
単位：千円

政策

目標

重点

課題

頁 所　管　部 事業費主　　　　　要　　　　　事　　　　　業

３３３３．．．．活力活力活力活力みなぎるみなぎるみなぎるみなぎる元気元気元気元気なななな街街街街

札幌の経済を支える企業・人の支援

Ｐ29 道内連携関連道内連携関連道内連携関連道内連携関連 政策企画部 9,444

広報部 6,992

産業振興部 24,400

観光コンベンション部 11,238

Ｐ30 留学生誘致促進事業留学生誘致促進事業留学生誘致促進事業留学生誘致促進事業 国際部 2,800

Ｐ31 中小企業金融対策資金貸付中小企業金融対策資金貸付中小企業金融対策資金貸付中小企業金融対策資金貸付 産業振興部 80,734,000

Ｐ32 フードフードフードフード特区関連特区関連特区関連特区関連 産業振興部 18,800

札幌の強みを活かした産業の育成と企業の誘致

Ｐ33 札幌札幌札幌札幌コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ特区関連特区関連特区関連特区関連 産業振興部 109,400

文化芸術や地域ブランドを活かした観光・ＭＩＣＥの推進

Ｐ34 シティプロモートシティプロモートシティプロモートシティプロモート関連関連関連関連 政策企画部 28,200

国際部 20,000

東京事務所 14,500

観光コンベンション部 14,800

Ｐ35 国際観光有望市場誘致強化事業国際観光有望市場誘致強化事業国際観光有望市場誘致強化事業国際観光有望市場誘致強化事業 観光コンベンション部 36,000

Ｐ36 さっぽろさっぽろさっぽろさっぽろ雪雪雪雪まつりまつりまつりまつり関連関連関連関連 観光コンベンション部 185,315

Ｐ37 札幌国際芸術祭札幌国際芸術祭札幌国際芸術祭札幌国際芸術祭のののの開催関連開催関連開催関連開催関連　　　　そのそのそのその１１１１ 文化部 455,700

Ｐ38 札幌国際芸術祭札幌国際芸術祭札幌国際芸術祭札幌国際芸術祭のののの開催関連開催関連開催関連開催関連　　　　そのそのそのその２２２２ みどりの推進部 6,000

円山動物園 8,400

産業振興部 7,500

Ｐ39 文化財保全活用文化財保全活用文化財保全活用文化財保全活用 文化部 382,500
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単位：千円

政策

目標

重点

課題

頁 所　管　部 事業費主　　　　　要　　　　　事　　　　　業

将来を見据えた魅力ある都市の整備

Ｐ40 苗穂駅周辺地区苗穂駅周辺地区苗穂駅周辺地区苗穂駅周辺地区まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり関連関連関連関連 都市計画部 411,300

土木部 1,951,000

市街地整備部 54,000

Ｐ41 拠点拠点拠点拠点のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり関連関連関連関連 都市計画部 2,500

市街地整備部 6,600

Ｐ42 路面電車延伸推進路面電車延伸推進路面電車延伸推進路面電車延伸推進 総合交通計画部 2,021,000

Ｐ43 北海道新幹線延伸関連北海道新幹線延伸関連北海道新幹線延伸関連北海道新幹線延伸関連 総合交通計画部 31,500

Ｐ44 仮称仮称仮称仮称））））市民交流複合施設整備事業関連市民交流複合施設整備事業関連市民交流複合施設整備事業関連市民交流複合施設整備事業関連 文化部 14,530,000

建）総務部 28,000

市街地整備部 1,018,000

中央図書館 455,000

Ｐ45 篠路駅周辺地区篠路駅周辺地区篠路駅周辺地区篠路駅周辺地区のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり関連関連関連関連 土木部 60,000

市街地整備部 9,000

Ｐ46 都心都心都心都心のののの再開発事業関連再開発事業関連再開発事業関連再開発事業関連 市街地整備部 597,000
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道内連携関連

～活力みなぎる元気な街～

目 的目 的目 的目 的

政政政政））））政策企画部 政政策企画部 政政策企画部 政政策企画部 政））））広報部広報部広報部広報部

経経経経））））産業振興部 観産業振興部 観産業振興部 観産業振興部 観））））観光観光観光観光コンベンションコンベンションコンベンションコンベンション部部部部

①①①①道内地域活性化連携事業道内地域活性化連携事業道内地域活性化連携事業道内地域活性化連携事業

[事業費：9,444千円]

・・・・札幌札幌札幌札幌のののの都市機能都市機能都市機能都市機能のののの活用促進活用促進活用促進活用促進

地域地域地域地域PRPRPRPR等等等等にににに活用可能活用可能活用可能活用可能なななな施設施設施設施設・・・・広報媒体広報媒体広報媒体広報媒体をををを紹介紹介紹介紹介するするするする「「「「札幌取扱説明書札幌取扱説明書札幌取扱説明書札幌取扱説明書

((((仮仮仮仮))))」」」」のののの作成作成作成作成やややや道内市町村職員等道内市町村職員等道内市町村職員等道内市町村職員等にににに都市機能都市機能都市機能都市機能をををを実地実地実地実地にににに紹介紹介紹介紹介するするするする「「「「札札札札

幌活用促進幌活用促進幌活用促進幌活用促進ゼミゼミゼミゼミ」」」」をををを開催開催開催開催 3333,,,,699699699699千円千円千円千円

・・・・市民市民市民市民へのへのへのへの道内魅力発信道内魅力発信道内魅力発信道内魅力発信

「「「「フォトコンフェスタフォトコンフェスタフォトコンフェスタフォトコンフェスタinininin札幌札幌札幌札幌（（（（仮仮仮仮）」）」）」）」のののの開催開催開催開催などなどなどなど 3333,,,,912912912912千円千円千円千円

・・・・事務費等事務費等事務費等事務費等 1111,,,,833833833833千円千円千円千円

③③③③道内連携道内連携道内連携道内連携マッチングマッチングマッチングマッチング関連事業関連事業関連事業関連事業

[事業費：24,400千円]

③③③③----１１１１ 道内連携道内連携道内連携道内連携マッチングマッチングマッチングマッチング事業事業事業事業

「「「「道内道内道内道内１１１１次産業者次産業者次産業者次産業者」」」」とととと「「「「市内市内市内市内ものづくりものづくりものづくりものづくり企業企業企業企業」」」」のののの連携連携連携連携をををを促進促進促進促進

しししし、、、、市内市内市内市内ものづくりものづくりものづくりものづくり企業等企業等企業等企業等ののののビジネスチャンスビジネスチャンスビジネスチャンスビジネスチャンスのののの拡大拡大拡大拡大をををを図図図図るるるる

事業事業事業事業にににに対対対対するするするする補助補助補助補助などなどなどなど 20202020,,,,400400400400千円千円千円千円

③③③③----２２２２ 道内連携卸売道内連携卸売道内連携卸売道内連携卸売キャラバンキャラバンキャラバンキャラバン事業事業事業事業

道内道内道内道内のののの優優優優れたれたれたれた商品商品商品商品についてについてについてについて、、、、札幌市内札幌市内札幌市内札幌市内のののの卸売企業卸売企業卸売企業卸売企業がががが持持持持つつつつ流通流通流通流通

販売機能販売機能販売機能販売機能やややや札幌圏札幌圏札幌圏札幌圏のののの購買力購買力購買力購買力をををを活用活用活用活用したしたしたした販路拡大販路拡大販路拡大販路拡大 4444,,,,000000000000千円千円千円千円

④④④④広域連携広域連携広域連携広域連携によるによるによるによる観光振興事業観光振興事業観光振興事業観光振興事業

・・・・近隣市町村近隣市町村近隣市町村近隣市町村やややや道内中核都市道内中核都市道内中核都市道内中核都市とのとのとのとの連携連携連携連携によるによるによるによる道内外観光客道内外観光客道内外観光客道内外観光客のののの周周周周

遊遊遊遊・・・・滞在滞在滞在滞在のののの促進促進促進促進などなどなどなど 11111111,,,,238238238238千円千円千円千円

[事業費：11,238千円]

②②②②ラジオラジオラジオラジオ・・・・テレビテレビテレビテレビ等利用広報等利用広報等利用広報等利用広報

[事業費：6,992千円]

・・・・ラジオラジオラジオラジオＣＭＣＭＣＭＣＭのののの作成等作成等作成等作成等

ラジオラジオラジオラジオＣＭＣＭＣＭＣＭ等等等等ややややポスターポスターポスターポスターのののの制作制作制作制作、、、、掲出掲出掲出掲出などをなどをなどをなどを通通通通じてじてじてじて、、、、道内連携道内連携道内連携道内連携

にににに関関関関するするするする市民理解市民理解市民理解市民理解をををを促進促進促進促進 6666,,,,992992992992千円千円千円千円

「「「「北海道北海道北海道北海道のののの発展発展発展発展なくしてなくしてなくしてなくして札幌札幌札幌札幌のののの発展発展発展発展はないはないはないはない」」」」といといといとい

うううう考考考考えのもとえのもとえのもとえのもと、、、、道内道内道内道内のののの魅力資源魅力資源魅力資源魅力資源とととと札幌札幌札幌札幌のののの都市機能都市機能都市機能都市機能

のののの相互利用相互利用相互利用相互利用をををを図図図図りながらりながらりながらりながら、、、、道道道道・・・・市市市市がががが一体的一体的一体的一体的にににに発展発展発展発展

要求額 財政局査定額 最終査定額最終査定額最終査定額最終査定額

事業費 2,000 9,444 9,444 9,444 9,444 9,444 9,444 

(うち一般財源) (2,000) (9,444) (9,444) (9 ,444)(9 ,444)(9 ,444)(9 ,444)

事業費 0 6,992 6,992 6,992 6,992 6,992 6,992 

(うち一般財源) (0) (6,992) (6,992) (6 ,992)(6 ,992)(6 ,992)(6 ,992)

事業費 12,000 24,400 24,400 24,400 24,400 24,400 24,400 

(うち一般財源) (12,000) (24,400) (24,400) (24 ,400)(24 ,400)(24 ,400)(24 ,400)

事業費 4,000 11,238 11,238 11,238 11,238 11,238 11,238 

(うち一般財源) (4,000) (11,238) (11,238) (11 ,238)(11 ,238)(11 ,238)(11 ,238)

②

査定の考え方

【財政局査定】

　①②③④要求のとおり

【最終査定】

　財政局査定のとおり

③

④

Ｈ25予算

Ｈ26予算

①
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留学生誘致促進事業【新規】

目 的目 的目 的目 的

事業内容事業内容事業内容事業内容

～活力みなぎる元気な街～

外国人留学生外国人留学生外国人留学生外国人留学生のののの受受受受けけけけ入入入入れをれをれをれを促進促進促進促進しししし、、、、世界世界世界世界のののの活力活力活力活力

をををを取取取取りりりり込込込込むことによりむことによりむことによりむことにより、、、、まちのまちのまちのまちの活性化活性化活性化活性化をををを促進促進促進促進するするするする

とともにとともにとともにとともに、、、、多文化共生多文化共生多文化共生多文化共生によるによるによるによる都市都市都市都市のののの魅力魅力魅力魅力をををを向上向上向上向上

適切適切適切適切なななな誘致誘致誘致誘致プロモーションプロモーションプロモーションプロモーションをををを展開展開展開展開するためするためするためするため、、、、現現現現

地学校地学校地学校地学校にににに対対対対するするするするヒアリングヒアリングヒアリングヒアリング調査調査調査調査をををを実施実施実施実施。。。。またまたまたまた、、、、調調調調

査結果査結果査結果査結果をもとにをもとにをもとにをもとに、、、、市内大学市内大学市内大学市内大学とととと共同共同共同共同プロモーションプロモーションプロモーションプロモーション

をををを実施実施実施実施

現地学校訪問調査 2,500千円

プロモーション活動費 300千円

スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール

総総総総））））国際部国際部国際部国際部

札幌市 市内大学

ターゲット国の大学・高校等

一体的なプロモーションの実施

②現地調査

③誘致活動

将来的には、誘致活動、生活支援、就職支援の

一貫したサポート体制を共同で構築していく。

①国内調査 ②現地調査

平成26年4月 平成26年上半期
平成26年下半期～翌年度以降

誘致方針

決定

在住留学生を

対象に調査実施

現地大学・学生等

を対象に調査実施

大学と共同プロモーション

の実施

生活面

Ｐ Ｒ

学習面

Ｐ Ｒ

①国内調査

③誘致活動

[事業費：2,800千円]

要求額 財政局査定額 最終査定額最終査定額最終査定額最終査定額

0 2,800 2,800 2,8002,8002,8002,800

(0) (2,800) (2,800) (2 ,800)(2 ,800)(2 ,800)(2 ,800)

Ｈ25予算

Ｈ26予算

【財政局査定】

　要求のとおり

【最終査定】

　財政局査定のとおり

事業費

(うち一般財源)

（単位：千円）

査定の考え方
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中小企業金融対策資金貸付

目 的目 的目 的目 的

事業内容事業内容事業内容事業内容

～活力みなぎる元気な街～

中小企業者中小企業者中小企業者中小企業者のののの経営基盤経営基盤経営基盤経営基盤のののの強化及強化及強化及強化及びびびび健全健全健全健全なななな発展発展発展発展とととと

振興振興振興振興をををを図図図図るためるためるためるため、、、、事業活動事業活動事業活動事業活動にににに必要必要必要必要なななな資金資金資金資金をををを供給供給供給供給

中小企業者中小企業者中小企業者中小企業者にににに対対対対するするするする運転資金運転資金運転資金運転資金、、、、設備資金等設備資金等設備資金等設備資金等のののの

貸付貸付貸付貸付けにけにけにけに必要必要必要必要なななな金額金額金額金額のののの一部一部一部一部をををを金融機関金融機関金融機関金融機関にににに預入預入預入預入れれれれ

経経経経))))産業振興部産業振興部産業振興部産業振興部

●平成26年度一般中小企業振興資金貸付金・特別資金貸付金 （単位：百万円）

HHHH26262626改正点改正点改正点改正点

経営改善経営改善経営改善経営改善をををを強力強力強力強力にににに

サポートサポートサポートサポートするためするためするためするため

｢｢｢｢経営力強化支援資金経営力強化支援資金経営力強化支援資金経営力強化支援資金｣｣｣｣のののの

融資条件融資条件融資条件融資条件をををを拡充拡充拡充拡充

①①①①利率利率利率利率

1111....5555％％％％⇒⇒⇒⇒1111....3333％％％％

②②②②限度額限度額限度額限度額

5555,,,,000000000000万円万円万円万円⇒⇒⇒⇒１１１１億円億円億円億円

③③③③信用保証料信用保証料信用保証料信用保証料

市市市市がががが補給補給補給補給1111////4444⇒⇒⇒⇒1111////2222補給補給補給補給

[事業費：80,734,000千円]

要求額 財政局査定額 最終査定額最終査定額最終査定額最終査定額

82,642,000 80,734,000 80,734,000 80,734,00080,734,00080,734,00080,734,000

（▲13,972） （▲13,083） （▲13,083） （（（（▲▲▲▲13131313 ,,,, 083083083083））））

査定の考え方

【財政局査定】

　要求のとおり

【最終査定】

　財政局査定のとおり

特定財源

　諸収入　80,747,083

（単位：千円）

Ｈ25予算

Ｈ26予算

事業費

(うち一般財源)

金額 伸率 金額 伸率

68,144 187,561 70,785 201,271   2,641   3.7%   13,710   6.8%

16,588 27,535 14,675 24,359 1,913 13.0% 3,176 13.0%

10,227 25,156 7,713 19,049 2,514 32.6% 6,107 32.1%

10,128 20,356 14,758 29,811   4,630   31.4%   9,455   31.7%

617 1,239 446 1,100 171 38.3% 139 12.6%

30,584 113,275 33,193 126,952   2,609   7.9%   13,677   10.8%

12,590 18,231 11,857 17,202 733 6.2% 1,029 6.0%

80,734 205,792 82,642 218,473   1,908   2.3%   12,681   5.8%

その他（産業振興資金等）

特別資金

合　　計

一般中小企業振興資金

小規模事業資金

札幌みらい資金

景気対策支援資金

経営力強化支援資金

  資    金    名

平成26年度 平成25年度 前年度対比

最終査定額 融資枠 予算額 融資枠

予算額 融資枠
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フード特区関連

～活力みなぎる元気な街～

目 的目 的目 的目 的

①①①①道産有望食品道産有望食品道産有望食品道産有望食品ブランドブランドブランドブランド化事業化事業化事業化事業【【【【新規新規新規新規】】】】

北海道北海道北海道北海道フードコンプレックスフードコンプレックスフードコンプレックスフードコンプレックス国際戦略総合特区国際戦略総合特区国際戦略総合特区国際戦略総合特区のののの取取取取

組組組組をををを強化強化強化強化するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、今後今後今後今後、、、、人口減少等人口減少等人口減少等人口減少等にににに伴伴伴伴いいいい国内国内国内国内

市場市場市場市場のののの縮小縮小縮小縮小がががが予想予想予想予想されるされるされるされる食産業食産業食産業食産業についてについてについてについて、「、「、「、「地方発海地方発海地方発海地方発海

外外外外」」」」のののの展開展開展開展開にににに新新新新たなたなたなたな活路活路活路活路をををを見出見出見出見出すことですことですことですことで、、、、収益基盤強収益基盤強収益基盤強収益基盤強

化化化化、、、、市内雇用維持市内雇用維持市内雇用維持市内雇用維持・・・・拡大拡大拡大拡大、、、、ブランドブランドブランドブランド力向上等力向上等力向上等力向上等をををを促進促進促進促進

②②②②外食産業海外展開支援事業外食産業海外展開支援事業外食産業海外展開支援事業外食産業海外展開支援事業【【【【新規新規新規新規】】】】

[事業費：12,000千円][事業費：6,800千円]

○○○○食品食品食品食品のののの輸出輸出輸出輸出をををを一層促進一層促進一層促進一層促進するためするためするためするため、、、、輸出有望輸出有望輸出有望輸出有望なななな道道道道

産食品産食品産食品産食品のののの海外海外海外海外バイヤーバイヤーバイヤーバイヤー等等等等へのへのへのへの重点的重点的重点的重点的なななな販売促進販売促進販売促進販売促進

などによりなどによりなどによりなどにより、、、、ブランドブランドブランドブランド力力力力のののの向上向上向上向上をををを支援支援支援支援

26262626年度年度年度年度はははは日本酒日本酒日本酒日本酒をををを対象対象対象対象にににに事業実施事業実施事業実施事業実施

○○○○外食産業外食産業外食産業外食産業のののの海外展開海外展開海外展開海外展開をををを促進促進促進促進するためするためするためするため、、、、飲食店飲食店飲食店飲食店のののの

海外短期出店等海外短期出店等海外短期出店等海外短期出店等によるによるによるによる、、、、海外海外海外海外でのでのでのでの市場市場市場市場ニーズニーズニーズニーズやややや

人的人的人的人的ネットワークネットワークネットワークネットワークのののの構築構築構築構築をををを支援支援支援支援

・・・・事業運営事業運営事業運営事業運営 6666,,,,800800800800千円千円千円千円

経経経経））））産業振興部産業振興部産業振興部産業振興部

・・・・事業運営事業運営事業運営事業運営 11111111,,,,000000000000千円千円千円千円

・・・・事務費等事務費等事務費等事務費等 1111,,,,000000000000千円千円千円千円

事業Ⅰ 事業Ⅱ

対象：海外バイヤー

酒蔵視察による

認知度向上

セミナー・商談会

による販路拡大

海外で拡大する日本酒市場を取り込み、

道産日本酒のブランド力向上を支援

外食産業 海外での短期出店

市場調査

（現地消費者等）

人脈形成

（テナント誘致担当者等）

海外出店海外出店海外出店海外出店・・・・観光客観光客観光客観光客のののの増加増加増加増加

観光

ＰＲ

要求額 財政局査定額 最終査定額最終査定額最終査定額最終査定額

事業費 0 9,240 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 

(うち一般財源) (0) (9,240) (6,800) (6 ,800 )(6 ,800 )(6 ,800 )(6 ,800 )

事業費 0 13,650 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

(うち一般財源) (0) (13,650) (12,000) (12 ,000 )(12 ,000 )(12 ,000 )(12 ,000 )

（単位：千円）

Ｈ25予算

Ｈ26予算

①

②

査定の考え方

【財政局査定】

　①商談会等の経費の精査等（▲2,440）

　②事務費等について過去の類似事例に基づき精査(▲1,650）

【最終査定】

　財政局査定のとおり
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札幌コンテンツ特区関連 経経経経））））産業振興部産業振興部産業振興部産業振興部

～活力みなぎる元気な街～

目 的目 的目 的目 的

アジアアジアアジアアジアにおけるにおけるにおけるにおけるコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ産業拠点都市産業拠点都市産業拠点都市産業拠点都市のののの創創創創

造造造造をををを目指目指目指目指しししし、、、、札幌市札幌市札幌市札幌市のののの映像産業及映像産業及映像産業及映像産業及びびびび映像映像映像映像をををを通通通通じじじじ

たたたた札幌市産業札幌市産業札幌市産業札幌市産業のののの発展発展発展発展にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組をををを推進推進推進推進しししし、、、、札札札札

幌市幌市幌市幌市ののののブランドブランドブランドブランド化化化化をををを促進促進促進促進

①①①①札幌札幌札幌札幌コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ特区推進事業特区推進事業特区推進事業特区推進事業

[事業費：49,400千円]

さっぽろさっぽろさっぽろさっぽろ産業振興財団内産業振興財団内産業振興財団内産業振興財団内にににに設置設置設置設置したしたしたした札幌映像機構札幌映像機構札幌映像機構札幌映像機構をををを

中心中心中心中心にににに、、、、撮影環境撮影環境撮影環境撮影環境のののの整備整備整備整備やややや人材人材人材人材ネットワークネットワークネットワークネットワークのののの構築構築構築構築、、、、

映像映像映像映像ののののプロモーションプロモーションプロモーションプロモーション効果効果効果効果をををを活活活活かしたかしたかしたかした成功事例成功事例成功事例成功事例のののの創出等創出等創出等創出等をををを

通通通通じてじてじてじて、、、、映像産業映像産業映像産業映像産業のみならずのみならずのみならずのみならず観光産業等観光産業等観光産業等観光産業等のののの振興振興振興振興をををを促進促進促進促進

・・・・特区推進組織特区推進組織特区推進組織特区推進組織のののの運営運営運営運営 41414141,,,,536536536536千円千円千円千円

・・・・海外海外海外海外ネットワークネットワークネットワークネットワーク構築促進構築促進構築促進構築促進 5555,,,,000000000000千円千円千円千円

・・・・事務費等事務費等事務費等事務費等 2222,,,,864864864864千円千円千円千円

【【【【特区特区特区特区のののの目標目標目標目標】】】】

①①①①市内映像制作市内映像制作市内映像制作市内映像制作のののの経済効経済効経済効経済効

果果果果

18181818....87878787億円億円億円億円（（（（26262626年度年度年度年度））））

②②②②映像映像映像映像のののの海外輸出額海外輸出額海外輸出額海外輸出額

1111....7777億円億円億円億円（（（（26262626年度年度年度年度））））

③③③③市内外国人宿泊者数市内外国人宿泊者数市内外国人宿泊者数市内外国人宿泊者数

100100100100万人万人万人万人（（（（26262626年度年度年度年度））））

③③③③プロダクトプレイスメントプロダクトプレイスメントプロダクトプレイスメントプロダクトプレイスメント※※※※映像制作促進映像制作促進映像制作促進映像制作促進

助成金事業助成金事業助成金事業助成金事業【【【【新規新規新規新規】】】】

アジアアジアアジアアジア等海外等海外等海外等海外にににに向向向向けけけけ、、、、札幌札幌札幌札幌・・・・北海道北海道北海道北海道ののののブランドブランドブランドブランドをををを活用活用活用活用したしたしたしたプロモープロモープロモープロモー

ションションションションややややマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングをををを実践実践実践実践するためのするためのするためのするための映像制作映像制作映像制作映像制作をををを行行行行いいいい、、、、海外海外海外海外へそへそへそへそ

のののの映像映像映像映像をををを発信発信発信発信しししし、、、、自社自社自社自社のののの製品化製品化製品化製品化やややや販路拡大販路拡大販路拡大販路拡大などをなどをなどをなどを実践実践実践実践するするするする市内企業市内企業市内企業市内企業

ののののプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトにににに対対対対してしてしてして助成助成助成助成をををを行行行行うううう。。。。

※※※※映像映像映像映像コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツのののの中中中中でででで、、、、商品商品商品商品をををを映映映映しししし出出出出したりすることによってしたりすることによってしたりすることによってしたりすることによって、、、、消費者消費者消費者消費者にににに広広広広

告告告告というというというという意識意識意識意識をををを持持持持たせることなくたせることなくたせることなくたせることなく、、、、そのそのそのその製品製品製品製品のののの宣伝効果宣伝効果宣伝効果宣伝効果をををを狙狙狙狙うううう手法手法手法手法

・・・・助成金助成金助成金助成金（（（（１１１１件当件当件当件当たりたりたりたり 上限上限上限上限10101010,,,,000000000000千円千円千円千円））））

10101010,,,,000000000000千円千円千円千円××××３３３３件件件件＝＝＝＝30303030,,,,000000000000千円千円千円千円

連

携

市内企業

等

審査委員

会

市内映像

事業者等

提

案

評

価

映像制作映像制作映像制作映像制作・・・・海海海海

外外外外でのでのでのでの放映放映放映放映

商品開発商品開発商品開発商品開発 観光商品開発観光商品開発観光商品開発観光商品開発
販路拡大販路拡大販路拡大販路拡大

海外映像

事業者等

企

画

提

案

に

よ

る

札幌市札幌市助成助成助成助成

②②②②札幌札幌札幌札幌ロケロケロケロケ撮影費助成事業撮影費助成事業撮影費助成事業撮影費助成事業

[事業費：30,000千円] [事業費：30,000千円]

札幌市内札幌市内札幌市内札幌市内のののの事業者事業者事業者事業者によりによりによりにより、、、、又又又又はははは札幌市内札幌市内札幌市内札幌市内

のののの事業者事業者事業者事業者をををを活用活用活用活用してしてしてして映像制作映像制作映像制作映像制作をををを行行行行いいいい、、、、海外海外海外海外

もしくはもしくはもしくはもしくは全国全国全国全国などなどなどなど広広広広くくくく一般一般一般一般にににに映画映画映画映画・・・・テレビテレビテレビテレビ

番組等番組等番組等番組等のののの媒体媒体媒体媒体でででで放映放映放映放映がががが決定決定決定決定しているものでしているものでしているものでしているもので、、、、

北海道内北海道内北海道内北海道内においてにおいてにおいてにおいて５５５５日以上日以上日以上日以上、、、、かつかつかつかつ札幌市内札幌市内札幌市内札幌市内

においてにおいてにおいてにおいて１１１１日以上日以上日以上日以上のののの映像制作映像制作映像制作映像制作をををを行行行行うううう場合場合場合場合にににに

経費経費経費経費のののの一部一部一部一部をををを助成助成助成助成

・・・・助成金助成金助成金助成金（（（（１１１１件当件当件当件当たりたりたりたり 上限上限上限上限10101010,,,,000000000000千円千円千円千円））））

10101010,,,,000000000000千円千円千円千円××××３３３３件件件件＝＝＝＝30303030,,,,000000000000千円千円千円千円

映像を制作する札幌市

内の法人等

共同制作共同制作共同制作共同制作

海外テレビ

局等

海外テレビ

局等

審査委員会
札幌市札幌市

提

案

評

価

市内市内

映像制作映像制作映像制作映像制作

海外海外

放映放映放映放映

プ

ロ

モ

ー

シ

ョ

ン

効

果

アジアアジアアジアアジア諸国等諸国等諸国等諸国等とととと海外海外海外海外

映像関係者等映像関係者等映像関係者等映像関係者等とのとのとのとの強強強強

力力力力ななななネットワークネットワークネットワークネットワークをををを

構築構築構築構築

札幌札幌札幌札幌コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ特区特区特区特区

ががががHUBとなりとなりとなりとなり、、、、国内国内国内国内

地域地域地域地域コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツのののの国国国国

際共同制作等際共同制作等際共同制作等際共同制作等をををを推推推推

進進進進

国内地域国内地域国内地域国内地域

産業全体産業全体産業全体産業全体

のののの国際化国際化国際化国際化

とととと活性化活性化活性化活性化

をををを目指目指目指目指すすすす

道内他産業道内他産業道内他産業道内他産業のののの巻巻巻巻きききき

込込込込みをみをみをみを図図図図りりりり、、、、映像映像映像映像かかかか

らららら多様多様多様多様なななな産業産業産業産業にににに波及波及波及波及

するするするする循環循環循環循環をををを創出創出創出創出

要求額 財政局査定額 最終査定額最終査定額最終査定額最終査定額

事業費 59,531 68,108 49,400 49,400 49,400 49,400 49,400 

(うち一般財源) (59,531) (64,138) (49,400) (49 ,400)(49 ,400)(49 ,400)(49 ,400)

事業費 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

(うち一般財源) (30,000) (30,000) (30,000) (30 ,000)(30 ,000)(30 ,000)(30 ,000)

事業費 0 31,762 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

(うち一般財源) (0) (31,762) (30,000) (30 ,000)(30 ,000)(30 ,000)(30 ,000)

①

③

査定の考え方

【財政局査定】

　①特区推進組織運営費等の精査(▲18,708）

　②要求のとおり

　③セミナー、事務費の精査(▲1,762）

【最終査定】

　財政局査定のとおり

②

（単位：千円）

Ｈ25予算

Ｈ26予算
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シティプロモート関連

～活力みなぎる元気な街～

目 的目 的目 的目 的

札幌札幌札幌札幌へのへのへのへの来訪者数来訪者数来訪者数来訪者数のののの増加増加増加増加をををを目的目的目的目的としとしとしとし、、、、関係部局間関係部局間関係部局間関係部局間

でででで相互相互相互相互にににに連携連携連携連携しししし、、、、国内外向国内外向国内外向国内外向けのけのけのけのシティプロモートシティプロモートシティプロモートシティプロモートをををを

実施実施実施実施するするするする。。。。

政政政政））））政策企画部政策企画部政策企画部政策企画部

総総総総））））国際部国際部国際部国際部、、、、東京事務所東京事務所東京事務所東京事務所

観観観観））））観光観光観光観光コンベンションコンベンションコンベンションコンベンション部部部部

①①①①シティプロモートシティプロモートシティプロモートシティプロモート推進事業推進事業推進事業推進事業

[事業費：28,200千円]

「「「「魅力都市魅力都市魅力都市魅力都市さっぽろさっぽろさっぽろさっぽろシティプロモートシティプロモートシティプロモートシティプロモート戦略戦略戦略戦略」」」」にににに基基基基づくづくづくづく総合的総合的総合的総合的

ななななブランドブランドブランドブランドづくりやづくりやづくりやづくりや効果的効果的効果的効果的なななな魅力発信魅力発信魅力発信魅力発信をををを行行行行うためのうためのうためのうためのシティプロシティプロシティプロシティプロ

モートモートモートモート推進推進推進推進（（（（啓発物品等啓発物品等啓発物品等啓発物品等によるによるによるによるロゴマークロゴマークロゴマークロゴマーク及及及及びびびびコンセプトコンセプトコンセプトコンセプト周知周知周知周知、、、、

ワークショップワークショップワークショップワークショップ等等等等シビックプライドシビックプライドシビックプライドシビックプライド醸成醸成醸成醸成のののの取組取組取組取組、、、、映像映像映像映像プロモープロモープロモープロモー

ションションションション等等等等））））

②②②②海外海外海外海外シティプロモートシティプロモートシティプロモートシティプロモート推進事業推進事業推進事業推進事業【【【【新規新規新規新規】】】】

[事業費：20,000千円]

５５５５～～～～10101010年後年後年後年後のののの顧客層顧客層顧客層顧客層をををを対象対象対象対象にににに、、、、札幌札幌札幌札幌のののの認知度認知度認知度認知度とととと好感度好感度好感度好感度のののの向上向上向上向上をををを

目指目指目指目指したしたしたしたシティプロモートシティプロモートシティプロモートシティプロモートをををを推進推進推進推進（（（（現地現地現地現地メディアメディアメディアメディアをををを使使使使ったったったったパブリパブリパブリパブリ

シティシティシティシティ・・・・広告等広告等広告等広告等のののの実施実施実施実施））））

③③③③首都圏首都圏首都圏首都圏シティシティシティシティPRPRPRPR事業事業事業事業

[事業費：14,500千円]

札幌観光札幌観光札幌観光札幌観光をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく状況状況状況状況をををを的確的確的確的確にににに捉捉捉捉えたえたえたえたイベントイベントイベントイベント実施実施実施実施ややややメディメディメディメディ

アアアア活用等活用等活用等活用等によるによるによるによる、、、、首都圏首都圏首都圏首都圏やややや海外海外海外海外にににに向向向向けたけたけたけたプロモーションプロモーションプロモーションプロモーションのののの推進推進推進推進

④④④④国際観光促進事業国際観光促進事業国際観光促進事業国際観光促進事業

[事業費：8,800千円]

外国人観光客外国人観光客外国人観光客外国人観光客のののの集客集客集客集客をををを促進促進促進促進するためのするためのするためのするためのプロモーションプロモーションプロモーションプロモーション等等等等（（（（イイイイ

ンバウンドンバウンドンバウンドンバウンド誘致国際交流員人件費誘致国際交流員人件費誘致国際交流員人件費誘致国際交流員人件費、、、、大連大連大連大連アカシアアカシアアカシアアカシアまつりでのまつりでのまつりでのまつりでのププププ

ロモーションロモーションロモーションロモーション、、、、北京事務所観光担当人件費等北京事務所観光担当人件費等北京事務所観光担当人件費等北京事務所観光担当人件費等））））

国内観光客国内観光客国内観光客国内観光客のののの集客強化集客強化集客強化集客強化にににに向向向向けたけたけたけたプロモーションプロモーションプロモーションプロモーション（（（（説明商談会説明商談会説明商談会説明商談会、、、、

現地視察会現地視察会現地視察会現地視察会））））やややや、、、、情報発信強化情報発信強化情報発信強化情報発信強化（（（（写真写真写真写真やややや動画動画動画動画などのなどのなどのなどのプロモープロモープロモープロモー

ションションションション素材素材素材素材のののの充実充実充実充実、、、、ポスターポスターポスターポスターのののの製作製作製作製作））））のののの取組取組取組取組をををを実施実施実施実施

⑤⑤⑤⑤国内観光振興事業国内観光振興事業国内観光振興事業国内観光振興事業

[事業費：6,000千円]

要求額 財政局査定額 最終査定額最終査定額最終査定額最終査定額

事業費 14,600 28,200 28,200 28,200 28,200 28,200 28,200 

(うち一般財源) (14,600) (28,200) (28,200) (28 ,200 )(28 ,200 )(28 ,200 )(28 ,200 )

事業費 0 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

(うち一般財源) (0) (20,000) (20,000) (20 ,000 )(20 ,000 )(20 ,000 )(20 ,000 )

事業費 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 

(うち一般財源) (14,500) (14,500) (14,500) (14 ,500 )(14 ,500 )(14 ,500 )(14 ,500 )

事業費 3,300 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 

(うち一般財源) (3,300) (8,800) (8,800) (8 ,800 )(8 ,800 )(8 ,800 )(8 ,800 )

事業費 5,500 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 

(うち一般財源) (5,500) (6,000) (6,000) (6 ,000 )(6 ,000 )(6 ,000 )(6 ,000 )

（単位：千円）

Ｈ25予算

Ｈ26予算

①

②

査定の考え方

【財政局査定】

　①②③④⑤要求のとおり

【最終査定】

　財政局査定のとおり

③

④

⑤
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国際観光有望市場誘致強化事業

～活力みなぎる元気な街～

目 的目 的目 的目 的

タイタイタイタイにおけるにおけるにおけるにおける誘致強化誘致強化誘致強化誘致強化

外国人観光客外国人観光客外国人観光客外国人観光客のののの誘致強化誘致強化誘致強化誘致強化をををを図図図図るためるためるためるため、、、、東南東南東南東南

アジアアジアアジアアジア市場市場市場市場（（（（タイタイタイタイ・・・・インドネシアインドネシアインドネシアインドネシア））））においてにおいてにおいてにおいて、、、、

国国国国やややや道内自治体道内自治体道内自治体道内自治体とのとのとのとの連携連携連携連携をををを図図図図りながらりながらりながらりながら、、、、各国各国各国各国

のののの実情実情実情実情にににに応応応応じたじたじたじた観光客誘致事業観光客誘致事業観光客誘致事業観光客誘致事業をををを実施実施実施実施

インドネシアインドネシアインドネシアインドネシアへのへのへのへのＰＲ【ＰＲ【ＰＲ【ＰＲ【新規新規新規新規】】】】
[事業費：23,000千円]

[事業費：13,000千円]

○○○○今後今後今後今後、、、、大幅大幅大幅大幅なななな観光客観光客観光客観光客のののの増大増大増大増大がががが見込見込見込見込まれるまれるまれるまれるタイタイタイタイへのへのへのへのププププ

ロモーションロモーションロモーションロモーションによりによりによりにより認知度認知度認知度認知度のののの向上向上向上向上をををを図図図図るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、

現地旅行会社等現地旅行会社等現地旅行会社等現地旅行会社等とのとのとのとの連携連携連携連携によりによりによりにより、、、、旅行商品造成旅行商品造成旅行商品造成旅行商品造成とそとそとそとそ

ののののキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンをををを実施実施実施実施

○○○○今後今後今後今後、、、、大幅大幅大幅大幅なななな観光客観光客観光客観光客のののの増大増大増大増大がががが見込見込見込見込まれるまれるまれるまれるインドインドインドインド

ネシアネシアネシアネシアへのへのへのへのプロモーションプロモーションプロモーションプロモーションによりによりによりにより認知度認知度認知度認知度のののの向上向上向上向上

をををを図図図図るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、現地旅行会社等現地旅行会社等現地旅行会社等現地旅行会社等とのとのとのとの連携連携連携連携によによによによ

りりりり、、、、旅行商品造成旅行商品造成旅行商品造成旅行商品造成とそのとそのとそのとそのキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンをををを実施実施実施実施

・・・・旅行旅行旅行旅行フェアフェアフェアフェア出展出展出展出展 2222,,,,000000000000千円千円千円千円

・・・・メディアメディアメディアメディア招請招請招請招請 800800800800千円千円千円千円

・・・・広告事業広告事業広告事業広告事業 3333,,,,000000000000千円千円千円千円

・・・・イベントイベントイベントイベント事業事業事業事業 7777,,,,200200200200千円千円千円千円

観観観観））））観光観光観光観光コンベンションコンベンションコンベンションコンベンション部部部部

・・・・旅行会社旅行会社旅行会社旅行会社////メディアメディアメディアメディア招請招請招請招請 3333,,,,000000000000千円千円千円千円

・・・・プロモーションプロモーションプロモーションプロモーション映像制作映像制作映像制作映像制作 7777,,,,000000000000千円千円千円千円

・・・・誘客誘客誘客誘客キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンのののの展開展開展開展開 13131313,,,,000000000000千円千円千円千円

広告広告広告広告のののの例例例例 イベントイベントイベントイベント会場会場会場会場のののの例例例例

○○○○旅行商品旅行商品旅行商品旅行商品のののの造成造成造成造成

・・・・映像収録地映像収録地映像収録地映像収録地がががが組組組組みみみみ込込込込まれたまれたまれたまれた旅行商品旅行商品旅行商品旅行商品

○○○○認知度認知度認知度認知度のののの向上向上向上向上

・・・・タレントタレントタレントタレントをををを起用起用起用起用したしたしたした

プロモーションプロモーションプロモーションプロモーション映像映像映像映像のののの配信配信配信配信

○○○○誘客誘客誘客誘客キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンののののＰＲＰＲＰＲＰＲ

・・・・各種広告媒体各種広告媒体各種広告媒体各種広告媒体によるによるによるによるＰＲＰＲＰＲＰＲ

・・・・タレントタレントタレントタレント同行同行同行同行ツアーツアーツアーツアーのののの実施実施実施実施

インドネシアインドネシアインドネシアインドネシアからのからのからのからの

来札来札来札来札・・・・来道者来道者来道者来道者のののの増加増加増加増加

要求額 財政局査定額 最終査定額最終査定額最終査定額最終査定額

10,000 36,000 36,000 36,00036,00036,00036,000

(10,000) (36,000) (36,000) (36 ,000)(36 ,000)(36 ,000)(36 ,000)

査定の考え方

【財政局査定】

　要求のとおり

【最終査定】

　財政局査定のとおり

(うち一般財源)

（単位：千円）

Ｈ25予算

Ｈ26予算

事業費
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さっぽろ雪まつり関連

～活力みなぎる元気な街～

目 的目 的目 的目 的

①①①①さっぽろさっぽろさっぽろさっぽろ雪雪雪雪まつりまつりまつりまつり事業事業事業事業

本市本市本市本市のののの冬冬冬冬のののの最大最大最大最大のののの魅力魅力魅力魅力であるさっぽろであるさっぽろであるさっぽろであるさっぽろ雪雪雪雪まつりのつまつりのつまつりのつまつりのつ

どどどどーーーーむむむむ会場会場会場会場のののの運営補助及運営補助及運営補助及運営補助及びびびび３３３３ＤＤＤＤプロジェクションマップロジェクションマップロジェクションマップロジェクションマッ

ピングピングピングピング、、、、チカホチカホチカホチカホをををを会場会場会場会場としたとしたとしたとした雪雪雪雪めぐりめぐりめぐりめぐり回廊等回廊等回廊等回廊等のののの取組取組取組取組みみみみ

によるによるによるによる魅力魅力魅力魅力アップアップアップアップ

②②②②雪雪雪雪まつりまつりまつりまつり魅力魅力魅力魅力アップアップアップアップ事業事業事業事業

[事業費：103,000千円]

[事業費：82,315千円]

○○○○雪雪雪雪まつりまつりまつりまつり実行委員会実行委員会実行委員会実行委員会へのつどへのつどへのつどへのつどーーーーむむむむ会場会場会場会場におけるにおけるにおけるにおける運営費等運営費等運営費等運営費等

補助補助補助補助

○○○○大通会場大通会場大通会場大通会場におけるにおけるにおけるにおけるプロジェクションマッピングプロジェクションマッピングプロジェクションマッピングプロジェクションマッピングややややチカチカチカチカ

ホホホホにおけるにおけるにおけるにおける雪雪雪雪めぐりめぐりめぐりめぐり回廊回廊回廊回廊のののの実施実施実施実施によるによるによるによる魅力魅力魅力魅力アップアップアップアップ

・・・・つどつどつどつどーーーーむむむむ会場運営等会場運営等会場運営等会場運営等 82828282,,,,315315315315千円千円千円千円

観観観観））））観光観光観光観光コンベンションコンベンションコンベンションコンベンション部部部部

・・・・スケーティングスクエアスケーティングスクエアスケーティングスクエアスケーティングスクエア 12121212,,,,500500500500千円千円千円千円

・・・・プロジェクションマッピングプロジェクションマッピングプロジェクションマッピングプロジェクションマッピング 12121212,,,,000000000000千円千円千円千円

・・・・雪雪雪雪めぐりめぐりめぐりめぐり回廊回廊回廊回廊・・・・メディアアートメディアアートメディアアートメディアアート 13131313,,,,000000000000千円千円千円千円

・・・・アートアートアートアートをををを取取取取りりりり入入入入れたれたれたれた雪像制作雪像制作雪像制作雪像制作 55555555,,,,500500500500千円千円千円千円

・・・・上記雪像上記雪像上記雪像上記雪像でのでのでのでのアートステージアートステージアートステージアートステージ 10101010,,,,000000000000千円千円千円千円

要求額 財政局査定額 最終査定額最終査定額最終査定額最終査定額

事業費 82,315 82,315 82,315 82,315 82,315 82,315 82,315 

(うち一般財源) (82,315) (82,315) (82,315) (82 ,315 )(82 ,315 )(82 ,315 )(82 ,315 )

事業費 27,500 122,650 84,500 103,000 103,000 103,000 103,000 

(うち一般財源) (27,500) (122,650) (84,500) (103 ,000 )(103 ,000 )(103 ,000 )(103 ,000 )

①

②

査定の考え方

【財政局査定】

　①要求のとおり

　②過去実績に基づく事業規模の精査（▲24,150）

　　アートイベントは会場管理者が実施すべきであり計上せず

（▲14,000）

【最終査定】

　①財政局査定のとおり

　②雪像制作費の追加（+8,500）、アートイベント経費の追加

（+10,000）

（単位：千円）

Ｈ25予算

Ｈ26予算

【総事業費】

さっぽろ雪まつり事業費及び雪まつり魅力アップ事業費

25年度：240,642千円  26年度316,680千円

現代現代現代現代アートアートアートアートのののの一例一例一例一例
サンドアートサンドアートサンドアートサンドアートのののの一例一例一例一例

ステージパフォーマンスステージパフォーマンスステージパフォーマンスステージパフォーマンスのののの一例一例一例一例
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札幌国際芸術祭の開催関連 その１

～活力みなぎる元気な街～

目 的目 的目 的目 的

①①①①国際芸術祭事業国際芸術祭事業国際芸術祭事業国際芸術祭事業

アートアートアートアートでででで世界世界世界世界とととと結結結結ぶぶぶぶ札幌札幌札幌札幌をををを目指目指目指目指しししし、「、「、「、「創造都市創造都市創造都市創造都市さっさっさっさっ

ぽろぽろぽろぽろ」」」」のののの象徴的象徴的象徴的象徴的なななな事業事業事業事業としてとしてとしてとして、、、、都市都市都市都市とととと自然自然自然自然がががが調和調和調和調和したしたしたした

札幌特有札幌特有札幌特有札幌特有のののの環境環境環境環境をををを活活活活かしたかしたかしたかした定期的定期的定期的定期的なななな国際芸術祭国際芸術祭国際芸術祭国際芸術祭をををを開催開催開催開催

②②②②資料館資料館資料館資料館リノベーションリノベーションリノベーションリノベーション推進事業推進事業推進事業推進事業【【【【新規新規新規新規】】】】

[事業費：7,700千円]

[事業費：448,000千円]

○○○○実施主体実施主体実施主体実施主体となるとなるとなるとなる実行委員会実行委員会実行委員会実行委員会をををを運営運営運営運営しししし、、、、札幌国際芸術祭札幌国際芸術祭札幌国際芸術祭札幌国際芸術祭

2014201420142014をををを開催開催開催開催

○○○○資料館資料館資料館資料館をををを、、、、市民市民市民市民のののの創造性創造性創造性創造性をををを育育育育みみみみ発揮発揮発揮発揮できるできるできるできる場場場場としてとしてとしてとして

リノベーションリノベーションリノベーションリノベーションするためのするためのするためのするための基本計画基本計画基本計画基本計画のののの作成作成作成作成

観観観観））））文化部文化部文化部文化部

・・・・基本計画検討委員会基本計画検討委員会基本計画検討委員会基本計画検討委員会のののの設置運営設置運営設置運営設置運営 2222,,,,500500500500千円千円千円千円

・・・・建物構造調査建物構造調査建物構造調査建物構造調査 5555,,,,200200200200千円千円千円千円

要求額 財政局査定額 最終査定額最終査定額最終査定額最終査定額

事業費 74,000 462,244 448,000 448,000 448,000 448,000 448,000 

(うち一般財源) (64,000) (233,244) (219,000) (219 ,000 )(219 ,000 )(219 ,000 )(219 ,000 )

事業費 0 9,952 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 

(うち一般財源) (0) (9,952) (7,700) (7 ,700 )(7 ,700 )(7 ,700 )(7 ,700 )

（単位：千円）

Ｈ25予算

Ｈ26予算

①

②

査定の考え方

【財政局査定】

　①事務局事務費等の精査（▲14,244）

　②検討委員会運営費等の精査（▲2,252）

【最終査定】

　財政局査定のとおり

①特定財源

　国庫支出金　209,000

　寄附金　10,000

　諸収入　10,000

［主な会場］

北海道近代美術館

札幌芸術の森美術館

チカホ

北海道庁旧本庁舎（赤れんが）

国登録有形文化財 札幌市資料館

（旧札幌控訴院）

○○○○芸術祭概要芸術祭概要芸術祭概要芸術祭概要

・・・・札幌国際芸術祭札幌国際芸術祭札幌国際芸術祭札幌国際芸術祭2014201420142014開催負担金開催負担金開催負担金開催負担金 431431431431,,,,494494494494千円千円千円千円

・・・・国際芸術祭担当部事務費国際芸術祭担当部事務費国際芸術祭担当部事務費国際芸術祭担当部事務費 16161616,,,,506506506506千円千円千円千円

・・・・会 期 平成会 期 平成会 期 平成会 期 平成26262626年年年年（（（（2014201420142014年年年年））））7777月月月月19191919日日日日～～～～9999月月月月28282828日日日日

・・・・会 場 北海道立近代美術館会 場 北海道立近代美術館会 場 北海道立近代美術館会 場 北海道立近代美術館、、、、札幌芸術札幌芸術札幌芸術札幌芸術のののの森美術館森美術館森美術館森美術館、、、、

札幌駅前通地下歩行空間札幌駅前通地下歩行空間札幌駅前通地下歩行空間札幌駅前通地下歩行空間、、、、赤赤赤赤れんがなどれんがなどれんがなどれんがなど
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札幌国際芸術祭の開催関連 その２

～活力みなぎる元気な街～

目 的目 的目 的目 的

①①①①さっぽろふるさとのさっぽろふるさとのさっぽろふるさとのさっぽろふるさとの森森森森づくりづくりづくりづくり事業事業事業事業

「「「「創造都市創造都市創造都市創造都市さっぽろさっぽろさっぽろさっぽろ」」」」のののの象徴的象徴的象徴的象徴的なななな事業事業事業事業であるであるであるである国国国国

際芸術祭際芸術祭際芸術祭際芸術祭にににに関連関連関連関連したしたしたした各種事業各種事業各種事業各種事業をををを全庁的全庁的全庁的全庁的にににに展開展開展開展開しししし、、、、

芸術祭芸術祭芸術祭芸術祭のののの一層一層一層一層のののの推進推進推進推進をををを図図図図るるるる

[事業費：6,000千円]

○○○○市民参加市民参加市民参加市民参加によるによるによるによる植樹植樹植樹植樹（（（（１１１１万本万本万本万本をををを予定予定予定予定））））とととと育樹育樹育樹育樹（（（（間伐間伐間伐間伐））））

ののののイベントイベントイベントイベントをををを実施実施実施実施（（（（会場会場会場会場：：：：茨戸川緑地茨戸川緑地茨戸川緑地茨戸川緑地））））

○○○○500500500500mmmm美術館運営美術館運営美術館運営美術館運営やややや、、、、雪雪雪雪まつりまつりまつりまつり等等等等におけるにおけるにおけるにおけるメディアメディアメディアメディア

アートアートアートアートのののの展開展開展開展開などなどなどなど他他他他のののの既存事業既存事業既存事業既存事業についてもについてもについてもについても国際芸術祭国際芸術祭国際芸術祭国際芸術祭

にににに関連関連関連関連してしてしてして展開展開展開展開するようするようするようするよう努努努努めめめめ、、、、広広広広がりのあるがりのあるがりのあるがりのある芸術祭芸術祭芸術祭芸術祭とととと

していくしていくしていくしていく

環環環環））））みどりのみどりのみどりのみどりの推進部推進部推進部推進部

環環環環））））円山動物園 経円山動物園 経円山動物園 経円山動物園 経））））産業振興部産業振興部産業振興部産業振興部

要求額 財政局査定額 最終査定額最終査定額最終査定額最終査定額

事業費 0 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 

(うち一般財源) (0) (6,000) (6,000) (6 ,000 )(6 ,000 )(6 ,000 )(6 ,000 )

事業費 0 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 

(うち一般財源) (0) (8,400) (8,400) (8 ,400 )(8 ,400 )(8 ,400 )(8 ,400 )

事業費 5,594 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 

(うち一般財源) (5,594) (7,500) (7,500) (7 ,500 )(7 ,500 )(7 ,500 )(7 ,500 )

①

③

査定の考え方

【財政局査定】

　①②③要求のとおり

【最終査定】

　財政局査定のとおり

②

（単位：千円）

Ｈ25予算

Ｈ26予算

○○○○芸術祭芸術祭芸術祭芸術祭とととと連携連携連携連携したしたしたしたアフリカゾーンアフリカゾーンアフリカゾーンアフリカゾーン整備予定地整備予定地整備予定地整備予定地へのへのへのへの壁面壁面壁面壁面

アートアートアートアートややややラッピングバスラッピングバスラッピングバスラッピングバス運行等運行等運行等運行等をををを実施実施実施実施

・・・・植樹祭植樹祭植樹祭植樹祭 5555,,,,580580580580千円千円千円千円

・・・・育樹祭育樹祭育樹祭育樹祭 420420420420千円千円千円千円

・・・・壁面壁面壁面壁面アートアートアートアート 5555,,,,100100100100千円千円千円千円

・・・・ラッピングバスラッピングバスラッピングバスラッピングバス 1111,,,,200200200200千円千円千円千円

・・・・事務費事務費事務費事務費 2222,,,,100100100100千円千円千円千円

②②②②円山動物園壁面円山動物園壁面円山動物園壁面円山動物園壁面アートアートアートアート等事業等事業等事業等事業【【【【新規新規新規新規】】】】

③③③③札幌国際短編映画祭運営事業札幌国際短編映画祭運営事業札幌国際短編映画祭運営事業札幌国際短編映画祭運営事業

そのそのそのその他他他他のののの関連事業関連事業関連事業関連事業

[事業費：7,500千円]

[事業費：8,400千円]

○○○○芸術祭芸術祭芸術祭芸術祭とととと連携連携連携連携したしたしたした野外上映会野外上映会野外上映会野外上映会のののの実施実施実施実施やややや新新新新プログラムプログラムプログラムプログラムをををを

創設創設創設創設しししし相乗効果相乗効果相乗効果相乗効果をををを図図図図るるるる

・・・・野外上映会野外上映会野外上映会野外上映会 1111,,,,700700700700千円千円千円千円

・・・・新新新新プログラムプログラムプログラムプログラムのののの創設創設創設創設 2222,,,,000000000000千円千円千円千円

札幌国際短編映画祭運営事業札幌国際短編映画祭運営事業札幌国際短編映画祭運営事業札幌国際短編映画祭運営事業 7777,,,,500500500500千円千円千円千円のののの内内内内、、、、関連分関連分関連分関連分
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文化財保全活用

目 的目 的目 的目 的

事業内容事業内容事業内容事業内容

～活力みなぎる元気な街～

市有文化財施設市有文化財施設市有文化財施設市有文化財施設をををを良好良好良好良好なななな状態状態状態状態でででで保存保存保存保存・・・・活用活用活用活用

してしてしてして後世後世後世後世にににに継承継承継承継承していくためのしていくためのしていくためのしていくための、、、、計画的計画的計画的計画的・・・・継継継継

続的続的続的続的なななな補修及補修及補修及補修及びびびび整備整備整備整備

１１１１ 豊平館保存活用工事豊平館保存活用工事豊平館保存活用工事豊平館保存活用工事

本体保存修理工事本体保存修理工事本体保存修理工事本体保存修理工事 200200200200,,,,592592592592千円千円千円千円

附属棟等公開活用整備工事附属棟等公開活用整備工事附属棟等公開活用整備工事附属棟等公開活用整備工事 167167167167,,,,700700700700千円千円千円千円

検討委員会運営等検討委員会運営等検討委員会運営等検討委員会運営等 6666,,,,042042042042千円千円千円千円

観観観観))))文化部文化部文化部文化部

[事業費：382,500千円]

要求額 財政局査定額 最終査定額最終査定額最終査定額最終査定額

134,400 385,844 382,500 382,500382,500382,500382,500

(39,713) (70,844) (70,500) (70 ,500)(70 ,500)(70 ,500)(70 ,500)(うち一般財源)

（単位：千円）

Ｈ25予算

Ｈ26予算

事業費

査定の考え方

【財政局査定】

　新規整備する附属棟の規模の縮小（▲3,344）

【最終査定】

　財政局査定のとおり

特定財源

　国庫支出金　100,000

　道支出金　50,000

　市債　162,000

スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール

１１１１ 豊平館保存活用工事等豊平館保存活用工事等豊平館保存活用工事等豊平館保存活用工事等（（（（HHHH26262626～～～～HHHH27272727））））

２２２２ 旧三菱鉱業寮保存活用工事基本実施設計等旧三菱鉱業寮保存活用工事基本実施設計等旧三菱鉱業寮保存活用工事基本実施設計等旧三菱鉱業寮保存活用工事基本実施設計等

・・・・耐震設計含保存活用工事基本実施設計耐震設計含保存活用工事基本実施設計耐震設計含保存活用工事基本実施設計耐震設計含保存活用工事基本実施設計

（（（（HHHH26262626～～～～HHHH27272727））））

・・・・検討委員会運営等検討委員会運営等検討委員会運営等検討委員会運営等（（（（HHHH26262626））））

・・・・耐震工事含保存活用工事耐震工事含保存活用工事耐震工事含保存活用工事耐震工事含保存活用工事（（（（HHHH27272727～～～～HHHH28282828））））

２２２２ 旧三菱鉱業寮保存活用工事旧三菱鉱業寮保存活用工事旧三菱鉱業寮保存活用工事旧三菱鉱業寮保存活用工事

基本実施設計基本実施設計基本実施設計基本実施設計 4444,,,,771771771771千円千円千円千円

検討委員会運営等検討委員会運営等検討委員会運営等検討委員会運営等 3333,,,,395395395395千円千円千円千円

＜＜＜＜附属棟建築内容附属棟建築内容附属棟建築内容附属棟建築内容＞＞＞＞

・・・・ＳＳＳＳ造地上造地上造地上造地上２２２２階階階階、ＲＣ、ＲＣ、ＲＣ、ＲＣ造地下造地下造地下造地下１１１１階階階階

・・・・延延延延べべべべ床面積床面積床面積床面積 703703703703㎡㎡㎡㎡

・・・・機能機能機能機能 エントランスエントランスエントランスエントランス、、、、事務室事務室事務室事務室、、、、展示展示展示展示スペーススペーススペーススペース、、、、

トイレトイレトイレトイレ（（（（１１１１階階階階、、、、２２２２階階階階、、、、多目的多目的多目的多目的）、）、）、）、倉庫倉庫倉庫倉庫、、、、

厨房厨房厨房厨房、、、、機械室機械室機械室機械室

（千円）

総事業費 24予算 25予算 26査定 27想定 28想定 計

本体保存修理 82,919 109,304 200,592 220,700 0 613,515

附属棟等整備 8,500 17,794 167,700 391,300 0 585,294

検討委員会等 13,581 3,302 9,437 未定 未定 26,320

旧三菱鉱業寮 0 4,000 4,771 未定 未定 8,771

計 105,000 134,400 382,500 612,000 未定 1,233,900
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苗穂駅周辺地区苗穂駅周辺地区苗穂駅周辺地区苗穂駅周辺地区におけるにおけるにおけるにおける南北分断等南北分断等南北分断等南北分断等のののの地域課題地域課題地域課題地域課題をををを解消解消解消解消

しししし、「、「、「、「都心居住都心居住都心居住都心居住のののの推進推進推進推進」」」」やややや「「「「都心都心都心都心とととと苗穂地区苗穂地区苗穂地区苗穂地区のののの回遊性回遊性回遊性回遊性をををを

向上向上向上向上させるさせるさせるさせる拠点形成拠点形成拠点形成拠点形成」」」」をををを図図図図るためるためるためるため、、、、苗穂駅苗穂駅苗穂駅苗穂駅のののの移転橋上化移転橋上化移転橋上化移転橋上化

のののの整備整備整備整備やややや実施交通結節機能実施交通結節機能実施交通結節機能実施交通結節機能のののの向上向上向上向上、、、、再開発事業再開発事業再開発事業再開発事業をををを推進推進推進推進

目 的目 的目 的目 的

苗穂駅周辺地区まちづくり関連

～活力みなぎる元気な街～

・・・・駅移転橋上化駅移転橋上化駅移転橋上化駅移転橋上化にににに関関関関するするするする基本設計基本設計基本設計基本設計・・・・工事工事工事工事 409409409409,,,,000000000000千円千円千円千円

・・・・まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり推進業務推進業務推進業務推進業務 2222,,,,000000000000千円千円千円千円

・・・・事務費等事務費等事務費等事務費等 300300300300千円千円千円千円

①①①①苗穂駅周辺地区苗穂駅周辺地区苗穂駅周辺地区苗穂駅周辺地区まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり事業事業事業事業

駅移転橋上化駅移転橋上化駅移転橋上化駅移転橋上化にににに関関関関するするするする基本設計基本設計基本設計基本設計・・・・工事等工事等工事等工事等やややや、、、、まちづくまちづくまちづくまちづく

りをりをりをりを推進推進推進推進するためのするためのするためのするためのワークショップワークショップワークショップワークショップをををを実施実施実施実施

②②②②苗穂駅周辺地区整備事業苗穂駅周辺地区整備事業苗穂駅周辺地区整備事業苗穂駅周辺地区整備事業

事業区域事業区域事業区域事業区域のののの用地補償用地補償用地補償用地補償、、、、確定測量及確定測量及確定測量及確定測量及びびびび実施設計実施設計実施設計実施設計をををを実施実施実施実施

③③③③北北北北３３３３東東東東11111111周辺地区再開発事業周辺地区再開発事業周辺地区再開発事業周辺地区再開発事業

民間再開発事業民間再開発事業民間再開発事業民間再開発事業のののの施行者施行者施行者施行者にににに調査調査調査調査・・・・設計計画費設計計画費設計計画費設計計画費のののの一部一部一部一部をををを

補助補助補助補助

市市市市））））都市計画部都市計画部都市計画部都市計画部

建建建建））））土木部土木部土木部土木部

都都都都））））市街地整備部市街地整備部市街地整備部市街地整備部

・・・・事業計画作成事業計画作成事業計画作成事業計画作成にににに対対対対するするするする補助補助補助補助 54545454,,,,000000000000千円千円千円千円

・・・・用地補償用地補償用地補償用地補償（（（（ネットワークネットワークネットワークネットワーク道路道路道路道路（（（（北北北北４４４４東東東東６６６６地区地区地区地区）、）、）、）、北口北口北口北口アクセスアクセスアクセスアクセス道路道路道路道路

南口駅前広場南口駅前広場南口駅前広場南口駅前広場、、、、北口駅前広場北口駅前広場北口駅前広場北口駅前広場）））） 1111,,,,913913913913,,,,000000000000千円千円千円千円

・・・・確定測量確定測量確定測量確定測量およびおよびおよびおよび実施設計実施設計実施設計実施設計 38383838,,,,000000000000千円千円千円千円

[事業費：411,300千円]

[事業費：54,000千円]

[事業費：1,951,000千円]

(単位：千円）

要求額 財政局査定額 最終査定額最終査定額最終査定額最終査定額

事業費 317,400 412,302 411,300 411,300 411,300 411,300 411,300 

（うち一般財源） (159,820) (207,802) (206,800) (206 ,800 )(206 ,800 )(206 ,800 )(206 ,800 )

事業費 45,000 1,951,000 1,951,000 1,951,0001,951,0001,951,0001,951,000

（うち一般財源） (2,000) (100,700) (100,700) (100 ,700 )(100 ,700 )(100 ,700 )(100 ,700 )

事業費 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 

（うち一般財源） (27,000) (27,000) (27,000) (27 ,000 )(27 ,000 )(27 ,000 )(27 ,000 )

【特定財源】

①国庫支出金 204,500

②国庫支出金 976,300

　 市債　　 　 　874,000

③国庫支出金　27,000

Ｈ26予算

【財政局査定】

　①委託料を過去実績に基づき精査（▲1,002）

　②③要求のとおり

【最終査定】

　財政局査定のとおり

査定の考え方

①

③

Ｈ25予算

②

[総事業費：約53億円]

[総事業費：約84億円]

[総事業費：約140億円、総補助額：約21億円]

-40-



拠点のまちづくり関連【新規】

目 的目 的目 的目 的

～活力みなぎる元気な街～

優良建築物等整備事業等優良建築物等整備事業等優良建築物等整備事業等優良建築物等整備事業等をををを活用活用活用活用しししし、、、、地下鉄駅地下鉄駅地下鉄駅地下鉄駅のののの接続接続接続接続

をををを前提前提前提前提としたとしたとしたとした良好良好良好良好なななな民間民間民間民間のののの建替建替建替建替ええええ更新更新更新更新をををを促進促進促進促進するためするためするためするため

のののの調査調査調査調査をををを実施実施実施実施

・・・・地下鉄駅接続地下鉄駅接続地下鉄駅接続地下鉄駅接続のののの構造概略検討構造概略検討構造概略検討構造概略検討

・・・・地下鉄駅接続地下鉄駅接続地下鉄駅接続地下鉄駅接続のののの検討課題抽出検討課題抽出検討課題抽出検討課題抽出

・・・・地下鉄駅接続基準地下鉄駅接続基準地下鉄駅接続基準地下鉄駅接続基準ののののマニュアルマニュアルマニュアルマニュアル等作成等作成等作成等作成

都都都都））））市街地整備部市街地整備部市街地整備部市街地整備部

市市市市））））都市計画部都市計画部都市計画部都市計画部

拠点拠点拠点拠点をををを中心中心中心中心としたとしたとしたとした土地利用土地利用土地利用土地利用のののの更新更新更新更新をををを通通通通じてじてじてじて、、、、地域地域地域地域のののの

特性特性特性特性にににに応応応応じたじたじたじた多様多様多様多様なななな機能集積機能集積機能集積機能集積、、、、魅力魅力魅力魅力あるあるあるある空間創出空間創出空間創出空間創出、、、、建建建建

築物築物築物築物ののののエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー負荷低減負荷低減負荷低減負荷低減をををを誘導誘導誘導誘導するためするためするためするため、、、、個別個別個別個別のののの建建建建

替更新替更新替更新替更新などになどになどになどに対対対対するするするする支援制度支援制度支援制度支援制度をををを検討検討検討検討

[事業費：2,500千円]

(単位：千円）

要求額 財政局査定額 最終査定額最終査定額最終査定額最終査定額

事業費 0 2,500 2,500 2,5002,5002,5002,500

（うち一般財源） (0) (2,500) (2,500) (2 ,500)(2 ,500)(2 ,500)(2 ,500)

事業費 0 6,600 6,600 6,6006,6006,6006,600

（うち一般財源） (0) (6,600) (6,600) (6 ,600)(6 ,600)(6 ,600)(6 ,600)

Ｈ25予算

Ｈ26予算

②

査定の考え方

【財政局査定】

　①②要求のとおり

【最終査定】

　財政局査定のとおり

①

②②②②拠点拠点拠点拠点のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり支援事業支援事業支援事業支援事業

①①①①拠点拠点拠点拠点まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり検討事業検討事業検討事業検討事業

[事業費：6,600千円]

・・・・制度制度制度制度のののの実現性実現性実現性実現性・・・・有効性検証有効性検証有効性検証有効性検証

・・・・関係業界関係業界関係業界関係業界・・・・団体団体団体団体にににに対対対対するするするするヒアリングヒアリングヒアリングヒアリング・・・・アンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査

地下鉄駅周辺地下鉄駅周辺地下鉄駅周辺地下鉄駅周辺などのなどのなどのなどの拠点拠点拠点拠点をををを対象対象対象対象にににに、、、、都市機能都市機能都市機能都市機能

のののの集積集積集積集積やややや、、、、利便性向上利便性向上利便性向上利便性向上をををを図図図図るためるためるためるため、、、、民間民間民間民間のののの建替建替建替建替

更新更新更新更新にににに対対対対するするするする支援制度支援制度支援制度支援制度をををを検討検討検討検討

H27～H36

①拠点まちづくり

検討事業

②拠点のまちづくり

支援事業

H26

地下鉄駅接続検討

・構造的検討

・課題抽出

接続基準マニュアル作成

地下鉄駅接続における

優良建築物等整備事業等の活用

・実現性・有効性検証

・ヒアリング・アンケート調査

・制度作成

H25

・現況調査、分析

・制度案検討

制度運用

市街地環境市街地環境市街地環境市街地環境のののの

向上向上向上向上にににに資資資資するするするする

民間開発民間開発民間開発民間開発をををを

誘導誘導誘導誘導

市街地環境の向上に資する貢献なし

オープンスペースの確保

みどりの創出

機能集積

（店舗、医療施設など）

地下鉄への接続

（地下接続、空中歩廊など）

環境負荷低減

良好な景観形成

支援あり支援なし

≪取組イメージ≫

≪スケジュール≫
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路面電車延伸路面電車延伸路面電車延伸路面電車延伸推進推進推進推進

目 的目 的目 的目 的

～活力みなぎる元気な街～

・・・・延伸検討調査等延伸検討調査等延伸検討調査等延伸検討調査等 12121212,,,,000000000000千円千円千円千円

・・・・協議会協議会協議会協議会・・・・市民市民市民市民へのへのへのへの情報提供等情報提供等情報提供等情報提供等 21212121,,,,000000000000千円千円千円千円

・・・・ループループループループ化関連工事化関連工事化関連工事化関連工事 1111,,,,644644644644,,,,000000000000千円千円千円千円

・・・・既設線既設線既設線既設線のののの機能向上等機能向上等機能向上等機能向上等 299299299299,,,,000000000000千円千円千円千円

・・・・官民連携官民連携官民連携官民連携によるによるによるによる沿線沿線沿線沿線のののの魅力魅力魅力魅力アップアップアップアップ 30303030,,,,000000000000千円千円千円千円

・・・・事務費等事務費等事務費等事務費等 15151515,,,,000000000000千円千円千円千円

市市市市））））総合交通計画部総合交通計画部総合交通計画部総合交通計画部

路面電車延伸路面電車延伸路面電車延伸路面電車延伸にににに係係係係るるるる工事工事工事工事やややや各種検討等各種検討等各種検討等各種検討等

(単位：千円）

要求額 財政局査定額 最終査定額

189,000 2,315,450 2,021,000 2,021,0002,021,0002,021,0002,021,000

(185,000) (461,200) (352,000) (352 ,000)(352 ,000)(352 ,000)(352 ,000)

Ｈ26予算

【財政局査定】

　必要経費の精査（▲294,450）

【最終査定】

　財政局査定のとおり

査定の考え方

Ｈ25予算

【特定財源】

　国庫支出金　402,000

　市債　　　 　1,267,000

（うち一般財源）

事業費

事業内容事業内容事業内容事業内容

[事業費：2,021,000千円]

軌道系

運行

設備系

車両系

H26H25H24

ループ化実施設計

H23

路

面

電

車

活

用

計

画

の

策

定

デザインを含めた

低床車両導入検討

ループ化予備設計

ル

ー

プ

化

の

開

業

ループ化実施設計

電停・架線柱工事

低床車両製造

情報利活用ｼｽﾃﾑ

線路敷設位置、架線

柱、電停位置検討

法定手続き、ループ化関連工事

既設線の機能向上等

電停・架線柱デザイン

低床車両運行

スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール

「「「「都市都市都市都市のののの活性化活性化活性化活性化」「」「」「」「高齢社会高齢社会高齢社会高齢社会へのへのへのへの対応対応対応対応」」」」

「「「「環境負荷環境負荷環境負荷環境負荷のののの低減低減低減低減」」」」にににに向向向向けてけてけてけて、、、、路面電車路面電車路面電車路面電車のののの

延伸延伸延伸延伸によりによりによりにより、、、、札幌札幌札幌札幌のまちののまちののまちののまちの賑賑賑賑わいやわいやわいやわいや魅力的魅力的魅力的魅力的

なななな空間空間空間空間をををを創出創出創出創出
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北海道新幹線延伸関連

目 的目 的目 的目 的

～活力みなぎる元気な街～

・・・・啓発活動等啓発活動等啓発活動等啓発活動等 10101010,,,,000000000000千円千円千円千円

市市市市））））総合交通計画部総合交通計画部総合交通計画部総合交通計画部

北海道新幹線札幌延伸北海道新幹線札幌延伸北海道新幹線札幌延伸北海道新幹線札幌延伸のののの円滑円滑円滑円滑なななな事業施行事業施行事業施行事業施行

にににに向向向向けたけたけたけた関係機関関係機関関係機関関係機関とのとのとのとの調整及調整及調整及調整及びびびび市民市民市民市民へのへのへのへの情情情情

報提供報提供報提供報提供、、、、効果拡大効果拡大効果拡大効果拡大にににに向向向向けたけたけたけた施策施策施策施策のののの検討検討検討検討とととと、、、、

北海道新幹線建設北海道新幹線建設北海道新幹線建設北海道新幹線建設にににに係係係係るるるる事業費事業費事業費事業費のののの負担負担負担負担

札幌市民札幌市民札幌市民札幌市民のののの早期開業早期開業早期開業早期開業へのへのへのへの機運醸成機運醸成機運醸成機運醸成とととと北海道新幹北海道新幹北海道新幹北海道新幹

線線線線のののの効果効果効果効果・・・・利便性利便性利便性利便性、、、、札幌市札幌市札幌市札幌市のののの魅力等魅力等魅力等魅力等のののの情報発信情報発信情報発信情報発信

①①①①北海道新幹線推進北海道新幹線推進北海道新幹線推進北海道新幹線推進

②②②②北海道新幹線建設事業費負担北海道新幹線建設事業費負担北海道新幹線建設事業費負担北海道新幹線建設事業費負担【【【【新規新規新規新規】】】】

北海道新幹線北海道新幹線北海道新幹線北海道新幹線のののの札幌市域内札幌市域内札幌市域内札幌市域内のののの建設費建設費建設費建設費（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ26262626事業事業事業事業

費費費費129129129129,,,,000000000000千円千円千円千円））））にににに係係係係るるるる札幌市札幌市札幌市札幌市のののの事業費負担事業費負担事業費負担事業費負担

[事業費：21,500千円]

[事業費：10,000千円]

さっぽろアートステージでのＰＲ

（チ・カ・ホ）

・・・・設計及設計及設計及設計及びびびび地質調査地質調査地質調査地質調査にににに係係係係るるるる負担負担負担負担 21212121,,,,500500500500千円千円千円千円

［事業費の負担スキーム］

【【【【平成平成平成平成25252525年度年度年度年度のののの啓発活動啓発活動啓発活動啓発活動のののの主主主主なななな実施内容実施内容実施内容実施内容】】】】

①①①①市内市内市内市内イベントイベントイベントイベントでのでのでのでのＰＲＰＲＰＲＰＲ活動活動活動活動

・・・・さっぽろさっぽろさっぽろさっぽろオータムフェストオータムフェストオータムフェストオータムフェスト（（（（新幹線新幹線新幹線新幹線クイズクイズクイズクイズ大会大会大会大会））））

・・・・ニュースカフェニュースカフェニュースカフェニュースカフェ in in in in チカホチカホチカホチカホ（（（（ワールドカフェワールドカフェワールドカフェワールドカフェ））））

・・・・さっぽろさっぽろさっぽろさっぽろアートステージアートステージアートステージアートステージ（（（（タイムカプセルタイムカプセルタイムカプセルタイムカプセル））））

・・・・さっぽろさっぽろさっぽろさっぽろ雪雪雪雪まつりまつりまつりまつり（（（（タイムカプセルタイムカプセルタイムカプセルタイムカプセル））））

②②②②北海道北海道北海道北海道・・・・期成会期成会期成会期成会・・・・沿線自治体沿線自治体沿線自治体沿線自治体とのとのとのとの連携連携連携連携

・・・・さっぽろさっぽろさっぽろさっぽろオータムフェストサツエキグルメオータムフェストサツエキグルメオータムフェストサツエキグルメオータムフェストサツエキグルメlivelivelivelive

（（（（新幹線新幹線新幹線新幹線クイズクイズクイズクイズ大会大会大会大会））））

③③③③啓発品配布啓発品配布啓発品配布啓発品配布によるによるによるによる機運醸成機運醸成機運醸成機運醸成

・・・・絵本絵本絵本絵本、、、、カレンダーカレンダーカレンダーカレンダー、、、、カイロカイロカイロカイロ

平成平成平成平成26262626年度年度年度年度はははは、、、、次年度次年度次年度次年度のののの 仮称仮称仮称仮称））））新函館駅開業新函館駅開業新函館駅開業新函館駅開業をををを見据見据見据見据ええええ

てててて、、、、 1111日日日日もももも早早早早いいいい札幌開業札幌開業札幌開業札幌開業へのへのへのへの機運機運機運機運をををを盛盛盛盛りりりり上上上上げるげるげるげるPRPRPRPR活動活動活動活動などなどなどなど

をををを行行行行うううう

※※※※札幌市負担札幌市負担札幌市負担札幌市負担（（（（貸付料収入貸付料収入貸付料収入貸付料収入なしとなしとなしとなしと仮定仮定仮定仮定））））

（（（（事業費事業費事業費事業費----貸付料収入貸付料収入貸付料収入貸付料収入））））××××1111////3333（（（（地方負担地方負担地方負担地方負担））））××××1111////2222（（（（道道道道とととと市市市市のののの負担割合負担割合負担割合負担割合））））

要求額 財政局査定額 最終査定額最終査定額最終査定額最終査定額

事業費 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

(うち一般財源) (10,000) (10,000) (10,000) (10 ,000)(10 ,000)(10 ,000)(10 ,000)

事業費 0 21,500 21,500 21,500 21,500 21,500 21,500 

(うち一般財源) (0) (2,500) (2,500) (2 ,500)(2 ,500)(2 ,500)(2 ,500)

（単位：千円）

Ｈ25予算

Ｈ26予算

①

②

査定の考え方

【財政局査定】

　①②要求のとおり

【最終査定】

　財政局査定のとおり

②特定財源

　市債　19,000
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目 的目 的目 的目 的

仮称）市民交流複合施設整備事業関連

～活力みなぎる元気な街～

観観観観））））文化部 教文化部 教文化部 教文化部 教））））中央図書館中央図書館中央図書館中央図書館

建建建建））））総務部 都総務部 都総務部 都総務部 都））））市街地整備部市街地整備部市街地整備部市街地整備部

創世交流拠点創世交流拠点創世交流拠点創世交流拠点のまちづくりをのまちづくりをのまちづくりをのまちづくりを先導先導先導先導するためするためするためするため北北北北１１１１西西西西

１１１１地区市街地再開発事業地区市街地再開発事業地区市街地再開発事業地区市街地再開発事業をををを推進推進推進推進するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、

今後今後今後今後のののの札幌札幌札幌札幌のののの文化芸術文化芸術文化芸術文化芸術・・・・創造的創造的創造的創造的なななな市民活動市民活動市民活動市民活動のののの拠拠拠拠

点点点点となるとなるとなるとなる仮称仮称仮称仮称））））市民交流複合施設市民交流複合施設市民交流複合施設市民交流複合施設やややや公共駐輪場公共駐輪場公共駐輪場公共駐輪場

をををを整備整備整備整備

仮称仮称仮称仮称））））市民交流複合施設等市民交流複合施設等市民交流複合施設等市民交流複合施設等のののの整備整備整備整備

[事業費：15,013,000千円]

仮称仮称仮称仮称））））市民交流複合施設等市民交流複合施設等市民交流複合施設等市民交流複合施設等のののの整備整備整備整備にににに必要必要必要必要なななな用地用地用地用地

取得費及取得費及取得費及取得費及びびびび施設整備施設整備施設整備施設整備・・・・管理運営内容管理運営内容管理運営内容管理運営内容のののの検討費用等検討費用等検討費用等検討費用等

①①①①ホールホールホールホール、、、、アートセンターアートセンターアートセンターアートセンター

用地用地用地用地 14141414,,,,507507507507,,,,366366366366千円 事務費千円 事務費千円 事務費千円 事務費 22222222,,,,634634634634千円千円千円千円

②②②②都心都心都心都心にふさわしいにふさわしいにふさわしいにふさわしい図書館図書館図書館図書館 455455455455,,,,000000000000千円千円千円千円

③③③③公共駐輪場公共駐輪場公共駐輪場公共駐輪場 28282828,,,,000000000000千円千円千円千円

北北北北１１１１西西西西１１１１地区再開発事業地区再開発事業地区再開発事業地区再開発事業

[事業費：1,018,000千円]

④④④④再開発事業再開発事業再開発事業再開発事業のののの施行者施行者施行者施行者にににに、、、、実施設計及実施設計及実施設計及実施設計及びびびび既存既存既存既存

建築物解体等建築物解体等建築物解体等建築物解体等のののの費用費用費用費用のののの一部一部一部一部をををを補助補助補助補助

1111,,,,018018018018,,,,000000000000千円千円千円千円

(単位：千円）

要求額 財政局査定額 最終査定額最終査定額最終査定額最終査定額

事業費 10,600 14,530,000 14,530,000 14,530,00014,530,00014,530,00014,530,000

（うち一般財源）
(10,600) (8,793,000) (8,793,000) (8 ,793 ,000)(8 ,793 ,000)(8 ,793 ,000)(8 ,793 ,000)

事業費 0 455,000 455,000 455,000455,000455,000455,000

（うち一般財源） (0) (24,000) (24,000) (24 ,000)(24 ,000)(24 ,000)(24 ,000)

事業費 0 28,000 28,000 28,00028,00028,00028,000

（うち一般財源）
(0) (2,000) (2,000) (2 ,000)(2 ,000)(2 ,000)(2 ,000)

事業費 0 1,018,000 1,018,000 1,018,0001,018,0001,018,0001,018,000

（うち一般財源） (0) (69,000) (69,000) (69 ,000)(69 ,000)(69 ,000)(69 ,000)

【特定財源】

①国庫支出金　885,000 市債　 4,852,000

②国庫支出金  227,000 市債 　　204,000

③国庫支出金　 14,000 市債 　 　 12,000

④国庫支出金　509,000 市債      440,000

査定の考え方

【財政局査定】

　①②③④要求のとおり

【最終査定】

　財政局査定のとおり

Ｈ25予算

Ｈ26予算

②

①

③

④

＜北１西１地区再開発の概要＞

総事業費 ：約680億円

うち札幌市分 ：約310億円

地区面積：約2.0ha

延床面積：約127,900㎡

階 数：地上28階 地下5階

用 途：業務、

公共公益施設等

ｽｹｼﾞｭｰﾙ ：H26年度着工

（予定） H29年度竣工

＜その他札幌市関連事業費＞

市保有地の所管替

等及び再開発補助：約200億円
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篠路駅周辺地区のまちづくり関連【新規】

目 的目 的目 的目 的

①①①①篠路駅周辺地区篠路駅周辺地区篠路駅周辺地区篠路駅周辺地区まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり計画策定計画策定計画策定計画策定

～活力みなぎる元気な街～

篠路駅周辺地区篠路駅周辺地区篠路駅周辺地区篠路駅周辺地区のののの地域課題地域課題地域課題地域課題をををを解決解決解決解決しししし、、、、北区北区北区北区

北部北部北部北部のののの地域交流拠点地域交流拠点地域交流拠点地域交流拠点としてふさわしいまちづとしてふさわしいまちづとしてふさわしいまちづとしてふさわしいまちづ

くりをくりをくりをくりを進進進進めるためめるためめるためめるため、、、、土地区画整理事業土地区画整理事業土地区画整理事業土地区画整理事業やややや連続連続連続連続

立体交差事業立体交差事業立体交差事業立体交差事業にににに必要必要必要必要なななな調査調査調査調査・・・・検討検討検討検討をををを実施実施実施実施

・・・・連続立体交差事業調査連続立体交差事業調査連続立体交差事業調査連続立体交差事業調査

建建建建））））土木部土木部土木部土木部

都都都都））））市街地整備部市街地整備部市街地整備部市街地整備部

位置図位置図位置図位置図
・・・・土地区画整理事業調査土地区画整理事業調査土地区画整理事業調査土地区画整理事業調査

スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール（（（（想定想定想定想定））））

(単位：千円）

要求額 財政局査定額 最終査定額最終査定額最終査定額最終査定額

事業費 0 12,000 9,000 9,0009,0009,0009,000

（うち一般財源） (0) (9,000) (6,000) (6 ,000 )(6 ,000 )(6 ,000 )(6 ,000 )

事業費 0 60,000 60,000 60,00060,00060,00060,000

（うち一般財源） (0) (56,000) (56,000) (56 ,000 )(56 ,000 )(56 ,000 )(56 ,000 )

Ｈ25予算

Ｈ26予算

②

査定の考え方

①特定財源

　国庫支出金　3,000

②特定財源

　国庫支出金  4,000

【財政局査定】

　①過去実績等に基づく精査（▲3,000）

　②要求のとおり

【最終査定】

　財政局査定のとおり

①

[事業費： 9,000千円]

[事業費：60,000千円]

区分 H26 H27 H28 H29 H30

土

地

区

画

整

理

鉄

道

高

架

事

業

認

可

都

市

計

画

決

定

都

市

計

画

決

定

及

び

事

業

認

可

の

手

続

き

事

業

計

画

策

定

関

係

機

関

協

議

・

調

整

区画整理事業調査

換

地

設

計

測

量

・

区

画

整

理

設

計

連続立体交差事業調査

鉄道施設・交差道路・側道

の検討など

②②②②篠路駅周辺連続立体交差事業調査篠路駅周辺連続立体交差事業調査篠路駅周辺連続立体交差事業調査篠路駅周辺連続立体交差事業調査
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敷地敷地敷地敷地をををを統合統合統合統合しししし、、、、不燃化不燃化不燃化不燃化されたされたされたされた建築物建築物建築物建築物にににに建替建替建替建替

えることでえることでえることでえることで、、、、都心都心都心都心にふさわしいにふさわしいにふさわしいにふさわしい土地土地土地土地のののの高度利高度利高度利高度利

用用用用とととと都市機能都市機能都市機能都市機能のののの更新更新更新更新をををを推進推進推進推進

目 的目 的目 的目 的

都心の再開発事業関連

～活力みなぎる元気な街～

都都都都))))市街地整備部市街地整備部市街地整備部市街地整備部

[事業費：441,000千円]

(単位：千円）

要求額 財政局査定額 最終査定額最終査定額最終査定額最終査定額

事業費 120,000 441,000 441,000 441,000441,000441,000441,000

（うち一般財源） (60,000) (63,500) (63,500) (63 ,500 )(63 ,500 )(63 ,500 )(63 ,500 )

事業費 110,000 156,000 156,000 156,000156,000156,000156,000

（うち一般財源） (55,000) (27,000) (27,000) (27 ,000 )(27 ,000 )(27 ,000 )(27 ,000 )

①特定財源

　国庫支出金  220,500

　市債　　　　　 157,000

②特定財源

　国庫支出金　 78,000

　市債　　　　     51,000

Ｈ25予算

Ｈ26予算

②

査定の考え方

【財政局査定】

　①②要求のとおり

【最終査定】

　財政局査定のとおり

①

①①①①北北北北８８８８西西西西１１１１地区再開発事業地区再開発事業地区再開発事業地区再開発事業

＜計画概要＞

・地区面積：約2.0ha

・延床面積：約158,000㎡

・階 数：地上50階 地下1階

・高 さ：約180ｍ

・用 途：共同住宅（約900戸）

医療・福祉、商業

・ｽｹｼﾞｭｰﾙ ：H27年度着工、

H31年度竣工予定

＜整備イメージ＞

民間再開発事業民間再開発事業民間再開発事業民間再開発事業のののの施行者施行者施行者施行者にににに実施設計実施設計実施設計実施設計、、、、権利変換計画作成権利変換計画作成権利変換計画作成権利変換計画作成

等等等等にかかるにかかるにかかるにかかる費用費用費用費用のののの一部一部一部一部をををを補助補助補助補助

②②②②南南南南２２２２西西西西３３３３南西地区再開発事業南西地区再開発事業南西地区再開発事業南西地区再開発事業

[事業費：156,000千円]

＜計画概要＞

・地区面積：約0.6ha

・延床面積：約44,000㎡

・階 数：地上29階 地下3階

・高 さ：約122ｍ

・用 途：商業、業務

共同住宅（約130戸）

公共駐輪場

・ｽｹｼﾞｭｰﾙ ：H27年度着工、

H29年度竣工予定

＜整備イメージ＞

民間再開発事業民間再開発事業民間再開発事業民間再開発事業のののの施行者施行者施行者施行者にににに実施設計実施設計実施設計実施設計、、、、権利変換計画作成権利変換計画作成権利変換計画作成権利変換計画作成

等等等等にかかるにかかるにかかるにかかる費用費用費用費用のののの一部一部一部一部をををを補助補助補助補助

[総事業費：約400億円、総補助額：約60億円] [総事業費：約170億円、総補助額：約26億円]
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