
単位：千円

政策

目標

重点

課題

頁 所　管　部 事業費

１１１１．．．．子子子子どものどものどものどもの笑顔笑顔笑顔笑顔があふれるがあふれるがあふれるがあふれる街街街街　　　　　　　　　　　　

子どもを生み育てやすい環境づくり

Ｐ9 ５５５５歳児健康相談事業歳児健康相談事業歳児健康相談事業歳児健康相談事業 保健所 15,300

Ｐ10 旧真駒内緑小学校旧真駒内緑小学校旧真駒内緑小学校旧真駒内緑小学校のののの再利用関連再利用関連再利用関連再利用関連 子ども育成部 114,800

子育て支援部 69,000

都市計画部 66,200

Ｐ11 放課後放課後放課後放課後のののの居場所居場所居場所居場所づくりのづくりのづくりのづくりの充実関連充実関連充実関連充実関連 子ども育成部 169,900

Ｐ12 待機児童対策関連待機児童対策関連待機児童対策関連待機児童対策関連　　　　そのそのそのその１１１１ 子育て支援部 2,017,000

Ｐ13 待機児童対策関連待機児童対策関連待機児童対策関連待機児童対策関連　　　　そのそのそのその２２２２ 子育て支援部 421,884

学校教育部 28,000

Ｐ14 待機児童対策関連待機児童対策関連待機児童対策関連待機児童対策関連　　　　そのそのそのその３３３３ 子育て支援部 329,675

子どもが健やかに夢や希望を持って育つ環境の充実

Ｐ15 札幌市立中高一貫教育校札幌市立中高一貫教育校札幌市立中高一貫教育校札幌市立中高一貫教育校のののの設置関連設置関連設置関連設置関連 生涯学習部 3,400,500

学校教育部 35,000

Ｐ16 仮称仮称仮称仮称））））南部高等支援学校基本設計南部高等支援学校基本設計南部高等支援学校基本設計南部高等支援学校基本設計 生涯学習部 30,000

Ｐ17 教育支援教育支援教育支援教育支援センターセンターセンターセンター設置事業設置事業設置事業設置事業 学校教育部 25,000

主　　　　　要　　　　　事　　　　　業
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５歳児健康相談事業【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

～子どもの笑顔があふれる街～

３３３３歳児健診歳児健診歳児健診歳児健診からからからから就学時健診就学時健診就学時健診就学時健診までのまでのまでのまでの間間間間にににに、、、、発育発育発育発育・・・・

発達発達発達発達のののの確認確認確認確認やややや支援支援支援支援、、、、児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待のののの発見発見発見発見・・・・予防予防予防予防、、、、就学就学就学就学

にににに向向向向けたけたけたけた相談等相談等相談等相談等、、、、切切切切れれれれ目目目目のないのないのないのない母子保健母子保健母子保健母子保健サービスサービスサービスサービス

をををを提供提供提供提供

５５５５歳児健康診査歳児健康診査歳児健康診査歳児健康診査：：：：身体計測身体計測身体計測身体計測、、、、内科診察内科診察内科診察内科診察、、、、歯科健診歯科健診歯科健診歯科健診、、、、

視聴覚視聴覚視聴覚視聴覚チェックチェックチェックチェック、、、、保健保健保健保健・・・・栄養栄養栄養栄養・・・・心理相談心理相談心理相談心理相談

５５５５歳児発達相談歳児発達相談歳児発達相談歳児発達相談：：：：言葉言葉言葉言葉やややや情緒発達面情緒発達面情緒発達面情緒発達面のののの個別相談個別相談個別相談個別相談、、、、

適切適切適切適切なななな機関機関機関機関へのへのへのへの紹介紹介紹介紹介

・・・・健診健診健診健診、、、、発達相談従事者報酬発達相談従事者報酬発達相談従事者報酬発達相談従事者報酬 4444,,,,337337337337千円千円千円千円

・・・・検査機器等検査機器等検査機器等検査機器等 4444,,,,383383383383千円千円千円千円

・・・・母子保健情報母子保健情報母子保健情報母子保健情報システムシステムシステムシステム改修費等改修費等改修費等改修費等 3333,,,,189189189189千円千円千円千円

・・・・指導用教材指導用教材指導用教材指導用教材、、、、事業周知等事業周知等事業周知等事業周知等 3333,,,,391391391391千円千円千円千円

スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール

保保保保））））保健所保健所保健所保健所

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 22,230 15,300 15,30015,30015,30015,300

(0) (22,230) (15,300) (15 ,300 )(15 ,300 )(15 ,300 )(15 ,300 )

(単位：千円）

査定の考え方

Ｈ25予算

事業費

（うち一般財源）

Ｈ26予算

【財政局査定】

　受診人数の精査等（▲6,930）

【最終査定】

　財政局査定のとおり

5歳児の発達に関するセルフチェック表を配布

（５歳児全数個別案内、保育所・幼稚園での周知）

5555歳児健康診査歳児健康診査歳児健康診査歳児健康診査 5555歳児発達相談歳児発達相談歳児発達相談歳児発達相談

＝＝＝＝健診健診健診健診・・・・相談後相談後相談後相談後ののののフォローフォローフォローフォロー（（（（例例例例））））＝＝＝＝

●精密健康診査

●児童相談所、幼児教育センター、療育機関等への紹介

●保育所・幼稚園との連携

●保健師による訪問指導 等

保健センターへ予約

未就園児、身体発達や

育児に心配のある親子

言葉や情緒発達面に

心配のある親子

○○○○平成平成平成平成26262626年年年年４４４４月月月月～～～～９９９９月月月月：：：：母子保健情報母子保健情報母子保健情報母子保健情報システムシステムシステムシステムのののの改修改修改修改修、、、、

乳幼児健診乳幼児健診乳幼児健診乳幼児健診マニュアルマニュアルマニュアルマニュアルのののの作成作成作成作成、、、、

従事者研修従事者研修従事者研修従事者研修、、、、事業周知等事業周知等事業周知等事業周知等

○○○○平成平成平成平成26262626年年年年９９９９月月月月 ：：：：対象者対象者対象者対象者へへへへ案内送付案内送付案内送付案内送付をををを開始開始開始開始

○○○○平成平成平成平成26262626年年年年10101010月月月月 ：：：：事業実施事業実施事業実施事業実施

[事業費：15,300千円]
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目 的目 的目 的目 的

旧真駒内緑小学校の再利用関連

子子子子））））子子子子どもどもどもども育成部育成部育成部育成部

子子子子））））子育子育子育子育てててて支援部支援部支援部支援部

市市市市））））都市計画部都市計画部都市計画部都市計画部

スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール

ＨＨＨＨ25252525 耐震耐震耐震耐震・・・・改修設計等改修設計等改修設計等改修設計等

ＨＨＨＨ26262626 耐震耐震耐震耐震・・・・改修工事等改修工事等改修工事等改修工事等

ＨＨＨＨ27272727 開設開設開設開設・・・・貸付開始貸付開始貸付開始貸付開始

～子どもの笑顔があふれる街～

①①①① 子子子子どものどものどものどもの体験活動体験活動体験活動体験活動のののの

場整備場整備場整備場整備

子子子子どものどものどものどもの自主的自主的自主的自主的なななな体験機会体験機会体験機会体験機会のののの

提供提供提供提供とととと多世代交流多世代交流多世代交流多世代交流・・・・地域連携地域連携地域連携地域連携のののの

場場場場のののの整備整備整備整備

[事業費：114,800千円]

③③③③ 真駒内駅周辺真駒内駅周辺真駒内駅周辺真駒内駅周辺のののの

地域連携先導事業地域連携先導事業地域連携先導事業地域連携先導事業

市立大学市立大学市立大学市立大学によるまちづくりによるまちづくりによるまちづくりによるまちづくり拠点拠点拠点拠点スススス

ペースペースペースペースのののの整備及整備及整備及整備及びびびび地域地域地域地域とととと連携連携連携連携したしたしたした

まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり等等等等のののの事業事業事業事業のののの実施実施実施実施をををを条件条件条件条件

にににに民間事業者民間事業者民間事業者民間事業者へへへへ貸付貸付貸付貸付けけけけ

[事業費：66,200千円]

３３３３歳未満児歳未満児歳未満児歳未満児をををを対象対象対象対象としたとしたとしたとした小規小規小規小規

模保育模保育模保育模保育とととと常設常設常設常設のののの子育子育子育子育ててててサロンサロンサロンサロンをををを

実施実施実施実施するするするする仮称仮称仮称仮称))))南区保育南区保育南区保育南区保育・・・・子育子育子育子育

てててて支援支援支援支援センターセンターセンターセンターのののの整備整備整備整備

②②②② 区保育区保育区保育区保育・・・・子育子育子育子育てててて支援支援支援支援

センターセンターセンターセンター整備整備整備整備

[事業費：69,000千円]

・・・・耐震改修工事費等耐震改修工事費等耐震改修工事費等耐震改修工事費等 69696969,,,,000000000000千円千円千円千円

延床面積延床面積延床面積延床面積 405405405405㎡㎡㎡㎡

・・・・耐震改修工事費等耐震改修工事費等耐震改修工事費等耐震改修工事費等 66666666,,,,200200200200千円千円千円千円

延床面積延床面積延床面積延床面積 3333,,,,745745745745㎡㎡㎡㎡

・・・・耐震改修工事費等耐震改修工事費等耐震改修工事費等耐震改修工事費等 114114114114,,,,800800800800千円千円千円千円

延床面積延床面積延床面積延床面積 2222,,,,243243243243㎡㎡㎡㎡

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 7,977 154,953 114,800 114,800 114,800 114,800 114,800 

(うち一般財源) (7,267) (150,461) (110,412) (110 ,412)(110 ,412)(110 ,412)(110 ,412)

事業費 3,776 89,128 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 

(うち一般財源) (3,569) (88,610) (68,513) (68,513)(68,513)(68,513)(68,513)

事業費 6,639 87,931 66,200 66,200 66,200 66,200 66,200 

(うち一般財源) (4,703) (83,140) (61,693) (61,693)(61,693)(61,693)(61,693)

①特定財源

　国庫支出金　4,388

②特定財源

　国庫支出金　  487

③特定財源

　国庫支出金　4,507

（単位：千円）

Ｈ25予算

Ｈ26予算

①

②

③

査定の考え方

【財政局査定】

　①工事費等について過去実績等に基づき精査（▲40,153）

　②工事費等について過去実績等に基づき精査（▲20,128）

　③工事費等について過去実績等に基づき精査（▲21,731）

【最終査定】

　財政局査定のとおり

学校跡施設学校跡施設学校跡施設学校跡施設（ＲＣ（ＲＣ（ＲＣ（ＲＣ造造造造３３３３階建階建階建階建））））をををを暫定活暫定活暫定活暫定活

用用用用しししし、、、、子育子育子育子育てててて環境環境環境環境のののの充実充実充実充実・・・・強化強化強化強化とととと地域地域地域地域ココココ

ミュニティミュニティミュニティミュニティのののの維持維持維持維持・・・・向上向上向上向上をををを図図図図るるるる。。。。26262626年度年度年度年度

はははは跡施設跡施設跡施設跡施設のののの耐震耐震耐震耐震・・・・改修工事等改修工事等改修工事等改修工事等をををを実施実施実施実施
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児童児童児童児童がががが安全安全安全安全かつかつかつかつ健健健健やかにやかにやかにやかに過過過過ごすことごすことごすことごすこと

ができるができるができるができる環境環境環境環境づくりとしてづくりとしてづくりとしてづくりとして、、、、全小学校全小学校全小学校全小学校

区区区区にににに放課後放課後放課後放課後のののの居場所居場所居場所居場所をををを整備整備整備整備するとともするとともするとともするととも

にににに、、、、小学校小学校小学校小学校とのとのとのとの併設併設併設併設によりによりによりにより更新時期更新時期更新時期更新時期がががが

到来到来到来到来したしたしたした児童会館児童会館児童会館児童会館のののの再整備再整備再整備再整備をををを実施実施実施実施

目 的目 的目 的目 的

放課後の居場所づくりの充実関連

～子どもの笑顔があふれる街～

子子子子））））子子子子どもどもどもども育成部育成部育成部育成部

①①①①ミニミニミニミニ児童会館整備児童会館整備児童会館整備児童会館整備 ②②②②児童会館整備児童会館整備児童会館整備児童会館整備

更新時期更新時期更新時期更新時期がががが到来到来到来到来したしたしたした児童会館児童会館児童会館児童会館をををを小学校小学校小学校小学校とのとのとのとの併設併設併設併設によるによるによるによる

複合施設複合施設複合施設複合施設ののののメリットメリットメリットメリットをををを活活活活かしかしかしかし、、、、再整備再整備再整備再整備

（（（（再整備後再整備後再整備後再整備後のののの児童会館児童会館児童会館児童会館イメージイメージイメージイメージ））））

・・・・学校学校学校学校のののの体育館体育館体育館体育館やややや図書室等図書室等図書室等図書室等、、、、学校諸室有効活用学校諸室有効活用学校諸室有効活用学校諸室有効活用についてについてについてについて

検討検討検討検討をををを行行行行いいいい、、、、児童児童児童児童のののの活動活動活動活動のののの幅幅幅幅をををを広広広広げげげげ、、、、効果的効果的効果的効果的・・・・効率的効率的効率的効率的

なななな整備整備整備整備をををを実施実施実施実施（（（（施設規模施設規模施設規模施設規模のののの目安目安目安目安はははは300300300300㎡）㎡）㎡）㎡）

・・・・児童会館児童会館児童会館児童会館、、、、学校学校学校学校、、、、保護者保護者保護者保護者、、、、地域地域地域地域がががが共同共同共同共同してしてしてして子育子育子育子育てててて・・・・子子子子

育育育育ちをちをちをちを支援支援支援支援するするするする拠点施設拠点施設拠点施設拠点施設

・・・・実施設計 二条小実施設計 二条小実施設計 二条小実施設計 二条小、、、、篠路小篠路小篠路小篠路小 8888,,,,900900900900千円千円千円千円

余裕教室等余裕教室等余裕教室等余裕教室等をををを活用活用活用活用したしたしたしたミニミニミニミニ児童会館児童会館児童会館児童会館、、、、放課後子放課後子放課後子放課後子どどどど

もももも館館館館のののの整備整備整備整備（（（（ミニミニミニミニ児童会館児童会館児童会館児童会館９９９９かかかか所所所所、、、、放課後子放課後子放課後子放課後子どもどもどもども館館館館

６６６６かかかか所所所所））））

・・・・設計設計設計設計、、、、工事費工事費工事費工事費 134134134134,,,,830830830830千円千円千円千円

・・・・備品購入費等備品購入費等備品購入費等備品購入費等 26262626,,,,170170170170千円千円千円千円

[事業費：161,000千円]

25年度 26年度 増減 未整備校区

ミニ児童会館 86館 95館 9館増

放課後子ども館 4館 10館 6館増

児童会館 104館 104館 －

なし

[事業費：8,900千円]

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 143,300 161,000 161,000 161,000 161,000 161,000 161,000 

(うち一般財源) (105,969) (142,334) (142,334) (142 ,334)(142 ,334)(142 ,334)(142 ,334)

事業費 0 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 

(うち一般財源) (0) (8,900) (8,900) (8 ,900)(8 ,900)(8 ,900)(8 ,900)

（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

①特定財源

　国庫支出金　18,666
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増加増加増加増加するするするする保育需要保育需要保育需要保育需要にににに対応対応対応対応するためするためするためするため、、、、私私私私

立保育所立保育所立保育所立保育所のののの定員増定員増定員増定員増のためののためののためののための整備費補助整備費補助整備費補助整備費補助をををを

行行行行いいいい、、、、保育所待機児童保育所待機児童保育所待機児童保育所待機児童のののの解消解消解消解消をををを促進促進促進促進

目 的目 的目 的目 的

待機児童対策関連 その１

～子どもの笑顔があふれる街～

子子子子））））子育子育子育子育てててて支援部支援部支援部支援部

私立保育所整備費等補助私立保育所整備費等補助私立保育所整備費等補助私立保育所整備費等補助

【【【【平成平成平成平成26262626年度 私立保育所整備内訳年度 私立保育所整備内訳年度 私立保育所整備内訳年度 私立保育所整備内訳】】】】

規模規模規模規模（（（（人人人人）））） 整備箇所数 定員整備箇所数 定員整備箇所数 定員整備箇所数 定員（（（（人人人人））））

60 2 12060 2 12060 2 12060 2 120

90 6 54090 6 54090 6 54090 6 540

60→60→60→60→999990 1 3090 1 3090 1 3090 1 30

90→120 1 3090→120 1 3090→120 1 3090→120 1 30

110→140 1 30110→140 1 30110→140 1 30110→140 1 30

120→150 1 30120→150 1 30120→150 1 30120→150 1 30

120→130 1 10120→130 1 10120→130 1 10120→130 1 10

30 1 3030 1 3030 1 3030 1 30

60 1 6060 1 6060 1 6060 1 60

本園賃貸物件本園賃貸物件本園賃貸物件本園賃貸物件 60 5 30060 5 30060 5 30060 5 300

20 1,18020 1,18020 1,18020 1,180

新築新築新築新築

計計計計

私立認定保育所私立認定保育所私立認定保育所私立認定保育所

増改築等増改築等増改築等増改築等

・・・・平成平成平成平成23232323年度年度年度年度：：：：定員定員定員定員1111,,,,190190190190人増人増人増人増

・・・・平成平成平成平成24242424年度年度年度年度：：：：定員定員定員定員1111,,,,209209209209人増人増人増人増

・・・・平成平成平成平成25252525年度年度年度年度：：：：定員定員定員定員1111,,,,230230230230人増人増人増人増（（（（予定予定予定予定））））

・・・・平成平成平成平成26262626年度年度年度年度：：：：定員定員定員定員1111,,,,180180180180人増人増人増人増（（（（予定予定予定予定））））

合計合計合計合計 4444,,,,809809809809人増人増人増人増

私立保育所私立保育所私立保育所私立保育所のののの新築新築新築新築、、、、増改築等増改築等増改築等増改築等、、、、私立認定保育所私立認定保育所私立認定保育所私立認定保育所

のののの整備整備整備整備、、、、賃貸物件賃貸物件賃貸物件賃貸物件をををを活用活用活用活用したしたしたした整備整備整備整備のためののためののためののための補助補助補助補助をををを

行行行行いいいい、、、、保育所定員保育所定員保育所定員保育所定員をををを1111,,,,180180180180人増人増人増人増

・・・・新築新築新築新築（（（（660660660660人人人人）））） 975975975975,,,,000000000000千円千円千円千円

・・・・増改築等増改築等増改築等増改築等（（（（130130130130人人人人）））） 677677677677,,,,000000000000千円千円千円千円

・・・・私立認定保育所私立認定保育所私立認定保育所私立認定保育所（（（（90909090人人人人）））） 170170170170,,,,000000000000千円千円千円千円

・・・・本園賃貸物件本園賃貸物件本園賃貸物件本園賃貸物件（（（（300300300300人人人人）））） 195195195195,,,,000000000000千円千円千円千円

[事業費：2,017,000千円]

整備予定及整備予定及整備予定及整備予定及びびびび実績実績実績実績

（（（（参考参考参考参考））））

・・・・保育所待機児童数保育所待機児童数保育所待機児童数保育所待機児童数（（（（厚生労働省定義厚生労働省定義厚生労働省定義厚生労働省定義））））

平成平成平成平成25252525年年年年４４４４月月月月：：：：398398398398人 平成人 平成人 平成人 平成25252525年年年年10101010月月月月：：：：824824824824人人人人

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

2,956,398 2,023,121 2,017,000 2,017,0002,017,0002,017,0002,017,000

(89,358) (63,797) (63,111) (63 ,111)(63 ,111)(63 ,111)(63 ,111)(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】

　補助金額の精査（▲6,121）

【最終査定】

　財政局査定のとおり

特定財源

　道支出金　1,792,889

　市債　　　 　　161,000

-12-



待機児童対策関連 その２

目 的目 的目 的目 的

～子どもの笑顔があふれる街～

①①①①幼稚園保育運営支援補助関係事業幼稚園保育運営支援補助関係事業幼稚園保育運営支援補助関係事業幼稚園保育運営支援補助関係事業

③③③③さっぽろさっぽろさっぽろさっぽろ保育保育保育保育ルームルームルームルーム運営 支援事業費補助運営 支援事業費補助運営 支援事業費補助運営 支援事業費補助

認可外保育施設認可外保育施設認可外保育施設認可外保育施設のののの保育保育保育保育のののの質質質質のののの向上向上向上向上やややや保護者保護者保護者保護者のののの負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減をををを図図図図るためるためるためるため、、、、

一定一定一定一定のののの基準基準基準基準をををを満満満満たすたすたすたす施設施設施設施設をををを認定認定認定認定しししし、、、、運営費運営費運営費運営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

・・・・ＡＡＡＡ型型型型 12121212かかかか所所所所 167167167167,,,,463463463463千円千円千円千円

・・・・ＢＢＢＢ型型型型 ６６６６かかかか所所所所 26262626,,,,373373373373千円千円千円千円

※※※※ ＡＡＡＡ型型型型はははは国国国国のののの保育所設備基準保育所設備基準保育所設備基準保育所設備基準、Ｂ、Ｂ、Ｂ、Ｂ型型型型はははは札幌市独自基準札幌市独自基準札幌市独自基準札幌市独自基準をををを満満満満たすたすたすたす施設施設施設施設

保育所待機児童保育所待機児童保育所待機児童保育所待機児童のののの解消解消解消解消やややや多様多様多様多様ななななニーニーニーニー

ズズズズにににに応応応応じたじたじたじた保育保育保育保育サービスサービスサービスサービスのののの提供提供提供提供のためのためのためのため、、、、

幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園やややや認可外保育施設認可外保育施設認可外保育施設認可外保育施設のののの運営運営運営運営をををを支援支援支援支援

子子子子））））子育子育子育子育てててて支援部支援部支援部支援部

教教教教））））学校教育部学校教育部学校教育部学校教育部

[事業費：193,836千円]

市立幼稚園市立幼稚園市立幼稚園市立幼稚園においてにおいてにおいてにおいて預預預預かりかりかりかり保育保育保育保育をををを実施実施実施実施

・・・・保育士人件費等保育士人件費等保育士人件費等保育士人件費等 28282828,,,,000000000000千円千円千円千円

空空空空きききき教室等教室等教室等教室等をををを活用活用活用活用しししし、、、、認可保育所認可保育所認可保育所認可保育所とととと同程同程同程同程

度度度度のののの時間帯時間帯時間帯時間帯でででで保育保育保育保育をををを実施実施実施実施するするするする私立幼稚園私立幼稚園私立幼稚園私立幼稚園

のののの運営費運営費運営費運営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

①①①①----1111....幼稚園保育室運営支援事業費補助幼稚園保育室運営支援事業費補助幼稚園保育室運営支援事業費補助幼稚園保育室運営支援事業費補助

（（（（３３３３歳未満児対象歳未満児対象歳未満児対象歳未満児対象））））

・・・・通常型通常型通常型通常型 １１１１園園園園 2222,,,,808808808808千円千円千円千円

・・・・平日型平日型平日型平日型 １１１１園園園園 1111,,,,848848848848千円千円千円千円

・・・・通常型通常型通常型通常型＋＋＋＋ 10101010園園園園 89898989,,,,352352352352千円千円千円千円

・・・・平日型平日型平日型平日型＋＋＋＋ ３３３３園園園園 27272727,,,,480480480480千円千円千円千円

①-2.①-2.①-2.①-2.私立幼稚園預私立幼稚園預私立幼稚園預私立幼稚園預かりかりかりかり保育運営支援事業費補助保育運営支援事業費補助保育運営支援事業費補助保育運営支援事業費補助

（（（（３３３３歳以上児対象歳以上児対象歳以上児対象歳以上児対象））））

・・・・通常型通常型通常型通常型 10101010園園園園 21212121,,,,504504504504千円千円千円千円

・・・・平日型平日型平日型平日型 20202020園園園園 49494949,,,,680680680680千円千円千円千円

・・・・通常型通常型通常型通常型＋＋＋＋ 11111111園園園園 35353535,,,,376376376376千円千円千円千円

※※※※通常型通常型通常型通常型、、、、平日型平日型平日型平日型はははは10101010時間実施時間実施時間実施時間実施、、、、

通常型通常型通常型通常型＋、＋、＋、＋、平日型平日型平日型平日型＋＋＋＋はははは11111111時間実施時間実施時間実施時間実施

[事業費：228,048千円]

②②②②幼児教育幼児教育幼児教育幼児教育センターセンターセンターセンター関係事業関係事業関係事業関係事業((((市立幼稚園市立幼稚園市立幼稚園市立幼稚園のののの預預預預かりかりかりかり保育保育保育保育))))

[事業費：28,000千円]

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 95,537 319,764 228,048 228,048 228,048 228,048 228,048 

(うち一般財源) (95,537) (87,400) (151,944) (151 ,944)(151 ,944)(151 ,944)(151 ,944)

事業費 2,397 28,898 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 

(うち一般財源) (2,397) (14,315) (5,761) (5 ,761)(5 ,761)(5 ,761)(5 ,761)

事業費 160,650 215,333 193,836 193,836 193,836 193,836 193,836 

(うち一般財源) (92,484) (134,180) (130,315) (130 ,315)(130 ,315)(130 ,315)(130 ,315)

（単位：千円）

Ｈ25予算

Ｈ26予算

①

③

査定の考え方

【財政局査定】

　①補助金額の精査、幼稚園保育室の認定こども園移行整備

費補助については計上見送り（▲91,716）

　②備品購入費の精査（▲898）

　③補助金額の精査（▲21,497）

【最終査定】

　財政局査定のとおり

①特定財源

　国庫支出金　　76,104

③特定財源

　道支出金　　　　63,521

②

②特定財源

　使用料　　 　　　22,135

　諸収入　　　　　　　 104
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待機児童対策関連 その３

目 的目 的目 的目 的

～子どもの笑顔があふれる街～

①①①①家庭的保育事業家庭的保育事業家庭的保育事業家庭的保育事業・・・・小規模保育事業小規模保育事業小規模保育事業小規模保育事業

交通利便性交通利便性交通利便性交通利便性のののの高高高高いいいい賃貸物件賃貸物件賃貸物件賃貸物件やややや保育保育保育保育ママママママママのののの居宅居宅居宅居宅

においてにおいてにおいてにおいて少人数少人数少人数少人数のののの乳幼児保育乳幼児保育乳幼児保育乳幼児保育をををを実施実施実施実施

①①①①----1111....家庭的保育事業家庭的保育事業家庭的保育事業家庭的保育事業

・・・・保育保育保育保育ママママママママ26262626人人人人（（（（定員定員定員定員130130130130人人人人）））） 176176176176,,,,767767767767千円千円千円千円

①①①①----2222....小規模保育事業小規模保育事業小規模保育事業小規模保育事業

・・・・ＡＡＡＡ型型型型 ３３３３かかかか所所所所（（（（定員定員定員定員57575757人人人人）））） 49494949,,,,485485485485千円千円千円千円

・・・・ＣＣＣＣ型型型型 ６６６６かかかか所所所所（（（（定員定員定員定員70707070人人人人）））） 75757575,,,,183183183183千円千円千円千円

保育所待機児童解消保育所待機児童解消保育所待機児童解消保育所待機児童解消のためのためのためのため、、、、少人数少人数少人数少人数のののの

乳幼児保育及乳幼児保育及乳幼児保育及乳幼児保育及びびびび多様多様多様多様なななな保育保育保育保育サービスサービスサービスサービス

※※※※

のののの

情報提供等情報提供等情報提供等情報提供等をををを実施実施実施実施

子子子子））））子育子育子育子育てててて支援部支援部支援部支援部

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 147,756 319,615 301,435 301,435 301,435 301,435 301,435 

(うち一般財源) (101,901) (188,621) (167,871) (167 ,871)(167 ,871)(167 ,871)(167 ,871)

事業費 0 28,240 28,240 28,240 28,240 28,240 28,240 

(うち一般財源) (0) (28,119) (9,293) (9 ,293)(9 ,293)(9 ,293)(9 ,293)

①

②

査定の考え方

【財政局査定】

　①補助金及び委託金額の精査、認可外保育施設の小規模保

育事業への移行開設準備費補助については計上見送り

（▲18,180）

　②国庫補助制度の変更による特定財源の増

【最終査定】

　財政局査定のとおり

①特定財源

　国庫支出金　  112,452

　道支出金　　　　21,107

　諸収入　　　　　　　　　5

②特定財源

　国庫支出金　　 　9,413

  道支出金　　　　　9,413

　諸収入　　　　 　 　  121

（単位：千円）

Ｈ25予算

Ｈ26予算

②②②②保育保育保育保育ニーズコーディネートニーズコーディネートニーズコーディネートニーズコーディネート事業事業事業事業

各区各区各区各区にににに保育保育保育保育コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーターをををを配置配置配置配置しししし、、、、下記下記下記下記のののの業務業務業務業務をををを実施実施実施実施

10101010人人人人 28282828,,,,240240240240千円千円千円千円

・・・・多様多様多様多様なななな保育保育保育保育サービスサービスサービスサービスのののの情報提供及情報提供及情報提供及情報提供及びびびび利用調整利用調整利用調整利用調整

・・・・保育所待機児童世帯保育所待機児童世帯保育所待機児童世帯保育所待機児童世帯のののの状況把握状況把握状況把握状況把握（（（（アフターフォローアフターフォローアフターフォローアフターフォロー））））

・・・・多様多様多様多様なななな保育保育保育保育サービスサービスサービスサービスのののの情報収集情報収集情報収集情報収集、、、、地域地域地域地域のののの保育保育保育保育ニーズニーズニーズニーズのののの把握把握把握把握

[事業費：28,240千円]

[事業費：301,435千円]

※ 多様な保育サービス・・・認可保育所以外の保育サービス

保育保育保育保育コーディネータコーディネータコーディネータコーディネータ————のののの役割役割役割役割

サービス

利用希望者 保育コーディネーター

保育所待機

児童世帯

保育サービス相談

情報提供等

保育サービス利用

情

報

収

集

保育サービス利用

認可保育所以外の保育サービス
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札幌市立中高一貫教育校の設置関連

目 的目 的目 的目 的

～子どもの笑顔があふれる街～

平成平成平成平成27272727年度年度年度年度にににに開校開校開校開校するするするする市立札幌開成中等教育学校市立札幌開成中等教育学校市立札幌開成中等教育学校市立札幌開成中等教育学校

のののの開校準備開校準備開校準備開校準備をををを進進進進めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、、、、課題探究的課題探究的課題探究的課題探究的なななな学習学習学習学習なななな

どのどのどのどの取組取組取組取組をををを通通通通してしてしてして、、、、創造性創造性創造性創造性やややや国際感覚豊国際感覚豊国際感覚豊国際感覚豊かなかなかなかな人材人材人材人材をををを

育成育成育成育成するするするする新新新新たなたなたなたな学習学習学習学習モデルモデルモデルモデルをををを研究研究研究研究・・・・実践実践実践実践しししし、「、「、「、「生涯生涯生涯生涯

にわたってにわたってにわたってにわたって学学学学びびびび続続続続けるけるけるける力力力力」」」」をををを育成育成育成育成

教教教教))))生涯学習部生涯学習部生涯学習部生涯学習部

教教教教))))学校教育部学校教育部学校教育部学校教育部

(単位：千円）

計 1,006,000

校舎 ＲＣ造３階、12,000㎡

ＳＲＣ造３階、1,444㎡

鉄骨造２階、160㎡

合計面積13,604㎡

855,000

25年度予算

①-１．のうち年度別校舎・講堂・渡り廊下建設事業費

26年度予算 27年度想定 合計

2,186,000 3,041,000

渡り廊下 143,000 143,000

講堂 151,000

2,528,000 143,000 3,677,000

342,000 493,000

北海道札幌開成高等学校北海道札幌開成高等学校北海道札幌開成高等学校北海道札幌開成高等学校をををを全面改築全面改築全面改築全面改築のうえのうえのうえのうえ、、、、改編改編改編改編

しししし、、、、平成平成平成平成27272727年度年度年度年度にににに中等教育学校中等教育学校中等教育学校中等教育学校をををを設置設置設置設置

①①①①----1111....学校新築学校新築学校新築学校新築（（（（校舎等校舎等校舎等校舎等のののの工事工事工事工事）））） 3333,,,,338338338338,,,,000000000000千円千円千円千円

①①①①----2222....市立中等教育学校開校準備市立中等教育学校開校準備市立中等教育学校開校準備市立中等教育学校開校準備 23232323,,,,000000000000千円千円千円千円

①①①①----3333....単位制支援単位制支援単位制支援単位制支援システムシステムシステムシステム構築構築構築構築 39393939,,,,500500500500千円千円千円千円

[事業費：3,400,500千円]

①①①①札幌市立中等教育学校開校準備事業札幌市立中等教育学校開校準備事業札幌市立中等教育学校開校準備事業札幌市立中等教育学校開校準備事業 ②②②②新新新新たなたなたなたな学習学習学習学習モデルモデルモデルモデル研究事業研究事業研究事業研究事業【【【【新規新規新規新規】】】】

[事業費：35,000千円]

充実充実充実充実したしたしたした課題探究的課題探究的課題探究的課題探究的なななな学習学習学習学習やややや生徒生徒生徒生徒のののの主体的主体的主体的主体的なななな学学学学びびびび

をををを実現実現実現実現するためするためするためするため、、、、国際標準国際標準国際標準国際標準のののの教育教育教育教育プログラムプログラムプログラムプログラムであるであるであるである

ＩＢＩＢＩＢＩＢカリキュラムカリキュラムカリキュラムカリキュラムをををを活用活用活用活用しししし、、、、併併併併せてせてせてせて情報通信情報通信情報通信情報通信（ＩＣ（ＩＣ（ＩＣ（ＩＣ

Ｔ）Ｔ）Ｔ）Ｔ）機器機器機器機器をををを利用利用利用利用できるできるできるできる教育環境教育環境教育環境教育環境をををを整備整備整備整備

【【【【スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール】】】】

平成平成平成平成25252525年年年年～～～～27272727年 新校舎年 新校舎年 新校舎年 新校舎・・・・講堂講堂講堂講堂・・・・渡渡渡渡りりりり廊下建設工事廊下建設工事廊下建設工事廊下建設工事

平成平成平成平成27272727年 市立札幌開成中等教育学校開校年 市立札幌開成中等教育学校開校年 市立札幌開成中等教育学校開校年 市立札幌開成中等教育学校開校

・・・・ＩＢＩＢＩＢＩＢカリキュラムカリキュラムカリキュラムカリキュラム関連関連関連関連 9999,,,,992992992992千円千円千円千円

・・・・ＩＣＴＩＣＴＩＣＴＩＣＴ環境環境環境環境のののの整備整備整備整備 25252525,,,,008008008008千円千円千円千円

(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 1,023,000 3,627,498 3,400,500 3,400,5003,400,5003,400,5003,400,500

（うち一般財源） (672,065) (2,770,055) (2,543,057) (2 ,543 ,057) (2 ,543 ,057) (2 ,543 ,057) (2 ,543 ,057) 

事業費 0 50,548 35,000 35,00035,00035,00035,000

（うち一般財源） (0) (49,201) (34,709) (34 ,709) (34 ,709) (34 ,709) (34 ,709) 

①特定財源

　 国庫支出金  456,443

 　市債　401,000

②特定財源

 　諸収入　291

　

査定の考え方

Ｈ25予算

Ｈ26予算

①

②

【財政局査定】

　①過去実績に基づき精査（▲226,998）

  ②過去実績に基づき精査（▲15,548）

【最終査定】

　財政局査定のとおり
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仮称）南部高等支援学校基本設計【新規】

目 的目 的目 的目 的

～子どもの笑顔があふれる街～

高等支援学校高等支援学校高等支援学校高等支援学校のののの市内北部偏在市内北部偏在市内北部偏在市内北部偏在をををを解消解消解消解消するためするためするためするため、、、、

市南部市南部市南部市南部へへへへ高等支援学校高等支援学校高等支援学校高等支援学校をををを設置設置設置設置

教教教教))))生涯学習部生涯学習部生涯学習部生涯学習部

(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

0 33,477 保留 30,00030,00030,00030,000

(0) (33,477) 保留 (30 ,000) (30 ,000) (30 ,000) (30 ,000) 

Ｈ26予算

【財政局査定】

　基本設計費等の計上については、市長査定時に判断

【最終査定】

　南部高等支援学校新設のための基本設計費等を計上

査定の考え方

Ｈ25予算

事業費

（うち一般財源）

①①①①学校基本設計費等学校基本設計費等学校基本設計費等学校基本設計費等 27272727,,,,000000000000千円千円千円千円

②②②②学校解体設計費学校解体設計費学校解体設計費学校解体設計費 3333,,,,000000000000千円千円千円千円

仮称仮称仮称仮称））））南部高等支援学校南部高等支援学校南部高等支援学校南部高等支援学校のののの基本設計費及基本設計費及基本設計費及基本設計費及びびびび整備整備整備整備

予定地予定地予定地予定地であるであるであるである真駒内小学校真駒内小学校真駒内小学校真駒内小学校のののの校舎校舎校舎校舎をををを解体解体解体解体するためするためするためするため

のののの設計費設計費設計費設計費

[事業費：30,000千円]

事業内容事業内容事業内容事業内容

スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

①基本設計 ①実施設計 ①新築工事 ①供用開始

②解体設計 ②校舎解体

市内既設高等支援学校の北部偏在

①市立豊明高等養護学校（北区西茨戸4-1）

②道立札幌高等養護学校（手稲区手稲前田485）

③道立札幌稲穂高等支援学校（手稲区稲穂4-7）
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教育支援センター設置事業

目 的目 的目 的目 的

事業内容事業内容事業内容事業内容

～子どもの笑顔があふれる街～

不登校不登校不登校不登校のののの子子子子どもどもどもども一人一人一人一人一人一人一人一人のののの状況状況状況状況にににに応応応応じたじたじたじた

丁寧丁寧丁寧丁寧なななな支援体制支援体制支援体制支援体制のののの構築構築構築構築

学校環境学校環境学校環境学校環境にににに自分自分自分自分のののの「「「「居場所居場所居場所居場所」」」」をもつことをもつことをもつことをもつこと

がががが難難難難しいしいしいしい不登校児童生徒不登校児童生徒不登校児童生徒不登校児童生徒のののの支援施設支援施設支援施設支援施設をををを設置設置設置設置

・・・・人件費人件費人件費人件費 17171717,,,,433433433433千円千円千円千円

・・・・施設維持管理費施設維持管理費施設維持管理費施設維持管理費 1111,,,,913913913913千円千円千円千円

・・・・備品費備品費備品費備品費、、、、消耗品費消耗品費消耗品費消耗品費 5555,,,,654654654654千円千円千円千円

スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール

教教教教））））学校教育部学校教育部学校教育部学校教育部

・・・・平成平成平成平成25252525年度 教育支援年度 教育支援年度 教育支援年度 教育支援センターセンターセンターセンター白石白石白石白石をををを設置設置設置設置

教育支援教育支援教育支援教育支援センターセンターセンターセンター白石白石白石白石のののの実証的検証実証的検証実証的検証実証的検証

２２２２かかかか所目開設準備所目開設準備所目開設準備所目開設準備

・・・・平成平成平成平成26262626年度年度年度年度 ２２２２かかかか所目設置所目設置所目設置所目設置

教育支援教育支援教育支援教育支援センターセンターセンターセンター２２２２かかかか所所所所のののの実証的検証実証的検証実証的検証実証的検証

(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

14,500 26,374 25,000 25,00025,00025,00025,000

(14,500) (26,303) (24,929) (24 ,929) (24 ,929) (24 ,929) (24 ,929) 

Ｈ26予算

【財政局査定】

　過去実績に基づき精査（▲1,374）

【最終査定】

　財政局査定のとおり

査定の考え方

Ｈ25予算

事業費

（うち一般財源）

特定財源

   諸収入　71

[事業費：25,000千円]
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