札幌市の平成 27 年度予算へご意見を！
みなさまからのご意見をお待ちしています！
募集期間：平成 26 年（2014 年）11 月４日(火)～12 月３日(水)
ただいま、札幌市では平成 27 年度の予算をつくっております。
よりよい札幌市の予算（お金の使い方）を市民のみなさまと一緒につくってい
くため、市役所のそれぞれの部局が検討した【予算要求の概要】を公表し、ご意
見を募集します。
ご意見につきましては、市長までご報告し、予算案の参考とさせていただきま
す。市長査定結果（市議会に提出する案）とご意見に対する札幌市の考え方を平
成 27 年 2 月上旬頃に公表いたします。

◎くわしい内容は
○ホームページで確認できます
URL: http://www.city.sapporo.jp/zaisei/kohyo
パソコンで検索！

検索

札幌市の財政

○より詳しい内容がわかる冊子を各区役所・まちづくりセ
ンター等でご用意しています。

◎ご意見をお出しいただくときは
(1)郵送：

裏面の意見用紙を切り取り、意見を書いて、封書として郵便ポス
トに投函してください（切手は不要です。）

(2)電話・FAX：

札幌市コールセンターまで
札幌市コールセンター

(3)Ｅメール： 札幌市コールセンターまで
札幌市コールセンター
(4)ホームページ：

以下 URL にアクセスし、意見募集のページから送信フォーム
に必要事項を記入後、送信ボタンを押してください。
URL:

http://www.city.sapporo.jp/zaisei/kohyo

ないよう
かくにん

◎くわしい内容
くわしい内容は

◎くわしい
内容
は
ホームページで確認
できます
電話：011-222-4894
札幌市コールセンター

FAX：011-221-4894

URL:Ｅメール：info4894@city.sapporo.jp
http://www.city.sapporo.jp/zaisei/kohyo
けんさく

パソコンで検索
（年中無休、8～21
時）！

市政等資料番号
02-D01-14-1657

【予算要求の概要】に掲載されている各部局からの要求の一部をご紹介いたします。

◎子ども
児童会館・ミニ児童会館整備

◎保健福祉
3.2 億円

小学校との併設による児童会館（二条小、
篠路小）
や余裕教室を活用したミニ児童会館
の整備を行います。

子どもの体験活動の場事業

特別養護老人ホームの新築費補助 13.5 億円
在宅等において生活が困難な高齢者が介護
を受けながら、安心した生活を送ることがで
きる場を確保します。

0.４億円

旧真駒内緑小学校の跡施設を活用した、
子
どもが主体的にさまざまな体験活動を行う
空間を提供します。

◎観光文化
◎経済
市民交流複合施設等の整備関連 75 億円
中小企業金融対策資金貸付

807.3 億円

札幌みらい資金等の中小企業に対する運
転資金や設備資金等の貸付けを行います。

企業立地促進

5.4 億円

雇用創出や産業振興・経済活性化のため、
札幌市をはじめとした札幌圏における企業
立地を促進します。

市民交流複合施設等 37 億円
北１西 1 再開発
38 億円

◎環境

◎市民まちづくり
白石区複合庁舎等の整備

北１西１地区市街地再
開発事業を推進するとと
もに、市民交流複合施設
等の整備を行います。

20.7 億円

地下鉄白石駅に隣接する市有地に区役所を始め
とする公共施設の移転整備を行います。
白石区役所等
14.9 億円
保健センター
2.4 億円
区保育・子育て支援センター
1.6 億円
仮称）絵本図書館
1.8 億円

公園整備

27.9 億円

公園の造成やバリアフリー化、
再整備を行
います。

ホッキョクグマ・アザラシ館の建設 13.8 億円
国際的な施設基準を満たすホッキョクグ
マ・アザラシ館を建設します。

◎都市・建設
道路・街路整備

185 億円

◎教育
主要幹線道路等の整備を行います。

苗穂駅周辺地区のまちづくり関連 25.7 億円
苗穂駅の移転橋上化や周辺地区の整備等
を行います。
苗穂駅移転橋上化事業
12 億円
苗穂駅周辺地区整備事業 13.7 億円

学校施設整備

62 億円

増築 札苗北小、札苗緑小
改築 二条小、篠路小、月寒東小ほか 等
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みなさんからのご
意見をお
「平成 27 年度予算要求」についてご意見を募集いたします。いただきましたご意見につきましては、「平成 27 年度予算案」
を編成するにあたり全件を市長査定等の参考とさせていただきます。また趣旨が同じご意見を集約したうえで、ご意見に対
する札幌市の考え方と査定結果について、平成 27 年 2 月上旬頃に公表いたします。

ヤマオリ①

キキ リリ トト リリ
ヤマオリ②

のの りり しし ろろ

のの りり しし ろろ

１ ． 意見募集期間
３ ．意見の
・お問 い合 わせ
意見 の提出先・お
提出先 ・お問
平成 26 年 11 月 4 日（火）～平成 26 年 12 月 3 日（水）まで
札幌市コールセンター
電話：０１１－２２２－４８９４
２ ． 意見 の提出方法
ＦＡＸ：０１１－２２１－４８９４
(1)郵送：このページを切り取り、ご意見を記入の上、封書としてポスト
Ｅメール：ｉｎｆｏ4894＠ｃｉｔｙ.ｓａｐｐｏｒｏ.ｊｐ
に投函してください（切手は不要です）。
(2)電話・ＦＡＸ：札幌市コールセンターまで
(３)Ｅメール：札幌市コールセンターまで
(４)ホームページ：以下ＵＲＬにアクセスし、意見募集のページから送
信フォームに必要事項を記入後、送信ボタンを押し
てください。
URL: http://www.city.sapporo.jp/zaisei/kohyo

平成２７年度 予算要求への意見用紙

札幌市コールセンター FAX

011－2２1－４８９４
のの りり しし ろろ

のの りり しし ろろ

『平成２７年度 予算要求への意見募集』 係あて

（ご意見） ※どの事業・部へのご意見かがわかるようにご記入ください。

キキ リリ トト リリ

（どのようにして意見の募集を知りましたか？） □広報さっぽろ □ホームページ □ラジオ
□大型ビジョン □冊子配布場所にて □過去に経験あり □その他（

）

（どこで入手しましたか？） □区役所 □市役所刊行物コーナー □まちづくりセンター
□図書館 □ホームページ □その他（

）

（ご年齢）

歳

（ご住所）
※ 用紙が足りない場合は、お手元の用紙に記入し、同封してください。
※ お名前、ご住所等の記入は任意ですが、改めての回答が必要な場合には必ずご記入願います。
なお、記載いただいた内容は予算編成以外の目的に用いることはありません。札幌市個人情報保護条
例の規定に従って、適正に取り扱います。

札幌市財政局財政部

のりしろ

のの りり しし ろろ

のの りり しし ろろ

（お名前）

