
本年度予算額

　危機管理対策室

地震動及び被害の評価事業費 24,000　

◎ 土砂災害避難体制整備事業費 5,000　

◎ 緊急地震速報利活用促進事業費 4,200　

◎ 防災情報伝達モデル等推進事業費 1,500　

◎ 防災支援システム更新基礎調査費 2,500　 機器更新に係る基礎調査

○ 簡易型災害図上訓練（ＤＩＧ)支
援事業費

2,920　

防災行政無線第2期拡充整備費 116,000　

　総務局

　行政部

◎ 公文書館基本構想推進費 1,000　

　国際部

◎ アジア学生交流事業費 800　

◎ 北海道洞爺湖サミット開催関連事
業費

45,000　

　東京事務所

○ 首都圏ビジネスチャンス拡大支援
事業費

10,725　

　市民まちづくり局

　企画部

北海道新幹線推進費 15,000　

市民交流複合施設検討費 4,500　

各会計主要事業の概要

注）　◎は新規事業を、○はレベルアップ事業を示す。

一　般　会　計

部・事業名 事業内容

20～21年度
総事業費　290百万円
設置場所　小学校等（300か所）

土砂災害に関する避難勧告等の判断・伝達マ
ニュアルの作成等

簡易型災害図上訓練（ＤＩＧ）を普及させる
ための普及員養成並びにＤＩＧマニュアル及
び市民向けパンフレットの作成

災害発生時に避難勧告などを市民へ迅速に伝
達するための情報伝達手段の検討

地震動予測及び被害予測の結果に基づく地震
ハザードマップの作成等

気象庁から発信される緊急地震速報の効果的
な利活用方法の検討

札幌の企業の首都圏における販路拡大のコン
サルティングや製品・技術を売り込むコー
ディネートを実施

札幌に訪れるアジアの学生たちと日本の学生
や市民が交流し、国際理解を深めるための市
民交流事業等

サミット開催に向けた札幌市のＰＲ及び各種
市民向けセミナーの開催、サミット関連プロ
グラムの運営支援等

公文書館について、有識者からなる基本構想
検討委員会を設置し、その機能等について検
討

要望活動、広報啓発活動、まちづくりの検討

市民会館後継施設の整備実施方針の策定
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創世1.1.1区事業化検討費 16,000　

厚生年金会館検討事業費 8,000　

国際園芸博覧会（花博）構想検討
費

4,500　

大学と地域の連携による都市再生
の推進費

4,000　

◎ 都心まちづくり戦略策定費 5,000　

◎ 札幌駅交流拠点再整備構想策定費 8,000　

◎ 都心部における北海道の魅力発信
推進費

10,000　

◎ アイコモンズ・サミット開催費 30,000　

◎ 創造的活動クラスター事業費 5,000　

◎ 札幌市立大学大学院設置支援事業
費

96,000　

　地域振興部

◎ 住記・印鑑オンラインシステム改
修費

16,000　

犯罪のない安全で安心なまちづく
り推進事業費

7,000　

市民自治推進事業費 12,900　

区民協議会設置推進費 4,300　

○ まちづくりセンター地域自主運営
化推進費

15,000　

◎ 市民まちづくり活動促進総合事業
費

29,000　

◎ 市民まちづくり活動促進基金造成
費

15,000　

○ 平和都市宣言普及啓発費
（総務局行政部より移管）

10,000　

◎ 白菊会館改築費 76,000　

◎ 青葉まちづくりセンター設計費 565　

「犯罪のない安全で安心なまちづくり条例
（仮称）」制定に向けた検討委員会の運営等

自治基本条例に基づく市民自治の評価の仕組
みづくり等

まちづくりセンター運営の地域への委託及び
地域ビジョン策定支援

市民まちづくり活動促進基金助成、基本計画
策定等

20年度末基金現在高見込 15百万円

「平和訪問団」派遣事業、平和パネル展等

木造平家建　175㎡

下野幌市営住宅建替に伴うまちづくりセン
ター部分の設計

官民協働による施設の存続方法の検討

開催の是非を検討するためのアンケート調査
等

大学連携のネットワーク化、地域課題解決の
研究

都心のまちづくりを一体的・効率的に進める
ための中期的な戦略を策定

構想策定に向けた課題の整理等

効果的・効率的な事業展開のあり方に関する
検討及び事業の推進

事業化に向けた北1西1街区再開発推進計画の
策定等

インターネットの発展に伴う著作権のあり方
に関する国際会議の実行委員会に対する負担
金等
20年7月下旬～8月上旬開催

創造都市推進のための普及、啓発等

大学院設置のための施設整備設計に係る補助
等

電子証明書の失効防止を目的とした住民基本
台帳法施行規則改正に伴うシステム改修

未設置7区の立ち上げ支援
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◎ 厚別清掃工場跡地パークゴルフ場
整備費

59,000　

◎ 地区センター改修費 43,000　

元気なまちづくり支援事業費 420,000　

○ 区役所施設等耐震化緊急対策事業
費

19,000　

　市民生活部

○ 高齢消費者被害防止ネットワーク
事業費

6,000　

◎ 消費者・事業者・行政連携促進事
業費

1,000　

◎ アイヌ施策推進計画策定費 4,000　

◎ エルプラザ公共施設情報システム
調査費

2,000　

　都市計画部

市民との協働による都市計画制度
普及事業費

3,000　

特定地域計画策定費 2,481　

景観重要建造物等保全事業費 11,000　

地域特性に応じた土地利用の再構
築事業費

11,000　

　総合交通計画部

交通バリアフリー推進費 80,600　

公共交通ネットワーク確保対策事
業費

232,000　

路面電車活用方針検討調査費 19,000　

◎ 大通バスセンター改修事業費 62,000　

札幌駅前通地下歩行空間活用推進
費

9,500　

地域包括支援センターや民生委員と消費者セ
ンターのみまもり協力員が連携し、高齢者の
消費者被害を早期発見・救済

消費者、事業者、行政の協働を目指すシンポ
ジウム等を開催し、三者の役割について考え
る場を提供

苗穂駅周辺地区施設等整備の計画調整等

地域の状況に応じた土地利用の在り方や土地
利用転換の検討等

「まち本（まちづくりに役立つ都市計画の
本）」等を活用した都市計画制度の普及等

システム更新のための要件等の調査、更新計
画案の策定

指定重要建造物等の所有者に対するその保全
経費の一部の補助等

民営事業者によるバリアフリー化への補
助
　ＪＲ新札幌駅エレベーター設置等
　ノンステップバス　6台

都心部での路面電車活用の事業化判断に向け
た検討等

耐震改修に係る負担金、駐輪場整備等

実施設計　豊平区役所
基本設計　南区役所

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
　藤野地区センター

パークゴルフ場 6,600㎡、多目的広場 1,800
㎡、身障者対応トイレ

アンケート調査、有識者会議等

市民自治推進と活力ある元気な地域づくりに
つながる市民の主体的なまちづくり活動を支
援

設備等の整備に係る実施設計

バスネットワーク維持のための補助、バス交
通の在り方検討等
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　情報化推進部

次世代デジタル技術活用推進事業
費

10,000　

札幌申請モデル推進事業費 5,000　

◎ ＩＴ市民サービス推進事業費 20,000　

　財政局

　財政部

◎ 地方公営企業等金融機構出資金 203,000　

税政部

◎ 税務事務における効率的な執行体
制検討事業費

5,955　

円滑な税源移譲実施のための市民
税対策費

1,466,000　

◎ 公的年金等からの住民税特別徴収
対策費

87,000　

　保健福祉局

　総務部

◎ 社会福祉協議会運営費等補助金
（法人後見制度）

4,700　

○ 福祉のまち推進センターステップ
アップ事業費

2,000　

◎ ふれあい会館解体費 28,000　

○ 災害時要援護者避難支援対策費 1,700　

◎ 中国残留邦人等支援事業費 306,536　

◎ 特定健康診査事業費 19,291　

　保健福祉部

地下鉄駅エレベーター等整備費 395,000　

◎ 障がい者「元気ショップ２号店」
開設等調査費

1,000　

障がい者グループホーム・ケア
ホーム設置費補助金

6,000　

地上デジタル放送等、次世代デジタル技術の
行政目的での利活用に関する調査・研究

申込受付等を対象とした簡易な電子申請シス
テムの構築

市民サービスにおけるＩＴ活用に関する実証
実験等

地方公営企業等金融機構の設立に伴う出資

区税務部を統合した市税事務所（仮称）の設
置を含めた組織体制の検討

住宅ローン控除及び年度間の所得変動に係る
経過措置を円滑に実施するための広報活動並
びに所要の還付金

平成21年度実施に向けた電算改修等

グループホーム・ケアホーム設置時の備品購
入費等を補助

平成22年度の元気ショップ２号店開設に向け
た調査を実施

札幌市社会福祉協議会が実施する法人後見業
務に対する補助

地下鉄駅エレベーター及び身障者対応トイレ
整備
［整備］北18条駅、北12条駅

地域の課題を市民自ら考え解決していく地域
福祉力の向上を図るための支援の充実

老朽化したふれあい会館（昭和47年建築）の
解体

災害時に高齢者、障がい者等の避難を支援す
るための地域における取組を促進

　中国残留邦人等に対する老齢基礎年金を補
完する生活支援給付金の支給と自立支援通訳
派遣等の地域生活支援事業を実施

生活保護受給者等に対する特定健康診査
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○ 障がい者協働事業運営費補助金 59,255　

◎ 障がい者「元気はっけん（派
遣）」事業費

5,000　

◎ 精神障がい者退院促進支援事業費 10,700　

◎ 地域活動支援センター（就労支援
型）運営費補助金

8,540　

○ ねんりんピック(全国健康福祉祭)
開催準備事業費

42,000　

○ はつらつシニアサポート事業費 32,570　

さっぽろ孤立死ゼロ安心ネット
ワークモデル事業費

3,162　

○ 特別養護老人ホーム新築費補助金 120,000　

　保険医療部（H19まで健康衛生部）

○ 乳幼児医療助成費 2,589,705　

◎ 後期高齢者療養給付費負担金等 16,617,599　

　保健所（H19まで健康衛生部）

◎ 救急医療体制整備支援事業費 12,400　

◎ 周産期医療支援事業費 5,700　

◎ 医療計画策定事業費 1,000　

◎ エイズ検査センター運営事業費 9,000　

母子保健対策費 557,103　

不妊治療支援事業費 75,470　

◎ 安全・安心な食のまち・さっぽろ
推進事業費

4,000　

人材派遣会社を通じ、障がい者の雇用と企業
の障がい者雇用を促進

現在入院中の退院可能な精神障がい者の円滑
な地域移行を促進

障がい者の継続した雇用の場となる事業の経
費を補助

就労している障がい者に対する支援を専門的
に行う地域活動支援センターに対する補助
1か所

平成21年開催の「第22回全国健康福祉祭北海
道・札幌大会」に向けた準備、リハーサル大
会の開催等

高齢者を社会貢献活動に結びつける、ＮＰＯ
や高齢者団体の自主的な活動を支援

産婦人科及び小児科の救急体制の整備に必要
となる経費を補助

地域密着型　定員29人　1か所
　　　　　　定員27人　1か所

集合住宅等における単身高齢者の孤立死を防
ぐ取組を試行的に実施

産婦人科患者の受入れが可能な医療機関情報
を一元管理する体制の整備等

急性期医療から回復期、在宅復帰・再発予防
に至るまで、切れ目のない医療を提供するこ
とを目的とした「札幌市医療計画」の策定

エイズ検査の受検を促進するため、毎週土曜
日に無料で検査を実施するエイズ検査セン
ターの運営

妊産婦及び乳幼児の健康診査等

特定不妊治療（体外受精、顕微授精）に係る
費用の助成及び不妊専門相談事業の実施

食産業・観光の振興と札幌ブランドの信頼回
復を目的とした食の安全・安心に関する中長
期的施策の推進のための調査

就学前の乳幼児の医療費の一部を助成
　現在1割負担となっている市民税課税世帯に
  おける4歳以上の子どもの通院に係る費用を
  原則無料化

75歳以上の後期高齢者を対象とした医療制度
に係る医療給付費の負担、健康診査の実施、
後期高齢者医療広域連合への負担金等
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　子ども未来局

　子ども育成部

大志塾運営事業費 3,339　

子どもの権利推進事業費 7,200　

ミニさっぽろ開催費負担金等 6,000　

◎ ワーク・ライフ・バランス取組企
業応援事業費

12,500　

○ 児童会館運営管理費 2,265,785　

ミニ児童会館運営管理費 619,474　 55か所

◎ 放課後子ども教室推進モデル事業
費

12,849　

児童会館改築費 132,100　

○ ミニ児童会館施設設備整備費 96,000　 6か所

　子育て支援部

地域主体の子育てサロン設置事業
費

3,200　

子育てアドバイザー養成・活動促
進事業費

6,100　

◎ 仮称）北区保育・子育て支援セン
ター整備費

15,000　

乳幼児健康支援デイサービス事業
費

41,121　 5か所

○ 延長保育事業費補助金等 952,250　

○ 一時保育事業費補助金等 78,339　

○ 休日保育事業費 8,259　

◎ 私立保育所老朽改築費等補助金 66,000　

○ 認可保育所整備促進事業費 10,000　

仮称)市立認定こども園整備費 257,600　

日曜、祝日における保育　2か所（新規　1か
所）

161か所（新規　10か所）

78か所（新規　7か所）

ミニ児童会館の整備が困難な小学校における
放課後の居場所をつくるモデル事業等

北郷児童会館
4階建（1階部分）　460㎡

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

子どもたちが社会の仕組みを体験し、学ぶイ
ベントの開催に係る負担金等

老朽化が著しいため改築等を必要とする私立
保育所に対する補助

2階建　1,242㎡
定員115名
区保育・子育て支援センターと幼稚園の併設
施設

子育てアドバイザー養成講座、日曜日にファ
ミリー子育てひろば開催

実施設計

認可保育所の整備を促進するための設備整備
費の助成
2か所　定員増　120人

地域が主体となる子育てサロンの立ち上げや
活動の支援

104か所

子どもたちが自由な発想で企画した活動を自
分たちの力で進めていく場の提供

条例の制定、啓発活動等
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　児童福祉総合センター

○ 児童家庭支援センター運営費補助
金等

20,830　

◎ 通園バス購入費 30,000　 1台

　環境局

　環境事業部

◎ スリムシティさっぽろ計画推進費 4,273　

◎ ごみステーション管理支援事業費 36,837　

◎ リサイクル推進基金造成費 10,000　

リサイクル事業推進費 12,983　

定山渓地区生ごみ堆肥化推進事業
費

37,323　

◎ 家庭用廃食油資源化促進事業費 2,800　

◎ ＡＰＬＡＳ札幌2008実行委員会負
担金

3,000　

◎ リサイクル・パートナーシップモ
デル事業費

5,200　

◎ 雑がみ分別収集モデル実験事業費 3,500　

◎ 地区リサイクルセンター設置事業
費

5,000　

◎ 資源物売却益地域還元事業費 60,000　

事業ごみ分別・リサイクル総合対
策事業費

13,000　

◎ 厚別リユース広場整備費 104,000　

◎ 発寒第二清掃工場解体費 625,000　

　環境都市推進部

「環境首都・札幌」宣言事業費 6,000　

◎ こども環境サミット札幌関連事業
費

47,000　

児童問題に係る24時間電話相談、児童虐待通
告等に係る初期調査等
2か所

ごみ排出指導の体制強化

「環境首都・札幌」の宣言及び「エネルギー
戦略」の構築

事業ごみの分別指導及びリサイクルへの誘導
強化

スリムシティさっぽろ計画書の作成等

20年度末基金現在高見込　758百万円

10月に札幌で開催されるアジア太平洋埋立国
際会議への負担金

町内会等地域団体によって集められた生ごみ
の分別収集・資源化

古紙、草木類など資源物を無料で持ち込める
「地区リサイクルセンター」の運営

ごみ減量・リサイクルなどへの取組に対する
支援等

定山渓地区の生ごみ減量化・資源化の推進

家庭用廃食油回収拠点の拡大及びＢＤＦ（バ
イオディーゼル燃料）の普及啓発

雑がみ分別収集に向けた各種課題の把握

ごみステーション管理器材購入助成等

20～21年度
総事業費　1,250百万円
　跡地にリサイクル施設を建設するた
　め、閉鎖した工場を解体

国内外100人の子どもたちによる「こども環境
サミット札幌」開催費負担金等

厚別リユースプラザ
平家建　594㎡

－37－



次世代エネルギーパーク推進事業
費

12,000　

◎ 札幌・エネルギーecoプロジェク
ト事業費

211,000　

　みどりの推進部

◎ 創成川公園整備費 22,000　

○ ユニバーサルデザインの公園づく
り事業費

398,120　

◎ 福祉と多世代のふれあい公園づく
り事業費

48,200　

北緯43°花香る北の街づくり事業
費

54,700　

木立を感じる街づくり事業費 159,300　

さっぽろふるさとの森づくり事業
費

11,486　

　円山動物園

◎ インドネシア特別展開催費 8,000　

◎ 野生復帰ゾーン整備費 191,000　

◎ 自然体験ゾーン整備費 106,000　

◎ 熱帯植物館解体費 40,000　

　経済局

　産業振興部

○ 地域商業魅力アップ事業費 26,600　

都心商業活性化支援事業費 7,800　

コミュニティビジネスによる商店
街振興事業費

3,400　

企業誘致促進事業費 80,300　

雇用創出型ニュービジネス立地促
進事業費

216,760　

次世代エネルギーパーク事業基本設計及び円
山動物園の熱源転換等設計

ＣＯ２削減に向けた新エネ・省エネ機器導入

への融資・補助

熱帯植物館の解体及び既存爬虫類・昆虫類館
との分離

園内ビオトープの整備、散策園路等の造成

繁殖用ケージ、訓練用ケージ、飛行訓練用
ケージの建設

インドネシアとの国交樹立50周年記念の特別
展示

身障者対応トイレ整備、園路段差解消等

植樹祭、市民メモリアル植樹園の実施

未利用公有地等における地域主体の花壇づく
り(コミュニティガーデン）等の実施

創成川通のアンダーパス連続化事業により創
出される地上部の緑地空間の整備

障がい者施設や地域と連携した、ニーズに合
わせた既設公園の再整備等

一家庭一植樹運動の推進、街路樹の保護・育
成等の実施

ＩＴ、デジタルコンテンツ、バイオ等企業の
誘致ＰＲ、立地企業に対する補助

雇用創出効果の期待できる人材集約型企業の
誘致ＰＲ、立地企業に対する補助等

魅力ある商業地の創出に取り組む商店街等に
対する支援

都心のにぎわい創出のためのイベントやＴＭ
Ｏの事業に対する補助

商店街等と市民活動団体等が連携してコミュ
ニティビジネスに取り組む事例に対する支援
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○ 地場流通活性化事業費 9,500　

◎ さっぽろオータムスイーツファン
タジー開催費補助金

7,000　

「食のまち・札幌」推進事業費 20,640　

アジア圏等経済交流促進事業費 43,406　

高度情報通信人材育成・活用事業
費

59,400　

デジタルコンテンツ産業化推進事
業費

40,580　

創 造 都 市 さっ ぽろ （sapporo
ideas city）活用事業費

3,500　

札幌スタイル推進事業費 23,490　

○ 大学連携型施設等運営事業費 11,800　

新産業育成推進事業費 11,250　

◎ さっぽろバイオクラスター構想
“ＢＩＯ－Ｓ”推進事業費

9,500　

◎ さっぽろフィルムコミッション強
化事業費

6,000　

◎ さっぽろコンテンツマーケット創
出事業費

34,000　

コミュニティ型建設業創出事業費 11,590　

中小建設業等経営資源活用型モデ
ル事業費

21,000　

中小企業支援センター事業費 40,332　

中小企業アドバイザー事業費 4,409　

国際競争力のあるバイオクラスターの形成を
推進するため、大学・企業等の研究を支援

さっぽろスイーツのＰＲを目的とした大通公
園でのイベント開催に対する補助

市内情報通信産業の高度なスキルを持つ人材
の育成及び付加価値の高いビジネス創出の仕
組みを構築

「創造都市さっぽろ」という都市ブランドを
活用するための会議やワークショップの開催

ＮＰＯの協力によるさっぽろフィルムコミッ
ションのロケーションサービス等

離職者等の経験や知識を活かした中小企業に
対する経営支援

市内の中小流通関連事業者の競争力強化及び
販路拡大を目的とした、セミナーや展示会共
同出展事業等を実施

家屋補修・除雪等の地域の生活ニーズと、建
設業の人材や技術をマッチング・コーディ
ネートするための事業の実施

中小建設業者等が行う経営の効率化・基盤強
化への取組及び新分野進出への取組に対する
支援

新技術導入、食品見本市等販路拡大支援、ス
イーツ王国さっぽろ推進協議会への負担金等

札幌国際短編映画祭等に集積したコンテンツ
を取引するマーケットをweb上で常設化

中小企業等に対する窓口相談、専門家派遣、
調査分析等の支援

コンテンツビジネスの産業化推進のため、札
幌国際短編映画祭の開催及び海外と札幌のク
リエイターの交換派遣を支援

海外との産業ネットワークの拡大を図るた
め、市内企業の海外事業展開を支援

デザインコンペティションの開催及び入賞作
品の商品化、デザイン製品開発プロジェク
ト、インターンシップ等

北大等の知の集積を活かした「北大リサーチ
＆ビジネスパーク構想」推進のため、関連施
設運営費や研究開発等を支援

中小企業等の異業種間及び大学等との連携を
推進し、研究開発から販路拡大までを一貫し
て支援
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ものづくり産業活性化支援事業費 13,500　

◎ 中小企業ネットワーク構築・推進
事業費

28,398　

◎ 団塊の世代及び女性の起業支援事
業費

6,000　

◎ 中小企業事業承継支援事業費 1,500　

一般中小企業振興資金貸付金 62,980,000　

特別資金貸付金 15,840,000　

◎ 元気がんばれ資金貸付金 956,100　

ベンチャー支援事業費 35,613　

雇用推進部

快適な職場づくり支援事業費 1,634　

○ 就業サポートセンター等事業費 106,124　

若年層就業体験支援事業費 29,510　

◎ 季節労働者通年雇用促進支援事業
費

7,380　

農政部

「顔の見える農業」推進事業費 3,495　

魅力ある食づくり推進事業費 3,000　

○ 市民参加型農業推進事業費 4,230　

レンタルファーム推進事業費 2,811　

環境保全型農業支援事業費 2,500　

　観光文化局

　観光部

ターゲット別国内観光プロモー
ション事業費

6,500　

ベンチャー企業の円滑な創業や事業展開を支
援

地域に根ざした小規模零細企業に対する運転
資金、設備資金等の貸付

商店街活性化資金、物流振興資金、工業振興
資金、新事業支援資金、創業支援資金、観光
関連施設整備資金

中小企業に対する運転資金、設備資金等の貸
付

「さっぽろ農学校」の運営と市民の農業参加
機会の創出

「さっぽろとれたてっこ」認証制度による札
幌産農畜産物の消費拡大を支援

地元農産物を使った見本市の開催及び素材の
需要調査等により食品産業との連携を促進

業種別懇談会やフォーラム等の開催、中小企
業へのヒアリングの実施

ものづくりの高付加価値化に取り組む市内中
小企業者や企業グループ等に対する補助

コーディネーターが個別アドバイスを行い起
業に結びつける「起業塾」の開催

事業承継者がいない中小企業と事業承継希望
者とのマッチング

異業種の企業等の農業参入を支援

耕畜連携による有機資源循環システムの構築
等

ハローワーク、民間と連携しながら、ワンス
トップ型の各種就業支援事業を実施

若年求職者を対象とした就業体験やセミ
ナー、カウンセリングなど総合的な就業支援

増加している労働に関する問題の解決支援の
ため、国・道等と連携して情報提供等を実施

国や道などと連携し、季節労働者の通年雇用
化を促進

首都圏・関西圏等における旅行代理店やマス
コミへの直接的なＰＲ等
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国際観光促進事業費 9,135　

観光都市さっぽろ推進事業費 29,265　

さっぽろ雪まつり魅力アップ事業
費

28,000　

藻岩山魅力アップ事業費 36,300　

さっぽろライラックまつり魅力
アップ事業費

4,000　

平岡公園梅林ライトアップ事業費 6,800　

◎ 新たな秋のイベント事業費 20,000　

○ 大通公園スケーティング・スクエ
ア事業費

14,000　

　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補助金等

222,120　

札幌交響楽団運営費補助金 160,000　

○ 文化活動練習会場学校開放事業費 14,525　

舞台芸術創作活動支援事業費補助
金

3,800　

さっぽろアートステージ事業費 23,400　

○ サッポロ・シティ・ジャズ事業費
補助金

18,000　

アートボックス事業費補助金 10,000　

文化芸術振興条例に基づく基本計
画策定費

3,900　

◎ 子どもの美術体験事業費補助金 2,000　

◎ 子どもの映像制作体験事業費補助
金

1,000　

市内各所でジャズライブを開催する事業に対
する補助

芸術の森野外ステージの客席部分に仮設スタ
ンドを設置し、音楽や舞踊等を公演する事業
に対する補助

条例の趣旨、内容を具体化する基本計画の策
定

子どもたちが本格的な映像制作を一から体験
する事業に対する補助

小学校へのアーティスト派遣及び小学生を美
術館に招待する事業に対する補助

冬の大通公園にスケートリンクを開設

「食」をテーマとした集客イベントを実施

市民・企業・行政の協働による街の魅力づく
りや札幌の観光ＰＲ等

平岡公園における梅林の夜間ライトアップの
実施

ライラックまつりにおけるイベントの充実や
大連市アカシア祭りとの提携事業の実施

20年7月5日～7月31日開催

藻岩山魅力アップ構想に基づくソフト事業の
推進及び施設の再整備に係る補助等

雪まつりさとらんど会場における市民参加促
進の実施等

観光セミナー開催、マスコミ関係者招へい、
海外旅行見本市出展、外国語版観光マップ制
作等

札幌交響楽団に対して運営費の一部を補助

11月の文化芸術月間に、複合的・総合的文化
事業を開催

音楽、演劇等の文化活動団体（アマチュア）
の練習会場として小学校の教室を開放　16校
22教室(新規1教室）

演劇などの活動を行う劇団に対して活動拠点
に係る家賃等の一部を補助
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博物館建設構想推進事業費 15,329　

佐藤忠良関連施設整備費 236,200　

創成川アートワーク事業費 5,200　

◎ 仮称）あけぼのアート＆コミュニ
ティセンター整備費

54,700　

キタラファーストコンサート事業
費補助金

28,761　

文化財施設整備費 2,300　

　スポーツ部

ファイターズ屋内練習場市民開放
事業費

3,400　

(株)北海道フットボールクラブ事
業費補助金

85,500　

◎ ノルディックスキー札幌大会記念
ウィンタースポーツ活性化事業費

12,600　

さっぽろスポーツキャラバン隊事
業費

6,000　

トップアスリートの積極活用事業
費

2,000　

◎ 子ども体力向上事業費 6,000　

スポーツ事業促進助成費 206,071　

中島体育センター耐震改修事業費 5,200　

　建設局

　管理部

◎ 道路維持管理計画策定費 14,000　

地域と創る冬みち事業推進費 111,000　

塔屋部分等の耐震補強

子どもの体力向上を図るため、発育段階に合
わせた運動プログラムの開発や指導者の養成
を行う事業に対する補助

北海道日本ハムファイターズの屋内練習場の
借上料の一部をＮＰＯ法人に対し補助

青少年の音楽普及及び振興を図るため、市内
の小学校6年生全員が在学中にオーケストラ演
奏を鑑賞体験するプログラムを実施

芸術の森における「佐藤忠良と子どもの世
界」をテーマとした体験型ギャラリーの整備
等

博物館計画推進方針に基づく、博物館活動セ
ンターを拠点としたソフト重視の博物館づく
りを推進

創成川河畔にパブリックアートを設置する計
画の策定

旧曙小学校跡施設を活用して文化芸術と地域
の融合を目指した市民レベルの文化活動拠点
の整備に向けた設計等

地域住民を対象とした日常的な運動やスポー
ツ活動のきっかけとなるプログラム等を企画
提供

札幌マラソン大会、宮様スキー大会国際競技
会、札幌国際スキーマラソン大会補助、プー
ルロッカー中学生以下無料化に係る減免補て
ん補助等

トップアスリートと市民が身近に接するス
ポーツイベントやフォーラム等の開催

文化財施設の保全計画策定

ウィンタースポーツの活性化を図るため、中
学校のスキー授業支援やウィンタースポーツ
地域出前事業等を実施

北海道フットボールクラブが行う下部組織育
成事業等に対する補助

除排雪に関する町内会との意見交換会の開催
等

計画の策定に伴う調査検討業務を委託
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　土木部

交通安全施設整備費 2,074,000　

道路橋りょう整備費 832,700　

街路橋りょう整備費 1,358,000　

創成川通アンダーパス連続化整備
費

5,044,000　

札幌駅前通地下歩行空間整備費 2,734,000　

ＪＲ白石駅周辺地区整備費 582,000　

　都市局

　市街地整備部

○ 厚別副都心地区街づくり事業費 132,000　

ＪＲ篠路駅西第２地区再開発事業
費

324,000　

◎ 琴似４・２地区再開発事業費補助
金

220,000　 再開発事業費補助

木造住宅耐震診断補助金等 10,500　

○ 特定優良賃貸住宅供給事業費 248,348　

借上市営住宅整備事業費 27,900　

高齢者向け優良賃貸住宅供給事業
費

46,000　

新設
　仮称)追分2号橋等　2橋
架換
　雁来5号橋等　2橋
橋りょう耐震補強
　南22条大橋等　7橋

本体構築工、設備工、親水緑地空間(河川部
分)整備等

掘削工・構築工(本体)、建築工・設備工(地下
鉄さっぽろ駅)、地下埋設物移設補償等

用地補償、支障物件移設、白石駅北通道路改
良等

新設
　仮称)川向中通2号橋　1橋
架換
　山本栄橋等　2橋
橋りょう耐震補強
  南郷通高架橋等　2橋

歩道整備
　都心地区等(バリアフリー)　5地区
　山口茨戸連絡線等　9路線
あんしん歩行エリア・事故危険箇所
　手稲駅周辺地区等　6地区
歩道改良
　米里中の島線等　15路線

再開発事業費補助、周辺基盤整備

実施設計、２階通路改修等

旧耐震基準で建築された木造住宅の耐震診断
を行った市民に対する補助

家賃補助 867戸
子育て家庭に対する家賃補助の拡大

民間事業者等が建設する住宅を市営住宅とし
て借り上げるため、建設費に対して補助
　新規  30戸
　継続  20戸

民間活力を利用した良質な高齢者向け住宅の
供給
  建設費補助
　　新規　　　50戸
　家賃補助　 147戸
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既設市営住宅バリアフリー化事業
費

176,000　

○ 融資住宅建設資金貸付金等 369,314　

市営住宅建設費 620,000　

市営住宅建設費 3,069,000　

市営住宅建設費 336,000　

◎ 市営住宅建設(20～21)費 28,000　

◎ 市営住宅建設(20～22)費 40,000　

　建築部

保全計画策定費 77,900　

耐震診断費 20,300　

◎ 保全推進事業費 310,000　

市有建築物長寿命化推進事業費 480,000　

　建築指導部

建築物耐震化促進事業費 63,300　

◎ 民間建築物吹付けアスベスト対策
事業費

1,230　

消防局

総務部

◎ 篠路出張所改築設計費 104,000　

既設市営住宅へのエレベーターの設置、浴槽
改修等のバリアフリー化を実施

融資利率　無利子
        （現行金利水準の場合）
融資対象　市内に住所を有する高齢者・
　　　　  障がい者若しくは耐震改修を
　　　　　行う者又はその親族
融資限度額　最高　400万円
償還期間　最長　20年間
新規　100戸、継続　475戸

共同施設等整備
　光星、真駒内本町、山口、月寒等
住棟・敷地整備
　下野幌

継続費　18～20年度
総事業費　5,190百万円
建替分　下野幌　126戸
建替分　幌北　　154戸

継続費　19～21年度
総事業費　1,659百万円
建替分　下野幌　90戸

20～21年度
総事業費　1,253百万円
建替分　下野幌　65戸

20～22年度
総事業費　936百万円
建替分　下野幌　45戸

公共建築物の長期の保全計画とその実行計画
となる修繕計画の作成

新耐震構造基準以前に建築された施設の耐震
診断

「耐震改修促進計画」に基づく普及啓発及び
民間建築物の耐震診断補助等

民間建築物に使用されているアスベスト対策
に対する補助

計画的な修繕を中心とする一元的な保全事業

市有建築物の計画修繕モデル事業及び劣化が
進んでいる建築物の緊急的な修繕・改修

移転改築に伴う実施設計及び用地購入
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◎ 南消防署耐震化改修設計費 2,500　

◎ 消防ヘリコプター整備費 1,220,000　

住宅用火災警報器普及促進事業費 1,000　

◎ 北海道洞爺湖サミット消防特別警
戒対策費

18,000　

　教育委員会事務局

　総務部

学校規模適正化推進事業費 9,512　

幼稚園改築費 207,600　

◎ 小学校増築費 136,000　

○ 小学校改築費 2,448,925　

中学校改築費 98,075　

市立札幌大通高校整備費 3,400　

◎ 特別支援学校増築費 289,800　

耐震補強事業費 1,855,000　

◎ さっぽろ学校給食フードリサイク
ル事業費

9,370　

学校教育部

学校教育指導費 39,890　

○ 外国語指導助手関係費 240,175　

◎ 特別支援教育支援員活用事業費 48,600　

マスコミ等を活用した広報

応援部隊等の派遣

消防ヘリコプター1機、ヘリコプターテレビ電
送システム（機上設備）等

実施設計

中央幼稚園　　　耐力度調査
しんえい幼稚園　改築
                仮設園舎リース

屯田北小学校
　校舎　516㎡
　（普通　4教室、特別支援　2教室）

北郷小学校
　校舎　4階建　延9,153㎡
　（普通　24教室、特別　12教室、特別
　　支援　2教室）
平岸西小学校
　仮設校舎建設、実施設計、既存校舎解体

発達障がい等の子どもについて、学習活動上
の支援等を行うため、特別支援教育支援員を
導入

小規模化が進む学校の規模適正化の検討

工事　18校

ＰＦＩアドバイザリー契約

東白石中学校
　仮設校舎解体
羊丘中学校
　仮設校舎解体

生ごみ収集体制基盤整備、啓発（報告会、パ
ネル作成、指導教材作成）

豊明高等養護学校
　校舎　391㎡
　（特別　4教室）

子どもの読書活動推進等

48人（増員5人）
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○ スクールカウンセラー活用事業費 206,490　

◎ 自己評価・学校関係者評価の充
実・改善等のための実践研究事業
費

10,092　

◎ 小学校における英語活動等国際理
解活動推進事業費

5,037　

◎ 理科支援員等配置事業費 22,461　

◎ 地域における学力調査活用に関す
る普及・啓発事業

5,000　

○ 奨学金支給費 50,001　

◎ 幼児教育センター関係事業費 13,000　

生涯学習部

野外教育事業費 17,362　

○ 学校図書館開放事業費 75,956　

学校・地域連携事業費 2,508　

◎ 市民ホール運営管理費 171,000　

中央図書館

○ 中央図書館運営管理費 358,953　

理科支援員等を配置し、小学校における理科
授業内容等の充実

小学校における英語活動を通じた、人材活
用・指導方法等の研究

小学校　207校、中学校　98校、
高等学校　9校
　いじめや不登校などの課題に対応する
　ため、臨床心理の専門的知識を有する
　スクールカウンセラーの小学校及び中
　学校への派遣時間延長

学校評価ガイドラインに基づく、自己評価・
学校関係者評価や情報提供に係る実践研究
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本年度予算額

　土地区画整理会計

　開発事業部

土地区画整理事業費 5,672,000　

　介護保険会計

　保健福祉部

◎ 生活機能評価事業費 362,245　

特　別　会　計

会計・事業名 事業内容

市施行　4地区
　西宮の沢、富丘西、東雁来第２、
　新琴似駅前
組合施行　4地区（※は助成・貸付地区）
　簾舞、南あいの里（※）、手稲山口、
　手稲曙西

介護予防の必要な特定高齢者の把握及び予
防事業への参加可否をチェックする「生活
機能評価」を実施
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本年度予算額

　病院事業会計

医療器械等購入 525,000　

　中央卸売市場事業会計

中央卸売市場施設整備 125,000　

　軌道事業会計

路面電車施設整備 290,000　

　高速電車事業会計

地下鉄施設整備 12,239,000　

　水道事業会計

水道施設整備 2,640,400　

水道配水管布設 4,441,600　

　下水道事業会計

下水道管路布設 6,977,000　

市場用地面整備工事
給電スタンド新設工事
その他

軌道改良
車両改良（2両）
その他

磁気共鳴画像診断装置（ＭＲＩ）等

企　業　会　計

会計・事業名 事業内容

東西線車両更新（3編成）
東西線可動式ホーム柵設置工事
自動出改札装置等の更新
（ＩＣカード対応化を含む）
火災対策
バリアフリー化
南北線高架部耐震補強工事
その他

配水管
　幹線　　　　　　　 　　 6,345ｍ
　枝線　　　　　　　 　　17,681ｍ
　補助管　　　　　  　 　 4,000ｍ
　市街化調整区域　　　 　 2,630ｍ
　ブロック配水施設　 　 2か所新設
  水管橋耐震補強　　　　7橋

導・浄水施設
　豊平川水道水源水質保全事業
　水道施設保安強化整備事業
送・配水施設
　白川第3送水管新設工事
　高区配水施設耐震化工事
　高区配水施設整備工事
　緊急貯水槽　手稲区「新陵小学校」

管路布設　　　　　　　　 23,675ｍ
　市街化区域幹線　　　　  6,065ｍ
　市街化区域枝線　　　　 17,410ｍ
　市街化調整区域　　　　 　 200ｍ
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下水道施設整備 9,423,000　 処理場　11か所
　篠路拓北処理場第3期 　(19～20年度)
　東部スラッジセンター第3期
　　　　　　　　　　　　(19～21年度)
  厚別処理場第9期       (19～21年度)
  西部スラッジセンター濃縮棟増設工事
　豊平川水再生プラザ機械電気設備工事
　伏古川水再生プラザ機械電気設備工事
　その他

ポンプ場　8か所
  茨戸東部中継ポンプ場第3期
　　　　　　　　　　　　(19～21年度)
　その他
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（単位：千円）

予　算　額 施　　　設　　　の　　　概　　　要 完成年月 担　当　部

藤野地区センター(改修） 43,000
（南区）藤野2条7丁目
   エレベーター

21年3月

白菊会館（改築） 76,000
（白石区）菊水元町8条1丁目
   平家建　175㎡

20年9月

跡
地
利
用

厚別リユース広場 104,000
（厚別区）厚別東3条1丁目
    リユースプラザ　平家建　594㎡

20年10月 環 境 事 業 部

地下鉄駅エレベーター等 101,000
（北区）北18条駅
   エレベーター、身障者対応トイレ　総事業費611,000
   【継続費18～20】

21年3月

294,000
（北区）北12条駅
   エレベーター、身障者対応トイレ　総事業費507,000
   【継続費19～20】

21年3月

特別養護老人ホーム（新築補助） -
（厚別区）厚別町下野幌

定員29人 地域密着型 補助金交付額60,000（19年
度）

20年8月

60,000
（北区）篠路町拓北
   定員29人　地域密着型

21年2月

60,000
（手稲区）手稲本町3条4丁目
   定員27人　地域密着型

20年12月

知的障害児施設（改築補助） 249,290
（清田区）真栄483-4
　 2階建　1,562㎡　定員45人

21年3月

北郷児童会館（改築） 126,705
（白石区）北郷4条5丁目
北郷小の一階部分　460㎡

21年3月 子 ど も 育 成 部

仮称）市立認定こども園 458,200
（清田区）真栄2条1丁目
   2階建　延べ1,242㎡　定員115人　幼稚園、
   保育所（乳幼児併設）、子育て支援機能

21年3月

私立保育所（新築補助） (111,120)
（東区）北36条東17丁目
   定員120人　　　　　　　　乳幼児併設

21年3月

（東区）北23条東14丁目
　 定員120人（30人増）　　乳幼児併設

21年3月

（西区）西野7条2丁目
    定員150人（30人増）　　乳幼児併設

21年3月

（白石区）平和通17丁目北
　　定員90人（30人増）　　　乳幼児併設

21年3月

（白石区）北郷7条3丁目
    定員90人（30人増）　　　乳幼児併設

21年3月

火
葬
場

里塚斎場（大規模改修） 1,703,000
（清田区）里塚506番地
　 2階建　延べ8,535㎡　火葬炉：30基　焼却炉：1基
　 総事業費2,241,000【継続費19～20】

20年12月 保 健 所

仮）新発寒7-11公園 21,200
（手稲区）新発寒7条11丁目
　　街区公園　0.09ha

21年3月

五天山公園 328,200
（西区）福井504-1他
　　総合公園　24.8ha

21年3月

公
　
園

(261,239)

(18,750)

子 育 て 支 援 部私立保育所（改築補助）

平 成 20 年 度 中 完 成 予 定 施 設

施　　　　設　　　　名

保 健 福 祉 部

コ
ミ

ュ
ニ
テ

ィ
施
設

地 域 振 興 部

社
会
福
祉
施
設

私立保育所（増築補助）

み ど り の 推 進 部

20年1定補
正で前倒し
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予　算　額 施　　　設　　　の　　　概　　　要 完成年月 担　当　部施　　　　設　　　　名

公
　
園

旭山記念公園 394,000
（中央区）界川3丁目他
　　特殊公園　18.6ha

21年3月 み ど り の 推 進 部

下野幌団地（建替）
（厚別区）青葉町３丁目
    2棟　126戸

20年8月

幌北団地（建替）
（北区）北25条西3丁目
    3棟　154戸

20年11月

仮）東苗穂5･2マンション借上市営住
宅（新築補助）

25,752
（東区）東苗穂5条2丁目
    20戸

20年9月

仮）ＪＲ篠路駅西第2地区借上市営住
宅（新築補助）

181,480
（北区）篠路3条6丁目
    72戸

20年10月

（東区）北18条東2丁目（北18条さくら公園）
　　容量　100㎥

21年3月

（西区）山の手2条10丁目（山の手草ぶえ公園）
    容量　100㎥

21年3月

円山動物園　野生復帰ゾーン 191,000
（中央区）宮ヶ丘3番地1
　　1,130㎡　オオワシやシマフクロウのリハビリケージ等

21年3月

円山動物園　自然体験ゾーン 106,000
（中央区）宮ヶ丘3番地1
　　20,000㎡　ビオトープ

21年3月

佐藤忠良関連施設 236,200
（南区）芸術の森2丁目野外美術館敷地内
　　木造平家建　330㎡

20年9月 文 化 部

屯田北小学校（増築） 136,000
（北区）屯田9条3丁目
　　3階建　延べ516㎡

21年3月

豊明高等養護学校（増築） 289,800
（北区）西茨戸4条1丁目
　　2階建　延べ391㎡

21年3月

北郷小学校（改築） 2,067,904
（白石区）北郷4条5丁目
　　4階建　延べ9,153㎡

21年3月

市民ホール（市民会館代替施設） 171,000
（中央区）北１条西１丁目
　　4階建　延べ約6,000㎡、席数約1,500席、
    楽屋4室、会議室5室

20年10月 生 涯 学 習 部

地下鉄駅避難通路・エスカレーター 306,000
（中央区）すすきの駅
　　避難通路（ホーム～地上）、エスカレーター
　　総事業費【1,169,000】

20年10月

1,092,000
（中央区）中島公園駅
　　避難通路（ホーム～地上）、エスカレーター
　　総事業費【1,871,000】

21年3月

水
　
道

緊急貯水槽 102,400
（手稲区）新発寒6条6丁目（新陵小学校）
　　容量　　100㎥

21年1月 給 水 部

消
防
施
設

市
営
住
宅

耐震性貯水槽

交
　
通

高 速 電 車 部

教 ） 総 務 部

教
育
施
設

円 山 動 物 園

市 街 地 整 備 部

39,000 消 ） 総 務 部

3,069,000 総事業費5,190,000
【継続費18～20】
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使用料・手数料等の見直し項目

●使用料・手数料・諸収入(行財政改革プラン上の見直し項目）

（単位　千円）

道路占用料 13,738

堤防使用料 664

高等学校授業料 8,104

市営住宅駐車場使用料 16,200

保健所等使用料 459

　使用料　小計 39,165

現況図交付手数料 96

ごみ処分手数料（事業系） 261,439

し尿処理等手数料 23,385

衛生研究所検査手数料 900

　手数料　小計 285,820

現況図DMデータ販売料 2

清掃事業収入（RDF） 7,718 固形化燃料売却代　1,150→1,500円/ｔ

自転車等撤去収入 6,188

　諸収入　小計 13,908

　合計 338,893

改定効果

広告板　9,100 → 11,000円/㎡･年

主　　な　　見　　直　　し　　内　　容

工作物を伴う敷地　土地価格×5.75％ → 土地価格×6％

項　　　　　　　目

自転車　1,000→2,000円、原付　2,000→4,000円

基図データ　147,000→148,700円

妊婦甲状腺機能検査　1,000→1,100円

BCG予防接種　1,660→1,880円、ポリオ予防接種　1,120→1,340円
(いずれも任意接種）

焼却　　 130→ 170円/10kg、 埋立　140→ 170円/10kg
資源化    90→ 110円/10kg

くみ取   　210→ 240円/27㍑、
汚泥処分　70→   80円/27㍑

A0版　1,000→1,100円、A2版　950→1,000円

全日制　9,600→9,900円/月、定時制　1,300→2,000円/月

Aランク　4,900→5,500円/月
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