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(単位：千円）

局・部 事業内容 要求額 財政局概定額

○ 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
　648件増

43,061　 30,600　

事業所内保育施設設
置促進事業費

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　 30,000　

ミニ児童会館施設設
備整備費

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10館）

359,342　 197,500　

○ 札幌市児童育成会運
営委員会補助金(学
年拡大）

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 10,630　 10,630　

○ 児童会館運営管理費
（学年拡大、時間延
長）

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

85,590　 85,590　

○ ミニ児童会館運営管
理費（学年拡大、時
間延長）

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

44,800　 44,800　

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　 10,000　

○ 拠点型常設サロンモ
デル事業費

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　 35,672　

○ 児童会館子育てサロ
ン運営費

子)子育て支援
部

児童会館29か所において常設の子育てサロンを開
催
　15→29か所

34,180　 31,420　

○ 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　 86,600　

◎ 私立幼稚園預かり保
育運営支援事業費補
助金

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　 24,480　

◎ 認可外保育施設運営
支援事業費補助金

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　 67,257　

○ 私立保育所整備費等
補助金

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

1,832,469　 1,832,469　

◎ 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　 3,200　

◎ 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　 4,100　

◎ 市営住宅建設費（単
年度）

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　 1,273,021　

◎ 子どもの学びの環境
づくり事業費

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　 16,000　

子どもの権利推進事
業費

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　 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　 1,000　

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

(単位：千円）

局・部 事業内容 要求額 財政局概定額

　◎；新規
　○；レベルアップ

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　 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　 10,300　

○ 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　 1,000　

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　 4,200　

◎ 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　 3,900　

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　 2,400　

○ 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　 3,200　

◎ 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　 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　 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　 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　 2,375　

◎ 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　 2,400　

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　 1,300　

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　 4,519　

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　 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　 0　

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　 34,800　

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　 2,900　

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　 2,900　

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　 4,600　

学校新築費 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　 132,000　

◎ 市立中等教育学校開
校準備事業費

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　 4,000　

○ 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　 7,720　



(単位：千円）

局・部 事業内容 要求額 財政局概定額

　◎；新規
　○；レベルアップ

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　 9,500　

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　 1,000　

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　 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　 18,000　

◎ 心のサポーター配置
モデル事業費

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　 22,000　

○ スクールカウンセ
ラー活用事業費

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　 3,152　

○ スクールソーシャル
ワーカー活用事業費

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　 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　 2,500　

○ 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　 110,400　

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　 7,000　

◎ 仮称)絵本図書館整
備費

教)中央図書館 白石区複合庁舎内に整備する仮称)絵本図書館の
基本設計

530　 530　

◎ 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　 299,000　

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

270,362　 256,000　

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

10,087　 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

28,500　 25,500　

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　 2,040　

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

13,514　 13,514　

区役所施設等耐震化
緊急対策事業費

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　 219,800　

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　 184,500　

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　 53,500　

◎ 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　 500　

保健センター修繕費 保)保健所 南保健センターの耐震改修に向けた設計 2,097　 1,900　

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

重点課題：市民とともに災害に備えるまちづくり

(単位：千円）

局・部 事業内容 要求額 財政局概定額

　◎；新規
　○；レベルアップ

災害に強い道づくり
事業費

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　 2,976,788　

市営住宅建替事業費 都）市街 地整
備部

老朽化した市営住宅を建て替え、入居者の安全性
確保や利便性向上を図る

2,421,230　 2,260,979　

○ 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　 110,900　

◎ 札幌市民防災セン
ターリニューアル事
業費

消)総務部 体験設備の新設及びリニューアル 129,000　 40,000　

消防救急デジタル無
線共同整備事業費

消)総務部 消防救急無線設備のデジタル化 2,908,000　 2,238,000　

消防指令システム事
業費

消)総務部 既存消防指令システムの全面更新 821,754　 742,800　

◎ 高度消防活動用資機
材・都市型捜索救助
資機材整備費

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　 20,513　

◎ 給油・空気充塡施設
整備費

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　 41,487　

◎ 災害時活動支援教育
事業費

消)総務部 中学生へ災害時における活動支援教育を実施し、
地域における防災の担い手を育成

8,788　 7,000　

耐震補強事業費 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　 3,861,000　

学校改築費(学校基
本設計費含む）

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　 7,697,400　

青少年科学館耐震改
修費

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　 10,700　

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　 4,070　

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　 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　 15,300　

◎ 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　 8,300　

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　 24,807　

◎ 障がい児（者）医
療・福祉複合施設整
備事業

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　 103,000　

◎ 静療院土地建物等一
般会計所属替経費

保)保健福祉部 市立札幌病院静療院児童部門の病院局から保健福
祉局への移管に伴い、土地・建物等の所属替を実
施

1,061,000　 1,061,000　

◎ 重症心身障がい者受
入促進事業費

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　 45,000　

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



(単位：千円）

局・部 事業内容 要求額 財政局概定額

　◎；新規
　○；レベルアップ

◎ 障がい者虐待防止セ
ンター運営事業

保)保健福祉部 障がい者虐待の防止、及び障がい者の養護者等に
対する支援を実施

8,712　 5,736　

◎ （仮）中央図書館元
気カフェ整備費

保)保健福祉部 中央図書館のロビーに元気カフェの店舗を整備 29,649　 27,500　

◎ 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　 4,500　

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　 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　 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　 25,360　

〇 移動支援費(通学支
援の拡充）

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　 108,600　

◎ 広域型特別養護老人
ホーム新築費補助金

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　 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　 8,952　

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　 2,900　

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　 26,035　

◎ 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　 35,000　

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　 1,974　

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　 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　 5,800　

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　 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　 9,282　

○ 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

7,717　 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　 2,345　

○ 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　 20,200　

子どもの学習支援事
業費

保)総務部 生活保護世帯の子ども(中学生)に、学習の場を提
供し、学習習慣の定着と基礎学力の向上を支援

11,803　 10,100　

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　 7,972　

重点課題：安心のある暮らしの確保に向けた環境の充実

(単位：千円）

局・部 事業内容 要求額 財政局概定額

　◎；新規
　○；レベルアップ

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

505,322　 448,072　

職業能力開発サポー
ト事業費

経)雇用推進部 就職に有利な資格取得や職場実習を通じた就職支
援を実施

47,000　 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 中小企業に対する若年層求職者の常用雇用促進に
向けた助成

48,812　 45,100　

○ 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連携し各種
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　 42,000　

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　 28,400　

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　 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　 60,200　

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　 9,000　

◎ 救急安心都市さっぽ
ろ推進事業費

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

86,258　 43,500　

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　 4,500　

商店街再生事業費 経)産業振興部 商店街の計画づくりや空き店舗活用等の問題解決
に向けた取り組みに対する支援

31,200　 26,600　

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　 6,754　

中小企業金融対策資
金貸付金

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 ########### ###########

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及び新規就農者に対する給付
金の交付

9,877　 14,377　

アジア圏等経済交流
促進事業費

経)産業振興部 市内企業の海外事業展開を支援 41,774　 34,000　

道内連携マッチング
事業費

経)産業振興部 道内の農業者のニーズを把握し、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を促進

17,386　 13,300　

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　 4,800　

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　 817,000　

○ 中小企業金融対策資
金貸付金（札幌みら
い資金）

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　 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　 25,350　

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

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



(単位：千円）

局・部 事業内容 要求額 財政局概定額

　◎；新規
　○；レベルアップ

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　 24,300　

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　 128,900　

◎ 北海道フード・コン
プレックスマネジメ
ント負担金

経)産業振興部 ＨＦＣ特区の総合マネジメントを行う「（仮称）
国際戦略総合特区推進機構」の運営費負担金

4,000　 4,000　

◎ 札幌テクノパーク・
リノベーション推進
事業費

経)産業振興部 札幌市エレクトロニクスセンターを従来のＩＴ企
業に加え、食関連の研究開発型企業も利用可能と
なるよう改修を実施

152,000　 152,000　

◎ フードイノベーショ
ン創造支援事業費

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

14,000　 14,000　

◎ 地域イノベーション
戦略推進事業費

経)産業振興部 北大Ｒ＆ＢＰを中心に行われる「食・健康・医療
分野」の研究開発や事業化、医療分野との推進を
支援

9,500　 9,500　

健康サービス産業推
進補助金

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　 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　 12,500　

◎ 札幌発の環境産業創
出事業費

経)産業振興部 新たな環境産業の創出を目指した実証実験・研究
開発の実施

21,000　 20,500　

IT利活用ビジネス拡
大事業費

経)産業振興部 市内ＩＴ企業と営業力を高める研修やビジネス
マッチング等の実施

8,300　 8,100　

◎ 札幌コンテンツ特区
推進事業費

経)産業振興部 札幌コンテンツ特区推進のための一元化窓口の提
供等

24,170　 14,300　

◎ 札幌ロケ撮影費助成
事業費

経)産業振興部 市内でのロケ撮影誘致促進に向けた撮影費の助成 30,000　 30,000　

◎ 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 スポーツ分野の創造性あるビジネスモデルに対す
る補助

11,400　 7,800　

◎ 札幌圏みらいづくり
産業立地促進事業費

経)産業振興部 技術革新分野産業への誘致ＰＲ 2,000　 1,000　

○ 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 企業誘致ＰＲ、立地企業に対する補助等の実施
　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　 194,640　

シティプロモート推
進費

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　 15,300　

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　 27,400　

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　 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　 10,000　

○ 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　 4,300　

○ 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　 4,900　

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

(単位：千円）

局・部 事業内容 要求額 財政局概定額

　◎；新規
　○；レベルアップ

◎ 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　 20,000　

○ 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　 4,000　

シティ・リゾート
ウェディング推進事
業費

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　 4,600　

◎ 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　 2,600　

○ 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

143,518　 128,900　

○ 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　 1,500　

○ 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　 30,600　

国際芸術展開催準備
費

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　 29,000　

◎ 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

110,991　 105,000　

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　 189,850　

○ 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　 3,000　

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　 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　 5,000　

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　 57,400　

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　 8,000　

苗穂駅周辺地区まち
づくり事業費

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　 43,000　

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　 11,900　

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　 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　 6,000　

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　 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　 6,000　

北1西1街区再開発準
備組合負担金等

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　 7,000　

重点課題：将来を見据えた魅力ある都市の整備



(単位：千円）

局・部 事業内容 要求額 財政局概定額

　◎；新規
　○；レベルアップ

市民交流複合施設
ホール等検討事業費

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　 11,000　

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　 9,000　

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　 36,500　

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　 11,600　

路面電車延伸推進費 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　 495,000　

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　 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　 4,000　

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　 4,000　

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 20,000　 20,000　

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　 6,500　

◎ 苗穂駅周辺地区整備
事業費

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　 68,000　

○ 駐輪場整備費 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）

490,187　 490,187　

○ 駐輪場整備費 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　 2,000　

○ 駐輪防止対策費 建)総務部 　駐輪場の有効活用を図るため、誘導整理員の配
置増により誘導整理を強化
　（JR白石駅　3→5人、都心部　1→3人）

1,384　 1,384　

琴似４・２地区再開
発事業費

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　 628,600　

◎ 手稲本町１・３地区
再開発事業費

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　 29,400　

保全推進事業費 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　 3,220,000　

◎ 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　 58,600　

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
　3校

621,481　 334,200　

◎ 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　 9,300　

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

(単位：千円）

局・部 事業内容 要求額 財政局概定額

　◎；新規
　○；レベルアップ

◎ 生ごみ資源化システ
ム実証実験費

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　 5,600　

○ 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　 27,400　

◎ 商店街等資源ごみ回
収支援事業費

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　 2,200　

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　 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　 2,617　

○ さっぽろエコライフ
推進事業費

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　 7,200　

エネルギー転換調査
費

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　 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　 6,500　

○ 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　 15,000　

○ 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　 2,300　

○ 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　 9,600　

札幌・サンサンプロ
ジェクト事業費

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　 1,680　

◎ 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　 1,600　

○ 雪冷熱利用設備導入
事業

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　 29,000　

○ 札幌・エネルギーｅ
ｃｏプロジェクト事
業費

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　 457,500　

◎ 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　 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　 3,519　

◎ ＬＥＤ推進キャン
ペーン事業費

環)環境都市推
進部

ＬＥＤ電球を購入した市民にＳＡＰＩＣＡカード
を補助

20,000　 20,000　

市設街路灯ＬＥＤ化
の推進事業費

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　 400,000　

太陽光パネル設置費 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　 595,000　

◎ 札幌版次世代住宅普
及促進事業費

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　 26,500　

○ 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

50,000　 50,000　



(単位：千円）

局・部 事業内容 要求額 財政局概定額

　◎；新規
　○；レベルアップ

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　 12,600　

○ 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　 4,700　

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　 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　 37,600　

○ 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　 14,700　

安全・安心な公園再
整備事業費

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　 844,000　

地域と創る公園再整
備事業費

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　 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　 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　 486,500　

アジアゾーン建設費 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 880,374　 703,300　

◎ アフリカゾーン建設
設計費

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　 14,300　

◎ 大型動物導入検討調
査費

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　 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　 1,000　

◎ 遊具広場整備費 環)円山動物園 遊具広場の整備 84,687　 72,000　

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　 308,000　

◎ 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　 359,000　

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　 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　 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　 4,600　

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　 4,500　

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　 4,000　

地域ポイントモデル
事業費

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　 10,300　

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

重点課題：多様で豊かな自然を守り、育てるまちづくり

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

(単位：千円）

局・部 事業内容 要求額 財政局概定額

　◎；新規
　○；レベルアップ

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　 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　 42,900　

ま ち づ く り セ ン
ター・地区会館改築
費

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　 253,200　

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　 9,000　

◎ 地区会館リフレッ
シュ整備費

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

21,603　 11,600　

○ 市民集会施設建築費
補助事業費

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　 65,000　

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　 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　 15,000　

◎ 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　 240　

○ 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　 2,500　

◎ 地域活動の場整備支
援事業費

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　 30,000　

地域カルテ・マップ
活用推進事業費

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　 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　 2,000　

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　 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

22,970　 10,470　

元気なまちづくり支
援事業費

市）地域 振興
部

市民自治推進と活力ある元気な地域づくりにつな
がる市民の主体的なまちづくり活動を支援

375,000　 375,000　

◎ 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　 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　 600　

◎ 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ＮＰ
Ｏ等の人材ネットワークの形成等

7,244　 3,000　

◎ 企業による市民活動
促進事業費

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　 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　 84,000　

◎ 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　 1,000　

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　 1,000　



(単位：千円）

局・部 事業内容 要求額 財政局概定額

　◎；新規
　○；レベルアップ

○ 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　 9,400　

◎ 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　 1,100　

◎ 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　 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　 3,910　

◎ 演劇公演・創造活動
支援事業費

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　 13,700　

◎ 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　 12,900　

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　 27,960　

◎ 次世代型博物館計画
策定事業費

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　 6,000　

仮称）古代の里整備
事業費

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　 217,100　

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　 3,000　

◎ 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　 3,000　

◎ 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　 2,500　

◎ カーリング普及事業
費

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　 29,900　

カーリング場建設費 観)スポーツ部 通年型カーリング場の建設 343,625　 329,200　

◎ 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　 0　

◎ 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　 7,900　

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　 17,260　

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


