
Ⅰ 子ども未来局機構図 

（令和４年７月１日現在）

子ども未来局 子ども育成部長 子ども企画課長 庶務係長

施設保全担当係長

企画係長

放課後児童担当課長 放課後児童係長

整備事業推進担当係長

子どもの権利推進課長 子ども活動係長

子どもの権利推進担当係長

育成・支援担当係長

子どものくらし支援担当課長 子どものくらし支援担当係長

子育て支援部長 子育て支援課長 事務係長

子育て家庭係長

子育て支援推進担当係長

調整担当係長

開設準備担当係長

給付金担当課長 手当給付係長

給付金担当係長

指導担当課長 指導担当係長(5)

栄養指導担当係長

子育て支援総合センター担当課長 子育て支援係長

南区保育・子育て支援センター担当課長 南子育て支援係長

（子育て支援総合センター担当課長兼務）

幼保連携担当課長

北区保育・子育て支援センター所長 保育係長

子育て支援係長

新琴似保育園長

新川保育園長

東区保育・子育て支援センター所長 保育係長

子育て支援係長

みかほ保育園長

白石区保育・子育て支援センター所長 保育係長

子育て支援係長

青葉保育園長

菊水乳児保育園長

厚別区保育・子育て支援センター所長 保育係長

子育て支援係長

東札幌保育園長

東白石保育園長

豊平区保育・子育て支援センター所長 保育係長

子育て支援係長

美園保育園長

豊園保育園長

認定こども園にじいろ園長 保育教育係長

（幼保連携担当課長兼務） 子育て支援係長

西区保育・子育て支援センター所長 保育係長

子育て支援係長

山の手保育園長

手稲区保育・子育て支援センター所長 保育係長

子育て支援係長

あけぼの保育園長

支援制度担当部長 保育推進課長 保育企画係長

施設整備担当係長

保育料係長

施設運営課長 運営係長

運営調整担当係長

給付係長
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Ⅰ 子ども未来局機構図 

児童相談所長 地域連携課長 管理係長

運営指導担当係長

地域連携担当係長

企画担当係長
中央区地域連携担当課長（中央区健康・子ども課長兼務）

北区地域連携担当課長（北区健康・子ども課長兼務）

東区地域連携担当課長（東区健康・子ども課長兼務）

白石区地域連携担当課長（白石区健康・子ども課長兼務）

厚別区地域連携担当課長（厚別区健康・子ども課長兼務）

豊平区地域連携担当課長（豊平区健康・子ども課長兼務）

清田区地域連携担当課長（清田区健康・子ども課長兼務）

南区地域連携担当課長（南区健康・子ども課長兼務）

西区地域連携担当課長（西区健康・子ども課長兼務）

手稲区地域連携担当課長（手稲区健康・子ども課長兼務）

緊急対応担当部長 緊急対応担当課長 調査担当係長(7)

家庭支援課長 地域支援係長

里親担当係長

一時保護一係長

一時保護二係長

一時保護三係長

相談判定一課長 相談一係長

相談二係長

相談三係長

相談四係長

判定係長

相談判定二課長 相談一係長

相談二係長

相談三係長

判定係長

法務担当課長

医事担当部長

医務担当部長

（子ども発達支援総合センター子ども心身医療担当部長兼務）

（子ども発達支援総合センター児童心療担当部長兼務）

（子ども発達支援総合センター診療担当部長兼務）

調整担当係長

（子ども育成部長兼務） （子ども育成部子どもの権利推進課長兼務）

医務担当部長

医務担当部長

子どもの権利救済事務局長 次長
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Ⅱ 職員構成 

（令和４年７月１日現在）

局 部 課 係 業務職員 技能職員 計

庶務係 （※1） 8 8

施設保全担当 1 1

企画係 4 4

放課後児童係 （※3） 8 8

整備事業推進担当係 1 1

子ども企画課計 21 1 22

子ども活動係 （※3） 6 6

子どもの権利推進担当 2 2

育成・支援担当 3 3

子どものくらし支援担当 （※3） 2 2

子どもの権利推進課計  13 13

子ども育成部計 34 1 0 0 35

事務係 （※2） 9 9

子育て家庭係 4 4

子育て支援推進担当 3 3

調整担当 2 2

開設準備担当 1 1 2

手当給付係 （※3） 13 13

給付金担当係 1 1

指導担当 （※3） 9 9

栄養指導担当 5 5

子育て支援総合センター （※3） 8 8

南区保育・子育て支援センター 8 8

子育て支援課計 33 31 64

北区保育・子育て支援センター （※3） 62 3 65

東区保育・子育て支援センター （※3） 42 1 43

白石区保育・子育て支援センター （※3） 55 3 58

厚別区保育・子育て支援センター （※3） 52 2 54

豊平区保育・子育て支援センター （※3） 58 3 61

認定こども園にじいろ （※3） 28 1 29

西区保育・子育て支援センター （※3） 55 2 57

手稲区保育・子育て支援センター （※3） 42 2 44

保育企画係 （※2） 6 6

施設整備担当 5 5

保育料係 5 5

保育推進課計 16 16

運営係 （※3） 9 9

運営調整担当 1 1

給付係 7 7

施設運営課計 17 17

子育て支援部計 66 425 17 0 508
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Ⅱ 職員構成 

局 部 課 係 業務職員 技能職員 計

管理係 （※1） 7 (※4） 3 1 11

運営指導担当 1 1

地域連携担当 1 1

企画担当 1 1

緊急対応担当 （※2） 21 2 23

地域連携課計 31 5 0 1 37

地域支援係 （※3） 13 13

里親担当 1 1

療育指導係 11 11

一時保護一係 7 3 10

一時保護二係 5 7 12

一時保護三係 5 5 10

家庭支援課計 31 26 57

相談一係 （※3） 9 9

相談二係 7 7

相談三係 7 7

相談四係 8 8

判定係 8 1 9

相談判定一課計 39 1 40

相談一係 （※3） 8 8

相談二係 7 7

相談三係 6 6

判定係 6 1 7

相談判定二課計 27 1 28

法務担当課 1 1

児童相談所計 129 0 1 163

2 2

子ども未来局計 230 17 1 706

注：人数は現員であるため、休職中、派遣及び兼務の人数は含まれない。

※1　局部課長職を含む。

※2　部課長職を含む。

※3　課長職を含む。

※4　部長職を含む。
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Ⅲ 事務分掌 

(令和４年７月１日現在) 

１ 子ども育成部

子ども育成部 

子ども企画課 

庶務係 

(1) 局所管事務の運営管理に係る総括調整 

(2) 局長の秘書 

(3) 公印の管理 

(4) 部内及び子どもの権利救済事務局の経理 

(5) 寄附金品の受理 

(6) 局の広報に係る総括調整 

(7) 児童相談所事務指導監査に関すること。 

(8) 局内他部課係等の主管に属しないこと。 

施設保全担当係長 

(1) 局所管施設の保全・修繕等に関すること（シックハウス・耐震対策

等含む。）。 

(2) 局所管施設の整備に関すること。 

(3) 児童会館の新築・改築・修繕（保全）計画に関すること（整備計画

を含む。）。 

企画係 

(1) 子どもに関する施策の調査、企画及び総括調整 

(2) 第４次さっぽろ子ども未来プランに関すること。 

(3) 札幌市子ども・子育て会議に関すること。 

(4) 札幌市子どもの権利総合推進本部に関すること。 

(5) ワーク・ライフ・バランス plus 企業認証制度に係る助成金に関する

こと。 

子ども企画課放課後児童担当課長 

(1) 放課後児童係所管事務の総括調整に関すること。 

放課後児童係 

(1) 放課後児童健全育成事業に関すること。 

(2) 児童会館・ミニ児童会館に関すること(児童会館・ミニ児童会館の

整備に関することを除く。）。 

(3) 児童クラブに関すること。 

(4) 放課後子ども教室事業に関すること。 

(5) 児童クラブ利用料の徴収に関すること。 

(6) 民間児童育成会に関すること。 

(7) 放課後児童健全育成事業の利用統計に関すること。 

(8) 児童遊園に関すること。 

整備事業推進担当係長

(1) 児童会館・ミニ児童会館の整備に関すること。

(2) 児童会館・ミニ児童会館の環境改善に関すること

(3) 学校統合に関すること

子どもの権利推進課 

子ども活動係 

(1) 子どもの健全育成に係る調査研究、事業の企画及び総括調整 

(2) 少年団体の育成及び連絡調整に関すること。 

(3) ジュニアリーダーの養成に関すること。 

(4) （公社）札幌市子ども会育成連合会の支援に関すること。 

(5) 少年少女国際交流事業に関すること。 

(6) 青少年キャンプ場に関すること。 

(7) こども劇場に関すること。 

(8) プレーパークに関すること。 

(9) 子ども議会に関すること。 

(10) 「子どもの体験活動の場」に関すること。 

(11) （公財）さっぽろ青少年女性活動協会に関すること。 

(12) 課内他係の主管に属さないこと。 

子どもの権利推進担当係長 

(1) 子どもの権利の推進に関すること。 

(2) 子どもの権利の啓発に関すること。 

(3) 子どもの権利委員会に関すること。 

(4) 子どもの権利に関する推進計画の進捗管理に関すること。 

(5) いじめ防止対策推進法に定める重大事態に係る再調査に関する

こと。 

育成・支援担当係長 

(1) 若者支援事業に関すること（若者支援施設の運営を含む。）。 

(2) フリースクールなど民間施設の支援に関すること。 

(3) 私学助成（幼稚園を除く。）に関すること。 

(4) 少年育成指導員に関すること。 

(5) 青少年育成委員会に関すること。 

(6) 札幌市青少年育成大会（札幌市優良青少年及び青少年育成者表

彰を含む。）に関すること。 

(7) 中学校区青少年健全育成推進会に関すること。 

(8) 北海道青少年健全育成条例に関すること。 

(9) 北海道青少年育成協会との調整に関すること。 

子どもの権利推進課子どものくらし支援担当課長 

(1) 子どものくらし支援担当係長所管事務の総括調整に関すること。 

子どものくらし支援担当係長 

(1) 子どもの貧困対策の推進に関すること。 

(2) 子どもの居場所づくりの促進に関すること。 

２ 子育て支援部 

子育て支援部 

子育て支援課 

事務係 

(1) 部の庶務・予算に関すること。 

(2) 部の人事・労務管理に関すること。 

(3) 部の経理に関すること。 

(4) 部の会計年度任用職員及び非常勤職員の任用事務に関するこ

と。 

(5) 市立保育所等の維持管理、施設運営、物品購入等に関すること

（他係所管に係るものを除く。）。 

(6) 市立保育所入所児童に係る災害給付金等に関すること。 

(7) 部所管の公有財産の管理に関すること。 

(8) 部内の公務災害に関すること。 
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Ⅲ 事務分掌 

(9) 衛生委員会に関すること。 

(10) 部内他課係等の主管に属しないこと。 

子育て家庭係 

(1) 札幌市ひとり親家庭等自立促進計画に関すること。 

(2) 母子・父子福祉団体との連絡調整に関すること。 

(3) ひとり親家庭支援センターに関すること。 

(4) ひとり親家庭等日常生活支援事業に関すること。 

(5) ひとり親家庭学習支援ボランティア事業に関すること。 

(6) ひとり親家庭スマイル応援事業に関すること。 

(7) ひとり親家庭等自立支援給付事業に関すること。 

(8) 母子父子寡婦福祉資金に係る事務の総括調整及び母子父子寡

婦福祉資金貸付会計の経理に関すること。 

(9) 母子・婦人相談員の総括調整に関すること。 

(10) 母子及び父子並びに寡婦福祉関係事務（前９号に掲げるものを

除く。）の総括調整に関すること。 

(11) 児童福祉施設（母子生活支援施設に限る。次号から第19号まで

において同じ。）の運営指導（施設運営）に関すること。 

(12) 児童福祉施設の事務費等保護単価の設定及び運営費の支弁に

関すること。 

(13) 児童福祉施設に対する各種補助金の交付に関すること。 

(14) 児童福祉施設の設置認可並びに廃止及び休止の承認に関する

こと。 

(15) 児童福祉施設施設入所者徴収金の改定及び収納対策に関する

こと。 

(16) 区保健福祉部に対する事務指導監査(母子及び父子並びに寡婦

福祉法関係及び児童福祉施設関係事務等)に関すること。 

(17) 区保健福祉部職員等に対する研修(母子及び父子並びに寡婦福

祉法関係及び児童福祉施設関係事務等)に関すること。 

(18) 児童福祉施設関係事務（前８号に掲げるものを除く。）の総括調

整に関すること。 

(19) しらぎく荘に関すること。 

(20) 養育費確保支援に関すること。 

(21） ひとり親家庭サポート推進事業に関すること。 

子育て支援推進担当係長 

(1) 地域子育て支援事業に係る事務の総括調整に関すること（子育て

支援係の所管に係るものを除く。）。 

(2) 子ども・子育て支援法に定める利用者支援事業の総括調整に関

すること 

(3) 子ども・子育て支援法に定める地域子育て支援拠点事業の総括

調整に関すること。 

(4) 子ども・子育て支援法に定める子育て援助活動支援事業（ファミリ

ー・サポート・センター事業）の総括調整に関すること。 

(5) 子育て支援総合センター、区保育・子育て支援センター子育て支

援係及び区健康・子ども課子育て支援担当係に関する維持管理及び

物品購入等に関すること（事務係所管のものを除く。）。 

(6) 子育て情報サイト及びアプリに関すること。 

(7) 父親による子育て推進事業に関すること。 

(8) 特別奨学金事務の総括調整に関すること。 

(9) 助産施設に関すること。 

調整担当係長 

(1) 区保育・子育て支援センターの整備計画に関すること。 

(2) 市立保育所の再編に関すること。 

(3) 母子生活支援施設の整備に関すること。 

開設準備担当係長

(1) （仮称）中央区保育・子育て支援センターの開設準備に関するこ

と。

子育て支援課給付金担当課 

手当給付係

(1) 児童扶養手当の認定及び支給に関すること。

(2) 児童手当支給事務に係る総括調整に関すること。

(3) 災害遺児手当及び災害遺児入学等支度資金支給事務に係る総

括調整に関すること。

(4) 特別給付金に関すること。 

給付金担当係長 

(1) 特別給付金に関する事務の統括 

子育て支援課指導担当課長 

(1) 指導担当係長及び栄養指導担当係長所管事務の総括調整に関

すること。 

(2) 市立保育所及び市立認定こども園（教育委員会所管に係るものを

除く。）職員の人事、労務管理に係る総括調整に関すること。 

指導担当係長(5） 

(1) 認可保育所、幼保連携型認定こども園、保育所型認定こども園、

地方裁量型認定こども園及び地域型保育事業を実施する施設、母子

生活支援施設の運営指導（児童処遇）に関すること。 

(2) 認可保育所、幼保連携型認定こども園、保育所型認定こども園、

地方裁量型認定こども園及び地域型保育事業を実施する施設に入所

する児童の児童処遇等に係る苦情・相談に関すること。 

(3) 認可保育所、認定こども園、及び地域型保育事業を実施する施設

において保育又は教育に従事する者への研修の実施に関すること。 

(4) 認可保育所、幼保連携型認定こども園、保育所型認定こども園及

び地方裁量型認定こども園並びに地域型保育事業及び認可外保育を

実施する施設で発生した事故の報告に関すること。 

(5) 地域型保育事業を実施する施設の巡回指導に関すること。 

(6) 市立保育所及び市立認定こども園の保育士等の研修に関するこ

と。 

(7) 市立保育所及び市立認定こども園の実習生及び職業体験受入の

調整に関すること。 

(8) 市立保育所及び市立認定こども園の会議等に関すること。 

(9) 保育所・幼稚園・小学校の連携に関すること。 

(10) 市立保育所の調査に関すること。 

(11) 障がい児保育巡回指導及び認定審査会の計画・実施に関するこ

と。 

(12) 障がい児保育巡回指導専門員の選任及び委嘱に関すること。 

(13) 障がい児保育研修会に関すること。 

(14) 医療的ケア児に関すること。 

(15) 認可外保育施設に対する保育内容の指導及び実態調査・相談・

報告等に関すること。 

(16) 認可外保育施設に従事する者への研修の実施に関すること。 
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(17) 特定子ども・子育て支援施設等の確認に関すること（認可外保育

施設及び企業主導型保育施設が実施する一時預かり、病児保育事

業）。 

栄養指導担当係長 

(1) 認可保育所、幼保連携型認定こども園、保育所型認定こども園、

地方裁量型認定こども園及び地域型保育事業を実施する施設の運営

指導（給食運営）、給食関係施設整備に関すること。 

(2) 認可保育所、認定こども園及び地域型保育事業を実施する施設

に従事する者の給食運営に係る研修の実施に関すること。 

(3) 認可保育所、認定こども園及び地域型保育事業を実施する施設

の食育、給食、食物アレルギー等の調査・研究に関すること。 

(4) 認可保育所、認定こども園及び地域型保育事業を実施する施設

の給食運営に係る指導、助言に関すること。 

(5) 市立保育所及び市立認定こども園の食育関係会議等に関するこ

と。 

(6) 市立保育所及び市立認定こども園の給食従事者等の研修に関す

ること。 

(7) 市立保育所及び市立認定こども園の給食業務並びに食育推進に

係る連携に関すること。 

(8) 子育て支援総合センター及び南区保育・子育て支援センターの食

育推進に係る連携に関すること。 

子育て支援課子育て支援総合センター担当課長 

(1) 子育て支援係所管事務の総括調整に関すること。 

子育て支援係 

(1) 子育て支援総合センターの管理運営に関すること。 

(2) 地域子育て支援事業の総括調整、事業実施要領の作成に関する

こと。 

(3) 子育て支援関係機関・団体との連携・調整に関すること。 

(4) 子育て支援に係る情報の調査及び提供に関すること。 

(5) 子育て支援事業の普及・啓発に関すること。 

(6) 子育て支援担当職員等の研修に関すること。 

(7) 利用者支援事業に関すること。 

(8) 子育てガイド等の編集発行に関すること。 

(9) 絵本基金「子ども未来文庫」事業に関すること。 

(10) さっぽろ市民子育て支援宣言事業に関すること。 

(11) さっぽろ親子絵本ふれあい事業の調整に関すること。 

子育て支援課南区保育・子育て支援センター担当課長 

(1) 南子育て支援係所管事務の総括調整に関すること。 

(2) 南区全域の子育て支援に関すること。 

南子育て支援係 

(1) 地域子育て支援事業の実施に関すること。 

(2) 子育てに係る市内他機関との連携・調整に関すること（他係所管

のものについて除く。）。 

子育て支援課幼保連携担当課長 

(1) 市立認定こども園の円滑な実施に係る調査研究及び総括調整に

関すること。 

保育・子育て支援センター（北・東・白石・厚別・豊平・西・手稲区） 

保育係 

(1) 児童福祉法に基づく保育を必要とする乳幼児の保育に関するこ

と。 

子育て支援係 

(1) 地域子育て支援事業の実施に関すること。 

(2) 子育てに関する市内他機関との連携・調整に関すること。 

保育園（11園） 

(1) 児童福祉法に基づく保育を必要とする乳幼児の保育に関するこ

と。 

認定こども園にじいろ園長 

保育教育係 

(1) 児童福祉法に基づく保育を必要とする乳幼児の保育に関するこ

と。 

(2) 認定こども園法に基づく 3歳以上の幼児期の学校教育に関するこ

と。 

(3) 幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づく特別支援教育に

関すること。 

(4) 研究実践園業務に関すること。 

(5) 札幌市立認定こども園にじいろに係る照会及び施設見学に関す

ること。 

子育て支援係 

(1) 地域子育て支援事業の実施に関すること。 

(2) 子育てに関する市内他機関との連携・調整に関すること。 

(3) 札幌市認定こども園にじいろに係る照会及び施設見学に関するこ

と。 

子育て支援部支援制度担当部長 

(1) 保育推進課、施設運営課所管事務の総括調整に関すること。 

保育推進課 

保育企画係 

(1) 担当部内の庶務・予算のとりまとめに関すること（事務係所管のも

のを除く。）。 

(2) 第４次さっぽろ子ども未来プラン第５章需給計画（「教育・保育」部

分のみ。）の進捗管理及び供給確保策の検討に関すること。 

(3) 待機児童対策施策の調整に関すること。 

(4) 子ども・子育て支援法に定める利用者支援事業のうち、保育コー

ディネーターに関すること。 

(5) 保育士確保事業に関すること。 

(6) 保育サービスに係る新規事業の企画調整に関すること。 

(7) 特定教育・保育施設及び地域型保育事業を実施する施設の入所

事務の総括調整に関すること。 

(8) 子ども・子育て支援法に係る保育の必要性の認定に関すること。 

(9) 子ども・子育て支援新制度システムの保守に関すること（他係に

属するものを除く。）。 

(10) 区保健福祉部に対する事務指導監査（児童福祉法関係及び特

定教育・保育施設及び地域型保育事業を実施する施設の入所事務指

導監査）に関すること。 

(11) 区保健福祉部職員等に対する研修（児童福祉法現業員等への

基礎研修、保育所事務等）に関すること。 

(12) 保育推進課の他の職員に属さないこと。 

施設整備担当係長 

7



Ⅲ 事務分掌 

(1) 私立の教育・保育施設及び地域型保育事業の認可基準に関する

こと。 

(2) 私立の教育・保育施設及び地域型保育事業の認可・確認事務に

関すること。 

(3) 私立の教育・保育施設及び地域型保育事業の廃止、休止及び変

更の承認等に関すること。 

(4) 子ども・子育て会議認可・確認部会の庶務に関すること。 

(5) 私立の教育・保育施設及び地域型保育事業の整備計画に関する

こと。 

(6) 私立の教育・保育施設及び地域型保育事業の整備に関すること。 

(7) 私立の教育・保育施設及び地域型保育事業の整備費補助に関す

ること。 

(8) 私立の教育・保育施設及び地域型保育事業に係る整備資金の借

入及び利子補助に関すること。 

保育料係 

(1) 特定教育・保育施設及び地域型保育事業の利用者負担額の制度

設計に関すること。 

(2) 特定教育・保育施設及び地域型保育事業の利用者負担額の賦課

決定に関すること。 

(3) 市徴収利用者負担額（保育所保育料及び認定こども園にじいろ）

の収納管理に関すること。 

(4) 市徴収利用者負担額の滞納者に対する納付指導、納付相談及び

滞納処分に関すること。 

(5) 特定子ども・子育て支援施設等の利用にかかる給付に関するこ

と。 

(6) 子ども・子育て支援法に定める実費徴収（副食費に限る）補足給

付事業に関すること。 

施設運営課 

運営係 

(1) 私立の特定教育・保育施設及び地域型保育事業の運営及び施設

設備等の基準に関すること。 

(2) 特定教育・保育施設及び地域型保育事業を実施する施設の運営

指導（施設運営）に関すること。 

(3) 市立保育所及び市立小規模保育事業に係る指定管理者制度に

関すること。 

(4) 札幌市保育園医研究会の運営に関すること。 

(5) 保育所等（市立保育所を除く。）における園医等の選任に係る医

師会等との連絡調整に関すること。 

(6) 市有地貸付に係る渉外のうち保育所等の運営に関すること。 

(7) 保育センターの運営管理に関すること。 

(8) 子ども・子育て支援法に定める時間外保育事業（私立の特定教

育・保育施設及び地域型保育事業を実施する施設が実施するものに

限る。）の総括調整に関すること。 

(9) 子ども・子育て支援法に定める一時預かり事業（私立の特定教

育・保育施設及び地域型保育事業を実施する施設が実施するものに

限る。）の総括調整に関すること。 

(10) 私立幼稚園における一時預かり事業に関すること。 

(11) 子育て支援員の総括調整に関すること。 

(12) 課内他係の主管に属しないこと。 

運営調整担当係長 

(1) 病後児デイサービス事業に関すること。 

(2) 特定教育・保育施設及び地域型保育事業を実施する施設への市

単費補助事業（制度）に関すること。 

(3) 私立学校（幼児教育に係る施設に限る。）の助成に関すること。 

(4) 札幌市私立幼稚園連合会との連絡調整に関すること（他係の所

管に係るものを除く。）。 

(5) 子ども・子育て支援法に定める実費徴収（副食費を除く。）に係る

補足給付事業（制度）に関すること。 

(6) 札幌市私立保育連盟等、認可保育所団体、保育連絡会との連絡

調整に関すること。 

給付係 

(1) 施設型給付費及び地域型保育給付費の給付に関すること。 

(2) 地域子ども・子育て支援事業費の交付に関すること（他係所管に

係るものを除く。）。 

(3) 特定教育・保育施設及び地域型保育事業を実施する施設に対す

る市単費補助の交付に関すること。 

(4) 施設型給付及び地域型保育給付の予算編成に関すること。 

(5) 支弁（給付）要綱の管理に関すること。               

３ 児童相談所 

児童相談所 

地域連携課 

管理係 

(1) 部の庶務・予算に関すること。 

(2) 部の人事・労務管理に関すること。 

(3) 部の経理に関すること。 

(4) 部の会計年度任用職員の任用事務に関すること。 

(5) 公印の管理に関すること。 

(6) 業務用車両の運行管理に関すること。 

(7) 庁舎等の維持管理及び公有財産の管理に関すること。 

(8) 児童相談所業務等に係る統計及び報告に関すること。 

(9) 一時保護所入所児童に対する給食の提供並びに栄養相談及び

栄養指導に関すること。 

(10) 児童福祉施設（保育所、母子生活支援施設及び助産施設を除

く。）及び里親等に対する措置費の支弁に関すること。 

(11) 被措置児童に係る医療費の支弁に関すること。 

(12) 被措置児童に係る市単独事業の実施に関すること。 

(13) 児童福祉施設入所者負担金の徴収に関すること。 

(14) 道立児童自立支援施設負担金の支弁等に関すること。 

(15) 障がい児施設等に対する施設給付費の支弁に関すること。 

(16) 子ども安心ホットラインの運用に関すること。 

(17) 部内他課係の主管に属しないこと。 

運営指導担当係長 

(1) 児童福祉施設（障がい児施設、保育所、母子生活支援施設、助産

施設及び児童厚生施設を除く。次号から第８号までにおいて同じ。）の

整備計画及び整備に関すること。  

(2) 児童福祉施設の設置認可並びに廃止及び休止の承認に関するこ

と。 

(3) 児童福祉施設の運営指導に関すること。 

(4) 児童福祉施設に対する補助金の交付に関すること。 
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(5) 児童福祉施設に係る社会福祉法人の定款変更に関すること。 

(6) 児童福祉施設に係る公有財産の管理に関すること。 

(7) 児童福祉施設入所者に係る苦情・相談に関すること。 

(8) 児童福祉施設事務費等保護単価の設定に関すること。 

(9) 子育て短期支援事業の総括調整に関すること。 

(10) スタディメイト事業に関すること。 

(11) 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業に関すること。 

(12) 養子縁組あっせん事業に関すること。 

(13) 社会的養護自立支援事業に関すること。 

(14) 被措置児童等虐待に関すること。 

(15) その他特命事項に関すること。 

地域連携担当係長 

(1) 区家庭児童相談室との連携及び連絡調整等に関すること。 

(2) 札幌市要保護児童対策地域協議会に関すること。 

(3) 養育支援員派遣事業に関すること。 

(4) 児童虐待予防に係る広報、啓発に関すること。 

(5) オレンジリボン地域協力員制度の運用に関すること。 

(6) その他特命事項に関すること。 

企画担当係長 

(1) 札幌市児童相談体制強化プランに関すること。 

(2) 社会的養育推進計画に関すること。 

(3) 第二児童相談所の整備に関すること。 

(4) その他特命事項に関すること。 

中央区地域連携担当課長 

(1) 児童相談所及び中央区家庭児童相談室相互の連携、調整に関す

ること。 

北区地域連携担当課長 

(1) 児童相談所及び北区家庭児童相談室相互の連携、調整に関する

こと。 

東区地域連携担当課長 

(1) 児童相談所及び東区家庭児童相談室相互の連携、調整に関する

こと。 

白石区地域連携担当課長 

(1) 児童相談所及び白石区家庭児童相談室相互の連携、調整に関す

ること。 

厚別区地域連携担当課長 

(1) 児童相談所及び厚別区家庭児童相談室相互の連携、調整に関す

ること。 

豊平区地域連携担当課長 

(1) 児童相談所及び豊平区家庭児童相談室相互の連携、調整に関す

ること。 

清田区地域連携担当課長 

(1) 児童相談所及び清田区家庭児童相談室相互の連携、調整に関す

ること。 

南区地域連携担当課長 

(1) 児童相談所及び南区家庭児童相談室相互の連携、調整に関する

こと。 

西区地域連携担当課長 

(1) 児童相談所及び西区家庭児童相談室相互の連携、調整に関する

こと。 

手稲区地域連携担当課長 

(1) 児童相談所及び手稲区家庭児童相談室相互の連携、調整に関す

ること。 

緊急対応担当部長 

(1) 緊急対応担当課長所管事務の総括調整に関すること。 

緊急対応担当課長 

(1) 調査担当係長所管事務の総括調整に関すること。 

調査担当係長(７) 

(1) 児童虐待に係る総括に関すること。 

(2) 児童虐待通告に係る相談及び調査等に関すること。 

(3) 被虐待児の緊急一時保護の実施に関すること。 

(4) 通告情報の入力・管理に関すること。 

(5) 子ども支援推進会議（教育委員会との連携）に関すること。 

(6) アセスメントツールに関すること。 

(7) 警察との連携に関すること。 

(8) 児童の臓器移植に関すること。 

家庭支援課 

地域支援係 

(1) 児童養護施設等への措置児童の進行管理に関すること。 

(2) 児童福祉法第56条に基づく費用徴収額確認に関すること。 

(3) 子ども・子育て会議処遇部会の実施等に関すること（児童の措置

等に限る。）。 

(4) 児童福祉法第 28 条及び第 33 条に基づく家庭裁判所への申立事

案の進行管理に関すること。 

(5) 市内・市外児童養護施設との各種調整等に関すること。 

(6) メンタルフレンド事業に関すること。 

(7) 課の庶務等に関すること。 

(8) 児童票の管理に関すること。 

里親担当係長 

(1) 里親の登録・助言･研修・その他援助・指導に関すること。 

(2) 里親・ファミリーホーム・乳児院との各種調整に関すること。 

(3) 里親支援機関との連絡調整に関すること。 

(4) 里親支援体制の構築に関すること。 

療育指導係 

(1) 発達に心配のある子どもの療育支援に関すること。 

(2) 先天性障がい児の早期療育支援に関すること。 

一時保護一係 

(1) 緊急一時保護に関すること。 

(2) 一時保護児童の行動観察に関すること。 

(3) 短期入所による生活指導に関すること。 

一時保護二係 

(1) 緊急一時保護に関すること。 

(2) 一時保護児童の行動観察に関すること。 

(3) 短期入所による生活指導に関すること。 

一時保護三係 
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Ⅲ 事務分掌 

(1) 緊急一時保護に関すること。 

(2) 一時保護児童の行動観察に関すること。 

(3) 短期入所による生活指導に関すること。 

相談判定一課 

相談一係 

(1) 児童及び家庭についての相談、調査、指導及び措置事務に関す

ること。 

(2) 児童心理治療施設、児童自立支援施設、 自立援助ホームとの各

種調整等に関すること。 

相談二係 

(1) 児童及び家庭についての相談、調査、指導及び措置事務に関す

ること。 

(2) 障がい児入所給付費管理システムに関すること。 

相談三係 

(1) 児童及び家庭についての相談、調査、指導及び措置事務に関す

ること。 

相談四係 

(1) 児童及び家庭についての相談、調査、指導及び措置事務に関す

ること。 

(2) （福祉型・医療型）障害児入所施設との各種調整等に関すること。 

判定係 

(1) 児童、保護者等の心理診断及び心理療法に関すること。 

(2) 判定書等諸証明の交付に関すること。 

(3) 児童の精神発達、心身障がい、性格等についての精神医学的診

断に関すること。 

(4) 児童の心身の発達、栄養疾患、機能障がい等についての小児医

学的診断に関すること。 

(5) 医学診断に関すること。 

相談判定二課 

相談一係 

(1) 児童及び家庭についての相談、調査、指導及び措置事務に関す

ること。 

(2) 弁護士による法律相談の運用に関すること。 

(3) 未成年後見人申立事案の進行管理、未成年後見人支援事業の

総括に関すること。 

相談二係 

(1) 児童及び家庭についての相談、調査、指導及び措置事務に関す

ること。 

(2) 一時保護児童の健康診断の進行管理に関すること。 

相談三係 

(1) 児童及び家庭についての相談調査、指導及び措置事務に関する

こと。 

判定係 

(1) 児童、保護者等の心理診断及び心理療法に関すること。 

(2) 判定書等諸証明の交付に関すること。 

(3) 児童の精神発達、心身障がい、性格等についての精神医学的診

断に関すること。 

(4) 児童の心身の発達、栄養疾患、機能障がい等についての小児医

学的診断に関すること。 

法務担当課長 

（1）法務に関すること。 

医事担当部長 

(1) 診察、医学的検査による子どもの診断（虐待が子どもの心身に及

ぼした影響に関する医学的判断）に関すること。 

(2) 子ども、保護者等に対する医学的見地からの指示、指導に関する

こと。 

(3) 医学的治療に関すること。 

(4) 児童心理司、心理療法担当職員等が行う心理療法等への必要な

指導に関すること。 

(5) 一時保護している子どもの健康管理に関すること。 

(6) 医療機関や保健機関との情報交換や連絡調整に関すること。 

医務担当部長(３)

(1) 児童相談所の医学診断に関すること。 

(2) その他特命事項に関すること。 

４ 子どもの権利救済事務局 

子どもの権利救済事務局 

次長 

調整担当係長 

(1) 子どもの権利救済制度の調査研究に関すること。 

(2) 子どもの権利侵害の相談及び救済の申立て等の処理に係る事務

手続に関すること。 

(3) 事務局の庶務に関すること。 

(4) 子どもの権利救済委員、調査員及び相談員の庶務に関すること。 
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Ⅳ 令和４年度予算概要(当初予算) 

（　）内は前年度予算額を示す　　単位：千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増減 増減率

　子ども未来局 126,762,925　 123,157,294　 3,605,631 2.9%

　子ども育成部 8,403,040　 7,717,641　 685,399 8.9%

少年活動推進費 357,982　 　( 355,971)

少年団体活動促進費 119,000　

少年健全育成推進費 44,063　

少年育成指導員費 49,273　

子どもの権利推進費 5,000　

子どもの権利救済機関運営管
理費

41,646　

子どもの学びの環境づくり補
助金

20,000　

プレーパーク推進費 4,400　

子どもの体験活動の場支援費 34,000　

子どもの貧困対策推進費 28,000　

子どもの居場所づくり支援費 6,000　

ヤングケアラー支援推進費 5,500　

子どもアシストセンターＬＩ
ＮＥ相談関係費

1,100　

少年少女国際交流費 7,000　 　( 7,000)

少年少女国際交流費 7,000　

無料通信アプリ「ＬＩＮＥ」を活用した相
談業務の実施

シンガポール少年少女交流事業
　派遣14人
姉妹都市少年少女交流事業
　受入れ20人

不登校児童生徒の受け皿となっているフ
リースクール等民間施設に対する支援

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

旧真駒内緑小学校の跡施設における子ども
が主体的に体験活動を行う場の提供

困難を抱える子どもや家庭を早期に把握
し、必要な支援につなげる「子どものくら
し支援コーディネート事業」の実施等

子ども食堂等の子どもの居場所づくりや見
守り活動の実施に係る費用補助等

ヤングケアラーの早期発見・支援に向けた
研修やピアサポート、周知啓発の実施

<子ども未来局>　部・事業名

ジュニアリーダーの養成等を通じた少年団
体活動の促進及び支援

市内巡回による子どもたちの問題行動（喫
煙・怠学等）に対する指導、声かけ等の実
施

子どもの権利の普及啓発、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

権利侵害から子どもを救済する機関の運営
管理
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Ⅳ 令和４年度予算概要 

こども劇場運営管理費 73,576　 　( 71,576)

こども劇場運営管理費 73,576　

児童健全育成費 621,000　 　( 592,000)

札幌市児童育成会運営補助金 621,000　

子ども育成関係費 181,738　 　( 68,491)

育児休業等取得助成費 16,000　

「さっぽろ子ども未来プラ
ン」推進費

1,200　

若者出会い創出費 3,200　

児童福祉施設等感染症対策費 109,000　

困難を抱える若年女性支援費 18,000　

その他子ども育成関係費 34,338　

児童会館運営管理費 6,081,622　 　( 5,741,069)

児童会館運営管理費 3,785,410　

ミニ児童会館等運営管理費 2,163,187　

放課後子ども教室事業費 9,000　

放課後児童支援員等処遇改善
臨時特例事業費

110,725　

医療的ケア児受入費 8,100　

児童クラブ昼食提供費 5,200　

児童会館整備費 770,000　 　( 565,000)

児童会館整備費 698,000　

放課後児童クラブの従事者の処遇改善に係
る補助

医療的ケア児を受け入れる児童会館、ミニ
児童会館に対する看護師派遣

児童クラブにおける長期休業期間中の昼食
提供の実施

児童会館の工事　６か所、基本・実施設計
５か所、解体　４か所等

個人の理想とするライフプラン実現を支援
するための男女の出会いの機会の創出

児童会館、ミニ児童会館、民間児童育成会
等における新型コロナウイルス感染症の予
防対策強化

様々な困難を抱える若年女性を対象とした
アウトリーチ型支援の実施等

109か所

91か所

３か所

２館

民間児童育成会　47か所

ワーク・ライフ・バランスの推進に向けた
企業への助成金の支給

「さっぽろ子ども未来プラン」の進行管理
等
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Ⅳ 令和４年度予算概要 

ミニ児童会館整備費 72,000　

私立学校等補助金 88,400　 　( 88,000)

私立学校教材教具等整備補助
金

88,400　

私立学校貸付金 20,000　 　( 20,000)

私立学校施設整備貸付金 20,000　

若者支援施設運営管理費 197,622　 　( 204,234)

若者支援施設運営管理費 197,622　

若者支援推進費 4,100　 　( 4,300)

若者の社会的自立促進費 4,100　

　子育て支援部 111,634,519　 108,989,195　 2,645,324 2.4%

助産施設費 84,647　 　( 81,540)

助産施設費 84,647　

母子生活支援施設関係費 398,686　 　( 274,792)

母子生活支援施設運営費 303,724　 ５か所

母子生活支援施設改築補助金 92,000　

社会的養護従事者処遇改善事
業費

2,962　

災害遺児手当支給費 5,072　 　( 4,676)

災害遺児手当支給費 5,072　

6,300　 　( 6,000)

助産施設・母子生活支援施設
運営等補助金

6,300　

災害遺児手当、入学等支度資金

助産施設・母子生活支援施設
運営等補助金

新規　１件

若者支援総合センター、若者活動センター
４館の運営管理

教育格差解消のための高校中退者等を対象
とした学習相談及び学習支援

５か所

老朽化が進む母子生活支援施設の改築に対
する補助　１か所

母子生活支援施設の従事者の処遇改善に係
る補助

ミニ児童会館の工事　１か所、実施設計
２か所等

小学校　２校、中学校　７校、
高等学校　18校
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Ⅳ 令和４年度予算概要 

児童福祉事業費 1,331,616　 　( 397,628)

母子・婦人相談員費 64,754　

母子緊急一時保護費 7,171　

ひとり親家庭支援センター等
運営費

40,403　

ひとり親家庭学習支援ボラン
ティア事業費

6,900　

ひとり親家庭自立支援給付金 303,000　

ひとり親家庭スマイル応援事
業費

3,600　

児童福祉施設等感染症対策費 776,000　

ひとり親家庭サポート推進事
業

16,000　

ひとり親家庭等養育費確保支
援費

3,400　

その他児童福祉事業費 110,388　

災害遺児基金造成費 4,641　 　( 5,600)

災害遺児基金造成費 4,641　

特別奨学金支給費 15,000　 　( 15,000)

特別奨学金支給費 15,000　

特別奨学基金造成費 2,603　 　( 2,000)

特別奨学基金造成費 2,603　

４年度末基金現在高見込　474百万円

技能習得資金、入学支度資金

４年度末基金現在高見込　647百万円

ひとり親家庭の子どもを対象にした学習支
援及び生活相談の実施

ひとり親家庭を対象とした自立支援教育訓
練給付金及び高等職業訓練促進給付金の支
給並びに高等学校卒業程度認定試験合格支
援

ひとり親家庭への求人情報提供を始めとす
る就業支援やセミナーを通じた生活支援、
支援制度の周知等を行うイベントの開催

保育所等における新型コロナウイルス感染
症の予防対策強化

ＡＩチャットボットシステムによる支援制
度や相談窓口に係る簡便・迅速な案内の実
施

ひとり親家庭等の子どもの養育費確保に向
けた取決めや手続に関する費用の補助

ひとり親家庭支援センターの運営及びひと
り親家庭等日常生活支援事業の実施
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Ⅳ 令和４年度予算概要 

児童手当支給費 24,247,933　 　(25,450,044)

児童手当支給費 24,247,933　

児童扶養手当支給費 8,725,313　 　( 9,071,455)

児童扶養手当支給費 8,725,313　

公立施設運営費 1,509,020　 　( 1,474,985)

公立保育所等運営費 1,397,951　

市立認定こども園運営費 54,779　

子育て支援総合センター運営
費

34,290　

公立保育所等医療的ケア児保
育費

22,000　

施設型給付費 56,937,221　 　(52,278,317)

公立保育所等給付費 1,930,210　

私立教育・保育施設給付費 53,690,466　

市立幼稚園給付費 416,905　

保育士等処遇改善臨時特例事
業費

899,640　

私立施設補助金 4,722,000　 　( 4,408,000)

私立保育所等補助金 3,917,000　

私立幼稚園等補助金 725,000　

保育所等の従事者の処遇改善に係る補助

国の定める基準を上回る保育士等を配置す
る保育施設に対する補助等

特別な教育的支援を要する幼児の保育にか
かわる教員の人件費及び教材教具・管理用
備品の購入費等の補助

１か所

専任看護師の配置　５か所

33か所

497か所

９か所

中学校卒業までの児童を養育する父母等に
支給（児童一人当たり）
３歳未満　月額15,000円
３歳以上小学校修了まで　月額10,000円
（第３子以降　月額15,000円）
中学生　月額10,000円
所得制限世帯（標準世帯で年収960万円以
上）は一律月額5,000円
所得制限を超過する世帯（標準世帯で年収
1,200万円以上）は令和４年６月分手当か
ら支給なし

公立保育所　14か所、区保育・子育て支援
センター　８か所
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Ⅳ 令和４年度予算概要 

保育所等ＩＣＴ化推進補助金 19,000　

医療的ケア児保育支援補助金 16,000　

保育施設冷房設備補助金 45,000　

私立幼稚園貸付金 40,000　 　( 40,000)

私立幼稚園施設整備貸付金 40,000　

施設運営総務費 497,728　 　( 481,983)

保育士等支援費 48,000　

保育人材確保緊急対策費 327,000　

その他施設運営総務費 122,728　

施設整備費 3,417,300　 　( 4,883,300)

私立保育所整備等補助金 776,000　

公立保育所等整備費 1,011,000　

認定こども園整備補助金 1,556,000　

防犯対策強化整備補助金 37,000　

認可外保育施設の認可化移行
支援費

2,300　

私立保育所等衛生設備改修補
助金

35,000　

防犯対策強化のため、外構や非常通報装置
等を整備する保育所等への補助

認可外保育施設から認可保育所等への移行
のための改修費等に対する補助
　３か所　定員増　90人

感染症対策のため手洗い場の非接触型蛇口
等を整備する保育所等への補助

新規　２件

保育士の就職支援等を行う「札幌市保育人
材支援センター」の運営、施設説明会・面
接会・人材定着化研修の実施等

保育人材の確保・就労継続支援に向けた各
種補助等

私立保育所の整備に対する補助
　新築　　２か所　定員増　120人
  増改築  １か所　定員増　 30人
　賃貸　　９か所　定員増　360人

仮称）中央区保育・子育て支援センター
（ちあふる・ちゅうおう）の新築工事、西
区保育・子育て支援センター（ちあふる・
にし）の旧施設解体工事等

幼保連携型認定こども園の整備に対する補
助
  移行  　６か所　定員増  259人

保育所等に対する、業務負担軽減のための
システム導入費用、外国人の保護者とのや
りとりに係る翻訳機購入費用及び事故防止
のために必要な機器導入費用の補助

私立保育所等における医療的ケア児の受入
体制整備に対する補助

私立保育所等における冷房設備の新規設置
に対する補助
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Ⅳ 令和４年度予算概要 

地域型保育給付費 5,589,550　 　( 5,732,113)

地域型保育給付費 5,589,550　

地域子ども・子育て支援事業費 4,099,889　 　( 4,381,762)

保育ニーズコーディネート費 28,390　

子育てサロン事業費 270,000　

子育て援助活動支援費 65,000　

一時預かり事業費 869,000　

病後児デイサービス事業費 77,000　

時間外保育事業費 402,000　

地域子育て支援推進費 49,503　

さっぽろ親子絵本ふれあい費 9,100　

実費徴収に係る補足給付費 27,000　

認可外保育施設等利用給付費 596,962　

子ども・子育て支援事務セン
ター運営費

317,887　

私立幼稚園施設等利用給付費 1,380,347　

教育・保育施設に通う低所得世帯等に対す
る給食費、教材費等の一部補助

国による保育料無償化に係る認可外保育施
設等利用者への保育料分（基準額を上限と
する）の補助

幼児教育・保育の無償化に伴う業務等を行
う「子ども・子育て支援事務センター」の
運営

国による保育料無償化に係る私学助成園利
用者への保育料分（基準額を上限とする）
の補助

登録会員制度による子どもの日常的な預か
り支援及び病児・病後児や緊急時の預かり
支援

保育所や幼稚園等において実施する一時預
かり事業に対する補助
  538か所（うち２歳児定期利用５か所）

８か所

516か所

各区こそだてインフォメーション等におけ
る子育て相談、講座等の実施及び地域での
子育て支援に係る取組支援

乳幼児健診時における絵本の配布、家庭で
の絵本の読み聞かせに関する情報発信の実
施

一定の基準を満たす定員６人から19人まで
の小規模保育を行う事業者、居宅等で保育
を行う家庭的保育事業者等に対する運営費
　153か所

各区に配置された保育コーディネーターに
よる子育て世帯に対する多様な保育サービ
スの情報提供

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及びひろば型子育て
サロン運営団体による家庭訪問型子育て支
援事業の実施
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Ⅳ 令和４年度予算概要 

父親による子育て推進費 2,300　

子育て情報サイト関連費 5,400　

　児童相談所 6,725,366　 6,450,458　 274,908 4.3%

児童相談所運営管理費 2,069,204　 　( 1,410,150)

児童相談所運営管理費 190,935　

一時保護関係費 329,346　

里親制度促進費 53,000　

家庭児童相談室費 83,116　

児童自立支援施設運営費負担
金

40,103　

療育支援費 35,524　

児童虐待防止対策費 37,000　

庁舎維持管理費 94,541　

子育て短期支援費 19,442　

スタディメイト派遣費 1,500　

子ども安心ネットワーク強化
費

124,000　

社会的養護体制整備費 214,000　

児童相談体制強化費 15,000　

乳児院等多機能化推進費 5,000　

仮称）第二児童相談所整備費 512,000　

児童福祉施設等感染症対策費 87,000　 児童養護施設等における新型コロナウイル
ス感染症の予防対策強化

児童養護施設等入所児童への学習等支援

虐待通告や養護相談の増大に対応する相談
体制の強化

家庭的な養育環境の推進のための児童養護
施設の改築等に対する補助

児童相談所における相談関係職員研修の充
実等の第３次児童相談体制強化プランに掲
げる取組の推進

乳児院の育児指導担当職員配置に係る補助

仮称）第二児童相談所整備に係る実施設
計、整備予定地の取得、仮設一時保護所の
運営等

里親の新規開拓、里親制度の普及啓発等

区家庭児童相談室での児童虐待防止等に係
る相談業務、支援体制強化等

北海道立大沼学園、向陽学院

児童虐待の防止及び早期発見のための体制
強化等

児童養護施設等における短期預かり支援、
養育状態の改善等に向けた家事・育児支援

父親の積極的な子育てを推進するための情
報発信等

さっぽろ子育て情報サイト及びさっぽろ子
育てアプリの運営並びにさっぽろ子育てき
ずなメールの配信
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Ⅳ 令和４年度予算概要 

子育てデータ管理プラット
フォーム運営費

17,000　

社会的養護従事者処遇改善事
業費

36,028　

児童虐待防止対策事務費 25,669　

児童養護施設等体制強化費 149,000　

児童福祉施設措置費 4,219,120　 　( 4,605,294)

児童福祉施設措置費 4,143,120　

社会的養護自立支援費 76,000　

児童福祉施設給付費 437,042　 　( 435,014)

児童福祉施設給付費 437,042　

18歳から22歳までの児童養護施設等の措置
解除者への居住支援及び生活支援並びに自
立に向けた支援コーディネーターの配置

障害児施設の利用契約制度における経費の
うち札幌市負担部分等

児童相談システム、家庭児童相談システム
及び母子保健情報システムの情報を連携さ
せるためのシステム保守等

児童養護施設等の従事者の処遇改善に係る
補助

児童養護施設等の職員の支援を行う者等の
配置に係る補助

児童養護施設等
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Ⅳ 令和４年度予算概要 

（　）内は前年度予算額を示す　　単位：千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増減 増減率

　子ども未来局 280,000　 407,000　 △ 127,000 △31.2%

　子育て支援部 280,000　 407,000　 △ 127,000 △31.2%

母子福祉資金貸付金 29,674　 　( 43,728)

母子福祉資金貸付金 29,674　

寡婦福祉資金貸付金 5,000　 　( 4,000)

寡婦福祉資金貸付金 5,000　

父子福祉資金貸付金 3,000　 　( 4,000)

父子福祉資金貸付金 3,000　

事務費 20　 　( 40)

事務費 20　

公債償還費 242,306　 　( 355,232)

公債償還費 242,306　 令和２年度剰余金の償還基準額超過による
返還

母子父子寡婦福祉資金貸付会計

<子ども未来局>　部・事業名

修学資金等　12種類
貸付件数　63件

修学資金等　12種類
貸付件数　10件

修学資金等　12種類
貸付件数　４件
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