
〔１〕教育予算の概要と推移

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度
一般会計予算 784,000,000 780,234,000 776,200,000 788,000,000 822,900,000

対前年増減率 ▲ 1.2% ▲ 0.5% ▲ 0.5% 1.5% 4.4%
教育費 30,575,285 33,437,881 32,900,474 34,540,794 32,098,510

対前年増減率 0.8% 9.4% ▲ 1.6% 5.0% ▲ 7.1%
一般会計に占める割合 3.9% 4.3% 4.2% 4.4% 3.9%

（千円）

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度
3,002,065 3,061,892 3,270,731 3,576,813 3,788,460

175,419 271,246 390,551 424,816 190,489
11,118,717 9,891,421 12,489,392 12,291,689 12,260,074
6,166,999 9,767,592 6,216,731 5,392,929 4,747,319

817,046 854,703 740,984 3,042,893 1,222,720
272,646 267,685 632,570 271,408 335,368
113,150 100,083 65,244 23,946 13,160

6,326,663 6,461,350 6,594,780 6,858,821 6,840,997
2,582,580 2,761,909 2,499,491 2,657,479 2,699,923
（799,860） (780,204） (756,879) (770,569) (758,794)

30,575,285 33,437,881 32,900,474 34,540,794 32,098,510

(千円）

区　　分

計

生 涯 学 習 費

特 別 支 援 学 校 費

高 等 専 門 学 校 費

学 校 保 健 給 食 費

（ う ち 図 書 館 費 ）

第２章　教育予算

中 学 校 費
高 等 学 校 費

区　　分
教 育 委 員 会 費

注）予算額は当初予算である。19年度は肉付予算を含む。
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〔２〕平成22年度予算における主要事業概要
（単位：千円）

予　算　額 事   業   概   要
生涯学習部

学校管理費 10,471,097

12,880

小学校増築費 450,000 円山小学校及び栄町小学校の実施設計及び増築工事等

小・中学校改築費 2,847,700

耐震補強事業費 307,900

学校統合関係改修等事業費 344,000

市立札幌大通高校整備費 306,000

大規模改造費 872,845

学校給食費 4,806,948

野外教育事業費 13,744

学校図書館地域開放事業費 75,281

若者支援施設運営管理費 167,135 若者支援施設の運営、施設維持管理費

生涯学習ｾﾝﾀｰ運営管理費 338,998 生涯学習センターの運営、施設維持管理費

青少年科学館運営管理費 368,826 青少年科学館の運営、施設維持管理費

市民ホール運営管理費 331,000 市民ホール施設賃借料等

学校教育部
退職教員等外部人材活用事業費 38,430

外国語指導助手関係費 269,580

32,566

92,400

7,200

奨学金支給費 102,256

私立幼稚園就園奨励費補助金 1,819,975 私立幼稚園児のいる世帯への所得に応じた補助

54,072

教育扶助費 2,136,764

非常勤職員等配置費 1,015,367 時間講師や校務助手等の非常勤職員の配置等

低所得世帯児童生徒に対する学用品等の就学援助、給食費や医療
費の援助等

私立幼稚園特別支援教育事業
費補助金

特別な支援を要する幼児の受入を行っている私立幼稚園に対し
て、教育的支援に必要となる人件費を補助

「自立した札幌人」育成のため「雪」、「環境」、「読書」の
テーマに沿った新規事業の展開

PFI手法により市立札幌大通高校の暫定校舎解体・グラウンド造
成等

特別支援教育巡回相談員配置
モデル事業費

林間学校（小学年生対象）、アタックキャンプ（中学生対象）、
野外活動指導員研修（大学生等対象）及び野外活動指導者基礎講
座の実施

平岸西小学校の屋内運動場改築工事及び仮設校舎解体
桑園小学校の校舎改築及び太陽光パネル設置
北白石小・中学校の校舎等改築実施設計

学業成績が優秀で、経済的に修学困難な生徒、学生に奨学金を支
給（1,315名程度を採用）

札幌市運動部活動外部顧問派
遣モデル事業費

中学校運動部活動の対外試合への引率や部の運営を行うため、外
部顧問を派遣

外壁改修、トイレ改修、教室配置替え等を行う（小学校6校、中
学校1校で実施）

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

発達障害等の子どもに、障がいの程度や状況に応じた学習活動上
の支援等を行うため、小中学校230校程度に特別支援教育支援員
(学びのサポーター）を配置

特別支援教育支援員活用事業
費

札幌らしい特色ある学校教育
事業費

12,080

所　管　部　・　事　業　名

スクールガード養成講習会、スクールガード・リーダーによる学
校の巡回指導と評価

通常の学級で学ぶ特別な支援が必要な児童生徒へ適切な指導及び
支援を行うため、特別支援教育巡回相談員を10名配置

小学校、中学校、特別支援学校の小学部、中学部へ退職教員や経
験豊かな社会人等の外部人材を配置

英語指導の補助や国際理解教育等の活動を行うため、外国語指導
助手を58名配置（5名増）

開設校ＰＴＡへ事業委託。ＰＴＡを中心に運営委員を設置、ボラ
ンティア中心に図書館基本業務、読み聞かせ等を実施

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

厚別区もみじ台地域及び南区真駒内地域における学校統合に要す
る改修等

地域ぐるみの学校安全体制整
備事業費

耐震性能が低い学校の耐震補強工事(小学校1校、高等学校1校）
及び実施設計（小学校１７校、中学校４校、高校１校）



中央図書館
中央図書館運営管理費 354,071 中央図書館の図書購入費、光熱水費等の運営管理費

図書施設運営管理費 327,120

図書館ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化事業費 2,200 各図書館のﾊﾞﾘｱﾌﾘ-化

14,416 中央図書館所蔵雑誌の整備(緊急雇用創出事業)

8,938 中央図書館所蔵新聞等の整備(緊急雇用創出事業)

中央図書館情報発信事業費 2,491 図書館ホームページの充実(緊急雇用創出事業)

35,703 図書資料・視聴覚資料の充実

4,000 第2次図書館ビジョンの策定にかかる調査

高等専門学校
一般管理費、教員・学生関係費 13,160 非常勤報酬、教員研究費、授業用教材費・備品購入費等

子供読書チャレンジプロジェクト関連事業（各部）
学校図書蔵書整備事業費 35,000
（生涯学習部）

6,000

（生涯学習部）
図書資源ネットワーク事業費 15,800
（生涯学習部・中央図書館）

6,332

（学校教育部）
子供の読書活動推進事業費 6,220
（中央図書館）

中央図書館センター機能整備
事業費

中央図書館所蔵雑誌目録再整
備事業費

中央図書館所蔵新聞等製本事
業費

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

第2次図書館ビジョン策定事
業費

子どもが本に親しむ契機となるような事業を行い、子どもの読書
活動を推進する。

学校図書館図書標準の早期達成のため、小中学校の学校図書を整
備

さっぽろ家庭読書フェスティ
バル事業費

さっぽろ家庭読書の日から読書週間までの期間、読書に関するさ
まざまなイベントを開催

公立図書館から手軽に本を借りられるよう、ネットワーク整備等
を実施

子供の読書活動サポート事業
費

学校図書館の利用促進を図るため、図書ボランティアやアドバイ
ザーを派遣
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