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さっぽろ元気ビジョンの実現に資する事業を整理している。

さっぽろ元気ビジョン等

施策体系別19年度予算要求額

施策の体系



基本目標別の事業費集計

（単位；百万円）

元気な経
済が生ま
れ、安心
して働け
る街さっ
ぽろ

健やかに
暮らせる
共生の街
さっぽろ

世界に誇
れる環境
の街さっ
ぽろ

芸術・文
化、ス
ポーツを
発信する
街さっぽ
ろ

ゆたかな
心と創造
性あふれ
る人を育
む街さっ
ぽろ

18年度
予算額

165,545 83,187 7,989 18,918 4,219 2,176 50,480

19年度
予算要求額

164,325 80,583 10,374 19,007 1,046 2,501 52,643

注１:事業のうち、複数の施策に該当するものは重複して計上しているため、基本目標とその他の
　 　重点事業を合計した数値は、合計と一致しない。

基 本 目 標

その他の
重点事業合 計



基本目標１　元気な経済が生まれ、安心して働ける街さっぽろ 83,187 80,583

（百万円）

82,524 79,818
総務局 東京事務所 首都圏販路拡大推進事業 10 10

経済局 産業振興部 ベンチャー支援事業 111 37

経済局 産業振興部 中小企業金融対策資金貸付 82,380 79,753

経済局 産業振興部 コミュニティビジネスによる商店街振興事業 9 6

経済局 産業振興部 中小企業アドバイザー事業 14 12

376 447
市民まちづくり局 市民生活部 労働・職場環境問題解決支援事業 1 2

子ども未来局 子育て支援部 母子寡婦福祉センター等運営 32 32

子ども未来局 子育て支援部 母子家庭自立支援給付金事業 12 11

経済局 雇用推進部 就業サポートセンター事業 95 94

経済局 雇用推進部 若年層就業体験支援事業 34 49

経済局 産業振興部 雇用創出型ニュービジネス立地促進事業 161 220

経済局 産業振興部 コミュニティ型建設業創出事業 12 15

経済局 産業振興部 中小建設業等経営資源活用型モデル事業 31 25

120 104
総務局 国際部 「ミュンヘン・クリスマス市in Sapporo」開催費負担 11 11

総務局 国際部 東アジア都市間文化交流事業 2 1

総務局 国際部 在住外国人支援施策推進事業 4 4

総務局 東京事務所 首都圏シティPR事業 25 23

観光文化局 観光部 観光都市さっぽろ推進事業 39 28

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 7 9

観光文化局 観光部 国際観光促進事業 8 11

観光文化局 観光部 平岡公園梅林ライトアップ事業 0 7

観光文化局 観光部 さっぽろライラックまつり魅力アップ事業 0 3

観光文化局 観光部 藻岩山魅力アップ構想推進事業 21 5

観光文化局 観光部 定山渓観光客誘致関連補助 3 3

部

重点戦略課題１　中小企業や創業に挑戦する市民へのきめ細やかな支援

事業名称

重点戦略課題２　安心して働ける環境づくり

18年度
予算額

19年度
予算要求額

重点戦略課題３　協働による観光振興とコンベンション事業の推進

局
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基本目標１　元気な経済が生まれ、安心して働ける街さっぽろ 83,187 80,583

（百万円）

部 事業名称
18年度
予算額

19年度
予算要求額

局

148 171
総務局 東京事務所 首都圏販路拡大推進事業 【再掲】 10 10

経済局 産業振興部 高度情報通信人材育成・活用事業 55 71

経済局 産業振興部 デジタルコンテンツ産業化推進事業 32 40

経済局 産業振興部 創造都市さっぽろ（sapporo　ideas　city）推進事業 15 15

経済局 産業振興部 企業連携構築事業 4 6

経済局 産業振興部 札幌ブランド構築・推進事業 29 26

経済局 農務部 「顔の見える農業」推進事業 3 3

19 43
総務局 国際部 東アジア都市間文化交流事業 【再掲】 2 1

総務局 国際部 在住外国人支援施策推進事業 【再掲】 4 4

経済局 産業振興部 アジア圏等経済交流促進事業 14 38

重点戦略課題５　アジアの産業ネットワークの拡大

重点戦略課題４　さっぽろの知恵を活かした新たな産業の創出
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基本目標２　健やかに暮らせる共生の街さっぽろ 7,989 10,374

（百万円）

425 714
市民まちづくり局 地域振興部 元気活動創出事業 9 8

市民まちづくり局 地域振興部 さっぽろ元気NPOサポートローン事業 10 9

市民まちづくり局 地域振興部 （仮称）清田区地区センター建設 150 506

市民まちづくり局 地域振興部 バス停周辺環境づくり事業 3 4

市民まちづくり局 都市計画部 市民との協働による都市計画制度普及事業 3 3

市民まちづくり局 都市計画部 特定地域計画策定 5 3

保健福祉局 総務部 福祉のまち推進センター補助 82 83

都市局 市街地整備部 菊水上町地区住環境整備事業 164 99

4,075 4,706
保健福祉局 健康衛生部 児童虐待発生予防・育児支援強化事業 8 15

保健福祉局 健康衛生部 不妊治療支援事業 75 42

保健福祉局 健康衛生部 乳幼児医療助成 2,891 2,933

子ども未来局 子育て支援部 地域主体の子育てサロン設置事業 4 9

子ども未来局 子ども育成部 ミニ児童会館施設設備整備 90 318

子ども未来局 子育て支援部 私立保育所新築費補助 0 114

子ども未来局 子育て支援部 私立保育所改築費補助 0 259

子ども未来局 子育て支援部 認可保育所整備促進事業 20 10

子ども未来局 子育て支援部 延長保育事業費補助 898 920

子ども未来局 子育て支援部 一時保育事業費補助 80 81

子ども未来局 子ども育成部 少子化対策啓発事業 8 6

重点戦略課題２　少子化対策の推進

18年度
予算額

19年度
予算要求額

重点戦略課題１　魅力あふれる地域づくりの推進

局 部 事業名称
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基本目標２　健やかに暮らせる共生の街さっぽろ 7,989 10,374

（百万円）

18年度
予算額

19年度
予算要求額

局 部 事業名称

3,456 4,920
市民まちづくり局 総合交通計画部 交通バリアフリー推進事業 48 22

保健福祉局 総務部 福祉除雪事業 88 89

保健福祉局 総務部 地域福祉権利擁護事業 34 35

保健福祉局 総務部 福祉のまち推進センター補助 【再掲】 82 83

保健福祉局 保健福祉部 高齢者保健福祉計画策定調査 5 12

保健福祉局 保健福祉部 障がい者「元気ショップ」運営事業 80 26

保健福祉局 保健福祉部 はつらつシニアサポート事業 38 33

保健福祉局 保健福祉部 重症心身障害児（者）通園事業 117 121

保健福祉局 保健福祉部 障がい者グループホーム・ケアホームの拡充 916 988

保健福祉局 保健福祉部 2015年の高齢者介護推進事業 6 6

保健福祉局 保健福祉部 快適生活支援事業 1 1

保健福祉局 保健福祉部 障がい者相談支援事業 47 72

保健福祉局 保健福祉部 精神科救急医療システム運営事業 21 22

保健福祉局 保健福祉部 障がい者による政策提言サポーター制度運営事業 2 1

保健福祉局 保健福祉部 聴覚障がい者用字幕（手話）入りビデオカセット自主制作事業 9 9

保健福祉局 保健福祉部 ねんりんピック（全国健康福祉祭）開催準備事業 2 7

保健福祉局 保健福祉部 小規模作業所運営強化推進事業 7 6

保健福祉局 保健福祉部 地域活動支援センター運営費補助 291 1,154

保健福祉局 保健福祉部 地下鉄駅エレベーター等整備 1,086 1,517

環境局 みどりの推進部 福祉のまちづくり公園整備 275 259

都市局 市街地整備部 既設市営住宅バリアフリー化事業 3 214

都市局 市街地整備部 民間活力の活用による公的住宅供給事業 281 210

都市局 市街地整備部 住まいのプラットフォーム連携事業 7 7

都市局 市街地整備部 厚別副都心地区まちづくり事業 10 25

33 34
保健福祉局 健康衛生部 健康さっぽろ２１推進事業 6 6

保健福祉局 健康衛生部 食育推進 11 13

保健福祉局 健康衛生部 ヘルシーコミュニティ促進事業及び健康づくりネットワーク促進事業 13 12

保健福祉局 健康衛生部 たばこ対策 3 3

重点戦略課題３　地域での高齢者・障がい者の自立支援の促進

重点戦略課題４　地域での健康づくりの推進
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基本目標３　世界に誇れる環境の街さっぽろ 18,918 19,007

（百万円）

6,181 5,402
環境局 環境都市推進部 水環境計画推進 6 6

環境局 みどりの推進部 プレイリーダー育成事業 2 1

環境局 みどりの推進部 特別緑地保全地区取得 270 255

環境局 みどりの推進部 都市林等整備 2 2

環境局 みどりの推進部 都市環境緑地取得整備 128 122

環境局 みどりの推進部 地域制緑地計画調査（旧風致地区指定計画調査） 2 2

環境局 みどりの推進部 市民主体の公園等管理推進支援事業 1 1

環境局 みどりの推進部 森林環境保全整備事業 5 3

環境局 みどりの推進部 公園造成 1,791 1,766

環境局 みどりの推進部 公園用地取得 896 542

環境局 みどりの推進部 丘珠空港緑地造成 320 230

環境局 みどりの推進部 丘珠空港緑地用地取得 1,623 1,217

環境局 みどりの推進部 個性あふれる公園整備 322 314

環境局 みどりの推進部 既設公園整備 346 327

環境局 みどりの推進部 道路緑化推進 174 165

環境局 みどりの推進部 一家庭一植樹運動推進 10 9

環境局 みどりの推進部 リラの花香る街づくり事業 35 35

環境局 みどりの推進部 みどりゆたかな都心づくり事業 31 31

環境局 みどりの推進部 公共施設緑化推進 31 31

環境局 みどりの推進部 民有地緑化推進 2 2

環境局 みどりの推進部 市民参加による都市緑化推進事業 2 12

環境局 みどりの推進部 マイタウン・マイフラワープラン事業 4 4

環境局 みどりの推進部 都市緑化基金造成費補助 12 12

建設局 下水道河川部 水と緑のネットワーク事業 112 108

建設局 下水道河川部 多自然河川整備事業 55 206

事業名称
18年度
予算額

19年度
予算要求額

重点戦略課題１　水とみどりのうるおいと安らぎのある街の実現

局 部
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基本目標３　世界に誇れる環境の街さっぽろ 18,918 19,007

（百万円）

事業名称
18年度
予算額

19年度
予算要求額

局 部

1,958 2,343
環境局 環境都市推進部 ＣＯ２削減普及推進事業 60 52

環境局 環境都市推進部 太陽光発電等設置モデル事業 18 18

環境局 環境都市推進部 ＥＳＣＯ率先導入事業 2 2

環境局 環境都市推進部 低公害車導入事業 9 7

環境局 環境都市推進部 環境教育基本方針推進管理 5 2

環境局 環境都市推進部 総合的環境副教材改定費 0 2

環境局 環境都市推進部 学校ビオトープ整備支援事業 2 2

環境局 環境都市推進部 環境マネジメント推進事業 8 10

環境局 環境都市推進部 エネルギー対策体系化事業 4 8

環境局 環境都市推進部 都市排熱有効利用基礎調査 42 5

環境局 環境都市推進部 風力発電事業性評価業務 2 2

環境局 環境都市推進部 都市再生プロジェクトエネルギーネットワーク構築事業費補助 52 187

環境局 環境事業部 環境基本計画推進 4 5

環境局 環境事業部 戦略的施策プログラム推進事業 2 2

環境局 環境事業部 環境保全設備資金貸付金 67 85

環境局 環境事業部 さっぽろごみプラン２１改定 16 6

環境局 環境事業部 リサイクル事業推進 14 14

環境局 環境事業部 電動等生ごみ処理機購入助成 3 4

環境局 環境事業部 蛍光管拠点回収・リサイクル事業 19 24

環境局 環境事業部 事業系ごみリサイクルシステム構築事業 4 6

環境局 環境事業部 不法投棄防止事業 14 14

環境局 環境事業部 産業廃棄物処理指導計画推進 4 1

環境局 環境事業部 特別管理産業廃棄物適正処理監視強化対策事業 6 6

環境局 環境事業部 清掃車両等購入 192 195

環境局 環境事業部 ごみ埋立用地取得 321 317

環境局 環境事業部 ごみ埋立地造成 226 378

環境局 環境事業部 発寒清掃工場排ガス高度処理施設整備 13 151

環境局 環境事業部 合併処理浄化槽設置費補助 5 5

経済局 農務部 環境保全型農業支援事業 3 3

都市局 建築部 保全計画策定 8 48

都市局 建築部 耐震診断 62 18

重点戦略課題２　地球環境問題への対応と循環型社会の構築
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基本目標３　世界に誇れる環境の街さっぽろ 18,918 19,007

（百万円）

事業名称
18年度
予算額

19年度
予算要求額

局 部

都市局 建築部 市有建築物長寿命化推進事業 772 767

158 224
総務局 国際部 世界冬の都市市長会関連事業 10 16

総務局 国際部 「ミュンヘン・クリスマス市in Sapporo」開催費負担 【再掲】 11 11

保健福祉局 総務部 福祉除雪事業 【再掲】 88 89

環境局 みどりの推進部 冬の公園利用活性化事業 2 1

建設局 管理部 歩道の凍結路面対策による歩行環境の改善 31 75

建設局 管理部 地域に密着した雪処理の推進 16 32

10,621 11,038
市民まちづくり局 総合交通計画部 道路交通調査 114 114

市民まちづくり局 総合交通計画部 交通バリアフリー推進事業 【再掲】 48 22

市民まちづくり局 総合交通計画部 路面電車活用方針検討調査 18 21

市民まちづくり局 都市計画部 市民との協働による都市計画制度普及事業 【再掲】 3 3

市民まちづくり局 総合交通計画部 「スマートサイクルプログラムin札幌」策定事業 4 7

市民まちづくり局 総合交通計画部 乗継施設等整備推進事業 3 11

市民まちづくり局 都市計画部 特定地域計画策定 【再掲】 5 3

市民まちづくり局 都市計画部 都市景観重要建築物等保全事業 5 5

市民まちづくり局 都市計画部 都市景観事業 15 16

市民まちづくり局 総合交通計画部 札幌駅前通地下歩行空間整備推進 7 10

市民まちづくり局 企画部 都心交通対策推進事業 53 14

市民まちづくり局 企画部 都心再生協働事業 8 12

保健福祉局 保健福祉部 地下鉄駅エレベーター等整備 【再掲】 1,086 1,517

建設局 土木部 ＪＲ白石駅周辺地区整備 760 1,510

建設局 土木部 歩道バリアフリー化事業 845 507

建設局 管理部 歩行者と自転車の共存する空間の創出事業 126 113

建設局 管理部 都市型レンタサイクル 5 6

建設局 土木部 札幌駅前通地下歩行空間整備 2,922 2,001

建設局 土木部 創成川アンダーパス連続化事業 4,595 4,734

都市局 市街地整備部 ＪＲ篠路駅西第２地区再開発事業 0 412

重点戦略課題４　歩いて暮らせるゆたかで快適な街の創造　

重点戦略課題３　ゆたかな冬の暮らしの実現
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基本目標４　芸術・文化、スポーツを発信する街さっぽろ 4,219 1,046

（百万円）

594 661
市民まちづくり局 市民生活部 インカルシペ・アイヌ民族文化祭 1 1

市民まちづくり局 都市計画部 都市景観重要建築物等保全事業 【再掲】 5 5

観光文化局 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等 236 229

観光文化局 文化部 札幌交響楽団運営費補助 160 160

観光文化局 文化部 13丁目笑劇場・笑学校事業費補助 2 2

観光文化局 文化部 さっぽろアートステージ事業 23 23

観光文化局 文化部 サッポロ・シティ・ジャズ事業 11 46

観光文化局 文化部 公立文化施設活性化推進事業 10 12

観光文化局 文化部 文化活動練習会場学校開放事業 19 13

観光文化局 文化部 舞台芸術創作活動支援事業 4 4

観光文化局 文化部 キタラファーストコンサート事業費補助 30 29

観光文化局 文化部 子どものための舞台芸術ワークショップ事業費補助 3 3

観光文化局 文化部 文化財施設整備事業 8 57

観光文化局 文化部 豊平館保存修理事業 19 14

観光文化局 文化部 文化財保存 46 47

観光文化局 文化部 博物館建設構想推進事業 16 16

3,625 385
観光文化局 スポーツ部 スポーツ事業促進助成 263 196

観光文化局 スポーツ部 トップアスリートの積極活用事業 2 2

観光文化局 スポーツ部 ファイターズ屋内練習場市民開放事業 4 4

観光文化局 スポーツ部 2007年FISノルディックスキー世界選手権札幌大会事業費補助 3,349 176

観光文化局 スポーツ部 ウィンタースポーツ振興事業 2 2

観光文化局 スポーツ部 さっぽろスポーツキャラバン隊事業 6 6

重点戦略課題２　スポーツの魅力あふれる街の実現

重点戦略課題１　芸術・文化の薫る街の実現

局 部 事業名称
19年度
予算要求額

18年度
予算額
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基本目標５　ゆたかな心と創造性あふれる人を育む街さっぽろ 2,176 2,501

（百万円）

617 753
子ども未来局 子ども育成部 大志塾運営事業 4 4

子ども未来局 子ども育成部 子どもワンダーランド事業 2 2

教育委員会事務局 総務部 学校適正配置計画推進 5 5

教育委員会事務局 総務部 小中学校特殊学級整備 33 31

教育委員会事務局 総務部 新しいタイプの定時制高校設置事業 30 169

教育委員会事務局 学校教育部 スクールカウンセラー活用 158 144

教育委員会事務局 学校教育部 不登校対策事業 34 36

教育委員会事務局 学校教育部 特別支援教育研究モデル事業 1 1

教育委員会事務局 学校教育部 特殊教育 17 17

教育委員会事務局 学校教育部 高等学校教育改革推進 11 10

教育委員会事務局 学校教育部 外国語指導助手関係 211 224

教育委員会事務局 生涯学習部 家庭教育事業 16 16

教育委員会事務局 生涯学習部 野外教育事業 20 19

教育委員会事務局 生涯学習部 学校・地域連携事業 3 3

教育委員会事務局 生涯学習部 学校図書館地域開放事業 74 74

1,559 1,748
市民まちづくり局 企画部 札幌市立大学運営費交付等 1,448 1,637

市民まちづくり局 市民生活部 アイヌ伝統文化啓発活動推進事業 2 2

市民まちづくり局 市民生活部 インカルシペ・アイヌ民族文化祭 【再掲】 1 1

市民まちづくり局 地域振興部 男女共同参画関係 19 21

市民まちづくり局 都市計画部 市民との協働による都市計画制度普及事業 【再掲】 3 3

教育委員会事務局 生涯学習部 学校・地域連携事業 【再掲】 3 3

教育委員会事務局 生涯学習部 学校図書館地域開放事業 【再掲】 74 74

教育委員会事務局 中央図書館 大通コンコース図書貸出返却コーナー運営 9 7

重点戦略課題２　さっぽろを支え、発信する人づくり

事業名称
18年度
予算額

局 部

重点戦略課題１　自立した市民に育てる教育の推進

19年度
予算要求額
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その他重点事業 50,480 52,643

（百万円）

50,480 52,643
会計室 財務会計システム整備事業 173 198

危機管理対策室 危機管理対策部 水防計画等修正 7 5

危機管理対策室 危機管理対策部 地震動及び被害評価事業 24 40

危機管理対策室 危機管理対策部 国民保護計画運用 30 13

危機管理対策室 危機管理対策部 自主防災活動推進事業 18 18

危機管理対策室 危機管理対策部 職員個別研修教材作成 2 5

総務局 市政推進部 行政評価制度推進 4 4

総務局 市政推進部 出資団体評価システム推進 1 1

総務局 行政部 平和都市宣言普及啓発 3 3

総務局 広報部 市民意見の政策反映システム事業 3 1

総務局 国際部 札幌・ミュンヘン姉妹都市提携35周年事業 0 6

市民まちづくり局 地域振興部 元気なまちづくり支援事業 400 400

市民まちづくり局 地域振興部 市民自治推進事業 7 5

市民まちづくり局 地域振興部 安全・安心なまちづくり推進事業 4 7

市民まちづくり局 地域振興部 ＤＶ対策推進事業 15 14

市民まちづくり局 情報化推進部 札幌申請モデル推進事業 17 10

市民まちづくり局 情報化推進部 次世代デジタル技術活用推進事業 6 8

市民まちづくり局 企画部 市民交流複合施設検討事業 14 40

市民まちづくり局 市民生活部 消費生活相談室の相談受付時間延長 0 2

財政局 税政部 固定資産税地理情報システム整備 634 368

財政局 税政部 固定資産評価替事務 17 280

財政局 税政部 円滑な税源移譲実現のための市民税対策 0 110

財政局 税政部 地方税ポータルシステム導入 39 73

財政局 管財部 電子調達システム整備 198 301

保健福祉局 健康衛生部 山口斎場サービス購入 1,137 1,254

保健福祉局 健康衛生部 里塚斎場大規模改修（継続費19～20） 49 271

建設局 管理部 不法占用指導事業 8 7

建設局 管理部 屋外広告物指導事業 22 20

建設局 管理部 放置自動車処分委託 4 2

建設局 管理部 道路橋りょう維持 2,972 3,727

建設局 管理部 道路清掃 853 847

建設局 管理部 市設街路灯維持管理・市設街路灯整備 1,153 1,162

18年度
予算額

19年度
予算要求額

その他重点事業

局 部 事業名称
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その他重点事業 50,480 52,643

（百万円）

18年度
予算額

19年度
予算要求額

局 部 事業名称

建設局 管理部 除雪 14,523 14,506

建設局 土木部 主要幹線道路の整備 1,522 1,832

建設局 土木部 公共交通の利便性向上に資する道路整備 5,117 4,459

建設局 土木部 立体交差事業 2,649 1,958

建設局 土木部 補助幹線道路の整備 2,971 2,522

建設局 土木部 あんしん歩行エリア整備・事故危険箇所対策 143 767

建設局 土木部 生活道路整備 4,709 4,709

建設局 土木部 歩道のバリアフリー化 845 507

建設局 土木部 既設橋りょうの耐震補強 660 513

建設局 土木部 ＩＴＳの推進 247 153

建設局 下水道河川部 河川の流域貯留事業 297 287

建設局 下水道河川部 河川の適正な維持管理 641 634

建設局 下水道河川部 水辺環境の再生・創出 70 76

建設局 下水道河川部 市民との協働による川づくり 15 7

都市局 市街地整備部 木造住宅耐震診断補助事業 0 14

都市局 建築指導部 構造計算支援等事業 0 17

消防局 総務部 消防署所庁舎保全改修 93 84

消防局 総務部 消防車両購入 427 465

消防局 総務部 豊平消防署改修 325 331

消防局 総務部 特別高度救助隊整備 0 57

消防局 総務部 耐震性貯水槽整備 39 39

消防局 総務部 救急業務高度化推進 42 48

教育委員会事務局 総務部 学校施設改築事業 3,098 5,698

教育委員会事務局 総務部 大規模改造 1,137 647

教育委員会事務局 総務部 施設改修等整備 1,234 1,183

教育委員会事務局 学校教育部 私立幼稚園就園奨励費補助 1,500 1,475

教育委員会事務局 学校教育部 私立学校教材教具等整備費補助 261 261

教育委員会事務局 学校教育部 特別支援教育巡回相談員配置モデル事業 8 42

教育委員会事務局 学校教育部 子どもと親の相談員配置事業 2 2

教育委員会事務局 学校教育部 学校評価システムガイドライン（仮称）に基づく評価実践研究事業 14 5

教育委員会事務局 学校教育部 自動体外式除細動器（AED)整備事業 8 20

教育委員会事務局 生涯学習部 資料館運営管理 29 34

教育委員会事務局 中央図書館 中央図書館センター機能整備事業 41 41
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その他重点事業 50,480 52,643

（百万円）

18年度
予算額

19年度
予算要求額

局 部 事業名称

議会事務局 その他議会運営 0 38

議会事務局 札幌・ミュンヘン姉妹都市提携35周年記念事業 0 11
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