定 施 設

施　　　　設　　　　名

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

施

設

地 域 振 興 部

社

会

福

祉

施

設

子 育 て 支 援 部

高 齢 保 健 福 祉 部
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将来を担う子どもたちに札幌市の財政への関心をもってもらうための取組将来を担う子どもたちに札幌市の財政への関心をもってもらうための取組将来を担う子どもたちに札幌市の財政への関心をもってもらうための取組将来を担う子どもたちに札幌市の財政への関心をもってもらうための取組

対象者：市立高等学校（藻岩・開成・清田・新川・平岸）１・２年生の希望者 42名

内 容：① 予算の役割、本市の予算編成手法や財政状況、課題等を説明

② 子どもたちにとって身近な行政サービス12事業の現状と諸課題を説明

③ グループに分かれて理想のまちづくりのテーマや重点的に取り組む課題を決定

④ 市長になったつもりで理想のまちづくり実現に向け350億円の予算を12事業へ配分

⑤ 予算配分結果とその考え方を発表

対象者：福井野・上篠路・中央・八軒中学校の3年生 15クラス約520名

内 容：①予算の役割、本市の予算編成手法や取組状況、財政状況、課題等を説明

②以下の内容についてグループ討議を実施

ア 学校予算で充実させるべきもの、縮減したほうがいいものを検討

イ 自分が市長になったら、札幌市の予算で充実させるべきものを検討

③グループ討議結果を発表

中学生に対する取組（出前講座）

高校生に対する取組（職場体験学習）

≪討議結果≫

ア 学校予算充実：トイレの美化、照明のLED化、エアコン・クーラーの設置、タブレット端末を

使った授業

学校予算縮減：光熱水費の節約、備品消耗品費の減、使用していない教室の設備

イ 本市予算充実：少子・高齢化対策、除雪、企業への支援（雇用問題の解決）、防災・減災への取組

本市予算に比較

して、救急活動

や除排雪、駐輪

場に対するニー

ズが高かった。

○対象者：市内小学校１6校の６年生 約1,100人

○内 容：小学６年生向けに実施している租税教室において、さっぽろのおサイフを配付し、札幌市の

財政について普及啓発

小学生に対する取組（租税教室）

≪討議結果≫ 網掛け 本市Ｈ26予算

太実線 高校生平均活用可能財源 350億円

-33-



担当局 意見の要旨 札幌市の考え方

総 務 局

外国人と日本人の異文化交流ができる機

会を増やしてほしい。

　（公財）札幌国際プラザや札幌国際交流館、札幌留学生交流

センター等と連携しながら、引き続き市民と外国籍市民との異

文化交流の機会を設けてまいります。

　交通事故が起きることのないよう、交通

安全対策を進めてほしい（他9件）。

　本市では、交通安全教室や街頭啓発、夜光反射材の普及活動

等を行い、交通事故の減少に向けて取り組んでおります。今後

とも、工夫検討を重ね、安心安全な札幌市を目指してまいりま

す。

公共交通の利便性について、より利用し

やすいものとしてほしい（他4件）。

バス等の利便性向上を図るため、地域住民、バス事業者及び

行政の3者協働による生活交通の在り方の検討やバス事業者と

の適切な役割分担による地域交通ネットワークの維持に取り組

んでおります。

　バリアフリーの取組を進めてほしい（他

3件）。

　本市では、平成18年にできたいわゆるバリアフリー新法に基

づいて、バリアフリー基本構想を作り、道路、建築物、公園や

地下鉄駅などの施設で計画的にバリアフリーの取組を進めてお

ります。

財 政 局

　ムダな予算をなくし、重要な事業に多く

のお金をかけるべき（他5件）。

　今後とも最少の経費で最大の効果を挙げるよう、事業の選択

と集中の取組みを進めてまいります。

　老人ホーム整備に対する補助を集中的に

行うなど、高齢者が安心して暮らせる環境

を作ってほしい(他23件)。

　特別養護老人ホームについては、介護保険料に与える影響

や、入所申込者のうち、入所の必要性、緊急性が高い入所申込

者が早期に入所できるようにすること等を踏まえ、計画的に整

備を進めてまいります。

　老人ホームの設置や子供を出産できる環

境づくりを進めてほしい。

子どもから高齢者まで、障がいのある方もない方も、誰もが

安心して快適に心豊かに暮らすことのできるまちづくりを目指

し、さまざまな福祉施策を通じて、市民サービスの向上に取り

組んでいきたいと考えています。

子ども体験活動の場について、子どもが

色々な人と交流し、体験できる場としてほ

しい(他1件)。

子どもの体験活動の場には、子どもに関わる様々な人々の交

流や地域連携を進める多世代交流・地域連携の場もありますの

で、この場も活用し子どもが様々な年代の方と交流できるよう

な事業を実施する予定です。

少子化の改善のため、子育て支援を充実

させることに力を入れるべきではないか

(他1件)。

地域における子育て支援施策の充実に向けては、市民ニーズ

調査の結果に基づき、計画的な支援を実施してまいります。

　待機児童対策のため、保育園や幼稚園の

数を増やすなど、対策を進めてほしい(他

13件)。

　本市は、保育所定員の拡大、幼稚園預かり保育などの多様な

保育サービスや各区保育コーディネーターによる市民相談体制

の充実など、待機児童対策の取組を積極的に進めております。

市民まち

づくり局

保 健

福 祉 局

子 ど も

未 来 局

市民の皆様からのご意見と札幌市の考え方市民の皆様からのご意見と札幌市の考え方市民の皆様からのご意見と札幌市の考え方市民の皆様からのご意見と札幌市の考え方

数多くいただいた意見の中から件数の多かった項目を中心に抜粋

・意見の項目 136項目

・意見提出者 245人

・意見の提出方法

文書 244人

電話 1人

本年度の各局の予算要求の概要を11月4日から公表し、12月3日までの間、市

民の皆様からのご意見を募集しました｡

公表にあたっては、「なまらわかる！財政のあらまし」のホームページ公開や、中

学校の出前講座や高校生の職場体験学習の受入れの実施などの取組により、多

くのご意見をいただくことができました。

お寄せいただいたご意見のうち、主なものとそれに対する札幌市の考え方につい

て、以下のとおり公表いたします｡

全てのご意見とそれに対する考え方については、2月中旬頃、財政部のホーム

ページにて公表させていただきます。

「札幌市の財政」ＵＲＬ：http://www.city.sapporo.jp/zaisei/kohyo

【スケジュール】
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担当局 意見の要旨 札幌市の考え方

街の美化のためにも、家庭の生ごみ減

量・リサイクル推進事業を充実してほしい

(他1件)。

　燃やせるごみの約４割を占める生ごみを減量し、ごみステー

ションを清潔に保つため、生ごみ堆肥化相談窓口の設置や生ご

み堆肥化セミナーの開催、生ごみ堆肥化機材購入助成等を実施

してまいります。

ソーラーパネルの設置場所の充実や、地

熱発電など、再生可能エネルギーの利用を

増やしてほしい(他1件)。

低炭素社会と脱原発依存社会の実現に向け、未利用地への太

陽光発電の設置促進や補助制度の利用拡大など、再生可能エネ

ルギーの普及促進を加速してまいります。

誰もが安全・快適に利用できるよう、公

園の維持管理や遊具の整備を十分に行って

ほしい(他18件)。

　本市では、月1回以上の日常点検や遊具専門業者による年2回

の定期点検のほか、不可視部分の分解点検、積雪期の公園巡視

を行い遊具の安全に配慮しています。また、異常を発見した場

合には市に連絡を頂けるよう、市民にも周知してまいります。

　経済効果が期待できることから、ホッ

キョクグマ・アザラシ館の建設はとてもよ

い(他1件)。

円山動物園の活性化は進んでいることか

ら、ホッキョクグマ・アザラシ館の建設費

用はかける必要がないのではないか(他6

件)。

　経済の中小企業金融対策資金貸付に予算

をまわすのがよいと思う。

中小企業金融対策資金貸付について、お

金をかけすぎではないか(他1件)。

イベントの企画や集客施設の整備などに

より、観光をもっと活性化させてほしい

(他3件)。

　来場者数が200万人を超えた「さっぽろオータムフェスト」

の期間延長を行うほか、新規イベントの実施も計画しておりま

す。また、集客施設の整備についても、引き続き魅力の維持・

向上に向けて取り組んでまいります。

体育施設の充実など、年齢問わず利用し

やすい環境づくりを進めてほしい(他2

件)。

各区体育館やプールの他、学校体育館やグラウンド、健康づ

くりセンター等の既存施設を活用しながら、今後も幅広い世代

がスポーツを楽しむことができる環境づくりを進めてまいりま

す。

　駐輪場を整備してほしい(他2件)。 駐輪場が不足している実態は把握しておりますが、現状では

早急な駅周辺の用地確保が難しい状況となっております。引き

続き様々な手法で駐輪場の確保を進めていきたいと考えており

ます。

除排雪の頻度やロードヒーティングな

ど、手法を検討しつつ、除排雪対策を充実

してほしい(他44件)。

本市では、除排雪事業の中長期計画である「札幌市冬のみち

づくりプラン」を策定し、メリハリをつけた冬期道路の管理を

行うことを進めております。今後も、冬期間の市民生活や経済

活動を支えるため、より効果的・効率的な除排雪に努めてまい

ります。

安全確保のため、道路・歩道の整備にお

金をかけてほしい(他11件)。

限られた予算の中で効果的な道路の整備・維持修繕を行うた

め、計画的に事業を進めており、良好な道路サービスを継続的

に提供することを目的に「道路維持管理基本方針」に基づき、

道路利用者の安全・安心の確保のため努めてまいります。

都 市 局

公共施設整備の際には、バリアフリー化

など、様々な利用者を想定した構造として

ほしい(他1件)。

　従来から既存施設の保全改修にあわせてバリアフリー化を進

めており、今後もバリアフリー新法及び札幌市福祉のまちづく

り条例等に基づき、様々な利用者を想定した建築物のバリアフ

リー化を進めていきます。

老朽化した学校が多いので、改築を進め

てほしい(他2件)。

　学校施設の老朽化対策については、単に改築というだけでは

なく、できるだけ長く使用するための改修もあわせて進める必

要があると考えております。

学校について、あまり使われていない備

品類をなくしたり、消耗品を多く抱えない

ようにすべきではないか(他1件)。

各学校では、教育活動に最低限必要な備品等を整備していま

す。また、消耗品については、ある程度の数量をまとめて発注

する方が安価に購入できる場合もあり、今後も、合理的な予算

執行を進めてまいります。

タブレットなどの電子機械を取り入れた

授業ができないか。

全ての学校でコンピューター教室や大型テレビなどＩＣＴ機

器を活用した授業を行っています。また、タブレットパソコン

を活用した授業についても、モデル校において実証研究を進め

ております。

絵本図書館は子どもが多く住んでいる場

所に設置すべきではないか。

（仮称）絵本図書館は、全市民を利用対象者とし、地下鉄駅

と直結される白石区複合庁舎に設置しますので、多くの市民に

ご利用いただけると考えております。また、地区図書館におけ

る幼児向けサービスの充実も検討しております。

交 通 局

地下鉄について、増収に向けた取組を進

め、活性化していくべき。

イベントとの連携や様々な媒体を活用したＰＲ、魅力ある企

画券の検討等を一層進めることで、地下鉄のさらなる利用促進

を図り、増収につなげてまいります。

教 育

委 員 会

環 境 局

　本市では、市内の中小企業が低利で安定した資金を円滑に調

達できるよう融資制度を設けております。今後も、本市の経済

の活性化に繋がるよう、費用対効果についても検証しながら、

制度の利用を促進してまいります。

経 済 局

観 光

文 化 局

建 設 局

　円山動物園の高い繁殖実績を活かし、絶滅危惧種に指定され

ているホッキョクグマの同時繁殖を引き続き目指すとともに、

海外動物園との動物交換も視野に入れていることから、世界的

な基準を満たした施設を整備するものです。
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