
札幌市では、現在、平成24年度予算の編成を進めておりますが、予算案の検討にあたり参考とさせていただくた
め、各部局から提出された予算要求の概要を公表し、市民のみなさまからのご意見を募集しております。

いただきましたご意見に対する札幌市の考え方と査定結果につきましては、趣旨が同じご意見を集約したうえで、
平成24年1月下旬頃に公表いたします。

平成２４年度予算要求の概要

募集期間 平成23年（2011年）11月25日（金）～12月26日（月）
○意見提出方法

(1)郵送：最終ページを切り取り、意見を記入の上、封書としてポスト

に投函してください（切手は不要です。）

(2)電話・FAX： まで

(3)Ｅメール： 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

○意見の提出・お問い合わせ

電話：011-222-4894

FAX：011-221-4894

Ｅメール：info4894@city.sapporo.jp

 

 

 

 

 

★ホームページを検索するときは 

札幌市の財政 検索 

札幌市コールセンター

札幌市コールセンター

札幌市コールセンター



目 次

Ⅰ.平成24年度予算要求の状況 1 Ⅳ.施策体系別事業概要一覧 59

Ⅱ.平成24年度予算編成について 2

Ⅲ.主要事業について

子どもの笑顔があふれる街・・・・ 3

安心して暮らせるぬくもりの街・・ 16

活力みなぎる元気な街・・・・・・ 27

みんなで行動する環境の街・・・・ 40

市民が創る自治と文化の街・・・・ 50

注 この資料中の金額は、原則として各計数ごとに四捨

五入をして表示しています。

したがって、文中及び各表中の数値とその内訳の合

計値とは一致しない場合があります。

【用語説明】

一般会計：福祉・教育・土木などの市町村の基本的な施策

を行うための会計

普通会計：国の統計に合わせて一般会計に土地区画会計等

他の特別会計を含んだもの

一般財源：使途に指定がない収入（財源）

（⇔特定財源：国からの補助金など使途の指定

がある収入）

サンセット：事業の終期の設定（資料の中では、終期ま

たはゼロベースでの見直し時期を記載）

総要求額：レベルアップ分のみを記載している項目につい

ては既存事業分も合わせた「総要求額」を記載



平成24年度予算要求の状況
平成24年度予算要求（一般会計）

８７３，４７９百万円（対前年比 ０．９％）

局 名 要求額 前年度予算 対前年比 局 名 要求額 前年度予算 対前年比

会計室 235 287 ▲17.9% 観光文化局 8,444 8,698 ▲2.9%

危機管理対策室 483 517 ▲6.6% 建設局 53,419 54,627 ▲2.2%

市長政策室 2,827 2,832 ▲0.2% 都市局 15,175 14,114 7.5%

総務局 100,182 102,461 ▲2.2% 消防局 9,229 7,038 31.1%

市民まちづくり局 7,948 7,586 4.8% 教育委員会事務局 45,416 34,235 32.7%

財政局 144,064 146,970 ▲2.0% 選挙管理委員会事務局 60 639 ▲90.7%

保健福祉局 286,427 262,154 9.3% 人事委員会事務局 39 39 ▲1.6％

子ども未来局 75,589 81,152 ▲6.9% 監査事務局 22 22 ▲1.7％

環境局 26,469 27,498 ▲3.7% 議会事務局 1,856 1,912 ▲2.9％

経済局 95,597 113,143 ▲15.5% 合計 873,479 865,924 0.9％

【各局予算要求状況】

【これまでの決算の推移】
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8,332億円

民生費
社会福祉
関係

土木費
道路、公園、市営
住宅の整備など

教育費
学校の建
設や運営

公債費
過去の市
債の返済

商工費
中小企業
支援など

その他
清掃、消防、
総務関係等

年度
◆以前は、人口の急増に対応して道路、公園、
小中学校等の社会基盤の整備関係経費が大
きかったが、近年は落ち着いてきている

◆過去、社会資本整備の財源とした地方債（借金）
を償還するための公債費が増加傾向にある

◆高齢化の進展や不況等により民生費が急増して
いる

※普通会計決算ベース

単位：百万円

※各計数ごとに四捨五入していることから表中
の数値と合計値は一致しない場合があります
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市役所の各担当局が
財政局に予算を要求
します。

財政局が予算要求
の内容を検討し、
概定します。

市長が予算要求の
内容を検討し、予
算案を調製しま
す。

議会に予算案を提出
し、議会の議決で予
算が決まります。

持続可能な財政構造の確立と、市民
自治をより確かなものにするための
行政運営の実現に向けた実施計画

平成24年度予算編成について

23年11⽉上旬

11月25日
公開

24年1⽉中旬24年1⽉上旬

1月下旬
公表

24年２ 3⽉

1月中旬
公表

【予算編成の考え方】

【スケジュール】

●平成24年度予算は、市長の３期目において初めて編成する本格予算であり、「さっぽろ元気ビジョン第３ステー

ジ～北の希望都市・札幌を目指して～」の実現に向けた確かな一歩を市民が実感できる予算編成を目指す。

●「行財政改革推進プラン（案）」に基づく、事務事業の見直しや収納率の向上、受益者負担の適正化等の取組の

実施により、所要の財源を確保し、「第３次札幌新まちづくり計画（案）」の事業を着実に実施する。

第３次札幌
新まちづくり計画

（案）

行財政改革

推進プラン（案）

市民の皆さんのご意見

これからも、よりよい札幌市の予算（お金の使
い方）を市民の皆さまとともに考えていくた
め、たくさんのご意見をお寄せいただきますよ
うお願いします。

≪行政運営の改革≫
○市民力を活かす市役所
○組織の改革
○しごとの改革

≪財政運営の改革≫
○歳出構造の改革
○財政基盤の強化
○財政運営手法

平成26年度までの間、優先的・重
点的に取り組む事業の実施計画

≪５つの政策目標≫
○子どもの笑顔があふれる街
○安心して暮らせるぬくもりの街
○活力みなぎる元気な街
○みんなで行動する環境の街
○市民が創る自治と文化の街

時間    
考      
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◎：新規事業、○レベルアップ事業　　

単位：千円

政策
目標

重点
課題

頁 所　管　部 事業費

１．子どもの笑顔があふれる街　　　

子どもを生み育てやすい環境づくり

Ｐ4 事業所内保育施設整備促進事業 子ども育成部 30,000

Ｐ5 ミニ児童会館施設設備整備 子ども育成部 359,342

Ｐ6 ○ 放課後児童クラブの充実関連 子ども育成部 182,883

Ｐ7 ○ 地域子育て支援拠点事業関連 子育て支援部 88,812

Ｐ8 ◎ 私立幼稚園預かり保育運営支援事業費補助 子育て支援部 79,200

Ｐ9 ◎ 認可外保育施設運営支援事業費補助 子育て支援部 160,308

Ｐ10 私立保育所整備費等補助 子育て支援部 1,610,543

Ｐ11 ◎ 子育て支援住宅の建設 市街地整備部 1,278,172

子どもが健やかに夢や希望を持って育つ環境の充実

Ｐ12 ◎ 子どもの学びの環境づくり事業費 子ども育成部 16,000

Ｐ13 市立中高一貫教育校の設置 生涯学習部 138,895

学校教育部 16,197

Ｐ14 ◎ 心のサポーター配置モデル事業 学校教育部 28,118

Ｐ15 ○ スクールカウンセラー等活用事業 学校教育部 4,198

主　　　　　要　　　　　事　　　　　業
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仕事と子育てが両立しやすい職場環境づくり
に取り組む企業の支援及び待機児童解消

目 的

事業所内保育施設設置促進事業
～子どもの笑顔があふれる街～

子）子ども育成部

・設置費補助（12件） 30,000千円

事業内容

事業所内保育施設を新たに設置する

企業に対する設置費の一部補助

【サンセット：Ｈ26年度末】

補助率：国の設置助成金の助成率に応じて次の３種類を設定

国助成金 市補助金 合計

国助成金対象外 5人～9人 ― ３/４ ３/４ １/４

国助成金対象
（中小企業）

２/３ １/１２ ３/４ １/４

国助成金対象
（大企業）

１/２ １/４ ３/４ １/４

定員
補助金 事業者

負担

10人～

市補助金上限額 ： 5,000千円

（国助成金上限額 ： 23,000千円）

(単位：千円）

事 業 費 10,000 30,000 - -

（うち一般財源） (10,000) (30,000) - -

【特定財源】

国庫支出金

諸収入

市債

財政局概定 最終査定額Ｈ23予算 Ｈ24要求

査定の考え方等
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1

すべての小学校区における放課後の

居場所づくり

目 的

ミニ児童会館施設設備整備
～子どもの笑顔があふれる街～

子）子ども育成部

・設計、工事費 340,342千円

・備品購入費 19,000千円

事 業 費 78,300 359,342 - -

（うち一般財源） (34,466) (224,505) - -

【特定財源】

国庫支出金 37,837
諸収入

市債 97,000

財政局概定 最終査定額Ｈ23予算 Ｈ24要求

査定の考え方等

事業内容

小学校の余裕教室等を活用したミニ児童会館
の整備（再整備１館を含む11館）

スケジュール

【サンセット：Ｈ26年度末】

24年12月～25年２月の期間に整備工事を行
い、25年４月に開設

○ミニ児童会館

校区内に児童会館がない小学校において、児童会館を補完する
ため、小学校の余裕教室等を活用し、留守家庭児童対策・全児童
の放課後の居場所対策を行う施設

○放課後子ども教室

余裕教室が確保できず、当面ミニ児童会館の整備が困難な小学
校において実施する、全児童の放課後の居場所対策を行う事業
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留守家庭児童対策のサービス拡充

目 的

放課後児童クラブの充実関連
～子どもの笑顔があふれる街～

子）子ども育成部

・学年拡大 85,223千円
札幌市民間児童育成会運営委員会補助金 28,399千円

児童会館運営管理費 54,843千円

ミニ児童会館運営管理費 1,981千円

・時間延長 97,660千円
児童会館運営管理費 58,792千円

ミニ児童会館運営管理費 38,868千円

(単位：千円）

事 業 費 69,904 182,883 - -

（うち一般財源） (64,058) ( 38,127) - -

【特定財源】

国庫支出金 38,127
道支出金

市債

財政局概定 最終査定額Ｈ23予算 Ｈ24要求

査定の考え方等

事業内容

児童クラブや民間児童育成会の対象学年を５年生

まで拡大及び児童クラブの開設時間の延長

【サンセット：Ｈ26年度末】

【24年度総要求額】
札幌市民間児童育成会運営委員会補助金 252,461千円
児童会館運営管理費 2,342,419千円
ミニ児童会館運営管理費 952,060千円

・学年拡大：１～３年生+４年生(H23年度)

⇒+５年生(H24年度)

・時間延長：

現状 充実後

平　日 放課後～18：00 放課後～19：00
土・長期休暇 8：45～18：00 8：00～19：00
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子育て家庭の孤立化防止や子育てに関する不
安の軽減など、安心して子育てができる環境づ
くり

目 的

地域子育て支援拠点事業関連
～安心して暮らせるぬくもりの街～

子）子育て支援部

・地域子育て支援拠点事業(ひろば型)補助金

35,672千円

(単位：千円）

事 業 費 6,860 35,672 - -

（うち一般財源） (3,430) (17,836) - -

事 業 費 7,620 53,140 - -

（うち一般財源） (1,444) (26,570) - -

【特定財源】

国庫支出金 44,406
諸収入

市債

財政局概定 最終査定額

査定の考え方等

①

②

Ｈ23予算 Ｈ24要求

①拠点型常設サロンモデル事業費 ②児童会館子育てサロン運営費

ＮＰＯを含む地域の団体の活動拠点等を活
用し、気軽に自由に交流や情報交換ができる
常設子育てサロンを各中学校区単位に整備

児童会館99館で週1回実施している子育てサロ
ンのうち30館について週3回開催して常設化

・児童会館子育てサロン（週3回）運営費 47,400千円
1,896千円×25館

・地域子育て支援拠点事業（児童館型モデル事業）補助金
5,740千円

1,148千円×5館

[事業費35,672千円] [事業費53,140千円]

2,744千円×13事業所

【24年度総要求額】
①拠点型常設サロンモデル事業費 35,672千円
②児童会館子育てサロン運営費 96,748千円
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目 的

私立幼稚園預かり保育運営支援事業費補助【新規】

～子どもの笑顔があふれる街～

子）子育て支援部

・通常型(150人) 14,400千円

150人×8千円×12か月

・平日型(900人) 64,800千円

900人×6千円×12か月

(単位：千円）

事 業 費 0 79,200 - -

（うち一般財源） (0) (79,200) - -

【特定財源】

国庫支出金

諸収入

市債

財政局概定 最終査定額Ｈ23予算 Ｈ24要求

査定の考え方等

事業内容

認可保育所と同程度の時間や期間の預かり保育
を実施する私立幼稚園に対して、一定の理由で家
庭において保育できない児童を預かる場合の運営
費の支援

【サンセット：平成25年度】

通常型 平日型

開設曜日 月～土曜日 月～金曜日

開設時間

休園日
日曜日、祝日、国民の休
日、12/29～1/3

土曜日、日曜日、祝日、
国民の休日、12/29～
1/3

幼稚園の教育時間も含め、最低8：00～18：00

一定の理由で家庭において保育できない児童が
幼稚園に入園しやすいための環境整備による保
護者の選択肢の増と待機児童の解消
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認可外保育施設の保育の質の向上や保護者の
負担軽減

目 的

認可外保育施設運営支援事業費補助【新規】

～子どもの笑顔があふれる街～

子）子育て支援部

・運営費補助（最低基準） 57,492千円

・運営費補助（札幌市独自基準）102,816千円

(単位：千円）

事 業 費 0 160,308 - -

（うち一般財源） (0) (131,562) - -

【特定財源】

国庫支出金 28,746
諸収入

市債

財政局概定 最終査定額Ｈ23予算 Ｈ24要求

査定の考え方等

事業内容

一定の基準を満たす認可外保育施設に対する
運営支援

【補助要件】
認可外保育施設のうち、次のいずれかに該

当する施設
(1) 児童福祉施設最低基準を満たす施設
(2) 札幌市独自基準を満たす施設
【補助対象】
保育を必要とする児童

【運営費補助単価（児童1人あたりの月額）】

※該当年度の4月1日時点の児童年齢

【サンセット：平成25年度】

最低基準 札幌市独自基準

0歳 72,000
24,000

1～2歳 39,000

3歳 15,000
12,000

4歳以上 12,000

※
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増加する保育需要への対応や老朽化した施設
の改善

目 的

私立保育所整備費等補助
～子どもの笑顔があふれる街～

子）子育て支援部

・新築費補助 1,047,822千円

・増改築補助 542,121千円

・分園整備費補助 14,000千円

・分園整備建物賃借料補助 6,600千円

(単位：千円）

事 業 費 2,944,222 1,610,543 - -

（うち一般財源） (105,678) (80,177) - -

【特定財源】

国庫支出金 414,416
道支出金 866,950
市債 249,000

財政局概定 最終査定額Ｈ23予算 Ｈ24要求

査定の考え方等

事業内容

私立保育所の新築、増改築、分園整備に対し
補助を行い、保育所定員を1,000人増

【サンセット：Ｈ26年度末】

私立保育所整備内訳

規模（人） 整備箇所数 定員
60 6 360
90 5 450

30→90 1 60
60→90 1 30

90→120 2 60
分園整備費補助 20 2 40

17 1,000

新築費補助

増改築費補助

計
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安心して子どもを生み育てることのできる居
住環境の実現

目 的

子育て支援住宅の建設【新規】
～子どもの笑顔があふれる街～

都）市街地整備部

・用地取得費 1,247,000千円

・実施設計等 31,172千円

事 業 費 0 1,278,172 - -

（うち一般財源） (0) (4,147) - -

【特定財源】

国庫支出金 14,025

市債 1,277,000

市債

財政局概定 最終査定額Ｈ23予算 Ｈ24要求

査定の考え方等

事業内容

子育て世帯を対象とした市営住宅を東雁来

地区に整備

スケジュール

団地集会所を活用して実施する子育てサロンのイメージ
（道営住宅の例）

H24 用地取得、実施設計
H25～26 １号棟建設（５F40戸）、集会所建設
H26～27 ２号棟建設（５F40戸）
H27～28 ３号棟建設（５F40戸）

想定総事業費 3,673百万円
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不登校の子どもたちの社会的自立を支援する
ための学びの環境整備

目 的

子どもの学びの環境づくり事業【新規】
～子どもの笑顔があふれる街～

子）子ども育成部

・事業補助：16,000千円

※１団体あたり平均2,000千円×８団体として積算

事業内容

不登校児童生徒の受け皿となっているフリー
スクールなど民間施設に対する支援の実施

区分 補助対象

職員配置の充実
必要教員の確保

カウンセラーの配置

活動の充実

教材・教具の整備

体験学習・実習費

施設借上料

【補助制度について】

(単位：千円）

事 業 費 0 16,000 - -

（うち一般財源） 0 (16,000) - -

【特定財源】

国庫支出金

諸収入

市債

財政局概定 最終査定額Ｈ23予算 Ｈ24要求

査定の考え方等
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生徒１人ひとりに対して、主体的で意欲的な
学習を促し、資質や能力を最大限に伸長させる
選択肢の広い教育が求められていることから、
市立高校の特色化に加え、新たな選択肢として
市立の中高一貫教育校（中等教育学校）を設置

目 的

市立中高一貫教育校の設置
～子どもの笑顔があふれる街～

教）学校教育部

・基本及び実施設計 138,895千円

(単位：千円）

事 業 費 13,000 138,895 - -

（うち一般財源） (13,000) (138,895) - -

事 業 費 0 16,197 - -

（うち一般財源） (0) (16,197) - -

【特定財源】

国庫支出金

諸収入

市債

財政局概定 最終査定額

査定の考え方等

①

②

Ｈ23予算 Ｈ24要求

①学校新築

②市立中等教育学校開校準備事業

開成高等学校を改編し、中高一貫教育校
を全面改築のうえ設置

[事業費138,895千円]

[事業費16,197千円]

教）生涯学習部

中高一体となった教育課程や生徒指導方
針等の整理、開校準備室の設置等

・開校準備 16,197千円

市立中高一貫校（中等教育学校）の基本的枠組み

想定総事業費 3,919百万円
開校予定 平成27年4月
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目 的

心のサポーター配置モデル事業【新規】
～子どもの笑顔があふれる街～

教）学校教育部

事 業 費 0 28,118 - -

（うち一般財源） (0) ( 28,090) - -

【特定財源】

国庫支出金 14,025

市債 1,277,000

市債

財政局概定 最終査定額Ｈ23予算 Ｈ24要求

査定の考え方等

事業内容

22

子ども一人一人の状況に応じたきめ細か
な支援を行い、子どもの不登校状況を改善

学校に「心のサポーター」及び「心の
サポーター主任」を配置し、教員が心の
サポーター等とともに個別指導や関係機
関と連携

・心のサポーターの配置（20校） 20,364千円
・心のサポーター主任の配置（2人） 5,603千円
・その他事務費等 2,141千円

※サポーターは中学校、主任は小学校に配置

学習支援 教育相談訪問活動

・中学校２０校（各区２校）に配置
・有償ボランティア（29時間/週）

心
の
サ
ポ
ー
タ
ー

心のサポーター
への指導・助言

小学校における
不登校対応の支援

・センター校（小学校）に２人配置

・第２種非常勤職員

不登校や不登校の心配のある子どもへの対応として、本人
や家庭、関係機関に対して学校からのはたらきかけをする。

心
の
サ
ポ
ー
タ
ー
主
任

マンパワーによる子どもへの支援の強化

小・中の連携
を図った対応

心のサポーター配置モデル事業
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学校における教育相談の充実や学校だけでは
解決困難な事案に対して関係機関と連携を図る

目 的

スクールカウンセラー等活用事業
～子どもの笑顔があふれる街～

教）学校教育部

・小学校への配置時間増分 3,152千円

45時間/校⇒48時間/校

(単位：千円）

事 業 費 0 3,152 - -

（うち一般財源） (0) ( 2 ,102) - -

事 業 費 0 1,046 - -

（うち一般財源） (0) ( 697) - -

【特定財源】

国庫支出金

国庫支出金

市債

財政局概定 最終査定額

査定の考え方等

①

②

Ｈ23予算 Ｈ24要求

①スクールカウンセラー活用事業 ②スクールソーシャルワーカー活用事業

学校へのスクールカウンセラー（臨床心
理士等）の配置

スクールソーシャルワーカー（社会福
祉士、精神保健福祉士）に委嘱し、困難
な事案に関係機関と連携して対応

[事業費3,152千円] [事業費1,046千円]

学校への支援 児童生徒への支援

教員からの相談に対する助言

児童生徒の対応について教員と
の打ち合わせ

校内の会議に参加・講師

不登校児童生徒のカウンセリング

友人関係の悩み等児童生徒のカ
ウンセリング

保護者との面談やカウンセリング

・スクールソーシャルワーカー増員分 1,046千円

6人体制（1人増）

【校内体制づくり】
・校内チーム体制の構築
・教職員のサポート
・教職員等への研修

【家庭環境への働きかけ】
・学校や関係機関への接続
・相談活動

【ネットワークの構築】
・関係機関との調整
・情報、行動連携

【24年度総要求額】
①スクールカウンセラー活用事業費 213,532千円
②スクールソーシャルワーカー活用事業費 6,276千円
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◎：新規事業、○レベルアップ事業　　

単位：千円

政策
目標

重点
課題

頁 所　管　部 事業費主　　　　　要　　　　　事　　　　　業

２．安心して暮らせるぬくもりの街

市民とともに災害に備えるまちづくり

Ｐ17 市有施設の耐震化関連 地域振興部 236,326

保健所 2,097

生涯学習部 13,402,762

Ｐ18 災害に強い道づくり事業 土木部 2,976,788

Ｐ19 ◎ 市民防災センターリニューアル事業 消）総務部 129,000

Ｐ20 消防救急デジタル無線共同整備事業等 消）総務部 3,729,754

Ｐ21 ◎ 震災時消防体制強化事業関連 消）総務部 65,375

地域で支え合う、健やかでぬくもりあふれる生活への支援

Ｐ22 ◎ 重症心身障がい者生活介護等受入促進事業 保健福祉部 45,000

Ｐ23 障がいのある子どもへの移動支援の充実 保健福祉部 128,882

Ｐ24 特別養護老人ホームの新築費等補助事業 保健福祉部 528,000

安心のある暮らしの確保に向けた環境の充実

Ｐ25 職業能力開発サポート事業 雇用推進部 47,000

Ｐ26 ◎ 救急安心都市さっぽろ推進事業 消）総務部 86,258
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震災時、応急活動の拠点となる施設や児童生
徒の安全及び地域住民の避難場所としての機能
を確保するため、区の施設や学校施設等の耐震
化を推進

目 的

市有建築物の耐震化関連
～安心して暮らせるぬくもりの街～

教）生涯学習部

（１）一般施設等

・区役所等（設計） 36,783千円

3区役所、3区民センター

・南保健センター（設計） 2,097千円

・青少年科学館（設計） 12,160千円

(単位：千円）

事 業 費 448,351 4,010,976 - -

（うち一般財源） (230,473) (878,177) - -

事 業 費 4,167,049 9,630,209 - -

（うち一般財源） (2,640,945) (6,273,872) - -

【特定財源】

国庫支出金

諸収入

市債

財政局概定 最終査定額

査定の考え方等

②

Ｈ23予算 Ｈ24要求

①

①耐震化事業 ②改築事業

[事業費4,010,976千円]

市）地域振興部

[事業費9,630,209千円]

（２）学校施設
・工事（着手25校） 3,614,827千円

（継続12校含）
・設計 (着手28校） 345,109千円

（継続15校含）
※Ｈ26までに改築予定の学校を除く全ての
必要校の補強を完了予定

（２）学校施設
・改築工事（4校） 9,178,614千円
北白石小・中学校、北九条小、手稲中

・設計等 252,052千円

（１）一般施設等
・定山渓出張所(工事等） 199,543千円

保）保健所
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緊急輸送道路に指定されている道路
ネットワークの信頼性を確保し、災害時
緊急輸送の確実性を向上

目 的

災害に強い道づくり事業
～安心して暮らせるぬくもりの街～

建）土木部

事 業 費 3,013,000 2,976,788 - -

（うち一般財源） (204,000) (402,788) - -

【特定財源】

国庫支出金

諸収入

市債

財政局概定 最終査定額Ｈ23予算 Ｈ24要求

査定の考え方等

事業内容

緊急輸送道路に架かる橋りょうの経年劣化
等を計画的に補修するとともに、橋脚補強や
落橋防止などの耐震補強を実施

・橋りょう長寿命化工事
南19条大橋(豊平川)など 13橋 2,649,488千円

・橋りょう耐震補強工事
幌平橋など 3橋 327,300千円

【鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ巻立補強】 【落橋防止装置】 【変位制限装置】

●橋脚補強
地震時に弱点とな
る橋脚を補強する

●落橋防止システム
橋げたが落ちない
ように装置を設ける

橋りょう耐震補強

橋りょう長寿命化
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様々な災害シミュレーションを繰り返
し体験することで、災害の恐ろしさと
自らを守る方法を知り、市民一人ひと
りの防災意識と災害への対応力を向上

目 的

市民防災センターリニューアル事業【新規】

～安心して暮らせるぬくもりの街～

消）総務部

・津波体験コーナー新設 20,000千円

・暴風体験コーナー新設 45,000千円

・地震体験コーナー更新 46,000千円

・防災情報コーナー更新 18,000千円

事業内容

東日本大震災やＨ１６年の暴風災害
などの教訓を活かした体験設備の新設
及びリニューアル

スケジュール

Ｈ25年3月 リニューアルオープン

津波体験 暴風体験

地震体験

(単位：千円）

事 業 費 0 129,000 - -

（うち一般財源） 0 (129,000) - -

【特定財源】

国庫支出金

諸収入

市債

財政局概定 最終査定額Ｈ23予算 Ｈ24要求

査定の考え方等

- 19 -



119番通報から現場到着までの時間を短縮する
ため、システムの整備等を実施

目 的

消防救急デジタル無線共同整備事業等
～安心して暮らせるぬくもりの街～

消）総務部
(単位：千円）

事 業 費 940,000 2,908,000 - -

（うち一般財源） (53,622) (162,360) - -

事 業 費 667,000 821,754 - -

（うち一般財源） (167,000) (205,754) - -

【特定財源】

国庫支出金

諸収入

市債

財政局概定 最終査定額

査定の考え方等

①

②

Ｈ23予算 Ｈ24要求

①消防救急デジタル無線共同整備事業 ②消防指令システム整備事業

[事業費2,908,000千円] [事業費821,754千円]

電波法関係審査基準の改正に伴い消防救急無
線をデジタル方式に移行（本市を含む石狩振興
局管内の６消防本部の共同整備）
デジタル方式移行に合わせ、通話内容の秘匿

性確保や通信の高度化を図る（データ伝送・
ショートメッセージ交信）

通報の内容に応じた最適な出動部隊を編
成、指令を自動的に行う消防指令システム
を更新整備し、車両動態位置管理機能を導
入

・Ｈ24年度事業費 821,754千円

【サンセット：Ｈ25年度末】

・Ｈ24年度事業費 2,908,000千円

（うち札幌市の実質的負担56.13％）

【サンセット：Ｈ25年度末】

Ｈ23～25年度総事業費 4,698,000千円

Ｈ23～25年度総事業費 2,145,000千円
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目 的

震災時消防体制強化事業関連【新規】
～安心して暮らせるぬくもりの街～

消）総務部
(単位：千円）

事 業 費 0 21,341 - -

（うち一般財源） (0) (21,341) - -

事 業 費 0 44,034 - -

（うち一般財源） (0) (10,034) - -

財政局概定 最終査定額

①

②

Ｈ23予算 Ｈ24要求

①高度消防活動用資機材・
都市型捜索救助資機材整備

②給油・空気充てん施設整備

[事業費21,341千円]
[事業費44,034千円]

東日本大震災の教訓を生かし、札幌市で同様
の大規模災害が発生した場合を想定して、より
迅速で効果的な活動が行えるよう消防隊及び救
助隊の体制を強化

生存率が急激に低下するとされる被災後
72時間以内の早期救出活動を行うための消
防救助体制強化

大規模な災害に備え、消防活動上必要な
車両燃料と災害時に使用する空気ボンベの
充てんの補給体制を確保

・高度消防活動用資機材 13,192千円
・都市型捜索救助資機材 8,149千円

○特別消防隊の編成
困難性の高い災害現場で消火活動等を専門に行う部隊を編成

○高度消防活動・都市型捜索救助資機材の導入

迅速で効果的な活動が行えるよう救助資機材を整備

特別消防隊イメージ 都市型捜索救助資機材

○給油施設及び空気充てん設備の設置

給油施設イメージ 空気充てん設備

・給油施設 38,384千円
・空気充てん設備等 5,650千円
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医療的ケアを必要とする重度の障がいのある
方が安心して日中活動等に参加しながら、充実
した地域生活を送ることができるよう、事業所
の体制整備を支援

目 的

重症心身障がい者生活介護等受入促進事業【新規】

～安心して暮らせるぬくもりの街～

保）保健福祉部

・補助対象（人件費） 4,000千円

・補助率 1年目3/4 2年目2/4（1/2）3年目1/4

・補助事業所数

生活介護：10事業所

短期入所： 5事業所

事業内容

医療的ケアを必要とする障がい者を受け入れ
るために看護師を加配した事業所に対して、最
大3年間の補助を実施

【サンセット：Ｈ26年度末】

(単位：千円）

事 業 費 0 45,000 - -

（うち一般財源） (0) (45,000) - -

【特定財源】

国庫支出金

諸収入

市債

財政局概定 最終査定額Ｈ23予算 Ｈ24要求

査定の考え方等
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障がいのある子どもの通学時の安全確保や保
護者の就労を促進するため、1人での通学が困
難な子どもを対象とした通学支援を実施

目 的

障がいのある子どもへの移動支援の充実
～安心して暮らせるぬくもりの街～

保）保健福祉部

・事業費 128,882千円

・対象者 297人（就労285人、障がい等12人）

事業内容

両親の就労や障がい等やむを得ない事情
のある世帯に限定して、移動支援の利用範
囲を通学まで拡大

スケジュール

～H24.1 移動支援ガイドラインの整備等
今年度中 利用者及び事業者に周知
H24.4～ 対象者範囲を拡大

◎安定的な通学手段を確保

▼「通学支援があれば就労したい」46.4%

▼「主な介助者が通学に付添えないとき、
学校を欠席している。」 36.5％

（平成22年度アンケート調査より）

障がい児の通学が、保護者の心身状況に左右され、
通学にも多大な影響を及ぼしている。

◎保護者の就労を促進

両親の就労などの事
情がある世帯に通学
利用への拡大

現状

結果

(単位：千円）

事 業 費 0 128,882 - -

（うち一般財源） 0 (128,882) - -

【特定財源】

国庫支出金

諸収入

市債

財政局概定 最終査定額Ｈ23予算 Ｈ24要求

査定の考え方等
【24年度総要求額】 1,053,788千円
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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

ことができる場の確保

目 的

事業内容

特別養護老人ホームの新築費等補助事業
～安心して暮らせるぬくもりの街～

保）保健福祉部

・予算要求額：528,000千円
（平成23年2定補正追加分）132,000千円=165,000千円（1床あたり2,062.5千円)×年度内工事進捗率80％×1施設

（平成24年度着手分） 396,000千円=165,000千円（1床あたり2,062.5千円)×年度内工事進捗率80％×3施設

広域型特別養護老人ホーム（定員80人）４施設の新築費補助

(単位：千円）

事 業 費 363,000 528,000 - -

（うち一般財源） (31,000) (36,000) - -

【特定財源】

国庫支出金

諸収入

市債

財政局概定 最終査定額Ｈ23予算 Ｈ24要求

査定の考え方等
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選

考
就職支援

雇用のミスマッチ解消を図るとともに、
産業振興ビジョンで定める重点分野へ、求
職者の正社員またはフルタイムでの就業を
促進

目 的

職業能力開発サポート事業
～安心して暮らせるぬくもりの街～

経）雇用推進部

・資格取得（240人） 24,000千円

・職場実習（延べ60人） 6,016千円

・センター運営費等 16,984千円

事業内容

産業振興ビジョンの重点分野の就職に
有利な資格・スキルの取得及び職場実習
を行い、それらを生かした就職活動の支
援を実施

【サンセット：Ｈ26年度末】

就業サポートセンター窓口やセミナー等を紹介

就
職
へ

資格取得

職場実習

支援
対象者

資格取得や職場実習が就職に結びつけられるよう、随時、個別カウンセリン
グを実施

資格の取得や職場実習を活用して就業を促進

札幌市職業能力開発サポートセンター（Ｓｋｉｐさっぽろ）

就業
サポート
センター

求人情報の共有

申

込

み
支援
対象外

キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン

作
成

(単位：千円）

事 業 費 48,000 47,000 - -

（うち一般財源） (48,000) (47,000) - -

財政局概定 最終査定額Ｈ23予算 Ｈ24要求
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目 的

救急安心都市さっぽろ推進事業【新規】
～安心して暮らせるぬくもりの街～

消）総務部
(単位：千円）

事 業 費 0 31,487 - -

（うち一般財源） (0) ( 31,487) - -

事 業 費 0 27,027 - -

（うち一般財源） (0) ( 27,027) - -

事 業 費 0 27,744 - -

（うち一般財源） (0) ( 27,744) - -

【特定財源】

諸収入

市債

財政局概定 最終査定額

査定の考え方等

①

③

Ｈ23予算 Ｈ24要求

②

①新救急高度化推進事業
（拡大３行為）

②ビデオ喉頭鏡を用いた
気管挿管実施事業

[事業費31,487千円] [事業費27,744千円]

救急救命士による新たな救急救命処置拡大、ＩＣＴ

を活用した医療機関との連携による救命率の向上

※ＩＣＴ：通信情報技術。音声とともに動画像を送ることが可能となり、従来の電話等

による音声のみと比べ、より正確、具体的な情報伝達が行える。

③ＩＣＴ心電図伝送シス
テム整備

[事業費27,027千円]

救急救命士による新たな救
急救命処置拡大3行為の教育・
実施体制を整備し、傷病者の
救命率向上・後遺症低減を図
る

ビデオ喉頭鏡を用いることに
より、様々な状況下で救急救命
士による安全・確実な気管挿管
を可能にする

ＩＣＴを活用して医療機関へ
の心電図伝送を早期に行うこと
により、医療処置開始時間を短
縮

・救急救命士への追加教育費用 16,292千円

・現場使用資器材の整備 8,921千円

・検証及び指示体制強化費用 6,274千円

・救急救命士への追加教育費用 10,099千円

・実習・現場使用資器材の整備 16,643千円

・検証費用 285千円

・心電図伝送関連機器 22,912千円

・心電図ケーブル 1,040千円

・通信費 3,792千円

説明図表等

救急救命処置拡大３行為

１．血糖値測定と低血糖発作
症例へのブドウ糖投与
※右図参照

２．重症喘息患者に対する
吸入β刺激薬の使用

３．心肺機能停止前の静脈路
確保と輸液の実施
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◎：新規事業、○レベルアップ事業　　

単位：千円

政策
目標

重点
課題

頁 所　管　部 事業費主　　　　　要　　　　　事　　　　　業

３．活力みなぎる元気な街
札幌の経済を支える企業・人の支援

Ｐ28 中小企業金融対策資金貸付 産業振興部 88,329,000

札幌の強みを活かした産業の育成と企業の誘致

Ｐ29 ◎ ＨＦＣ（北海道フード・コンプレックス）国際戦略総合特区関連 産業振興部 14,300

Ｐ30 ◎ 札幌コンテンツ特区関連 産業振興部 24,170

文化芸術や地域ブランドを活かした観光・ＭＩＣＥの推進

Ｐ31 シティプロモート推進 政策企画部 17,000

Ｐ32 シティ・リゾートウエディング推進事業 観光コンベンション部 9,500

Ｐ33 国際芸術展開催準備事業 文化部 43,573

将来を見据えた魅力ある都市の整備

Ｐ34 苗穂駅周辺地区まちづくり関連 都市計画部 116,601

土木部

Ｐ35 北1西1街区再開発関連 都市計画部 7,500

文化部 15,000

Ｐ36 路面電車延伸推進事業 総合交通計画部 512,813

高速電車部

Ｐ37 ○ 総合的な駐輪対策の推進 建）総務部 292,147

土木部

Ｐ38 民間再開発によるまちづくりへの支援事業 市街地整備部 658,000

Ｐ39 保全推進事業 建築部 3,457,990
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中小企業者の経営基盤の強化および健全な

発展と振興に資するため、事業活動に必要な

資金供給を円滑化

目 的

中小企業金融対策資金貸付
～活力みなぎる元気な街～

経）産業振興部

・一般中小企業振興資金貸付金 72,487,000千円

（うち札幌みらい資金 5,880,000千円）

・特別資金貸付金 15,840,000千円

・札幌みらい資金事務費 2,000千円

(単位： 千円）

事 業 費 91,029,500 88,329,000 - -

（うち一般財源） (1,500) (2,000) - -

【特定財源】

国庫支出金

諸収入 88,327,000

市債

財政局概定 最終査定額Ｈ23予算 Ｈ24要求

査定の考え方等

事業内容

融資に必要となる原資の一部を金融機関に
預託し、中小企業者の事業活動に必要な資金
を円滑に調達できるよう支援

融 資 枠

・一般中小企業振興資金 23年度：2,096億円

⇒24年度：2,114億円

（うち札幌みらい資金 100億円）

・特別資金 23年度：229億円

⇒24年度： 227億円

「札幌みらい資金」の利率を引き下げ！

1.9%（7年以内は1.7%）⇒1.5%

重点４分野を更に支援するため
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○
資
金
獲
得
支
援

○
事
業
化
等
支
援

○
事
業
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

北海道を東アジアにおける食の研究開発・輸出拠
点とすることを目的とした「ＨＦＣ（北海道フー
ド・コンプレックス）国際戦略総合特区」の実現を
図る

目 的

ＨＦＣ国際戦略総合特区関連【新規】
～活力みなぎる元気な街～

経）産業振興部

・フードイノベーション創出支援補助金 4,000千円
【条件】道央圏※の試験研究機関に所属するの40歳以下の研究者
※札幌・小樽・江別・石狩・余市・千歳・恵庭・北広島・南幌・長沼・当別

・産学意見交換会 200千円
・事業運営等 600千円

(単位：千円）

事 業 費 0 4,800 - -

（うち一般財源） (0) (4,800) - -

事 業 費 0 9,500 - -

（うち一般財源） (0) (9,500) - -

【特定財源】

国庫支出金

諸収入

市債

財政局概定 最終査定額

査定の考え方等

①

②

Ｈ23予算 Ｈ24要求

①フードイノベーション創造支援事業 ②地域イノベーション戦略推進事業

「食と健康」に関する研究を行う若手研究者に対し研究費
の補助を行い、技術革新を推進するとともに、関連企業との
連携を図り、研究成果の事業化・実用化を目指す

「地域イノベーション戦略推進地域」に選定された「北
大リサーチ＆ビジネスパーク」を中心に行われる「食・健
康分野」の研究開発や事業化、「医療分野」との連携など
のマネジメントを担う北海道科学技術総合振興センター
（ノーステック財団）へ補助を実施

・地域イノベーション戦略推進負担金 9,500千円
（地域負担金 38,000千円：

道1/2、市1/4、振興センター1/4）

[事業費4,800千円] [事業費9,500千円]

研究費補助

札幌市

試験研究機関 市内企業産学連携

意見交換会
開催

事
業
化

実
用
化

札幌市

北海道

文科省 補助金

地域負担金

ノ
ー
ス
テ
ッ
ク
財
団

北
大
Ｒ
＆
Ｂ
Ｐ
等
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札幌コンテンツ特区推進事業【新規】
～活力みなぎる元気な街～

目 的

事業内容

(単位：千円）

0 24,170 - -

(0) (24,170) - -

【特定財源】

国庫支出金

諸収入

市債

財政局概定 最終査定額

査定の考え方等

Ｈ23予算 Ｈ24要求

（うち一般財源）

事業費

経）産業振興部

・ワンストップ窓口・協議会運営費等 16,170千円

・人材育成等 8,000千円
特区による規制の緩和・権限の委譲によ

るワンストップ窓口の運営や人材育成等を
実施

【人材育成】

特区推進組織
（Film Sapporo）

【規制緩和】
【権限委譲】

映像製作に関する規制
および審査手続先

・道路使用：各所管警察署長
・道路占有：各道路管理者
・国有財産：各省庁の長 など

【申請】
【許可】 映像製作会社

【映像製作に係る撮影許可のワンストップ窓口】

撮影規制が多く、申請窓口
も各々違い手続きが煩雑

・映像のプロ育成
・高校生向け映像製作体験

札幌市

特区申請による映像製作に関する規制の緩和・
権限の委譲などを通じた、映像製作数の増加およ
び経済・観光の地域経済への波及
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1.札幌のライフスタイルに根差した魅力の発信
2.まちへの誇り（シビックプライド）の醸成
3.環境首都としての都市ブランドの定着と発信

国内外に向けて札幌の魅力を発信すると共に、
市民自らも自分のまちに誇りを持つこと、特に市
民のライフスタイルに根差した魅力の再発見や北
海道全体を含めた魅力の再発信を実施

目 的

シティプロモート推進
～活力みなぎる元気な街～

政）政策企画部

・プロモーション支援事業: 11,500千円

各種事業、取組と連動したＰＲやＷＥＢ運営費

プロモーションツール作成費等

・道内他市町村と連携した魅力発信事業： 5,500千円

(単位：千円）

事 業 費 10,000 17,000 - -

（うち一般財源） (8,500) (17,000)  - -

【特定財源】

国庫支出金

諸収入

市債

財政局概定 最終査定額Ｈ23予算 Ｈ24要求

査定の考え方等

事業内容

Ｈ23年度中に策定するシティプロモート戦略の
目指す姿（ゴール）に向かって、各部局の実施計
画と連動し、「笑顔になれる街」を札幌のイメー
ジとして、市内外に定着させる事業を実施

戦略の方針に合致する民間事業者やＮＰＯ等の
事業との連携を図り、産民学官で協働して進める
とともに、道内他市町村との連携を強化

3つの基本方針

1.道内の交流人口増や経済活性化を目指した北海道の魅力発信
2.都市間協力による助け合いとグローバルなネットワークづくり
3.市民によるおもてなし力の強化と魅力発信

1.外貨獲得と産業への投資による国際競争優位性の獲得
2.産民学官連携で、札幌のライフスタイルからの魅力産業の創造
3.札幌を支える人づくりの支援とまちづくり

シティプロモートのゴール

「笑顔になれる街」

魅力の再発見 「行きたいまち」から「住みたいまち」へ

魅力を味わい発信する
「札幌・北海道の魅力を支え、発信するまち」へ

魅力の創造 「新たな挑戦を支援するまち」へ
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目 的

シティ・リゾートウエディング推進事業
～活力みなぎる元気な街～

観）観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ部

(単位：千円）

事 業 費 6,000 9,500 - -

（うち一般財源） (6,000) (9 ,500) - -

【特定財源】

国庫支出金

諸収入

市債

財政局概定 最終査定額Ｈ23予算 Ｈ24要求

査定の考え方等

事業内容

東アジア等からフォトウエディング（結婚記念
写真旅行）を誘客することにより、写真に映える
美しい街並みという札幌のイメージを定着させる
とともに、新たな観光需要を掘り起こす

モニターツアー等によるＰＲのほか、写真事業
者への研修やアフターウエディングの充実のため
のコーディネートを実施

・プロモーションの実施 3,200千円
・モニターツアーの実施 1,300千円
・着地型素材の充実のためのコーディネート 2,000千円
・ＨＰ及びＰＲツールの内容の充実 1,000千円
・満足度調査 2,000千円

フォトウエディング

イメージ

旭山記念公園

北海道庁

モエレ沼公園（ガラスのピラミッド）※アフターウエディング
旅行とセットで楽しめるレストランやアクティビティ（体験活動等）などのプラン
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「創造都市さっぽろ」のシンボル的なイベント
として、都市と自然が調和した札幌特有の環境
を活かした定期的な国際芸術展を開催し、アー
トで世界と結ぶ札幌を目指す

目 的

国際芸術展開催準備事業
～活力みなぎる元気な街～

観）文化部

・実行委員会の設立及び運営 32,607千円

・プレ展覧会開催（1回） 10,966千円

(単位：千円）

事 業 費 3,500 43,573 - -

（うち一般財源） (3,500) (43,573) - -

【特定財源】

国庫支出金

諸収入

市債

財政局概定 最終査定額Ｈ23予算 Ｈ24要求

査定の考え方等

事業内容

国際芸術展の実施主体となる実行委員会
の設立及び運営

機運醸成のためのプレ展覧会開催

【開催年：Ｈ26年度を想定】

≪国際芸術展の事例≫

あいちトリエンナーレ

越後妻有トリエンナーレ神戸ビエンナーレ
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南北に分断され、駅北口が無いなど
の課題を有している苗穂駅周辺地区に
ついて、駅の移転橋上化や、都市施設
の整備により、地域課題を解消すると
ともに、交通結節機能を強化させ、民
間開発を誘導することで、「都心居住
の場」、「広域から集う場」を創造

目 的

苗穂駅周辺地区まちづくり関連
～活力みなぎる元気な街～

建）土木部

・駅舎調査測量・基本設計 41,800千円

・まちづくり推進業務 6,801千円

・駅前広場・自由通路等調査測量・予備設計

68,000千円

(単位：千円）

事 業 費 0 116,601 - -

（うち一般財源） (0) (112 ,100) - -

【特定財源】

国庫支出金

諸収入

市債

財政局概定 最終査定額Ｈ23予算 Ｈ24要求

査定の考え方等

事業内容

駅舎の移転橋上化のための調査測量、
基本設計、ワークショップと、南北駅
前広場、自由通路など都市施設整備の
ための調査測量、予備設計を実施

説明図表等

スケジュール

市）都市計画部

想定総事業費 136億円

（うち札幌市負担 57億円）

民間再開発

北4東6周辺地区

民間再開発

北3東11周辺地区
（苗穂駅北地区）

民間再開発

北3東11周辺地区
（苗穂駅南地区）

ネットワーク通路

アクセス通路

北口駅前広場

自由通路

新苗穂駅

南口駅前広場
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創世交流拠点のまちづくりを先導する事業で
ある北1西1地区再開発事業を推進するとともに、

当再開発事業において、今後の札幌の文化芸
術・創造的な市民活動の拠点となる（仮称）市
民交流複合施設を実現

目 的

北1西1街区再開発関連
～活力みなぎる元気な街～ 市）都市計画部

観）文化部

・再開発準備組合負担金 6,580千円

・事務費等 920千円

①北1西1街区再開発準備負担金

再開発事業の準備組織（再開発準備組合）が行う
事業化に向けた検討に要する費用等について、組
合を構成する地権者の一員として応分の負担金を
措置

(単位：千円）

事 業 費 7,000 7,500 - -

（うち一般財源） (7,000) (7,500)  - -

事 業 費 11,000 15,000 - -

（うち一般財源） (1,100) (15,000)  - -

【特定財源】

国庫支出金 500,000

諸収入

市債 814,000

財政局概定 最終査定額

査定の考え方等

①

②

Ｈ23予算 Ｈ24要求

②市民交流複合施設ホール等検討事業

市民交流複合施設を構成する施設のうち、ホール、
アートセンターについて、施設計画、運営計画等
の検討を実施

・ホールの検討 8,418千円
・アートセンターの検討 2,617千円
・事務費等 3,965千円

創世交流拠点

北1西1街区

大通と創成川との交差部周
辺地域において、都心のに
ぎわいを質的にも区域的に
も拡大し、新たなまちづく
りを先導することを目指す

スケジュール

平成24～25年度：施設計画等の検討、都市計画手続きなど

平成26年度：着工

※予定
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目 的

路面電車延伸推進事業
～活力みなぎる元気な街～

市）総合交通計画部、交）高速電車部

(単位：千円）

事 業 費 123,400 512,813 - -

（うち一般財源） (123,400) (117,813) - -

【特定財源】

国庫支出金 203,000

諸収入

市債 192,000

財政局概定 最終査定額Ｈ23予算 Ｈ24要求

査定の考え方等

事業内容

スケジュール

「都市の活性化」「高齢社会への対応」「環境負
荷の低減」のため、路面電車の延伸により、札幌の
まちの賑わいや魅力的な空間を創出

路面電車延伸に向けた設計、各種検討等

延伸検討調査等 28,200千円
トータルデザイン検討 32,800千円
協議会・市民への情報提供等 37,000千円
低床車両購入等 348,965千円
ループ化実施設計等 65,848千円

Ｈ24年度：実施設計
Ｈ25年度：各種法手続き
Ｈ26年度：ループ化実施

想定総事業費 2,866百万円
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迷惑駐輪により歩行環境や景観が悪化していること
から、都心部及びJRや地下鉄の駅周辺について、放置
禁止区域の拡大に向けた公共駐輪場の整備や官民協働
手法による駐輪容量の確保

目 的

総合的な駐輪対策の推進
～活力みなぎる元気な街～

建）総務部・土木部

・駐輪場整備（４か所） 287,000千円

・誘導整理業務(レベルアップ分) 3,856千円

・長期自転車対策(レベルアップ分) 1,291千円

(単位：千円）

事 業 費 55,000 292,147 - -

（うち一般財源） (20,750) (29 ,947) - -

【特定財源】

国庫支出金 139,200     

諸収入 -             

市債 123,000     

財政局概定 最終査定額Ｈ23予算 Ｈ24要求

査定の考え方等

事業内容

都心部や駅周辺において駐輪場の整備を進めるとと
もに、誘導整理員の配置及び長期駐車自転車撤去を行
い駐輪場の有効活用を図る

駐輪場整備 H24完成予定箇所

都心部路上(西2丁目線)、北24条駅(幌北団地)

西２丁目線路上駐輪場整備イメージ（CG)

【24年度総要求額】 525,480千円
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民間活力を活用した再開発事業により、土地の
高度利用と都市環境の更新を実施

民間再開発によるまちづくりへの支援事業
～活力みなぎる元気な街～

都）市街地整備部

(単位：千円）

事 業 費 348,400 658,000 - -

（うち一般財源） (174,200) (329,000) - -

【特定財源】

国庫支出金 329,000
諸収入

市債

財政局概定 最終査定額Ｈ23予算 Ｈ24要求

査定の考え方等

琴似4・2地区

民間再開発事業の施行者に調査・設計、共同施
設整備費等の一部を補助

【計画内容】
・総事業費：約99億円

（うち札幌市補助：約8億円）

・地区面積：1.6ha

・H24年度：共同施設整備等

628,600千円

・H25年度：建築工事完了予定

・ 用 途：共同住宅(約260戸)

業務施設等

・ 概 要：地上40階、地下1階、

ＲＣ造、高さ約120m

事業内容

目 的

手稲本町1・3地区(新規)

【計画内容】

・総事業費：約18億円を想定

（うち札幌市補助：約1億円）

・地区面積：0.31ha

・H24年度：実施設計等 29,400千円

・H26年度：建築工事完了予定

・ 用 途：商業・業務施設

共同住宅

＜琴似４・２地区整備イメージ＞
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市有建築物の多くが政令指定都市移行後に集中
的に整備され、今後建替え需要が集中することか
ら、計画的な保全等を推進し、施設を長寿命化

目 的

保全推進事業
～活力みなぎる元気な街～

都）建築部

(単位：千円）

事 業 費 2,394,000 3,457,990 - -

（うち一般財源） (2,394,000) (3,457,990) - -

【特定財源】

国庫支出金

諸収入

市債

財政局概定 最終査定額Ｈ23予算 Ｈ24要求

査定の考え方等

事業内容

①市有建築物の長寿命化を図る計画
的な保全（86施設）

3,154,109千円

②保全改修に合わせた環境負荷低減
の取組による新エネ・省エネ技術
の導入（9施設）

260,129千円

③保全改修に合わせたバリアフリー
改善の実施（8施設）

43,752千円

②新エネルギーの活用

太陽光発電設備の設置

①計画的な保全

【建築】

●外壁タイル
の補修

●屋上防水
の更新

●LED照明の採用
人感センサーも採用

●インバータ
照明の採用

②省エネ技術の導入

インバーター照明、
LED照明の採用

●点字ブロック
の追加設置

●階段手すり
を両側に設置

●エレベーター新設

●小便器の手すり
●オストメイト対応

トイレの設置

③バリアフリー改善

●老朽化した設備の更新
非常放送、非常照明
自動火災報知
テレビ共聴など

①計画的な保全

【電気】

①計画的な保全

【機械】

●老朽化した機器の更新
ボイラー、ポンプ
送風機、外調機など

●自動制御設備の更新
●配管の更新など

※関連して実施する他
の事業も併せて掲載し
ております。
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◎：新規事業、○レベルアップ事業　　

単位：千円

政策
目標

重点
課題

頁 所　管　部 事業費主　　　　　要　　　　　事　　　　　業

４．みんなで行動する環境の街　

低炭素社会の推進と循環型社会の構築

Ｐ41 生ごみ資源化システム実証実験 環境事業部 7,243

Ｐ42 さっぽろ省エネ・節電推進関連 環境都市推進部 16,790

Ｐ43 札幌・サンサンプロジェクト関連 環境都市推進部 1,881

生涯学習部 625,311

Ｐ44 札幌・エネルギーecoプロジェクト 環境都市推進部 464,043

Ｐ45 市設街路灯LED化の推進 土木部 400,000

Ｐ46 ◎ 札幌版次世代住宅普及促進事業費 市街地整備部 32,235

多様で豊かな自然を守り、育てるまちづくり

Ｐ47 公園再整備関連 みどりの推進部 1,505,000

Ｐ48 アジア・アフリカゾーン整備事業 円山動物園 707,957

Ｐ49 大型動物導入検討調査 円山動物園 3,000
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(単位：千円）

事 業 費 7,500 7,243 - -

（うち一般財源） 7,500 7,243 - -

【特定財源】

国庫支出金

諸収入

市債

財政局概定 最終査定額Ｈ23予算 Ｈ24要求

査定の考え方等

生ごみ資源化の更なる推進に向け、家庭系生
ごみの効率的な収集・資源化の可能性を検証

目 的

生ごみ資源化システム実証実験
～みんなで行動する環境の街～

環）環境事業部

・実証実験調査業務 5,447千円

・収集・運搬業務 1,418千円

・資源化処理業務 378千円

事業内容

自家処理以外の資源化手法を検証するため、
生ごみの分別収集・資源化の実証実験を実施

【サンセット：H24年度】

H24実験：春夏期間の３か月を想定 1,000世帯程度

生ごみ専用袋
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さっぽろ省エネ・節電推進関連
～みんなで行動する環境の街～

環）環境都市推進部

目 的

・省エネ診断事業 2,838千円
・節電促進キャンペーン 3,022千円
・省エネ・節電行動実践事例集の企画作成、
市民への情報発信 1,500千円

・事務費等 1,430千円

①さっぽろエコライフ推進事業

各家庭にあった省エネ診断のほか、節
電促進キャンペーンを実施

脱原発依存社会を目指し、民生家庭部門のエネルギー
消費削減とともに、再生可能エネルギーへの転換やエネ
ルギーのネットワーク化を推進

[事業費8,790千円]

(単位：千円）

事 業 費 5,000 8,790 - -

（うち一般財源） (5,000) ( 8 ,790)  - -

事 業 費 5,000 8,000 - -

（うち一般財源） (5,000) ( 8 ,000)  - -

【特定財源】

国庫支出金

諸収入

市債

財政局概定 最終査定額

査定の考え方等

①

②

Ｈ23予算 Ｈ24要求

札幌市のエネルギー施策の目指すべき姿
の実現に向けた調査

[事業費8,000千円]

[平成23年度]
エネルギー転換調査
（原子力発電に依存しない社会を目指して）

・省エネルギー社会の実現
・再生可能エネルギー調査

[平成24年度]
・エネルギー転換に向けた課題解決の検討
・国のエネルギー基本計画や固定価格買取制度等を踏
まえた施策の検討
・スマートグリッド等の最新技術検討

再生可能エネルギー転換の方向性、課題、施策の検討

[平成25年度]
札幌市におけるエネルギー基本計画策定

市民意見募集

公表

学識経験者との連携

国の動向
・国のエネルギー基本計画見直し
・再生可能エネルギー固定価格買取
制度

最新技術
・スマートグリッド、スマートメーター
・蓄電技術

②地域ｴﾈﾙｷﾞｰﾈｯﾄﾜｰｸ推進事業
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(単位：千円）

事 業 費 216,000 1,881 - -

（うち一般財源） (22,000) (1,881) - -

事 業 費 350,000 625,311 - -

（うち一般財源） (66,598) (468,423) - -

【特定財源】

国庫支出金

諸収入

市債

財政局概定 最終査定額

査定の考え方等

①

②

Ｈ23予算 Ｈ24要求

札幌･サンサンプロジェクト関連(太陽光ﾊﾟﾈﾙ設置事業）

～みんなで行動する環境の街～ 環）環境都市推進部

目 的

・青少年科学館太陽光発電設備設置（30kW）
実施設計等 1,881千円

①札幌・サンサンプロジェクト事業

②学校施設太陽光パネル設置事業

[事業費1,881千円]

地球温暖化対策として、普及啓発効果の
高い市有施設・学校に太陽光発電を設置し、
市民・事業者への普及を促進

市有施設への太陽光発電設備の導入

札幌・エネルギーｅｃｏプロジェクト事業による市民・事業者

への導入促進

【市民・事業者・札幌市協働による太陽光発電の導入】

学校施設(教育委員会による導入） １０５校

市有施設118カ所に太陽光発電を設置(H23～H26)

その他、Ｈ24でカーリング場・下水道
科学館の2施設(合計43kW）にも導入

札幌・サンサンプロジェクト関連[事業費625,311千円]

小中学校に太陽光パネルを設置すると共に
校内に表示パネルなどの環境学習に対応する
整備を実施。また、停電時に単独発電が可能
な仕様とし、災害時にも活用
・工事 13校（H23から継続） 259,959千円

※改築校2校の事業費は除く

・工事 26校（H24新規） 354,498千円
※改築校2校の事業費は除く

・設計 27校 10,854千円

教）生涯学習部

ささｓ市有施設への導入（①＋③） １３施設
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(単位：千円）

事 業 費 496,535 464,043 - -

（うち一般財源） (92,971) (190,215)  - -

【特定財源】

国庫支出金

諸収入

市債

財政局概定 最終査定額Ｈ23予算 Ｈ24要求

査定の考え方等

札幌・エネルギーecoプロジェクト
～みんなで行動する環境の街～

環）環境都市推進部

新エネルギーの導入、省エネルギー機器へ
の転換促進を図り、地球温暖化対策を推進

目 的

①市民向け補助 120,000千円
②中小企業者等向け補助 30,000千円
③市民活力ecoまちづくり補助(新設) 15,000千円
④新エネ省エネ受付業務委託等 15,196千円
⑤預託金、利子補給金 283,847千円

事業内容

市民・中小企業者等に対する新エネ・省エ
ネ機器の導入を支援

H22 H23 H24
140,000 145,000 165,000

市民向け補助 115,000 120,000 120,000
市民活力ｅｃｏまちづくり補助（新設） - - 15,000

115,000 120,000 135,000

中小企業者等向け補助 25,000 25,000 30,000

25,000 25,000 30,000

（単位：千円）

補助金総額

（市民合計）

（中小合計）

H20 H21 H22
太陽光発電 77件（293kW） 203件（806kW） 321件（1254kW）
高効率給湯暖房機 699台 452台 1098台

経済効果 12億円 10億円 14億円
申込件数 856件 642件 2069件
当選件数 1175件
当選倍率 1.6倍

先着順

ecoプロジェクト３年間実績
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街路灯による電力消費量を削減し、ＣＯ2
排出量を抑制するなど、環境負荷の低減を
実現

目 的

市設街路灯ＬＥＤ化の推進
～みんなで行動する環境の街～

建）土木部

・LED街路灯交換設置 400,000千円

（4,000基）

(単位：千円）

事 業 費 400,000 400,000 - -

（うち一般財源） (104,000) (104,000) - -

【特定財源】

国庫支出金

諸収入

市債 296,000

財政局概定 最終査定額Ｈ23予算 Ｈ24要求

査定の考え方等

事業内容

環境負荷の低減を図るため、生活道路の
水銀灯を中心に、省エネ性能の高いＬＥＤ
街路灯への交換を実施

スケジュール

平成25年度まで 生活道路の水銀灯のＬＥＤ化完了

（約12,000基）

平成26年度から 生活道路のナトリウム灯のＬＥＤ化

札幌市が管理している街路灯

・120,568基（H22)

ＬＥＤ街路灯の設置基数

・3,359基（H22）→ 15,000基（H26）

ＣＯ2排出量の削減目標

・H26までに、さらに約1,100ｔ削減

生活道路に設置されたＬＥＤ街路灯
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目 的

札幌版次世代住宅普及促進事業【新規】
～みんなで行動する環境の街～

都）市街地整備部

(単位：千円）

事 業 費 0 32,235 - -

（うち一般財源） (0) ( 19,235) - -

【特定財源】

国庫支出金

諸収入

市債

財政局概定 最終査定額Ｈ23予算 Ｈ24要求

査定の考え方等

事業内容

積雪寒冷地であるため、全国に比べて暖房
エネルギー消費が高い家庭からのＣＯ2排出
を抑制

札幌市独自の高断熱化基準「札幌版次世代
住宅基準」に適合する新築住宅を認定し、建
設費用の一部を補助

・住宅建設費補助 26,000千円
（トップランナー住宅3戸、それ以外の住宅40戸）
・事務費等 6,235千円

※トップランナー住宅
一般的な暖房機器を必要としない断熱性能を有する住宅

※トップランナー以外の住宅
国の定める「次世代省エネ基準（Ｈ11年基準）」や北海

道の定める「北方型住宅ＥＣＯ」相当または上回る断熱性
能を有する住宅

窓：
高断熱
高気密サッシ

壁・天井
・床

：高断熱

新築住宅
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利用者の満足度の向上や運営・管理の効率
化、誰もが安全・安心に利用できる公園を目指
し各種整備

目 的

公園再整備関連
～みんなで行動する環境の街～

環）みどりの推進部

・再整備工事 （16地域 23公園） 551,000千円

・再整備設計 （16地域 26公園） 110,000千円

(単位：千円）

事 業 費 621,000 661,000 - -

（うち一般財源） (47,000) (46,000) - -

事 業 費 923,000 844,000 - -

（うち一般財源） (151,000) (145,000) - -

【特定財源】

国庫支出金 500,000

諸収入

市債 814,000

財政局概定 最終査定額

査定の考え方等

①

②

Ｈ23予算 Ｈ24要求

①地域と創る公園再整備事業 ②安全・安心な公園再整備事業

[事業費661,000千円] [事業費844,000千円]

・園路の段差解消、手すり設置等（36公園） 444,000千円

・大型遊具や有料運動施設の改修（23公園) 300,000千円

・トイレのユニバーサルデザイン化（7公園）1100,000千円

地域の
状況

利用者
の意見 公園の

機能の
見直し

老
朽
化
し
た
公
園

施設が充実
した公園

広場、みどり
中心の公園

・魅力の向上
・効率的な管理

車椅子でも利用可能なトイレ 人工芝のテニスコート

※ユニバーサルデザイン：差異、障がい、能力を問わず、誰でも利用できるデザインのこと

地域ごとに各公園に必要な機能の見直し
を図りながら、公園の再整備を実施

利用者のニーズに応え、遊具や運動施設を改修
誰もが安心して利用できるようトイレなどをユ

ニバーサルデザイン化※
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アジア・アフリカゾーン整備事業
～みんなで行動する環境の街～

環）円山動物園

動物たちの生息環境を再現し、行動を
より効果的に見せる工夫をしたアジア・
アフリカゾーンの整備による、動物園の
魅力のさらなる向上

目 的

・アジアゾーン建設費 694,000千円

・アフリカゾーン建設設計費 13,957千円

事業内容

アジア・アフリカに生息する動物をそ
れぞれ集約し、生物多様性や生息域保全
の大切さ、生命循環・食物連鎖と共生を
伝える展示を行うための施設整備を実施

スケジュール

・アジアゾーン 建設 H23～24年度

・アフリカゾーン 設計 H24～25年度

建設 H25～26年度

(単位：千円）

事 業 費 580,500 707,957 - -

（うち一般財源） (8,500) (222,957)  - -

【特定財源】

国庫支出金

諸収入

市債

財政局概定 最終査定額Ｈ23予算 Ｈ24要求

査定の考え方等
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(単位：千円）

事 業 費 1,500 3,000 - -

（うち一般財源） (1,500) (3 ,000)  - -

【特定財源】

国庫支出金

諸収入

市債

財政局概定 最終査定額Ｈ23予算 Ｈ24要求

査定の考え方等

大型動物導入検討調査
～みんなで行動する環境の街～

環）円山動物園

目 的

事業内容

ゾウ飼育の新たな方法や施設整備・費用に
ついて検討するとともに、ゾウの海外からの
導入に関する調査を実施

・導入元調査 3,000千円

スケジュール

・H23年度 専門家の招請・シンポジウムの開催

・H24年度 導入元調査（アジア諸国）

・H25年度 海外事例研究（飼育・施設）及び

調査取りまとめ

・H26年度 ゾウ導入の可否の決定

【平成22年度海外調査内容】
①雄と複数の雌、群れ飼育が基本

大きな屋外・屋内の施設が必要
足の管理の為、深く砂を入れる
 イギリス・チェスター動物園

②安全対策、新たな飼育管理
プロテクテッドコンタクト、
ターゲットトレーニングの実践
アイルランド・ダブリン動物園 

③大きな屋外及び屋内の施設
雄用の施設、雌用の施設
施設建築後入園者３０％以上増加
 ドイツ・ケルン動物園 

５つの課題の検討⇒導入基本計画
１ 新しい飼育管理方法の調査
２ タイ・ラオス等導入元の調査
３ 海外の新しい動物舎の調査
４ ゾウ飼育職員の研修計画
５ 大学等と共同研究の協定締結
（経済産業省輸入承認申請時必須）

動物園のシンボルとなるゾウの海外からの導
入に関する調査を実施し、導入の可否について
決定
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◎：新規事業、○レベルアップ事業　　

単位：千円

政策
目標

重点
課題

頁 所　管　部 事業費主　　　　　要　　　　　事　　　　　業

５．市民が創る自治と文化の街

市民の主体的な地域づくりと多文化共生を推進するまちづくり

Ｐ51 地域ポイントモデル事業 政策企画部 11,600

Ｐ52 地区会館の改築・整備事業 地域振興部 299,529

Ｐ53 地域活動を豊かにする拠点の整備 地域振興部 76,700

Ｐ54 ◎ 多様なまちづくり活動の充実支援 地域振興部 8,000

多彩な文化芸術の創造とスポーツを楽しみ健康づくりを推進するまちづくり

Ｐ55 ◎ 演劇公演・創造活動支援事業 文化部 14,000

Ｐ56 ◎ 次世代型博物館計画策定事業 文化部 9,463

Ｐ57 仮称）古代の里整備事業 文化部 410,600

Ｐ58 ◎ カーリング普及事業 スポーツ部 45,391
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SAPICAの多目的利用の実現による市民の利便
性の向上、市民の地域貢献活動等への参加、市
民同士の交流及び札幌の魅力の再発見の促進

目 的

地域ポイントモデル事業
～市民が創る自治と文化の街～

政）政策企画部

・ポイントシステムの運用・保守等 3,691千円

・地域ポイントモデル事業の企画・広報等 5,509千円

・ポイント原資 2,400千円

(単位：千円）

事 業 費 13,100 11,600 - -

（うち一般財源） (13,100) (11,600) - -

【特定財源】

国庫支出金

諸収入

市債

財政局概定 最終査定額Ｈ23予算 Ｈ24要求

査定の考え方等

事業内容

市民の地域貢献活動への参加に対し、
様々なサービスに交換できるポイントを付
与する地域ポイント制度をモデル的に実施
するとともに本格実施に向けた諸課題等を
調査検討

【サンセット：Ｈ24年度末】

●対象者数：5,000人

（H23当初のSAPICA保有者の約2.5%）
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目 的

地区会館の改築・整備事業
～市民が創る自治と文化の街～

市）地域振興部

(単位：千円）

事 業 費 150,400 282,029 - -

（うち一般財源） (133,900) (265,529) - -

事 業 費 0 17,500 - -

（うち一般財源） 0 (17,500) - -

【特定財源】

国庫支出金

諸収入

市債

財政局概定 最終査定額

査定の考え方等

①

②

Ｈ23予算 Ｈ24要求

①まちづくりセンター・
地区会館改築費

②地区会館リフレッシュ
整備費【新規】

[事業費282,029千円] [事業費17,500千円]

地域のまちづくり活動の拠点である地区会
館の整備推進による活動のさらなる活性化

老朽化したまちづくりセンター・地区会
館の全面改築を促進

・改築工事費等（白石） 181,679千円
・改築設計費等（その他） 100,350千円

地域活動の活性化を目的とした地区会館の
改修と備品購入を実施

・リフレッシュ改修工事設計費 7,500千円
・備品購入費 10,000千円
（いずれも対象５館）
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目 的

地域活動を豊かにする拠点の整備
～市民が創る自治と文化の街～

市）地域振興部
(単位：千円）

事 業 費 31,570 75,000 - -

（うち一般財源） (31,570) (75,000) - -

事 業 費 0 1,700 - -

（うち一般財源） (0) (1,700) - -

【特定財源】

国庫支出金

諸収入

市債

財政局概定 最終査定額

査定の考え方等

①

②

Ｈ23予算 Ｈ24要求

①市民集会施設建築費補助事業 ②地域活動の場整備支援事業【新規】

[事業費75,000千円] [事業費1,700千円]

地域が所有する市民集会施設や空き地等を再整備
し、まちづくり活動の拠点として活用できるよう高
機能化を支援

市民集会施設の建築にかかる住民組織への補助に
ついて、建築手法によって異なる補助率及び限度額
を一律化

地域課題の解決に向け地域の活動をより活発にす
るため、創意工夫を生かした町内会館や地域庭園な
どの活動の場を改修・整備をする事業の提案を募集
の上、公開審査等を行い選定した事業に対して補助

補助率 限度額 補助率 限度額

新築、改築、増築 1/2 18,000千円

改修等の上記以外 1/3 12,000千円

建 築 手 法

18,000千円1/2

変更後現　状

・補助金 （新築３件、改築等８件） 75,000千円

・審査会の開催 200千円
・１次審査採択事業への設計支援 1,500千円

（375千円×4件）

Ｈ24 事業の募集、審査及び採択事業の設計を支援
Ｈ25 改修、整備を支援
※整備後の維持管理については地域の負担
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目 的

多様なまちづくり活動の充実支援【新規】
～市民が創る自治と文化の街～

市）地域振興部
(単位：千円）

事 業 費 0 4,000 - -

（うち一般財源） (0) (4 ,000) - -

事 業 費 0 4,000 - -

（うち一般財源） (0) (4 ,000) - -

【特定財源】

国庫支出金

諸収入

市債

財政局概定 最終査定額

査定の考え方等

①

②

Ｈ23予算 Ｈ24要求

①地域カルテ・マップ活用推進事業 ②企業による市民活動促進事業

[事業費4,000千円] [事業費4,000千円]

地域の課題解決の支援や、企業の社会貢献活動を
促進するなど、さまざまな団体が行うまちづくり活
動の充実を支援

地域の特性や課題を整理しＨ23に公開した
地域カルテ・マップを活用して地域の活動を
活性化するための住民同士の話し合い等をま
ちづくりセンターを通じて支援するとともに、
最新の統計情報を追加更新

・ワークショップ開催支援等 2,000千円
（1か所当たり 200千円×10か所）
・更新作業、マップ編集印刷 2,000千円
（国勢調査の結果等の反映など）

企業の社会貢献活動(ＣＳＲ)について取組
事例の情報発信や活動体験の場の提供により
支援するとともに、さっぽろまちづくりパー
トナー企業の取組等を紹介し、新たな締結先
を開拓

・ＣＳＲ促進事業委託 3,000千円
・さっぽろまちづくりパートナー
企業ＰＲ事業委託 1,000千円
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目 的

演劇公演・創造活動支援事業【新規】
～市民が創る自治と文化の街～

観）文化部

(単位：千円）

事 業 費 0 14,000 - -

（うち一般財源） (0) (14,000) - -

【特定財源】

国庫支出金

諸収入

市債

財政局概定 最終査定額Ｈ23予算 Ｈ24要求

査定の考え方等

事業内容

【サンセット：Ｈ26年度末】

広く市民に対し優れた演劇の鑑賞機会を提供する
ため、一定の評価を得た劇団・演目の支援により裾
野を拡大するとともに、活動場所の確保への支援に
より活力を維持

①優れた演劇作品の公演に係る会場費、広
報経費等を補助

②優れた演劇作品を創造する劇団の稽古場
賃借料を補助

・公演会場費、広報経費等 10,300千円
・稽古場賃借経費 3,600千円

600千円×6団体
・事務費 100千円
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札幌の自然と人との関わりを探求し、札幌へ
の理解を深め、創造性を育むための博物館建設
構想を推進するため、次世代型の博物館計画を
策定

目 的

次世代型博物館計画策定事業【新規】
～市民が創る自治と文化の街～

観）文化部

・検討委員会の設置、検討、運営支援

(6回） 6,155千円

・モバイル型モデル展示（2か所）

2,900千円

・事務費等 408千円

(単位：千円）

事 業 費 0 9,463 - -

（うち一般財源） (0) ( 9,463) - -

【特定財源】

国庫支出金

諸収入

市債

財政局概定 最終査定額Ｈ23予算 Ｈ24要求

査定の考え方等

事業内容

モデル的な実証実験を実施しつつ、有
識者等による計画の検討を進める

【サンセット：Ｈ26年度末】

ソフトの蓄積・充実
市民との

パートナーシップ

社会の変化に的確に対応した博物館計画策定

検討委員会（仮称）

将来の次世代型博物館の整備
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目 的

仮称）古代の里整備事業
～市民が創る自治と文化の街～

観）文化部

(単位：千円）

事 業 費 10,000 410,600 - -

（うち一般財源） (10,000) (410,600) - -

【特定財源】

国庫支出金

諸収入

市債

財政局概定 最終査定額Ｈ23予算 Ｈ24要求

査定の考え方等

事業内容

【サンセット：Ｈ29年度末】

サッポロさとらんど内に保存されている縄
文時代の遺跡を活用して、古代の食と文化を
体験できる遺跡公園「（仮称）古代の里」を
整備

検討委員会の設置・運営等、遺跡範囲測量
調査、代替圃場整備を実施

・検討委員会の設置、運営等 3,600千円
・遺跡範囲測量調査 21,000千円
・代替圃場整備 386,000千円

さとらんどの遺跡から発見された縄文土器
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Ｈ24年の通年型カーリング場開業に伴
う、カーリング人口の拡大、カーリング
場の有効活用と競技力の向上

目 的

カーリング普及事業【新規】
～市民が創る自治と文化の街～

観）スポーツ部

・各種大会支援 4,620千円

・体験型普及事業 38,700千円

・事務費等 2,071千円

事業内容

オープニング大会や国内主要大会
の開催支援、市民や観光客が気軽に
楽しめる体験型普及事業の実施

【サンセット：Ｈ25年度末】

(単位：千円）

事 業 費 0 45,391 - -

（うち一般財源） (0) (45,391) - -

【特定財源】

国庫支出金

諸収入

市債

財政局概定 最終査定額Ｈ23予算 Ｈ24要求

査定の考え方等
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施策体系別事業概要一覧施策体系別事業概要一覧施策体系別事業概要一覧施策体系別事業概要一覧

(単位：千円）

主要事業
（頁） 局・部 事業内容 要求額

○ 子ども医療助成費 保)保険医療部 中学生の入院にかかる医療費の一部を新たに助成
　690件増

43,061　

事業所内保育施設設置
促進事業費

P4 子)子ども育成部 事業所内保育施設を新たに設置する企業に対する設置費
の一部補助

30,000　

ミニ児童会館施設設備
整備費

P5 子)子ども育成部 小学校の余裕教室等を活用したミニ児童会館等の整備
（再整備1館を含む11館）

359,342　

○ 札幌市民間児童育成会
運営委員会補助金(学
年拡大）

P6 子)子ども育成部 民間児童育成会の対象学年を５年生まで拡大 28,399　

○ 児童会館運営管理費
（学年拡大、時間延
長）

P6 子)子ども育成部 児童クラブの対象学年を５年生まで拡大及び開設時間の
延長
  8:45～18:00　→　8:00～19:00

113,635　

○ ミニ児童会館運営管理
費（学年拡大、時間延
長）

P6 子)子ども育成部 児童クラブの対象学年を５年生まで拡大及び開設時間の
延長
　8:45～18:00　→　8:00～19:00

40,849　

ワーク・ライフ・バラ
ンス推進事業費

子)子ども育成部 一定の取組を進めた企業に対する中小企業融資に係る利
子相当額の一部助成

10,000　

○ 拠点型常設サロンモデ
ル事業費

P7 子)子育て支援部 ＮＰＯを含む地域の団体の活動拠点等を活用した常設子
育てサロンを各中学校区単位に整備
　5→13か所

35,672　

○ 児童会館子育てサロン
運営費

P7 子)子育て支援部 児童会館30か所において常設の子育てサロンを開催
　15→30か所

53,140　

○ 家庭的保育事業費 子)子育て支援部 居宅や交通利便性の高い賃貸物件等において、家庭的保
育を行う保育ママを拡大（11→24人）

89,900　

◎ 私立幼稚園預かり保育
運営支援事業費補助金

P8 子)子育て支援部 認可保育所と同程度の時間や期間の預かり保育を実施す
る私立幼稚園に対して、保育に欠ける児童を預かる場合
の運営費を支援

79,200　

◎ 認可外保育施設運営支
援事業費補助金

P9 子)子育て支援部 一定の基準を満たす認可外保育施設に対して運営費を支
援

160,308　

○ 私立保育所整備費等補
助金

P10 子)子育て支援部 私立保育所の新築、増改築、分園整備に対し補助を行
い、保育所定員を1,000人増

1,610,543　

◎ 緊急サポートネット
ワーク事業費

子)子育て支援部 病児・病後児の利用料について3,000円/回を超える部分
を補助

3,974　

◎ 白石区保育・子育て支
援センター移転整備費

子)子育て支援部 白石区保育・子育て支援センターを、白石区複合庁舎の
一部として移転整備

4,889　

◎ 市営住宅建設費（単年
度）

P11 都)市街地整備部 子育て世帯を対象とした市営住宅の整備 1,278,172　

◎ 子どもの学びの環境づ
くり事業費

P12 子)子ども育成部 不登校児童生徒の受け皿となっているフリースクールな
ど民間施設に対する支援

16,000　

政策目標政策目標政策目標政策目標　　　　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

重点課題：子どもが健やかに夢や希望を持って育つ環境の充実

重点課題：子どもを生み育てやすい環境づくり

　◎；新規
　○；レベルアップ
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(単位：千円）

主要事業
（頁） 局・部 事業内容 要求額

　◎；新規
　○；レベルアップ

子どもの権利事業推進
費

子)子ども育成部 子どもの権利の広報や普及・啓発及び子どもの参加機会
の充実

6,345　

○ 児童会館運営管理費
（子ども運営委員会の
活動支援）

子)子ども育成部 児童会館等に設置する子ども運営委員会が施設運営に参
加する機会の拡充（10→20館）

2,000　

プレーパーク推進事業
費

子)子ども育成部 既存の公園などを活用しながら、規制を極力排除して子
どもが自由に遊べる「プレーパーク」を推進

3,000　

子ども安心ホットライ
ン事業費

子)児童福祉総合
センター

児童相談所における24時間365日の相談受付体制を整備 10,345　

○ オレンジリボン事業費 子)児童福祉総合
センター

児童虐待防止に向けた「オレンジリボン協力員制度」の
創設

1,943　

家庭児童相談室費 子)児童福祉総合
センター

身近な相談窓口として、子どもと家庭の福祉に関わる相
談機能を集約した「家庭児童相談室」の設置

4,447　

◎ 一時保護所改修事業費 子)児童福祉総合
センター

一時保護所の定員を拡充（36→50人） 11,823　

スタディメイト派遣事
業費

子)児童福祉総合
センター

児童養護施設に入所中の児童に対する、大学生などの有
償ボランティアによる学習支援

2,496　

○ 就労支援コーディネー
ター派遣事業費

子)児童福祉総合
センター

児童養護施設に入所中で学校卒業を控えている児童等に
対するきめ細やかな就労支援

9,660　

◎ ファミリーホーム整備
費補助金

子)児童福祉総合
センター

ファミリーホームの整備及び老朽化した児童養護施設を
ケア単位の小規模化した施設に改築

8,000　

キタラファーストコン
サート事業費補助金

観)文化部 子どもの音楽普及及び振興を図るため、小学校６年生全
員がオーケストラ演奏を鑑賞体験するプログラムを実施

22,062　

〇 子どものミュージカル
鑑賞事業費

観)文化部 子どもの豊かな感性や創造性を育むため、小学校６年生
を対象にミュージカルを鑑賞体験するプログラムを実施

558　

子どもの美術体験事業
費補助金

観)文化部 子どもの芸術的感性を育むため、小学校５年生全員を美
術館に招待する事業に対する補助

2,500　

◎ 子ども学習農園整備費 経)農政部 食農教育を推進するため子ども学習農園を整備 3,997　

学校給食費（さっぽろ
学校給食フードリサイ
クル事業）

教)生涯学習部 フードリサイクルの学校への支援と普及啓発 1,314　

読書チャレンジ・図書
資源ネットワーク事業
費

教)生涯学習部 各小中学校への市立図書館蔵書貸出等 9,470　

読書チャレンジ・図書
資源ネットワーク事業
費

教)中央図書館 同上 2,081　

青少年科学館展示物整
備事業費

教)生涯学習部 宇宙・天文をテーマとした展示物の製作 40,000　

若者支援総合センター
整備事業費

教)生涯学習部 都心部の民間施設に機能を移転 59,320　

中学校卒業者等進路支
援事業費

教)生涯学習部 中学・高校卒業時の進路未定者等への支援等 2,935　

社会体験機会創出事業
費

教)生涯学習部 若者の職場体験等の受け入れ先となる企業等を開拓 2,935　
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(単位：千円）

主要事業
（頁） 局・部 事業内容 要求額

　◎；新規
　○；レベルアップ

ポプラ若者活動セン
ター移転費

教)生涯学習部 機能を移転する費用及び改修工事 5,285　

学校新築費 P13 教)生涯学習部 開成高等学校を改編して平成27年度に開校する中等教育
学校の校舎基本設計及び実施設計

138,895　

◎ 市立中等教育学校開校
準備事業費

P13 教)学校教育部 開成高等学校を改編して平成27年度に開校する中等教育
学校の開校準備等

16,197　

○ 札幌らしい特色ある学
校教育事業費

教)学校教育部 農業体験事業の対象校の増（20校→30校）及び夢づくり
支援事業の拡大

7,909　

読書チャレンジ・子ど
もの読書活動サポート
事業費

教)学校教育部 学校図書館運営を支援するボランティアの派遣 9,549　

読書チャレンジ・幼児
絵本ネットワークセン
ター事業費

教)学校教育部 大型絵本等を幼児教育センターに集中保管し、各園へ貸
出し配送を実施

1,029　

学校教育指導費（人権
教育推進事業）

教)学校教育部 研究推進校における実践的な研究、アイヌ民族や子ども
の権利等に関する学習の推進

2,000　

○ 外国語指導助手関係費 教)学校教育部 外国語指導助手(ALT)の人員の増(63→68人) 18,000　

◎ 心のサポーター配置モ
デル事業費

P14 教)学校教育部 不登校（傾向）の子どもへの対応として心のサポーター
を学校へ配置（中学校20校）及び心のサポーター主任を
配置（小学校2校）

28,118　

○ スクールカウンセラー
活用事業費

P15 教)学校教育部 小学校1校当たりの配置時間の拡充（45→48時間） 3,152　

○ スクールソーシャル
ワーカー活用事業費

P15 教)学校教育部 スクールソーシャルワーカーの増員（5→6人） 1,046　

◎ 教育支援センター設置
事業費

教)学校教育部 学校に通うことが難しい子どもに対応するため、学校以
外の場における支援の在り方を調査研究

3,150　

○ 特別支援教育支援員活
用事業費

教)学校教育部 学びのサポーター（特別支援教育支援員）の活用校を拡
充（260→275校）

110,550　

読書チャレンジ・子ど
もの読書活動推進事業
費

教)中央図書館 図書館デビュー事業等の実施 7,700　

◎ 本庁舎非常用発電設備
更新整備費

総)行政部 本庁舎の非常用発電設備を更新 313,000　

避難場所環境整備費 危)危機管理対策
部

震災直後の防寒用具として、避難者1人当たり寝袋1枚と
毛布1枚があたるよう整備

257,600　

防災行政無線更新整備
事業費

危)危機管理対策
部

防災行政無線を構成する無線局を更新整備するための実
施設計

10,000　

地域防災計画修正費 危)危機管理対策
部

津波対策や原子力災害対策について調査を行い、調査結
果を踏まえた計画の修正

33,100　

土砂災害ハザードマッ
プ作成費

危)危機管理対策
部

土砂災害ハザードマップを作成し町内会に配布 2,295　

防災普及啓発事業費 危)危機管理対策
部

自主防災組織のリーダー育成や学校教育の場を活用した
防災知識の普及啓発を実施

18,000　

重点課題：市民とともに災害に備えるまちづくり

政策目標政策目標政策目標政策目標　　　　2222　　　　　　　　安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らせるぬくもりのらせるぬくもりのらせるぬくもりのらせるぬくもりの街街街街
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(単位：千円）

主要事業
（頁） 局・部 事業内容 要求額

　◎；新規
　○；レベルアップ

区役所施設等耐震化緊
急対策事業費

P17 市)地域振興部 区施設の耐震改修に向けた工事、設計等 236,326　

区役所非常用発電設備
整備費

市)地域振興部 設置工事及び実施設計 191,429　

地区センター改修事業
費

市)地域振興部 エレベーター未設置の地区センターにエレベーターを設
置

68,804　

◎ 災害時の要援護者支援
ネットワーク構築事業
費

保)総務部 収容避難所での生活が困難な要援護者を、福祉施設等で
受け入れるためのネットワークの構築

500　

保健センター修繕費 P17 保)保健所 南保健センターの耐震改修に向けた設計 2,097　

災害に強い道づくり事
業費

P18 建)土木部 緊急輸送道路に架かる橋りょうの経年劣化等を計画的に
補修するとともに、橋脚補強や落橋防止などの耐震補強
を実施

2,976,788　

○ 民間建築物耐震化促進
事業費

都)建築指導部 民間建築物の耐震診断等への補助
　非木造民間建築物の耐震改修工事への補助を追加

111,049　

◎ 札幌市民防災センター
リニューアル事業費

P19 消)総務部 体験設備の新設及びリニューアル 129,000　

石狩振興局管内消防救
急デジタル無線共同整
備事業費

P20 消)総務部 消防救急無線設備のデジタル化 2,908,000　

消防指令システム整備
事業費

P20 消)総務部 既存消防指令システムの全面更新 821,754　

◎ 高度消防活動用資機
材・都市型捜索救助資
機材整備費

P21 消)総務部 大規模災害時における早期救出を目的とした消防救助体
制の強化

21,341　

◎ 給油・空気充てん施設
整備費

P21 消)総務部 大規模災害時に消防活動上必要な補給体制の確立 44,034　

◎ 災害時における活動支
援教育事業費

消)総務部 中学生等が自らの「生きる力」と「大人を支援できる
力」を高めるため、地域における防災の担い手を育成

8,788　

耐震補強事業費 P17 教)生涯学習部 耐震工事：小学校16校、中学校4校、高等学校2校
工事＋実施設計：小学校13校、中学校2校
実施設計：小学校16校、中学校11校、高等学校1校

3,959,936　

学校改築費(学校基本
設計費含む）

P17 教)生涯学習部 校舎改築工事等（北白石小）、校舎及び屋運改築工事等
（北白石中）、校舎改築工事等（北九条小、手稲中）、
屋運解体工事,（桑園小）、グラウンド造成工事（桑園
小、北白石中、東橋小）、校舎改修（東橋小）、実施設
計（東札幌小、南郷小）

9,430,666　

青少年科学館耐震改修
費

P17 教)生涯学習部 耐震性能不足と診断された青少年科学館の耐震改修工事
（平成24年度：設計　平成25年度：工事実施）

12,160　

知的障がい者等を対象
としたホームヘルパー
養成モデル事業費

保)保健福祉部 特別支援学校の生徒に対してヘルパー資格取得研修を実
施

4,562　

ほっとけない・こころ
推進事業費

保)保健福祉部 札幌市自殺総合対策行動計画に基づき、相談支援体制の
整備や人材養成、普及啓発等の事業を実施

20,983　

○ 障がい者協働事業運営
費補助金

保)保健福祉部 障がい者を5人以上雇用し、一定の要件を満たす法人に
対して、その事業費を補助

15,300　

重点課題：地域で支え合う、健やかでぬくもりあふれる生活への支援

- 62 -



(単位：千円）

主要事業
（頁） 局・部 事業内容 要求額

　◎；新規
　○；レベルアップ

◎ 障がい者元気スキル
アップ事業費

保)保健福祉部 研修や実習等を通して、障がい者の雇用機会の充実 8,661　

元気ジョブアウトソー
シングセンター運営事
業費

保)保健福祉部 障がい福祉施設等で行っている役務提供サービスの受注
調整等を実施

25,543　

◎ 静療院成人部門跡施設
改修等事業費

保)保健福祉部 静療院成人部門跡施設を改修し、障がい児・者に対する
福祉と医療の一体的施設を整備

1,400,000　

◎ 重症心身障がい者生活
介護等受入促進事業費

P22 保)保健福祉部 医療的ケアを必要とする障がい者を受け入れるために看
護師を加配した事業所に対し、最大3年間の補助を実施

45,000　

◎ 地域ぬくもりサポート
事業費

保)保健福祉部 障がい児者に対する有償ボランティアの仕組みを構築
（平成24年度はモデル事業を実施）

5,087　

ケアホーム等新築費・
備品購入費等補助金

保)保健福祉部 ケアホーム・グループホームの新設整備費又は備品等購
入費の補助を実施し、障がい者の地域移行を促進

31,000　

○ 障がい者相談支援事業
費

保)保健福祉部 障がい者、家族、関係機関等からの相談に応じ、総合的
な支援を実施

6,590　

○ 障がい者就業・生活相
談支援事業費

保)保健福祉部 障がい者の雇用と職場の定着を促進するための相談業務
を実施

31,692　

移動支援事業費(通学
支援の拡充）

P23 保)保健福祉部 両親の就労や障がい等やむを得ない事情のある世帯を対
象に移動支援の利用範囲を通学まで拡大

128,882　

○ 特別養護老人ホーム新
築費補助金

P24 保)保健福祉部 特別養護老人ホーム4施設320床増設に係る補助
（平成23年2定補正追加分1施設80床を含む）

528,000　

はつらつシニアサポー
ト事業費（高齢者地域
貢献支援事業）

保)保健福祉部 高齢者の地域貢献に結び付けるきっかけとなるような生
きがい活動で、高齢者団体の自主的な運営により実施さ
れる事業に対して支援

9,082　

孤立死防止・地域連携
ネットワーク事業費

保)保健福祉部 孤立死防止のための普及啓発活動を行うとともに、民間
事業者との連携による複合的・重層的な見守り・安否確
認のシステムを構築

2,964　

付加健診費 保)保険医療部 特定健診を補う付加健診を実施 24,973　

◎ 救急安心センター推進
事業費

保)保健所 看護師などの専門相談員による救急医療の電話相談窓口
を開設

59,252　

さっぽろ医療プラン推
進事業費

保)保健所 さっぽろ医療プランの推進を牽引するモデル事業の実施 2,974　

歩道のバリアフリー化
（道路改良費）

建)土木部 歩道の勾配改善、段差解消および視覚障がい者誘導用ブ
ロックの設置等によるバリアフリー化

1,650,000　

○ 犯罪のない安全で安心
なまちづくり推進事業
費

市)地域振興部 企業等が地域防犯活動へ参加するきっかけとなるための
枠組みの普及等を拡充

8,300　

消費者被害防止ネット
ワーク事業費

市)市民生活部 高齢者及び障がい者の消費者被害を早期発見・救済・未
然防止

1,710　

消費者行政活性化事業
費

市)市民生活部 消費生活相談体制の強化等 11,130　

○ 女性のための安心サ
ポート事業費

市)市民生活部 女性が安心して暮らしていけるよう、性暴力被害に対す
る支援や多様なメディアを活用した啓発を実施
　性暴力被害相談を拡充（窓口開設期間の延長等）

7,717　

○ ＤＶ対策推進事業費 市)市民生活部 配偶者等からの暴力に係る各種相談や同行支援を拡充 2,345　

重点課題：安心のある暮らしの確保に向けた環境の充実
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(単位：千円）

主要事業
（頁） 局・部 事業内容 要求額

　◎；新規
　○；レベルアップ

○ 就労ボランティア体験
事業費

保)総務部 長期未就労などの生活保護受給者を対象とした、就労ボ
ランティア体験事業の拡大

20,424　

安全・安心な食のま
ち・さっぽろ推進事業
費

保)保健所 食の安全・安心条例制定の検討、市民・事業者と連携・
協働した事業の実施

7,972　

母子家庭自立支援給付
金事業費

子)子育て支援部 母子家庭が自立した生活を送るため、経済的自立に効果
的な資格の取得を推進

41,183　

職業能力開発サポート
事業費

P25 経)雇用推進部 求職者に対して、産業振興ビジョンに定める重点分野産
業の就職に有利な資格取得や職場実習による就職支援を
実施

47,000　

企業向け若年層雇用安
定助成金事業費

経)雇用推進部 産業振興ビジョンに定める重点分野産業の中小企業に対
する若年層求職者（25歳以上35歳未満）の常用雇用促進
に向けた助成

48,812　

○ 就業サポートセンター
等事業費

経)雇用推進部 ハローワーク、民間職業紹介事業者との連携を強化し各
種就業支援事業を実施
　求職者総合支援センター（あいワーク）の新規開設等

43,954　

若年層就業促進事業費 経)雇用推進部 若年求職者や定時制高校生の就業意欲向上と就職促進の
ため、セミナー等を実施

28,489　

職業観育成事業費 経)雇用推進部 職業観を養う疑似体験プログラムの実施 5,000　

○ 地域と創る冬みち事業
費

建)土木部 各種まちづくり団体に情報発信を行い、雪対策への理解
を深めるための取組みを強化
（270→350町内会：予定）

61,700　

冬のみちづくりプラン
推進費

建)土木部 雪対策の広報・啓発活動や雪に関する教育活動支援 9,000　

◎ 救急安心都市さっぽろ
推進事業費

P26 消)総務部 救急救命士による新たな救急救命処置拡大、ビデオ喉頭
鏡や心電図伝送システムを整備

86,258　

首都圏ビジネス・マッ
チング支援事業費

総)東京事務所 札幌企業の首都圏における販路拡大を支援するため、コ
ンサルティングおよびコーディネートを実施

4,500　

商店街再生事業費 経)産業振興部 空き店舗活用等の商店街の課題解決に向けた支援 31,200　

コミュニティ型建設業
創出事業費

経)産業振興部 家屋補修等の地域の生活ニーズと、中小建設業者等の人
材や技術とのマッチングを図る事務局への補助

6,754　

中小企業金融対策資金
貸付金

P28 経)産業振興部 中小企業に対する運転資金、設備資金等の貸付け 82,447,000　

さっぽろ夢農業人育成
支援事業費

経)農政部 農業の新たな担い手を育成するための研修・就農サポー
ト体制の構築

9,877　

アジア圏等経済交流促
進事業費

経)産業振興部 海外との産業ネットワークの拡大を図るため、市内企業
の海外事業展開を支援

41,774　

道内連携マッチング事
業費

経)産業振興部 市内ものづくり企業と道内第１次産業者等とのマッチン
グ等

17,386　

卸売業活用型販路拡大
支援事業費

経)産業振興部 道内卸売業者と道内製造業者等とのマッチングの機会を
提供し、魅力ある商品の販路拡大を支援

4,800　

政策目標政策目標政策目標政策目標　　　　3333　　　　　　　　活力活力活力活力みなぎるみなぎるみなぎるみなぎる元気元気元気元気なななな街街街街

重点課題：札幌の経済を支える企業・人の支援
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(単位：千円）

主要事業
（頁） 局・部 事業内容 要求額

　◎；新規
　○；レベルアップ

基幹系システム再構築
事業費

総)情報化推進部 基盤フレームワーク及び住民記録システムの稼働開始、
税・国保年金システムの基本設計並びに保健福祉システ
ムの要件分析に係る経費

947,939　

○ 中小企業金融対策資金
貸付金（札幌みらい資
金）

P28 経)産業振興部 産業振興ビジョンに定める重点分野に関連する中小企業
への貸付け
　利率1.9%（7年以内は1.7%）→1.5%

5,882,000　

産業振興ビジョン推進
補助金

経)産業振興部 産業振興ビジョンで定める重点分野に関連する新製品・
新技術の研究開発に対する補助

25,350　

６次産業活性化推進補
助事業費

経)産業振興部 道内の1次生産者と市内2次、3次産業者の連携による新
商品開発等に対する補助

27,800　

産業振興関連施設改修
費

経)産業振興部 市民情報センター廃止に伴う跡施設の改修 168,000　

◎ フードイノベーション
創造支援事業費

P29 経)産業振興部 「食・健康」分野の若手研究者に対して補助を行い技術
革新を推進するとともに、関連企業との産学連携を促進

4,800　

◎ 地域イノベーション戦
略推進事業費

P29 経)産業振興部 北大Ｒ＆ＢＰによる「食・健康・医療分野」の拠点形成
を推進するための負担金

9,500　

健康サービス産業推進
事業費

経)産業振興部 企業等が行う健康サービス産業を推進する取組に対して
補助

8,700　

福祉産業共同研究事業
費

経)産業振興部 大学等の研究者と企業が共同で実施する福祉産業に係る
研究に対する支援

12,500　

◎ 札幌発の環境産業創出
事業費

経)産業振興部 札幌の特色を活かした新・省エネルギーの開発など、新
たな環境産業の創出を目指した調査・研究等

21,000　

IT利活用ビジネス拡大
事業費

経)産業振興部 市内ＩＴ企業と産業振興ビジョンで定める重点分野関連
企業とのマッチング等

8,300　

◎ 札幌コンテンツ特区推
進事業費

P30 経)産業振興部 映像産業や他産業の活性化を目的とした札幌コンテンツ
特区の推進

24,170　

◎ スポーツを活用した札
幌産業活性化事業費

経)産業振興部 「スポーツ分野」において、創造性のあるビジネスモデ
ルをコンテスト形式で募集し、事業実施に対し補助

11,400　

◎ 札幌圏みらいづくり産
業立地促進事業費

経)産業振興部 国内において成長発展が見込まれる技術革新分野の産業
の立地企業に対する補助

2,000　

○ 企業立地促進費（雇用
創出型ニュービジネス
立地促進事業費）

経)産業振興部 人材集約型企業の誘致ＰＲ、立地企業に対する補助等
　補助対象分野を情報・金融分野等からコールセンター
　全般へ拡大

194,640　

シティプロモート推進
費

P31 政)政策企画部 市民のライフスタイルから生まれる、本当の札幌の魅力
を発信することにより、ブランド力の向上を推進

17,000　

創造都市さっぽろ推進
事業費

政)政策企画部 「ユネスコ創造都市ネットワーク」加盟及び地下歩北2
条広場デジタルサイネージ（電子看板）活用事業の実施
により、創造都市さっぽろの取組を推進

35,000　

首都圏シティＰＲ事業
費

総)東京事務所 首都圏において、メディアやイベント等により札幌の魅
力を発信

14,500　

○ 国内観光振興事業費 観)観光コンベン
ション部

フォトコンテストを契機とした市内観光のＰＲ事業や道
内向けの集中的なＰＲ事業等を実施

23,000　

重点課題：札幌の強みを活かした産業の育成と企業の誘致

重点課題：文化芸術や地域ブランドを活かした観光・MICEの推進
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(単位：千円）

主要事業
（頁） 局・部 事業内容 要求額

　◎；新規
　○；レベルアップ

○ 国際観光振興事業費 観)観光コンベン
ション部

中国における重点的な誘致活動及び大連アカシアまつり
での観光プロモーション事業を実施

8,500　

○ おもてなし推進事業費 観)観光コンベン
ション部

観光モデルコースの多言語化・動画化、ＩＣＴを利用し
た札幌まちめぐり事業との連携を実施

8,144　

◎ ＩＣＴを活用した札幌
まちめぐり事業費

観)観光コンベン
ション部

携帯端末などで動画の視聴や観光情報の入手が可能とな
るシステムの構築とコンテンツ制作

30,000　

○ 広域連携による観光振
興事業費

観)観光コンベン
ション部

四季のまつりと連携させたさっぽろ広域圏観光圏の周遊
促進事業や道内中核6都市の連携による周遊促進事業を
実施

4,288　

シティ・リゾートウェ
ディング推進事業費

P32 観)観光コンベン
ション部

モニターツアー等によるＰＲや写真事業者への研修及び
アフターウエディングの充実等によりフォトウエディン
グを誘客

9,500　

◎ 定山渓地区整備促進事
業費

観)観光コンベン
ション部

定山渓地区の再整備に向けた基本構想を策定するため、
アンケート調査等を実施

11,250　

○ さっぽろ雪まつり魅力
アップ事業費

観)観光コンベン
ション部

札幌駅前歩行空間でのイベント、大雪像を活用したメ
ディアアートの実施

29,618　

○ さっぽろオータムフェ
スト事業費

観)観光コンベン
ション部

オータムフェストと市内各地域の既存イベントとの連携
を図り、市民・観光客の市内周遊を促進

7,000　

○ ＭＩＣＥ推進事業費 観)観光コンベン
ション部

韓国・中国に重点を置いたＭＩＣＥ事業の展開や創出型
ＭＩＣＥ関連事業等を実施

41,309　

国際芸術展開催準備費 P33 観)文化部 国際芸術展開催の実施主体となる実行委員会の設立・運
営及び機運醸成のためのプレ展覧会の開催

43,573　

◎ 文化財施設整備費 観)文化部 豊平館の修理・補強・整備など計画的な保存修理と集客
交流資源としての整備を実施

116,923　

ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ﾌｪｽ
ﾃｨﾊﾞﾙ事業費補助金等

観)文化部 国際教育音楽祭に対する補助 189,870　

○ サッポロ・シティ・
ジャズ事業費補助金

観)文化部 国外へのプロモーション活動の実施 4,500　

SAPICA導入活用推進費 総)情報化推進部 市内公共交通機関がSAPICAを導入するための経費の一部
補助及びSAPICAの行政分野活用を推進

1,169,000　

◎ 自転車マナー向上対策
費

市)地域振興部 都心部における自転車の押し歩き推奨のための社会実験
等

6,000　

白石区複合庁舎等整備
費

市)地域振興部 複合庁舎の基本設計及び民間機能導入にかかる事業者の
公募

68,889　

都市構造強化推進事業
費

市)都市計画部 都市計画マスタープランの見直しに向けた調査・検討 10,000　

苗穂駅周辺地区まちづ
くり事業費

P34 市)都市計画部 駅周辺地区のまちづくりのため、新駅舎の基本設計やま
ちづくり推進業務等を実施

48,601　

郊外住宅地のエリアマ
ネジメント推進事業費

市)都市計画部 エリアマネジメント手法等を活用した郊外住宅地の課題
解決の推進

13,960　

都心エリアマネジメン
ト推進費

市)都市計画部 都心各地区のエリアマネジメント及び地区間の連携に対
する支援

6,500　

都心まちづくり戦略事
業化推進費

市)都市計画部 「（仮称）創成川以東地区まちづくり計画」の策定 6,000　

重点課題：将来を見据えた魅力ある都市の整備

- 66 -



(単位：千円）

主要事業
（頁） 局・部 事業内容 要求額

　◎；新規
　○；レベルアップ

南一条まちづくり事業
化検討費

市)都市計画部 南一条地区再生に資する具体策等の事業化に向けた検討 9,500　

札幌駅交流拠点まちづ
くり推進費

市)都市計画部 札幌駅交流拠点に関する再整備構想の策定及び整備基本
計画の検討

6,000　

北1西1街区再開発準備
組合負担金等

P35 市)都市計画部 北1西1地区市街地再開発準備組合に対する負担金等 7,500　

市民交流複合施設ホー
ル等検討事業費

P35 観)文化部 仮称）市民交流複合施設ホール及び仮称）アートセン
ターの各種検討等

15,000　

創世交流拠点まちづく
り推進費

市)都市計画部 創世交流拠点まちづくりガイドライン及び仮称）創造活
動センター整備の検討

18,290　

大通交流拠点まちづく
り推進費

市)都市計画部 大通交流拠点整備に関する実施設計等 39,610　

公共交通ネットワーク
確保対策事業費（利用
促進・地域交通関連）

市)総合交通計画
部

公共交通への自発的な転換を促す取組及び持続可能な地
域交通体系の検討

16,900　

路面電車延伸推進費 P36 市)総合交通計画
部

路面電車延伸に向けた設計及び各種検討等 512,813　

交)高速電車部

豊平川通延伸検討調査
費

市)総合交通計画
部

都心部の交通混雑緩和及び南北アクセス軸の強化に向け
た豊平川通の北伸・南伸の検討

12,000　

西２丁目地下歩道整備
計画推進事業費

市)総合交通計画
部

西２丁目地下歩道の整備に向けた既設躯体の調査 5,000　

丘珠空港関連事業調整
費（利用促進）

市)総合交通計画
部

利用促進に係る各種施策の実施 5,000　

北海道新幹線推進費 市)総合交通計画
部

要望活動、広報啓発活動等 16,000　

白石区複合庁舎等整備
費（保健センター分）

保)保健所 複合庁舎のうち保健センター部分に係る基本設計及び民
間機能導入にかかる事業者の公募

8,148　

◎ 苗穂駅周辺地区整備事
業費

P34 建)土木部 交通結節点機能向上に資する南北駅前広場、自由通路な
ど都市施設整備のため、調査測量、予備設計を実施

68,000　

○ 駐輪場整備費 P37 建)土木部 「札幌市自転車利用総合計画」に基づき自転車利用の適
正化を図るため公共駐輪場の整備を実施
　（麻生、北24条、栄町）

285,000　

○ 駐輪場整備費 P37 建)総務部 「札幌市自転車利用総合計画」に基づき自転車利用の適
正化を図るため公共駐輪場の整備を実施
　（都心部路上（西2丁目線））

2,000　

○ 歩行者と自転車の共存
する空間の創出事業費

P37 建)総務部 　駐輪場の有効活用を図るため誘導整理員の配置及び長
期駐車自転車撤去を実施
　（JR白石駅　3→4人、大通（新規））

5,147　

琴似４・２地区再開発
事業費

P38 都)市街地整備部 民間活力を活用した再開発事業により、地域中心核にふ
さわしい土地の高度利用と都市環境の更新を実施

628,600　

◎ 手稲本町１・３地区再
開発事業費

P38 都)市街地整備部 民間活力を活用した再開発事業により、広域交流拠点に
ふさわしい土地の高度利用と都市環境の更新を実施

29,400　

保全推進事業費 P39 都)建築部 ①市有建築物の長寿命化を図る計画的な保全
②新エネ・省エネ技術の導入
③保全改修にあわせたバリアフリー化

3,457,990　
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(単位：千円）

主要事業
（頁） 局・部 事業内容 要求額

　◎；新規
　○；レベルアップ

◎ 学校給食衛生管理推進
事業費

教)生涯学習部 施設・設備の改善等により衛生的な給食調理環境を整備 79,572　

格技場整備費 教)生涯学習部 学習指導要領の改正で中学校で武道の授業が必修化され
たことに伴い格技場の整備を促進
　5校

621,481　

◎ 一般廃棄物処理基本計
画改定費

環)環境事業部 一般廃棄物処理基本計画の改定 11,096　

◎ 生ごみ資源化システム
実証実験費

P41 環)環境事業部 生ごみ分別収集の実証実験による効率的な収集・資源化
の検証

7,243　

○ 家庭の生ごみ減量・リ
サイクル推進事業費

環)環境事業部 家庭における生ごみ減量・資源化の支援の拡充 32,046　

◎ 事業ごみエリア内資源
物回収システム構築事
業費

環)環境事業部 テナントビルや商店街等と連携・協働したごみのリサイ
クルと回収システムの構築と資材購入補助

4,600　

焼却灰リサイクル事業
費

環)環境事業部 焼却灰をセメント原料としてリサイクル 29,000　

温暖化対策推進計画費 環)環境都市推進
部

札幌市における温暖化対策推進のための実行計画策定に
向けた検討

2,617　

○ さっぽろエコライフ推
進事業費

P42 環)環境都市推進
部

家庭内のエネルギー消費削減に向けたエコ診断等の普及
啓発の拡充

8,790　

地域エネルギーネット
ワーク推進事業費

P42 環)環境都市推進
部

地域におけるエネルギーの面的利用及び分散型エネル
ギーの検討

8,000　

エネルギー環境教育推
進事業費

環)環境都市推進
部

学校におけるエネルギーに関する実践的な環境教育の推
進

8,242　

○ 次世代自動車導入促進
事業費

環)環境都市推進
部

次世代自動車購入等に対する補助金等を市民向けに拡充 15,200　

○ エコドライブ活動定着
推進事業費

環)環境都市推進
部

自動車の使用に伴う環境負荷低減に向けたエコドライブ
の定着を推進

2,450　

○ 木質バイオ燃料普及促
進事業費

環)環境都市推進
部

木質バイオ燃料の利用拡大とあわせた地域経済の振興、
新たな産業や雇用の創出
　利用機器導入補助（1,000→4,000千円）

23,455　

札幌・サンサンプロ
ジェクト事業費

P43 環)環境都市推進
部

市民・事業者・札幌市の３者が協働した太陽光発電の推
進

1,881　

◎ 省エネ活動サポート事
業費

環)環境都市推進
部

中小事業者に対し「無料省エネ診断」等のサポートを実
施

3,590　

○ 再生可能エネルギー推
進事業費

環)環境都市推進
部

円山動物園アジア館への雪冷熱設備の設置工事等 55,100　

○ 札幌・エネルギーｅｃ
ｏプロジェクト事業費

P44 環)環境都市推進
部

ＣＯ２削減に向けた新エネルギー・省エネルギー機器導

入への補助の対象を市民・事業者のほか町内会等に拡大

464,043　

◎ 札幌省エネアクション
プログラム事業費

環)環境都市推進
部

市有施設の省エネ推進 18,000　

○ 次世代エネルギーパー
ク推進事業費

環)環境都市推進
部

円山動物園に整備した次世代エネルギーパークの啓発等 3,519　

政策目標政策目標政策目標政策目標　　　　4444　　　　　　　　みんなでみんなでみんなでみんなで行動行動行動行動するするするする環境環境環境環境のののの街街街街

重点課題：低炭素社会の推進と循環型社会の構築
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(単位：千円）

主要事業
（頁） 局・部 事業内容 要求額

　◎；新規
　○；レベルアップ

市設街路灯ＬＥＤ化の
推進事業費

P45 建)土木部 環境負荷の低減を図るため、生活道路の水銀灯を中心と
した市設街路灯のＬＥＤ化を実施

400,000　

太陽光パネル設置費 P43 教)生涯学習部 工事：小学校29校、中学校6校
設計：小学校16校、中学校11校
　※改築工事に併せて整備する北白石小、北白石中、北
　　九条小、手稲中は除く

625,311　

◎ 札幌版次世代住宅普及
促進事業費

P46 都)市街地整備部 札幌市独自の高断熱化基準「札幌版次世代住宅基準」に
適合する住宅の認定及び建設資金の補助

32,235　

○ エコリフォーム促進事
業費

都)市街地整備部 民間住宅の省エネ改修やバリアフリー改修に対する補助
　賃貸住宅を補助対象に追加

50,593　

生物多様性推進事業費 環)環境都市推進
部

生物多様性さっぽろ戦略の策定等 15,000　

○ みどり豊かな街づくり
支援事業費

環)みどりの推進
部

タウンガーデナーなど市民ボランティアに対する支援及
び市民や企業に対する新たな助成制度の調査・検討

6,000　

さっぽろふるさとの森
づくり事業費

環)みどりの推進
部

植樹祭、市民メモリアル植樹の実施 9,000　

○ 主要幹線みどりのボ
リュームアップ事業費

環)みどりの推進
部

主要幹線街路樹の樹冠形成 40,000　

○ 都心部みどりの空間づ
くり事業費

環)みどりの推進
部

都心部街路樹の樹冠形成、シンボル樹木の診断・保全及
びコンテナガーデン整備

16,373　

安全・安心な公園再整
備事業費

P47 環)みどりの推進
部

誰もが安心して利用できるよう、トイレなどのユニバー
サルデザイン化、遊具や運動施設の改修等

844,000　

地域と創る公園再整備
事業費

P47 環)みどりの推進
部

地域ごとに各公園に必要な機能の見直しを図りながら、
公園の再整備を実施

661,000　

○ 都市環境林取得整備費 環)みどりの推進
部

良好な都市環境の形成を図るための緑地取得整備を拡大 102,248　

丘珠空港周辺のまちづ
くり事業費

環)みどりの推進
部

丘珠空港と調和したまちづくりを推進するため空港周辺
に都市緑地を整備

486,500　

アジアゾーン建設費 P48 環)円山動物園 アジア地域の動物を展示するアジアゾーンの建設 694,000　

◎ アフリカゾーン建設設
計費

P48 環)円山動物園 アフリカ地域の動物を展示するアフリカゾーン建設基本
計画の策定

13,957　

◎ 大型動物導入検討調査
費

P49 環)円山動物園 ゾウ導入の可否判断のため、飼育方法や施設整備・費用
等を調査

3,000　

野生動物復元事業費 環)円山動物園 北海道の野生動物の繁殖及び野生復帰等 1,000　

◎ 遊具広場整備費 環)円山動物園 遊具広場の整備 84,687　

園内熱源転換整備費 環)円山動物園 重油ボイラーから天然ガスを熱源とした暖房システムに
転換

338,717　

重点課題：多様で豊かな自然を守り、育てるまちづくり
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(単位：千円）

主要事業
（頁） 局・部 事業内容 要求額

　◎；新規
　○；レベルアップ

◎ 公文書館整備事業費 総)行政部 旧豊水小学校複合施設（現在の文化資料室）を公文書館
として整備

411,404　

世界冬の都市市長会関
連事業費

総)国際部 市長会議の実務者レベルの会合や先進事例等の調査・研
究を行い、これら活動を国内外に発信

3,580　

ミュンヘン・クリスマ
ス市 in Sapporo開催
費負担金

総)国際部 ミュンヘン市の年中行事であるクリスマス市を大通公園
で開催

8,500　

多文化共生推進事業費 総)国際部 国籍や言語、民族の違いに関わらず地域社会の構成員と
して共に生きていく多文化共生のまちづくりを推進

6,889　

姉妹・友好都市青少年
未来プロジェクト事業
費

総)国際部 姉妹・友好都市の青少年との交流を通じて国際的な人材
を育成

5,768　

市民と共に学ぶまちづ
くり推進研修事業費

総)職員部 市民と市職員が共に学ぶ体験型の政策形成研修を実施 4,592　

地域ポイントモデル事
業費

P51 政)政策企画部 SAPICAの多目的利用の一環として、市民活動・地域貢献
活動の活性化に向けたポイント制度の導入

11,600　

大学と地域の連携によ
る都市再生の推進費

政)政策企画部 地域と大学との連携を更に促進し、大学の持つ専門・技
術的な知見を地域課題や政策課題の解決に活かす取組の
推進

5,000　

札幌市まちづくり戦略
ビジョン策定費

政)政策企画部 札幌市まちづくり戦略ビジョン策定における企画調整
や、新たな手法による市民参加の実施、施策の検討や調
整等

60,511　

まちづくりセンター・
地区会館改築費

P52 市)地域振興部 まちづくりセンター・地区会館の改築工事及び設計等 282,029　

市民集会施設建築資金
等貸付金

市)地域振興部 市民集会施設の新築等に対する低利な貸付けを実施 9,000　

◎ 地区会館リフレッシュ
整備費

P52 市)地域振興部 地区会館を利用した活動を誘引するような施設の改修等 17,500　

○ 市民集会施設建築費補
助事業費

P53 市)地域振興部 市民集会施設の建築を行う住民組織に対する補助金
　改修に対する補助率のかさ上げ

75,000　

町内会活動拠点支援事
業費

市)地域振興部 市民集会施設を持たない町内会等に対する活動拠点の借
上げ支援

3,000　

○ 平和都市宣言普及啓発
事業費

市)地域振興部 札幌市平和都市宣言20周年の機会を活用した啓発等を実
施

18,294　

◎ 市政への市民参加促進
事業費

市)地域振興部 市民登録制度を活用した市民参加の機会創出や市民参加
に係る情報提供の強化

2,000　

○ 地域のまちづくり活動
参加促進事業費

市)地域振興部 地域のまちづくりの新たな担い手・連携先の発掘・育成
　学生等を対象とした新たな事業を追加

5,500　

◎ 地域活動の場整備支援
事業費

P53 市)地域振興部 地域の提案で行う機材設置や活動の場の整備などへの財
政的支援

1,700　

地域カルテ・マップ活
用推進事業費

P54 市)地域振興部 カルテ・マップを活用したワークショップの開催支援等 4,000　

町内会等地域活動団体
支援事業費

市)地域振興部 町内会等の活動内容ＰＲ等の実施 3,000　

政策目標政策目標政策目標政策目標　　　　5555　　　　　　　　市民市民市民市民がががが創創創創るるるる自治自治自治自治とととと文化文化文化文化のののの街街街街

重点課題：市民の主体的な地域づくりと多文化共生を推進するまちづくり
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(単位：千円）

主要事業
（頁） 局・部 事業内容 要求額

　◎；新規
　○；レベルアップ

地域の交流・ふれあい
創出推進事業費

市)地域振興部 コミュニティカフェを活用した交流の場の創出支援等 3,000　

○ まちづくりセンター地
域自主運営化推進費

市)地域振興部 地域自主運営まちづくりセンターへの委託箇所の拡大等 32,314　

◎ 地域による防災力強化
支援事業費

市)地域振興部 地域が主体となって行う自主防災訓練や地域簡易型災害
図上訓練（DIG）等への支援

10,000　

◎ まちづくり活動若者参
加促進事業費

市)地域振興部 若者が興味、関心を示すような市民活動の参加機会の提
供等

2,400　

◎ 新しい公共支援事業費 市)地域振興部 社会的課題の解決への取組を促進するためのＮＰＯ等の
人材ネットワークの形成等

7,244　

◎ 企業による市民活動促
進事業費

P54 市)地域振興部 企業の社会貢献活動の促進に向けた情報発信等 4,000　

寄附文化醸成事業費 市)地域振興部 市民まちづくり活動促進基金運営等 81,290　

◎ まちづくり活動人材育
成強化事業費

市)地域振興部 イベント等を活用したＮＰＯ活動のＰＲにより、市民ま
ちづくり活動を担う人材を発掘・育成

5,500　

札幌市アイヌ施策推進
委員会設置運営事業費

市)市民生活部 アイヌ施策推進計画に基づき委員会を設置、運営 1,000　

○ アイヌ伝統文化振興事
業費

市)市民生活部 アイヌアートモニュメントの設置検討、伝統工芸品展示
販売の試行、文化体験プログラムの拡充等を実施

10,000　

◎ 市民参加型さっぽろ元
気ファームモデル事業
費

経)農政部 農家、ＮＰＯ、行政、企業等の協働によるモデル体験農
園の推進及び市民農業フォーラムの開催

1,780　

◎ 図書館電算システム再
構築事業費

教)中央図書館 電子書籍貸出サービスの本格実施やＳＡＰＩＣＡ対応等
に向けた基本設計

15,000　

◎ 地域の健康づくり推進
事業費

保)保健所 健康づくりサポーターの派遣をはじめとした、市民の自
主的な健康づくりの推進

3,910　

◎ 演劇公演・創造活動支
援事業費

P55 観)文化部 優れた演劇作品の公演にかかる会場費・広報経費等の補
助及び劇団の稽古場賃借料の補助

14,000　

◎ 500m美術館運営費 観)文化部 500m美術館の企画運営及び維持管理 23,472　

さっぽろアートステー
ジ事業費

観)文化部 文化芸術月間である11月に、複合的・総合的文化事業を
開催

27,960　

◎ 次世代型博物館計画策
定事業費

P56 観)文化部 次世代博物館計画を策定するため、モデル的な実証実験
を実施しつつ、有識者等による計画の検討を進める

9,463　

仮称）古代の里整備事
業費

P57 観)文化部 検討委員会の設置・運営等、遺跡範囲測量調査、代替圃
場整備を実施

410,600　

埋蔵文化財センター展
示室更新事業費

観)文化部 埋蔵文化財展示室の更新に向けた検討委員会による基本
計画の策定

5,500　

◎ 地域スポーツにぎわい
促進事業費

観)スポーツ部 地域スポーツ団体の更なる活性化のため、検討委員会の
意見を取り入れながら既存支援策を充実

6,490　

◎ スポーツツーリズム推
進事業費

観)スポーツ部 スポーツツーリズム推進のための展示会ブース出展、見
学ツアーの実施

5,000　

◎ カーリング普及事業費 P58 観)スポーツ部 カーリング振興のため、大会の開催および市民、観光客
向け体験会やツアーの実施

45,391　

重点課題：多彩な文化芸術の創造とスポーツを楽しみ健康づくりを推進するまちづくり
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(単位：千円）

主要事業
（頁） 局・部 事業内容 要求額

　◎；新規
　○；レベルアップ

カーリング場建設事業
費

観)スポーツ部 通年型カーリング場の建設 343,625　

◎ アジア冬季大会施設機
能保全事業費

観)スポーツ部 2017年のアジア冬季大会に使用する施設の改修工事の実
施設計

23,731　

◎ 中央体育館改築事業費 観)スポーツ部 中央体育館改築に向けた基本計画の策定 20,471　

ノルディックスキー札
幌大会記念ウインター
スポーツ活性化事業費

観)スポーツ部 市立学校スキー学習支援、ウインタースポーツキャラバ
ン等の実施

17,260　

 

平成 24 年度 

 

予算要求の概要 
 

平成 23 年(2011 年)11 月発行 

 

市政等資料番号 01-D01-11-1401  

広報印刷物番号 23-1-60 

関係部局保存期間 １  年 

 

編集・発行  札幌市財政局財政部 
 

〒060-8611  札幌市中央区北１条西２丁目 
 

TEL 011(211)2212  FAX 011(218)5147  

ホームページ http://www.city.sapporo.jp/zaisei/kohyo/ 

 

さっぽろ市 
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みなさんからのごみなさんからのごみなさんからのごみなさんからのご意見意見意見意見をおをおをおをお待待待待ちしておりますちしておりますちしておりますちしております。 

 
「平成24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24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 24 年 1 月下旬頃に公表いたします。 
 

１１１１．．．．意見募集期間 意見募集期間 意見募集期間 意見募集期間 

平成23 年11 月25 日（金）～平成23 年12 月26 日（月）まで  

２２２２．．．．意見意見意見意見のののの提出方法 提出方法 提出方法 提出方法 

 (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

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 

 
 

            

  

３３３３．．．．意見意見意見意見のののの提出先提出先提出先提出先・・・・おおおお問問問問いいいい合合合合わせ わせ わせ わせ 

札幌市コールセンター    電話：０１１－２２２－４８９４ 

 ＦＡＸ：０１１－２２１－４８９４ 

                        Ｅメール：ｉｎｆｏ4894＠ｃｉｔｙ.ｓａｐｐｏｒｏ.ｊｐ 

 

 

 

 

 

キキ
リリ
トト
リリ  

ヤヤママオオリリ②②  

ヤヤママオオリリ①①  

のの
りり

しし
ろろ  

のの
りり

しし
ろろ  



平成平成平成平成２２２２4444 年度予算要求年度予算要求年度予算要求年度予算要求へのへのへのへの意見用紙意見用紙意見用紙意見用紙                                  

  

  

  

（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。 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（お名前）               （ご年齢）         才 

（ご住所）  

 

札幌市コールセンター FAX FAX FAX FAX 011011011011－－－－2222２２２２1111－－－－４８９４４８９４４８９４４８９４  

     『平成２4 年度 予算要求への意見募集』 係あて 
のの
りり

しし
ろろ  

のの
りり

しし
ろろ  

キキ
リリ
トト
リリ  

※ 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財政課 

のの
りり

しし
ろろ  

のの
りり

しし
ろろ  

ののりりししろろ  

（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（        ） 

（どこで冊子を入手しましたか？） □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 □老人福祉センター □市体育施設 □ホームページ □その他（        ） 


