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　　　　　　　　　　一　　般　　会　　計 　　　　　　　　　　企　　業　　会　　計 (単位：千円、％）

会 計 Ｒ３年度予算額 Ｒ２年度予算額 比較増減 増減率 会 計 Ｒ３年度予算額 Ｒ２年度予算額 比較増減 増減率

　　　　　　　　　　特　　別　　会　　計

9.5合 計 374,929,000 371,270,000 3,659,000 1.0 公 債 会 計 404,313,532 369,090,451 35,223,081

1,756,600,000 1,670,894,000 85,706,000 5.1

基 金 2,213,000 2,287,000 ▲ 74,000 ▲ 3.2

介 護 保 険 159,600,000 156,810,000 2,790,000 1.8 総 計

後 期 高 齢 者 医 療 29,170,000 27,675,000 1,495,000 5.4

合 計 267,671,000 270,124,000 ▲ 2,453,000 ▲ 0.9国 民 健 康 保 険 182,637,000 183,779,000 ▲ 1,142,000 ▲ 0.6

65,951,000 63,119,000 2,832,000 4.5

母 子 父 子 寡 婦
福 祉 資 金 貸 付

407,000 184,000 223,000 121.2 下 水 道 事 業 88,787,000 89,948,000 ▲ 1,161,000 ▲ 1.3

76,291,000 81,094,000 ▲ 4,803,000 ▲ 5.9

駐 車 場 399,000 172,000 227,000 132.0 水 道 事 業

土 地 区 画 整 理 503,000 363,000 140,000 38.6 高 速 電 車 事 業

3.2会 計 Ｒ３年度予算額 Ｒ２年度予算額 比較増減 増減率 軌 道 整 備 事 業 2,814,000 2,727,000 87,000

中央卸売市場事業 4,070,000 4,122,000 ▲ 52,000 ▲ 1.3

令　和　３　年　度　各　会　計　予　算　総　括　表

一 般 会 計 1,114,000,000 1,029,500,000 84,500,000 8.2 病 院 事 業 29,758,000 29,114,000 644,000 2.2
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（単位：百万円、％）

３年度予算額 ２年度予算額 比較増減 ３年度予算額 ２年度予算額 比較増減

金額 Ａ 金額 Ｂ Ａ－Ｂ 金額 Ａ 金額 Ｂ Ａ－Ｂ

1 市 税 321,000 336,600 ▲ 15,600 ▲ 4.6 1 議 会 費 1,631 1,684 ▲ 53 ▲ 3.1

2 地 方 譲 与 税 5,451 5,623 ▲ 172 ▲ 3.1

3 利 子 割 交 付 金 196 241 ▲ 45 ▲ 18.7 2 総 務 費 42,236 39,079 3,157 8.1

4 配 当 割 交 付 金 595 654 ▲ 59 ▲ 9.0

5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 636 347 289 83.3 3 保 健 福 祉 費 424,046 413,928 10,118 2.4

6 分 離 課 税 所 得 割 交 付 金 430 412 18 4.4

7 法 人 事 業 税 交 付 金 3,357 3,300 57 1.7 4 環 境 費 17,977 17,839 138 0.8

8 地 方 消 費 税 交 付 金 45,422 45,986 ▲ 564 ▲ 1.2

9 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 89 90 ▲ 1 ▲ 1.1 5 労 働 費 1,104 731 373 51.1

10 軽 油 引 取 税 交 付 金 7,440 7,809 ▲ 369 ▲ 4.7

11 自動車税環境性能割交付金 373 323 50 15.5 6 経 済 費 142,756 69,461 73,296 105.5

12 国 有 提 供 施 設 等 所 在 54 54 0 0.0

市 町 村 助 成 交 付 金 7 土 木 費 105,109 107,668 ▲ 2,558 ▲ 2.4

13 地 方 特 例 交 付 金 3,907 2,073 1,834 88.5

14 地 方 交 付 税 105,200 106,000 ▲ 800 ▲ 0.8 8 消 防 費 5,150 4,991 159 3.2

15 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 611 570 41 7.2

16 分 担 金 及 び 負 担 金 2,182 2,243 ▲ 61 ▲ 2.7 9 教 育 費 43,908 41,004 2,904 7.1

17 使 用 料 及 び 手 数 料 23,130 23,853 ▲ 723 ▲ 3.0

18 国 庫 支 出 金 242,778 241,863 915 0.4 10 公 債 費 89,618 90,282 ▲ 664 ▲ 0.7

19 道 支 出 金 62,316 58,426 3,890 6.7

20 財 産 収 入 5,059 4,460 599 13.4 11 諸 支 出 金 83,834 84,295 ▲ 461 ▲ 0.5

21 寄 附 金 1,520 342 1,178 344.1

22 繰 入 金 9,017 6,399 2,617 40.9 12 職 員 費 156,131 158,039 ▲ 1,908 ▲ 1.2

23 繰 越 金 0 0 0 0.0

24 諸 収 入 155,709 83,251 72,458 87.0 13 予 備 費 500 500 0 0.0

25 市 債 117,529 98,581 18,948 19.2

1,114,000 1,029,500 84,500 8.2 1,114,000 1,029,500 84,500 8.2歳入合計 歳出合計

一   般   会   計   款   別   内   訳   表
歳　　　入 歳　　　出

款 増減率 款 増減率
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局別主要事業概要一覧

（単位：千円）

主な事業
(頁) 事業内容 要求額 査定額

会計室

会計室

財務会計システム再
構築費

財務会計システムの老朽化に伴う再構築 357,975　 354,000　

危機管理対策室

危機管理対策部

○ 防災普及啓発推進費 防災知識の普及啓発、防災ハンドブックの改訂等 14,000　 11,000　

○☆避難場所環境整備費 感染症対策を踏まえた応急救援備蓄物資の増強、
更新等

69,000　 61,000　

地域防災計画策定・
修正関連費

札幌市地域防災計画の修正に向けた調査及び調査
結果を踏まえた計画の修正等

68,000　 66,000　

地域防災活動推進費 地区防災計画の作成支援及び普及啓発を目的とし
たセミナー等の実施

15,000　 14,000　

避難所開設・運営能
力向上費

避難所の開設及び運営時における対応能力の向上
を図るための研修の実施

7,300　 6,700　

災害対策本部機能強
化費

大規模災害時への対応力向上を図るための実践的
な災害対応訓練の実施

7,800　 7,300　

防災行政無線更新整
備費

防災行政無線を構成する移動局無線機の更新整備 21,000　 21,000　

総務局

行政部

☆文書管理関係費（市役
所業務デジタル化関連）

総合文書管理システムの老朽化に伴う再構築等 104,876　 104,876　

● 札幌市制100周年記念
事業準備関係費

札幌市制100周年記念事業に向けた企画・検討 5,000　 2,000　

☆業務改革推進費（行政
のオンライン化・効率化
関連）

各事業所管局の業務改善支援等の実施 28,600　 8,500　

●☆行政事務センター運
営費（行政のオンライン
化・効率化関連）

P.20 各種申請受付や入力作業などの軽易な事務のほ
か、オンライン申請に関する事務補助等を行う
「行政事務センター」の運営

121,389　 99,000　

P.29 0　
(750,000)　

秘書部

ふるさと納税活用費 シティプロモートに資する返礼品を付与した寄付
（ふるさと納税）制度の実施

479,750　 481,000　

国際部

○☆多文化共生推進費 外国人相談窓口の運営、医療機関受診時における
医療通訳の仕組みづくりなど共生社会の実現に向
けた事業の実施

41,738　 41,000　

広報部

シティプロモート推
進費

札幌市の総合的なブランドづくりや効果的な魅力
発信などを行うためのシティプロモートの推進

9,000　 9,000　

750,000　

部・事業名

●☆テレワーク環境整備
費（市役所業務デジタル
化関連）

テレワーク本格導入（1,000台）のための基盤構
築、端末の整備等

● ： 新規事業 ☆ ： 「新たな日常」推進枠事業
○ ： レベルアップ事業

※査定額の( )内は、Ｒ３.１定補正予算額

（単位：千円）

主な事業
(頁) 事業内容 要求額 査定額部・事業名

● ： 新規事業 ☆ ： 「新たな日常」推進枠事業
○ ： レベルアップ事業

※査定額の( )内は、Ｒ３.１定補正予算額

職員部

☆緊急雇用創出事業費 新型コロナウイルス感染症の影響により離職等を
余儀なくされた方の直接雇用の実施

218,000　 218,000　

スマートシティ推進部

○☆札幌市ＩＣＴ活用戦
略推進費

新型コロナウイルス感染症を契機とした新たな人
流データの分析など、産学官連携による情報通信
技術（ＩＣＴ）を活用したまちづくり（スマート
シティ）の推進

58,000　 58,000　

P.21 857,967　 165,720　
(692,247)　

P.21 296,311　 56,000　
(240,311)　

区役所窓口業務費 春の繁忙期における区役所窓口の土日開庁及び窓
口体制強化

7,100　 7,100　

●☆区役所窓口デジタル
活用費

P.22 手続きガイドや証明書自動交付機などデジタルを
活用した窓口サービスの向上

13,706　 7,000　

情報システム部

● 基幹系情報システム
インフラ更新費

基幹系情報システムのインフラ更新に係る設計・
構築

508,200　 508,000　

札幌市情報通信伝送
路リスク分散対策費

市役所内の情報通信網が途絶しないための通信経
路の増強

8,185　 8,200　

●☆庁内ネットワーク再
構築費（市役所業務デ
ジタル化関連）

P.23 庁内ネットワークにおけるセキュリティの強化及
び利便性向上を図るための再構築

455,764　 436,000　

☆ハイブリッドクラウ
ド基盤構築費（市役所
業務デジタル化関連）

民間クラウドサービスと札幌市データセンターを
組み合わせた情報システム運用基盤の構築

227,314　 218,000　

東京事務所

○☆首都圏シティプロ
モート推進費

首都圏における札幌への支援者・企業等の発掘及
びつながり強化に加え、札幌ファン拡大に向けて
新たなイベントや各種情報発信等を実施

19,800　 17,000　

まちづくり政策局

政策企画部

企画調査事務費 さっぽろ未来創生プランの進捗管理 1,000　 1,000　

さっぽろ連携中枢都
市圏推進費

さっぽろ連携中枢都市圏に係る取組の推進 13,000　 13,000　

ＡＩを活用した公共
事業の最適化に関す
る研究費

ＡＩを活用した、ごみ収集や除排雪の効率化に向
けた分析・研究等

37,000　 37,000　

道内地域活性化連携
推進費

道内市町村との連携による関係人口創出と札幌の
都市機能等を活用した事業の実施

6,900　 5,900　

まちづくり戦略ビ
ジョン策定費

仮称）第２次札幌市まちづくり戦略ビジョンの策
定に向けた審議会、ワークショップ等の実施

43,000　 38,000　

さっぽろ圏人材育
成・確保基金造成費

さっぽろ連携中枢都市圏における人材の育成及び
確保に資する取組のための基金の造成

10,000　 10,000　

●☆マイナンバーカード
センター開設運営費

市内各所（公共施設及び商業施設等）での大規模
なマイナンバーカード出張申請受付の実施

マイナンバーカードの円滑な交付及び市民の利便
性向上を目的としたセンターの開設・運営

○☆マイナンバー制度対
応費（出張申請分）
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（単位：千円）

主な事業
(頁) 事業内容 要求額 査定額部・事業名

● ： 新規事業 ☆ ： 「新たな日常」推進枠事業
○ ： レベルアップ事業

※査定額の( )内は、Ｒ３.１定補正予算額

● 地域交流拠点清田の
機能向上検討費

地域交流拠点清田の機能向上の検討 6,400　 4,000　

まちづくり基礎調
査・研究費

中長期的な政策課題等に関する先行的・基礎的調
査及び研究

50,000　 50,000　

都心エリアマネジメ
ント推進費

都心各地区の特性に応じたエリアマネジメント及
び官民連携による都心まちづくりプラットフォー
ムの取組の推進

16,000　 15,000　

札幌駅交流拠点まち
づくり推進費

P.44 札幌駅交流拠点内の各地区における再開発などの
事業化に向けた検討等

1,019,000　 995,000　

都心エネルギープラ
ン推進費

都心エネルギーマスタープラン及び都心エネル
ギーアクションプランに基づくプロジェクトの推
進

55,000　 44,000　

都心ＩＣＴまちづく
り推進費

ＩＣＴインフラの防災面からの拡充や人流データ
の活用促進によるエリアマネジメントの推進

22,000　 19,000　

中島公園駅周辺地区
まちづくり推進費

中島公園駅周辺地区内の各エリアにおけるまちづ
くりの検討等

7,500　 1,800　

大通・創世交流拠点
まちづくり推進費

P.44 大通・創世交流拠点の地区特性に応じたまちづく
りの推進、大通沿道（はぐくみの軸）のまちづく
りに向けた検討

16,000　 12,000　

北１西12地区土地利
用検討費

さっぽろ芸術文化の館跡地に係る、地区特性に応
じたまちづくりの実現に向けた土地利用に関する
調査・検討

2,800　 2,800　

都市計画部

景観計画推進費 良好な景観の形成に向けた景観法、景観条例及び
景観計画に基づく施策の展開

18,000　 18,000　

土地利用計画調査策
定費

第２次都市計画マスタープランに掲げる基本目標
の実現に向けた土地利用計画等の検討及び立地適
正化計画の見直しに係る調査・検討

10,000　 10,000　

学校跡活用検討費 地域の活性化に向けた学校跡地・跡施設の有効な
活用方法の検討

10,000　 10,000　

地域交流拠点等まち
づくり推進費

拠点の機能向上につながる良好な民間開発の支援
及び各拠点の特性を踏まえたまちづくりを展開す
るための指針の検討

16,000　 10,000　

まちの価値を高める
ルールづくり推進費

一般市街地等における地域の特性に応じたまちづ
くりの取組への支援

2,500　 2,500　

地域街並みづくり推
進費

地域特性に応じた魅力的な景観を形成するための
取組及び指針策定支援並びにそれらの取組の他地
域への展開

5,100　 5,100　

真駒内駅前地区まち
づくり推進費

真駒内駅前地区の土地利用再編の検討及びエリア
マネジメント手法等を活用した真駒内地域の課題
解決の推進

7,400　 7,400　

もみじ台地域再構築
推進費

もみじ台地域における土地利用再編の検討及び課
題解決の推進

1,800　 1,800　

市街地整備の初動期
支援費

まちづくりにおける初動期の活動を促進するため
の調査・支援

2,400　 2,400　

新さっぽろ駅周辺地
区まちづくり推進費

P.44 新さっぽろ駅周辺地区における市営住宅余剰地の
利活用に向けた工事等

100,000　 92,000　

（単位：千円）

主な事業
(頁) 事業内容 要求額 査定額部・事業名

● ： 新規事業 ☆ ： 「新たな日常」推進枠事業
○ ： レベルアップ事業

※査定額の( )内は、Ｒ３.１定補正予算額

篠路駅周辺地区まち
づくり推進費（篠路駅
周辺関連）

篠路駅周辺地区におけるまちづくり計画の策定に
向けた検討等

13,000　 12,000　

P.44 再開発事業費補助 1,598,000　 1,372,000　
(226,000)　

北８西１地区再開発
事業費

P.44 再開発事業費補助 2,976,000　 2,976,000　

南２西３南西地区再
開発事業費

P.44 再開発事業費補助 1,002,000　 1,002,000　

総合交通計画部

地域公共交通利用環
境改善費

ノンステップバス導入補助、ユニバーサルデザイ
ンタクシー導入補助等

48,000　 46,000　

○☆公共交通ネットワー
ク確保対策費

P.35 バスネットワーク維持のための補助、地域交通体
系の検討等

3,065,000　 2,450,000　

路面電車活用推進費 既設線改良、低床車両導入、車両基地改良、電力
設備増強等

486,000　 486,000　

道路交通調査費 交通円滑化対策など都市計画道路に係る調査・検
討

15,000　 15,000　

将来交通体系の調
査・検討費

道央都市圏の都市交通マスタープランの見直しに
向けた調査・検討

7,600　 7,600　

創成川通機能強化検
討調査費

創成川通の機能強化に関する検討 3,000　 3,000　

交通施設計画推進費 新・札幌市バリアフリー基本構想改定等の交通施
設計画に係る調査・検討

60,000　 47,000　

交通施設バリアフ
リー化等推進費

地下鉄駅のバリアフリー化に係る工事、設計等 272,000　 253,000　

丘珠空港関連調整費 丘珠空港の将来像検討、丘珠空港の利用促進に係
る取組等

80,000　 72,000　

北海道新幹線推進費
（北海道新幹線の延伸関
連）

関係機関との調整、市民への情報提供、効果拡大
に向けた取組の実施等

15,000　 15,000　

北海道新幹線建設負
担金（北海道新幹線の延
伸関連）

北海道新幹線の整備に係る負担金 2,722,000　 2,722,000　

札幌駅改修関係費
（北海道新幹線の延伸関
連）

北海道新幹線札幌延伸を受けたＪＲ在来線11番線
ホームの新設に伴い撤去した支障物の移設及び復
旧に係る設計

18,000　 18,000　

財政局

財政部

財務会計システム再
構築費

財務会計システムの老朽化に伴う再構築 260,000　 260,000　

病院事業会計繰出金 病院事業会計への一般会計からの繰出金 6,222,138　 5,951,448　

中央卸売市場事業会
計繰出金

中央卸売市場会計への一般会計からの繰出金 948,001　 892,380　

軌道整備事業会計繰
出金

軌道整備事業会計への一般会計からの繰出金 107,629　 105,915　

高速電車事業会計繰
出金

高速電車事業会計への一般会計からの繰出金 3,864,098　 3,719,323　

北３東11周辺地区再
開発事業費
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（単位：千円）

主な事業
(頁) 事業内容 要求額 査定額部・事業名

● ： 新規事業 ☆ ： 「新たな日常」推進枠事業
○ ： レベルアップ事業

※査定額の( )内は、Ｒ３.１定補正予算額

水道事業会計繰出金 水道事業会計への一般会計からの繰出金 1,131,669　 953,570　

下水道事業会計繰出
金

下水道事業会計への一般会計からの繰出金 19,406,614　 18,926,965　

税政部

○ 納税事務費 札幌市納税お知らせセンターの機能強化 8,300　 8,300　

管財部

財務会計システム再
構築費

財務会計システムの老朽化に伴う再構築 87,000　 87,000　

市民文化局

地域振興部

市民集会施設建築等
補助金

市民集会施設の新築、改修、解体、借上げ等に対
する補助金（35か所）

99,000　 88,000　

犯罪のない安全で安
心なまちづくり推進
費

防犯に関する広報啓発等や各種支援、繁華街の安
全・安心に関する調査・検討等

11,000　 11,000　

安全で安心な公共空
間整備促進費

公共空間に防犯カメラを設置する町内会等に対す
る補助等

27,000　 27,000　

犯罪被害者等支援費 犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺
族や重傷病などの重大な被害を受けた犯罪被害者
に対する支援

10,000　 10,000　

市民集会施設建築資
金等貸付金

市民集会施設用地の購入又は市民集会施設の建築
に要する資金の融資をあっせん
　建築　　　新規　２件
　用地購入　新規　１件

29,000　 29,000　

自転車ルール徹底・
マナー向上対策費

自転車利用マナー向上の広報啓発等 6,200　 6,100　

高齢ドライバーによ
る事故防止対策推進
費

ポスター・リーフレットを作成して、地域におけ
る啓発活動を支援する等、高齢ドライバーによる
交通事故の防止に向けた取組の推進

1,900　 1,800　

住民組織助成金 町内会、自治会等の住民組織に対する助成 224,000　 223,000　

まちづくりセンター
地域自主運営化推進
費

地域自主運営まちづくりセンターへの委託料、地
域交付金等

103,000　 103,000　

新たな活動の場創設
支援費

地域主体の活動の場を創設するための支援 14,000　 11,000　

町内会活動総合支援
費

町内会活動の活性化推進 32,000　 31,000　

次世代の活動の担い
手育成費

小中学生、高校生、大学生及び若者の地域のまち
づくり活動への参加促進

2,800　 2,800　

町内会支援策検討費 町内会の負担軽減を目的とした支援策の検討 3,000　 2,200　

●☆町内会リモート活動
助成費

電子回覧板のモデル事業など、新しい生活様式に
合致した町内会活動への支援

18,000　 13,000　

☆市民まちづくり活動
促進費

市民まちづくり活動促進基金（さぽーとほっと基
金）の助成、まちづくり活動の情報提供、まちづ
くり団体との円滑な連携を担う協議会の運営等

95,000　 91,000　

（単位：千円）

主な事業
(頁) 事業内容 要求額 査定額部・事業名

● ： 新規事業 ☆ ： 「新たな日常」推進枠事業
○ ： レベルアップ事業

※査定額の( )内は、Ｒ３.１定補正予算額

地域まちづくり人材
育成費

まちづくり活動の体験機会の提供、地域課題の解
決を目指す人材の育成

5,400　 5,400　

地域課題解決のため
のネットワーク構築
費

ＮＰＯ・町内会等の連携支援や協働提案による事
業への補助

14,000　 14,000　

企業による市民活動
促進費

まちづくり活動に取り組む企業の認定制度の実施
及び協定締結企業との連携促進

6,400　 6,000　

平和都市宣言普及啓
発費

平和訪問団派遣、平和都市宣言ＰＲイベント等 6,800　 6,200　

●☆区役所総合案内等導
入費

P.22 総合案内及びおくやみ窓口の設置、待合環境の改
善による窓口サービスの向上

43,294　 19,000　

ま ち づ く り セ ン
ター・地区会館保全
リニューアル費

まちづくりセンター・地区会館の保全延命化のた
めの改修工事

24,000　 20,000　

小学校併設地域交流
施設整備費

小学校の改築に合わせた地域交流施設の併設 428,000　 427,000　

中央区複合庁舎整備
費

中央区複合庁舎の整備及び中央区役所仮庁舎への
移転等

736,000　 665,000　

篠路出張所機能強化
費（篠路駅周辺関連）

庁舎の増築及び既存棟改修の実施 147,000　 167,000　

区施設バリアフリー
環境整備推進費

区役所等施設へのバリアフリートイレの設置に係
る設計・工事

59,000　 49,000　

未来へつなぐ笑顔の
まちづくり活動推進
費

区や地域の特性を活かした市民の主体的なまちづ
くり活動への支援

354,000　 350,000　

地域マネジメント推
進費

地域の活動指針である「地域まちづくりビジョ
ン」の策定支援及び戦略的地域カルテ・マップの
改定等

7,600　 6,300　

区役所まちづくり活
動推進費

区の特色を活かした先進的・意欲的なまちづくり
活動の推進

　中央区　地域資源魅力体感事業
　北　区　伝統文化育成プログラム促進事業等
　東　区　「タッピー市場」実施事業
　豊平区　とよひらスポーツ応援プロジェクト
　　　　　事業等
　清田区　地域交流拠点における賑わい創出事業
　南　区　若者の芸術・文化活動を通じた南区
　　　　　まちづくり事業
　西　区　企業連携による西区魅力創出プロジェ
　　　　　クト事業
　手稲区　手稲ふるさと創生事業等

30,300　 30,300　

P.24 0　
(8,000)　

市民生活部

消費者行政活性化事
業費

消費者教育・啓発の強化等 35,000　 35,000　

消費者被害防止ネッ
トワーク事業費

高齢者及び障がい者の被害未然防止のための啓発
や見守り活動の推進

12,000　 12,000　

○ アイヌ施策費 アイヌ文化交流センターの運営や中庭改修に係る
設計、展示物の更新、文化体験コーナーの設置等

54,000　 48,000　

8,000　☆ 区民センター、コミュニティセンター及び地区セ
ンターにおける感染対策消耗品の購入

地域コミュニティ施
設運営管理費
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（単位：千円）

主な事業
(頁) 事業内容 要求額 査定額部・事業名

● ： 新規事業 ☆ ： 「新たな日常」推進枠事業
○ ： レベルアップ事業

※査定額の( )内は、Ｒ３.１定補正予算額

○ アイヌ伝統文化振興
費

アイヌ文化交流センターのイベントや小中高生団
体体験プログラムの充実、民族共生象徴空間バス
ツアーの実施、アイヌ文化ＰＲ動画の制作等

82,000　 82,000　

人権啓発費 スポーツ組織と連携した啓発事業、多様なメディ
アを活用した広報啓発等

10,000　 10,000　

ＤＶ対策推進費 配偶者等からの暴力に関する各種相談、関係機関
への同行支援等

25,000　 25,000　

性暴力被害者支援費 女性が安心して暮らすための性暴力被害に関する
相談・支援の実施

2,900　 2,900　

女性向けキャリア支
援費

男女共同参画センターにおける女性向けコワーキ
ングスペースの運営

2,500　 2,500　

性的マイノリティ支
援費

性的マイノリティに関する電話相談の実施 2,000　 2,000　

さっぽろ女性活躍・
働き方改革応援費

男女が共に働きやすい環境づくりに向けたセミ
ナーや広報啓発、企業認証制度の運営等

15,900　 9,000　

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

令和３年７月～８月におけるパシフィック・
ミュージック・フェスティバル札幌の開催及びＩ
ＣＴ技術を活用した映像配信の実施

270,000　 269,000　

札幌交響楽団運営補
助金

札幌交響楽団に対する運営費の一部補助 160,000　 160,000　

文化芸術振興補助費 市民交流プラザを活用した地元文化団体による舞
台芸術創作活動への支援等

9,255　 9,200　

文化活動練習会場学
校開放事業費

16校19教室 8,700　 8,700　

さっぽろアートス
テージ事業費

文化芸術月間である11月における複合的・総合的
文化事業の開催

29,000　 29,000　

サッポロ・シティ・
ジャズ事業費

サッポロ・シティ・ジャズ開催に対する負担金 8,300　 8,300　

子どもの文化芸術体
験事業費

オーケストラ等本格的な文化芸術に触れる機会の
提供

36,000　 36,000　

国際芸術祭事業費 札幌国際芸術祭の開催に向けた準備 69,000　 64,000　

演劇公演支援費 優れた演劇作品の公演支援 12,000　 12,000　

博物館活動センター
事業費

博物館活動センターを拠点とした諸事業の展開 14,000　 14,000　

仮称）札幌博物館整
備推進費

仮称）札幌博物館の整備に向けた調査等 26,000　 7,000　

創造都市ネットワー
ク活用費

ユネスコ創造都市ネットワーク加盟を生かした国
際交流・連携事業等の実施

29,000　 29,000　

野外彫刻作品保全推
進費

野外彫刻作品の補修・移設等 4,000　 4,000　

文化芸術施設活用費 文化芸術施設（旧北海道四季劇場）の活用に向け
た維持管理

62,537　 52,000　

文化芸術施設リフ
レッシュ事業費

札幌コンサートホール等の改修等 289,000　 235,000　

（単位：千円）

主な事業
(頁) 事業内容 要求額 査定額部・事業名

● ： 新規事業 ☆ ： 「新たな日常」推進枠事業
○ ： レベルアップ事業

※査定額の( )内は、Ｒ３.１定補正予算額

さっぽろ芸術文化の
館解体費

さっぽろ芸術文化の館の解体工事 1,699,000　 1,576,000　

札幌芸術の森魅力向
上費

札幌芸術の森の施設環境の整備等 5,200　 5,200　

歴史文化のまちづく
り推進費

文化財データベース作成、歴史文化のまちづくり
推進協議会に対する負担金等

6,500　 4,700　

文化財施設等保全費 文化財施設等の施設改修等 28,000　 21,000　

P.24 3,000　 0　
(3,000)　

スポーツ局

スポーツ部

アスリート活用事業
費

中学校運動部活動へのアスリートの派遣及びス
ポーツ体験会等へのオリンピック選手等の派遣

14,000　 14,000　

プロスポネットＳＡ
ＰＰＯＲＯ連携費

プロスポーツチームと連携した観るスポーツの推
進

2,000　 2,000　

障がい者スポーツ普
及促進費

障がい者スポーツの体験会や指導者・ボランティ
ア養成講習会の開催、全国障害者スポーツ大会へ
の選手派遣、競技用備品の整備等

37,000　 37,000　

さっぽろジュニアア
スリート発掘・育成
費

小学生を対象としたウインタースポーツ教室の開
催及びジュニアアスリートを育成する取組の実施
等

29,000　 29,000　

○☆ウインタースポーツ
普及振興費

子どもたちがウインタースポーツを始めるきっか
けづくりと学習環境の充実及び市民に対する観戦
文化の醸成、屋外ウインタースポーツの魅力発信

53,000　 48,000　

ウインタースポー
ツ・オフシーズン練
習施設整備費補助金

民間企業等が行う冬季以外に利用可能なウイン
タースポーツ施設の整備に必要な費用の一部補助

15,000　 15,000　

ラグビー普及振興費 小学生を対象としたタグラグビーの普及やラグ
ビーのトップレベルの試合開催に向けた取組

8,000　 8,000　

硬式野球場整備費 軟式野球場を硬式野球場に改修するための実施設
計

37,000　 37,000　

● 障がい者スポーツセ
ンター検討調査費

障がい者スポーツの活動拠点の整備に向けた検討
調査

2,600　 2,100　

さっぽろアスリート
サポート事業助成費

次世代のトップアスリートを育成するための活動
費の一部補助等

15,000　 15,000　

札幌ドーム利用料金
減免補 補助金

北海道コンサドーレ札幌が札幌ドームで試合を開
催する際の利用料金減免相当額の補助

40,000　 40,000　

札幌ドームアマチュ
ア大会利用料金減免
補 補助金

（株）札幌ドームに対してアマチュア大会を開催
する際の利用料金減免相当額の補助

23,000　 23,000　

学校施設等開放事業
費

グラウンド開放　33校（照明　25校）
屋内運動場開放　280校
プール開放　194校
武道場開放　17校

361,000　 361,000　

体育施設運営管理費 円山競技場第２種公認に係る休業補償 6,205　 5,700　

札幌ドーム保全費 札幌ドームの保全改修 800,000　 800,000　

文化施設における感染対策消耗品の購入文化施設感染症対策
費

☆
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（単位：千円）

主な事業
(頁) 事業内容 要求額 査定額部・事業名

● ： 新規事業 ☆ ： 「新たな日常」推進枠事業
○ ： レベルアップ事業

※査定額の( )内は、Ｒ３.１定補正予算額

市民運動広場用地整
備費

市民運動広場整備に向けた地下水調査等 5,600　 5,000　

○ スポーツ施設リフ
レッシュ費

スポーツ施設の保全・改修、老朽化した大型備品
の更新及び日本陸上競技連盟公認を継続するため
に必要な円山競技場の改修

709,000　 620,000　

藤野野外スポーツ交
流施設リニューアル
費

藤野野外スポーツ交流施設のリフトの更新 74,000　 74,000　

● スポーツ施設再整備
推進費

月寒体育館更新に向けた基本構想策定等 15,000　 8,100　

P.24 24,000　 0　
(24,000)　

招致推進部

冬季オリンピック・
パラリンピック招致
費

P.45 冬季オリンピック・パラリンピック招致に向けた
機運醸成を図るＰＲ活動、ＩＯＣとの協議、大規
模国際大会の調査等

134,000　 99,000　

施設計画調査費 P.45 冬季オリンピック・パラリンピック招致に向けた
開催概要計画の更新に必要な調査・検討、冬季版
ハイパフォーマンススポーツセンターの誘致等

253,000　 253,000　

都心部クロスカント
リースキー大会実証
実験費

都心部におけるクロスカントリースキー大会の実
施

20,000　 20,000　

札幌ドーム周辺活用
推進費

P.46 札幌ドーム周辺の将来的な在り方に関する具体的
な検討等

39,300　 37,000　

地域スポーツコミッ
ション事業費

地域スポーツコミッションによる国際競技大会及
び合宿の誘致、スポーツツーリズムの推進並びに
ホストタウン事業の実施

104,000　 109,000　

国際スポーツ大会等
誘致促進費

冬季オリンピック・パラリンピック招致に向けた
スポーツイベントの誘致・開催支援

10,000　 10,000　

東京2020オリンピッ
ク・パラリンピック
開催費

P.47 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会
の札幌開催

821,056　 813,000　

首都圏での札幌魅力
発信費

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会
期間中における首都圏を訪れる観光客等に対する
札幌の情報発信

10,000　 10,000　

保健福祉局

総務部

社会福祉協議会運営
等補助金

札幌市社会福祉協議会の運営及び日常生活自立支
援事業等の実施に対する補助

475,000　 475,000　

福祉のまち推進費 地区活動費　89地区
よりきめ細かな見守り活動等への支援

81,000　 81,000　

地域支え合い有償ボ
ランティア事業補助
金

日常生活で支援を必要とする高齢者・障がい者等
へのボランティアの派遣による低廉な料金での在
宅福祉サービスの提供

16,000　 16,000　

福祉除雪費 自力で除雪を行うことが困難な高齢者・障がい者
世帯に対する間口除雪
（利用世帯　5,259世帯）

97,000　 97,000　

その他体育施設運営
管理費

☆ 新型コロナウイルス感染拡大防止対策に係る消耗
品の購入

○

（単位：千円）

主な事業
(頁) 事業内容 要求額 査定額部・事業名

● ： 新規事業 ☆ ： 「新たな日常」推進枠事業
○ ： レベルアップ事業

※査定額の( )内は、Ｒ３.１定補正予算額

要配慮者避難支援対
策費

災害時における高齢者や障がい者等の避難を支援
するための避難行動要支援者名簿等の活用による
地域における取組の促進

6,000　 6,000　

○ 成年後見制度利用促
進費

権利擁護支援を必要とする方の発見等に資する地
域連携ネットワークを構築するとともに、その中
核となる機関を設置

8,100　 7,000　

本庁事務費（ホーム
レス支援事業）

ホームレス実態調査及び就労による社会復帰の意
思があるホームレスに対し、救護施設において一
定期間求職活動等を支援

5,085　 5,100　

就労ボランティア体
験事業費

長期未就労等の生活保護受給者及び生活困窮者に
対するボランティア活動、就業体験等の機会の提
供

27,000　 27,000　

☆生活困窮者自立支援
費

生活困窮世帯への就労その他の問題に関する相談
支援、住居確保給付金の支給、一時生活支援、中
学生の学習支援等の実施

326,899　 306,000　

家計改善支援費 生活困窮者に対する家計管理の意欲や能力を高め
るための情報提供、専門的助言等の実施

4,700　 4,700　

高齢保健福祉部

認知症支援費 市民からの相談に応じる認知症コールセンター事
業の実施、認知症に携わる従事者の研修等

9,300　 9,300　

老人クラブ活動補助
金

市内老人クラブの活動費の一部補助 39,000　 39,000　

高齢者の社会参加支
援推進費

定年退職後の就労、社会貢献、生きがいづくり等
の社会参加に関する啓発事業の実施

4,500　 4,500　

おとしより憩の家運
営補助金

地域の高齢者が気軽に集える場を提供する「おと
しより憩の家」の運営団体に対する補助

22,000　 22,000　

札幌シニア大学運営
費

地域活動のリーダー養成を目的とし、各種講座を
２年課程で実施

6,400　 6,400　

はつらつシニアサ
ポート費

高齢者の生きがい支援のための地域貢献につなが
る高齢者団体等による自主的な活動の支援

3,500　 3,500　

介護人材確保促進費 介護サービス事業所を対象とした介護人材の確保
につながる手法の習得を支援するセミナー・合同
企業説明会等の実施

11,000　 11,000　

高齢者福祉バス運営
補助金

高齢者団体の地域貢献活動、介護予防活動等のた
めに、札幌市社会福祉協議会が実施している高齢
者福祉バスの運営に対する補助

28,000　 28,000　

☆介護サービス事業所
等感染症対策費

P.24 介護サービス事業所等における感染拡大防止のた
めのかかり増し経費及び簡易陰圧装置の設置に伴
う費用補助等

431,000　 431,000　

広域型特別養護老人
ホーム新築等補助金

広域型特別養護老人ホーム
　令和２年度着工分 　180床
　令和３年度着工分 　200床
要配慮者二次避難所用スペース
　令和２年度着工分　２か所
　令和３年度着工分　２か所

744,000　 744,000　

認知症高齢者グルー
プホーム等開設準備
経費補助金

79床 67,000　 67,000　

介護保険施設開設準
備経費補助金

令和２年度着工分　100床
令和３年度着工分　200床

252,000　 252,000　

-66-



（単位：千円）

主な事業
(頁) 事業内容 要求額 査定額部・事業名

● ： 新規事業 ☆ ： 「新たな日常」推進枠事業
○ ： レベルアップ事業

※査定額の( )内は、Ｒ３.１定補正予算額

● 介護サービス提供体
制整備促進補助金

P.36 介護離職ゼロのための介護施設等の整備促進、介
護サービスの質の向上や介護人材の確保に向けて
必要な事業の支援

974,000　 974,000　

● 特定施設開設準備経
費補助金

公募で選定された特定施設入居者生活介護の整備
予定事業者に対する施設開設に係る準備経費の補
助
50床

42,000　 42,000　

介護療養型医療施設
転換整備補助金

159床 213,000　 213,000　

既存小規模福祉施設
等スプリンクラー設
備等整備補助金

６か所 39,000　 33,000　

介護保険会計繰出金 介護保険会計への一般会計からの繰出金 25,608,839　 25,657,301　

● P.30 257,000　 0　
(257,000)　

障がい保健福祉部

福祉のまちづくり推
進費

福祉のまちづくり推進会議の運営、心のバリアフ
リーの普及啓発等

8,300　 8,300　

● 民間公共的施設バリ
アフリー化推進費

P.37 障がいのある方等が利用する2,000㎡未満の身近
な公共的施設（物販・飲食店、診療所等）におけ
るバリアフリー化改修工事に対する補助等を新た
に実施

31,000　 31,000　

障がい者スポーツ大
会費

札幌市障がい者スポーツ大会の開催 5,500　 5,500　

地域ぬくもりサポー
ト事業費

障がい児者を対象とした、地域住民による有償ボ
ランティアを推進する仕組みの整備

18,000　 18,000　

重症心身障がい児者
等受入促進費

重症心身障がい児者又は医療的ケアを必要とする
障がい児者の受入れを行う通所事業所、共同生活
援助事業所及び短期入所事業所の看護師人件費・
施設整備費等に対する補助

36,000　 36,000　

障 が い 者 「 元 気
ショップ」運営費

市内障がい者施設で製作した商品の常設販売所に
対する運営費補助及び店舗管理委託

63,000　 63,000　

障がい者協働事業運
営補助金

障がい者を継続して雇用する事業所に対する補助 164,000　 158,000　

障がい者就労支援推
進費

障がい者の雇用を推進するための相談事業の実施
並びに障がい者、福祉サービス事業所及び民間企
業を対象とした講座等の実施

114,000　 114,000　

パーソナルアシスタ
ンス事業費

重度障がい者の地域での暮らしを支えるための介
助者に係る地域の人材の活用

135,000　 135,000　

元気ジョブアウト
ソーシングセンター
運営費

障がい福祉施設等による役務提供サービスに係る
官公署・企業への営業、受注調整等

26,000　 25,000　

障がい福祉人材確
保・定着サポート事
業費

障害福祉サービス事業所等の安定的運営を確保す
るための人材確保・人材定着支援

8,000　 8,000　

児童精神医学寄附講
座設置費

児童精神科医師を養成する講座を設置するための
北海道大学病院への寄附

30,000　 30,000　

☆新型コロナウイルス
検査支援費

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防する
ための高齢者施設における定期的な検査の実施

（単位：千円）

主な事業
(頁) 事業内容 要求額 査定額部・事業名

● ： 新規事業 ☆ ： 「新たな日常」推進枠事業
○ ： レベルアップ事業

※査定額の( )内は、Ｒ３.１定補正予算額

子どもの補聴器購入
費等助成費

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等
度難聴の子どもの保護者に対する補聴器の購入費
用等の助成

6,300　 6,600　

子どもの心の診療
ネットワーク事業費

児童精神科医療に関する連携体制の構築、各支援
機関の機能向上及び適切な支援機関への案内

16,000　 16,000　

共生社会環境づくり
事業費

障がいのある方に対する合理的配慮を推進するた
めの環境整備

3,600　 3,600　

障がい者コミュニ
ケーション促進費

手話等の多様なコミュニケーション手段を利用し
やすい環境の整備

5,000　 5,000　

障がい者等災害対策
用品購入助成費

人工呼吸器等を使用している在宅の障がい者等に
対する、災害時に必要な非常用電源装置等の購入
費の助成

16,192　 16,192　

札幌市自閉症者自立
支援センター非常用
自家発電設備整備費

札幌市自閉症者自立支援センターに非常用自家発
電設備を整備

118,000　 106,000　

P.24 157,000　 95,000　
(62,000)　

精神科救急医療体制
整備費

適切な精神科救急医療を提供するための精神科救
急情報センターの運営、病院群輪番２体制による
空床確保数の維持等

46,000　 40,000　

発達障がい者支援体
制整備費

発達障がい者に対する一貫した支援体制の整備及
び発達障害者地域支援マネジャーの配置

16,000　 16,000　

精神障がい者地域生
活移行支援費

ピアサポーターの精神科病院訪問活動を通した精
神障がい者の地域移行の促進

4,600　 4,600　

自殺総合対策推進費 電話等による相談支援体制の整備、人材養成、普
及啓発等による自殺総合対策

17,000　 17,000　

ひきこもり対策推進
費

相談等支援機関である「ひきこもり地域支援セン
ター」の運営並びに本人及び家族等による情報交
換等の場である集団支援拠点「よりどころ」の定
期開催

19,000　 19,000　

グループホーム新築
整備補助金

新築　１か所 39,000　 39,000　

障がい者地域生活
サービス基盤整備補
助金

重度障がい児者等の受入れのための設備を有する
生活介護事業所・短期入所事業所等の新築整備に
対する補助

124,000　 124,000　

介護給付費（重度訪
問介護）

重度障がい者に対するヘルパー派遣、個々の状況
に応じて必要な介護時間数を決定する「非定型」
の実施

4,645,498　 4,671,901　

障がい者相談支援費 18か所（このほか公立１か所　計19か所
うち地域支援員配置10か所）、基幹相談支援セン
ター１か所

414,276　 414,276　

○ 成年後見制度利用支
援費

成年後見制度全般に関する相談業務等及び市長申
立に関わる費用の一部の助成に加え、市長申立以
外の申立に関わる費用助成を新たに実施

18,347　 18,000　

誰もが住みやすいあ
んしんのまちコー
ディネート費

避難行動要支援者名簿による災害時に支援を要す
る障がい者と支援者のマッチングや避難訓練等の
支援

4,100　 4,000　

意思疎通支援費 手話通訳者養成派遣事業、要約筆記者養成派遣事
業、盲ろう者通訳・介助員養成派遣事業、失語症
者向け意思疎通支援者養成事業

92,000　 92,000　

障害福祉サービス事業所等の感染拡大防止のため
のかかり増し経費及びテレワーク・ロボット等の
導入費用補助

障害福祉サービス事
業所等感染症対策費

☆
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（単位：千円）

主な事業
(頁) 事業内容 要求額 査定額部・事業名

● ： 新規事業 ☆ ： 「新たな日常」推進枠事業
○ ： レベルアップ事業

※査定額の( )内は、Ｒ３.１定補正予算額

日常生活用具給付費 障がい児者等の日常生活がより円滑に行われるた
めの用具の給付

505,102　 505,102　

○ 障がい児地域支援マ
ネジメント費

障がい児地域支援マネジャーによる「障害児通所
支援事業所」への療育支援の拡充（７か所）

27,000　 27,000　

重度障がい者入院時
コミュニケーション
支援費

入院中の意思疎通が困難な重度障がい者に対する
コミュニケーション支援を目的としたヘルパー派
遣の実施

1,087　 1,093　

○ 地域生活支援拠点整
備費

夜間休日における緊急時の相談受付及び短期入所
等施設への受入調整等を新たに実施

13,000　 8,400　

医療的ケア児等支援
推進費

医療的ケアを必要とする障がい児等への支援体制
を強化するための専門研修の実施、サポート医師
の配置

6,600　 6,600　

● P.30 24,000　 0　
(24,000)　

保険医療部

○ 子ども医療助成費 中学校修了前の子どもの医療費の一部を助成、新
たに助成（通院）の対象を小学６年生まで拡大

4,742,812　 4,742,653　

国民健康保険会計繰
出金

国民健康保険会計への一般会計からの繰出金 20,253,175　 19,704,713　

後期高齢者医療会計
繰出金

後期高齢者医療会計への一般会計からの繰出金 6,242,568　 6,498,399　

保健所

救急安心センター推
進費

救急医療の電話相談窓口「救急安心センターさっ
ぽろ」の運営及び救急医療の維持向上へ向けた取
組の実施

134,000　 134,000　

○ 保健衛生助成費 口腔医療センター施設改修に係る補助 15,000　 15,000　

さっぽろ医療計画推
進費

さっぽろ医療計画の推進に係る事業の実施 400　 400　

高齢者等の在宅医療
ネットワーク推進費

人材育成、後方支援体制の整備等の実施による在
宅医療体制の構築

47,000　 47,000　

災害医療体制整備費 医療機関の非常時における電源確保に係る経費の
補助等

177,000　 173,000　

感染症予防費 小児（１～２歳）を対象としたおたふくかぜ任意
予防接種に対する費用助成

36,000　 36,000　

エイズ等予防対策費 予防啓発、匿名無料検査及びエイズ検査センター
の運営

15,000　 15,000　

肺炎球菌感染症予防
接種費

高齢者用肺炎球菌ワクチンの定期接種対象者に対
する個別通知及び予防接種の実施

146,814　 114,000　

☆新型コロナウイルス
感染症相談体制整備
費

P.25 新型コロナウイルス感染症の電話相談窓口の運営 353,000　 177,000　

☆ＰＣＲ検査センター
運営費

P.25 新型コロナウイルス感染症の検査に係る検体を採
取するＰＣＲ検査センターの運営

254,691　 126,000　

☆新型コロナウイルス
感染症患者等対策費

P.25 新型コロナウイルス感染症に係る検査・検体搬
送・患者移送等

4,991,438　 2,496,000　

☆新型コロナウイルス
検査支援費

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防する
ための障害者支援施設等における定期的な検査の
実施

（単位：千円）

主な事業
(頁) 事業内容 要求額 査定額部・事業名

● ： 新規事業 ☆ ： 「新たな日常」推進枠事業
○ ： レベルアップ事業

※査定額の( )内は、Ｒ３.１定補正予算額

☆新型コロナウイルス
感染症医療扶助費

新型コロナウイルス感染症に係る入院医療費の公
費負担

1,008,000　 504,000　

☆医療対策室運営費 新型コロナウイルス感染症に対応するための医療
対策室の運営

1,638,766　 1,151,000　

☆新型コロナウイルス
感染症対策支援費

P.26 新型コロナウイルス札幌ささえあい基金を活用し
た感染症対策支援

200,000　 200,000　

○ 母子保健事業推進費 令和３年７月より運用開始となる「子育てデータ
管理プラットフォーム」との情報連携のためのシ
ステムの改修

14,493　 5,100　

児童虐待予防強化費 保健センターにおける心理相談体制の充実を図る
ための心理相談員配置や関係機関との連携によ
る、支援が必要な妊婦及び親子に対する適切な支
援の実施

39,000　 39,000　

５歳児健康相談費 ５歳児の発育・発達の確認や発達障がいの把握の
ための健診・発達相談の実施

12,000　 12,000　

思春期保健対策費 生命誕生等に関する健康教育（対象小・中・高校
生）並びに人工妊娠中絶率及び性感染症り患率低
下のための相談・啓発活動の実施

1,500　 1,500　

569,063　 545,063　
(24,000)　

妊娠・出産包括支援
費

初妊婦訪問を始め、妊娠期から出産・育児まで各
段階に応じた切れ目のない支援の実施

69,000　 69,000　

赤ちゃんの耳のきこ
え支援費

先天性難聴の早期発見のために行う、出産医療機
関等における新生児聴覚検査の一部助成

37,000　 37,000　

乳がん検診費 乳がん検診を受診した40代女性の希望者に対する
超音波検査の実施

26,970　 26,970　

がん対策推進費 がん予防のための普及啓発、がん患者支援を目的
とした体制整備等

3,300　 3,300　

歯周疾患検診費 歯周病の早期発見・早期治療のための満40歳・50
歳・60歳・70歳を対象とした歯科検診の実施

29,000　 29,000　

健康推進費 地域の健康づくり活動支援や健康づくりを支える
環境整備の実施

21,000　 21,000　

食育推進費 健康寿命の延伸に向けた食育推進事業、食育ボラ
ンティアの養成・支援等の実施

11,000　 11,000　

受動喫煙対策推進費 さっぽろ受動喫煙防止宣言に基づく受動喫煙対策
の推進、健康増進法に基づく指導等

9,300　 9,200　

働く世代への健康増
進アプローチ研究費

健康寿命延伸を推進するための、働く世代を対象
とした効果的な取組の検証

14,000　 14,000　

区健康寿命延伸推進
費

各区の課題に応じた健康寿命の延伸に資する事業
の実施

19,000　 18,000　

難病患者支援対策費 特定医療費（指定難病）関係事務や地域支援対策
推進事業、地域啓発事業等の実施

31,000　 31,000　

歯科口腔保健推進費 歯科口腔保健対策の充実・強化及び8020運動の推
進

11,000　 11,000　

安全・安心な食のま
ち・さっぽろ推進費

市民・事業者と連携・協働した安全・安心な食の
まち・さっぽろを目指した総合的な施策の推進

13,000　 3,400　

○ 特定不妊治療（体外受精及び顕微授精）、男性不
妊治療、第２子以降の特定不妊治療及び不育症検
査・治療に係る費用の助成

不妊治療等支援費
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（単位：千円）

主な事業
(頁) 事業内容 要求額 査定額部・事業名

● ： 新規事業 ☆ ： 「新たな日常」推進枠事業
○ ： レベルアップ事業

※査定額の( )内は、Ｒ３.１定補正予算額

市営霊園運営改善費 持続可能な墓地の運営管理を実現するための無縁
化対策の実施や運営計画の策定

11,000　 11,000　

斎場運営体制構築費 火葬件数の増加に対応した安定的な斎場（火葬
場）運営体制の構築に向けた運営計画の策定

3,000　 2,800　

仮称）動物愛護セン
ター整備費

P.48 仮称）動物愛護センター整備に向けた実施設計 41,000　 41,000　

☆ P.31 9,502,000　 0　
(9,502,000)　

☆ P.30 314,000　 0　
(314,000)　

衛生研究所

☆疫学検査費 P.25 新型コロナウイルス感染症検査の実施 142,894　 105,000　

子ども未来局

子ども育成部

少年団体活動促進費 ジュニアリーダーの養成等を通じた少年団体活動
の促進及び支援

121,000　 121,000　

子どもの権利推進費 子どもの権利の普及啓発、子どもの権利委員会の
開催、まちづくり等への子どもの参加の促進等

5,000　 5,000　

子どもの権利救済機
関運営管理費

無料通信アプリ「ＬＩＮＥ」を活用した相談業務
の実施

1,300　 1,300　

子どもの学びの環境
づくり補助金

不登校児童生徒の受け皿となっているフリース
クール等民間施設に対する支援

20,000　 20,000　

プレーパーク推進費 既存の公園等を活用し、規制を極力排除した子ど
もの遊び場「プレーパーク」の推進

3,800　 3,800　

子どもの体験活動の
場支援費

旧真駒内緑小学校の跡施設における子どもが主体
的に体験活動を行う場の提供

32,000　 32,000　

○ 子どもの貧困対策推
進費

困難を抱える子どもや家庭を早期に把握し、必要
な支援につなげる「子どものくらし支援コーディ
ネート事業」の市内全地区への拡大、子どもの貧
困対策計画改定に向けた実態調査の実施等

33,000　 33,000　

子どもの居場所づく
り支援費

子ども食堂等の子どもの居場所づくり活動の実施
に係る費用補助等

5,800　 5,800　

少年少女国際交流費 シンガポール少年少女交流事業　派遣14人
姉妹都市少年少女交流事業　　受入れ20人

7,000　 7,000　

札幌市児童育成会運
営補助金

民間児童育成会　47か所 598,000　 592,000　

育児休業等取得助成
費

ワーク・ライフ・バランスの推進に向けた企業へ
の助成金の支給

16,000　 16,000　

「さっぽろ子ども未
来プラン」推進費

「さっぽろ子ども未来プラン」の進行管理等 6,300　 6,300　

若者出会い創出費 個人の理想とするライフプラン実現を支援するた
めの男女の出会いの機会の創出

3,200　 3,200　

● 困難を抱える若年女
性支援費

P.38 様々な困難を抱える若年女性を対象としたアウト
リーチ型支援の実施等

12,000　 12,000　

● 新型コロナウイルス
感染症予防接種費

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防する
ための療養型医療機関等における定期的な検査の
実施

● 新型コロナウイルス
検査支援費

（単位：千円）

主な事業
(頁) 事業内容 要求額 査定額部・事業名

● ： 新規事業 ☆ ： 「新たな日常」推進枠事業
○ ： レベルアップ事業

※査定額の( )内は、Ｒ３.１定補正予算額

○ 児童会館運営管理費 児童会館に対する医療的ケア児対応のための看護
師派遣（３館）及び長期休業期間における児童へ
の昼食提供の試行実施（20館）

10,305　 8,800　

放課後子ども教室事
業費

３か所 9,020　 9,000　

○ 児童会館整備費 児童会館の工事５か所、基本・実施設計７か所及
び解体３か所並びに中央小に複合化する新型児童
会館へのコーディネーターの配置

512,809　 510,000　

ミニ児童会館整備費 実施設計１か所、工事１か所等 57,457　 55,000　

私立学校教材教具等
整備補助金

小学校　１校、中学校　７校、高等学校　18校 88,000　 88,000　

私立学校施設整備貸
付金

新規　１件 20,000　 20,000　

若者の社会的自立促
進費

教育格差解消のための高校中退者等を対象とした
学習相談及び学習支援

4,300　 4,300　

P.24 109,000　 0　
(109,000)　

子育て支援部

助産施設・母子生活
支援施設運営等補助
金

助産施設及び母子生活支援施設の運営に対する補
助

6,100　 6,000　

ひとり親家庭学習支
援ボランティア事業
費

ひとり親家庭の子どもを対象にした学習支援及び
生活相談の実施

6,800　 6,100　

ひとり親家庭自立支
援給付金

自立支援教育訓練給付金、高等職業訓練促進給付
金、高等学校卒業程度認定試験合格支援

168,000　 171,000　

ひとり親家庭スマイ
ル応援事業費

ひとり親家庭への理解がある企業の開拓及びひと
り親家庭を対象とした就職説明会等の実施

4,000　 4,000　

● ひとり親家庭等養育
費確保支援費

ひとり親家庭等の子どもの養育費確保に向けた取
決めや手続に関する費用の補助

3,000　 2,800　

特別奨学金支給費 技能習得資金、入学支度資金 15,000　 15,000　

公立保育所等医療的
ケア児保育費

専任看護師の配置　１か所 19,000　 8,500　

私立保育所等補助金 国の定める基準を上回る保育士等を配置する保育
施設に対する補助等

3,846,000　 3,655,000　

私立幼稚園等補助金 特別な教育的支援を要する幼児の保育に関わる教
員の人件費及び教材教具・管理用備品の購入費等
の補助

710,000　 710,000　

保育所等ＩＣＴ化推
進補助金

保育所等に対する、業務負担軽減のためのシステ
ム導入費用、外国人の保護者とのやりとりに係る
翻訳機購入費用及び事故防止のために必要な機器
導入費用の補助

37,000　 27,000　

● 医療的ケア児保育支
援補助金

私立保育所等において医療的ケア児の受入れを可
能とするための体制整備に対する補助

16,000　 16,000　

私立幼稚園施設整備
貸付金

新規　２件 40,000　 40,000　

児童会館等における新型コロナウイルス感染症の
予防体制強化

☆児童福祉施設等感染
症対策費
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（単位：千円）

主な事業
(頁) 事業内容 要求額 査定額部・事業名

● ： 新規事業 ☆ ： 「新たな日常」推進枠事業
○ ： レベルアップ事業

※査定額の( )内は、Ｒ３.１定補正予算額

○ 保育士等支援費 保育士の就職支援等を行う「札幌市保育士・保育
所支援センター」のマッチング対象の職種拡大等
機能強化、合同施設説明会のオンライン実施、保
育教諭資格取得に係る費用の補助等

61,000　 49,000　

○ 保育人材確保緊急対
策費

保育人材の確保・就労継続支援に向けた各種補助
に加え、新たに保育人材定着化を目的とした研修
を実施

405,000　 317,000　

私立保育所整備等補
助金

P.39 私立保育所の整備に対する補助
　新築　　２か所　定員増　180人
　分園　　１か所　定員増　 29人
　増改築　２か所　定員増 　60人
　賃貸　　13か所　定員増　790人

1,404,000　 1,404,000　

公立保育所等整備費 P.39 仮称）中央区保育・子育て支援センター（ちあふ
る・ちゅうおう）の新築工事、西区保育・子育て
支援センター（ちあふる・にし）の建替工事等

319,000　 282,000　

地域型保育改修等補
助金

P.39 小規模保育事業Ａ型の整備に対する補助
　新築　　１か所　定員増　 19人

49,000　 49,000　

認定こども園整備補
助金

P.39 幼保連携型認定こども園の整備に対する補助
　新築　　２か所　定員増　180人
　移行　　９か所　定員増　453人

3,113,000　 3,113,000　

防犯対策強化整備補
助金

防犯対策強化のため、外構や非常通報装置等を整
備する保育所等への補助

33,024　 33,000　

認可外保育施設の認
可化移行支援費（保育
所等整備関連）

認可外保育施設から認可保育所等への移行のため
の改修費等に対する補助
　３か所　定員増　90人

2,300　 2,300　

○☆子育てサロン事業費 児童会館やＮＰＯ等で実施している子育てサロン
への補助等及びひろば型子育てサロン運営団体に
よる家庭訪問型子育て支援事業の新規実施

276,000　 269,000　

子育て援助活動支援
費

登録会員制度による子どもの日常的な預かり支援
及び病児・病後児や緊急時の預かり支援

66,000　 65,000　

○ 一時預かり事業費 保育所や幼稚園等において実施する一時預かり事
業に対する補助　483か所
うち２歳児定期利用　６か所
就労支援型施設加算の実施　19か所
保育体制充実加算の実施　71か所
特別支援児童加算の新規実施　90か所

1,097,000　 902,000　

病後児デイサービス
事業費

７か所 75,000　 70,000　

時間外保育事業費 494か所 414,000　 391,000　

地域子育て支援推進
費

各区こそだてインフォメーション等における子育
て相談、講座等の実施及び地域での子育て支援に
係る取組支援

5,500　 5,500　

さっぽろ親子絵本ふ
れあい費

乳幼児健診時における絵本の配布、家庭での絵本
の読み聞かせに関する情報発信等の実施

9,000　 9,000　

実費徴収に係る補足
給付費

教育・保育施設に通う低所得者世帯等に対する給
食費、教材費等の一部補助

26,000　 26,000　

父親による子育て推
進費

父親の積極的な子育てを推進するための情報発信
等

2,700　 2,000　

P.24 670,000　 0　
(670,000)　

保育所等における新型コロナウイルス感染症の予
防体制強化

☆児童福祉施設等感染
症対策費

（単位：千円）

主な事業
(頁) 事業内容 要求額 査定額部・事業名

● ： 新規事業 ☆ ： 「新たな日常」推進枠事業
○ ： レベルアップ事業

※査定額の( )内は、Ｒ３.１定補正予算額

児童相談所

○ 里親制度促進費 里親の新規開拓、里親登録時や委託中の研修、委
託後の支援等のほか、里親養育に係る包括的な支
援事業の試行実施

36,000　 36,000　

児童虐待防止対策費 児童虐待の防止及び早期発見のための体制強化等 34,557　 35,000　

スタディメイト派遣
費

児童養護施設等入所児童への学習等支援 1,455　 1,500　

○ 子ども安心ネット
ワーク強化費

新規開設を含めた児童家庭支援センター５か所の
運営費補助など、虐待通告や養護相談の増大に対
応する相談体制の強化

119,000　 119,000　

○ 社会的養護体制整備
費

家庭的な養育環境の推進のための児童養護施設の
改築、一時保護専用施設の整備等に対する補助

221,000　 221,000　

○ 児童相談体制強化費 弁護士への相談体制及び相談関係職員研修の強化
並びに児童相談体制強化及び社会的養育推進に向
けた各取組の実施

30,000　 25,000　

乳児院等多機能化推
進費

乳児院の育児指導担当職員の配置に係る補助 5,000　 5,000　

○ 仮称）第二児童相談
所整備費

P.40 仮称）第二児童相談所整備に係る基本・実施設
計、仮設一時保護所の開設等

258,750　 242,000　

● 子育てデータ管理プ
ラットフォーム構築
費

P.38 児童相談システム、家庭児童相談システム及び母
子保健情報システムの情報を連携させるためのシ
ステム開発及び改修

65,000　 60,000　

児童福祉施設措置費 児童養護施設入所児童の大学進学費用及び高等学
校入学支度金等の支給

10,518　 10,518　

社会的養護自立支援
費

18歳から22歳までの児童養護施設等の措置解除者
への居住支援及び生活支援並びに自立に向けた支
援コーディネータ-の配置

38,513　 37,000　

P.24 86,000　 0　
(86,000)　

経済観光局

産業振興部

産業振興ビジョン改
定費

仮称）産業振興ビジョン2022の策定に向けた基礎
調査

10,000　 7,400　

みんなの商店街支援
費

商店街が主体となって行う地域コミュニティ活動
及び商店街の集客力向上のための新たな取組に対
する支援

107,000　 35,000　

きらめく商店主応援
費

商店街区における中小事業者を対象とした出店及
び商店街加盟店を中心とした商業者グループによ
る新商品・新サービス開発に対する支援

28,000　 18,000　

○☆中小企業融資促進費 P.27 新たに創設する新型コロナウイルス感染症対応の
ための資金等を利用する中小企業が負担する信用
保証料の一部補給並びに北海道信用保証協会及び
金融機関への制度融資に係る損失の一部補償

3,663,000　 1,691,000　

中小企業経営支援費 札幌商工会議所中小企業相談所等への補助等 144,000　 31,000　

創業促進支援費 創業準備期から創業初期までの企業の育成を図る
ためのセミナー、交流会等の実施

27,000　 27,000　

児童福祉施設等感染
症対策費

児童養護施設等における新型コロナウイルス感染
症の予防体制強化

☆
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（単位：千円）

主な事業
(頁) 事業内容 要求額 査定額部・事業名

● ： 新規事業 ☆ ： 「新たな日常」推進枠事業
○ ： レベルアップ事業

※査定額の( )内は、Ｒ３.１定補正予算額

ＩＣＣ事業推進費 クリエイティブ産業の活性化に向けたクリエイ
ターと他産業との連携を促進するコーディネー
ト、セミナー、ワークショップ等の実施

25,000　 22,000　

映像産業振興費 映像産業及び映像を通じた他産業の活性化に向け
た撮影環境の整備、撮影費の助成、国際共同映像
制作の促進等

99,000　 97,000　

○☆企業立地促進費 P.49 企業誘致ＰＲ及び立地企業に対する補助等の実
施、イノベーション拠点の整備に対する新たな補
助の導入

805,000　 722,000　

ＩＴ利活用ビジネス
拡大費

ＩＴ利活用の促進に向けたＩＴ利活用を図る企業
への補助及びＩＴ企業と他産業のマッチング等の
支援

29,000　 29,000　

ＩＴ産業人材確保支
援費

ＩＴ産業の人材確保を支援するため、道内学生に
向けた就職フェア及び首都圏におけるＵＩＪター
ン促進イベント等を実施するほか、海外ＩＴ人材
獲得に向けた支援を実施

8,000　 8,000　

ＩｏＴ推進コンソー
シアム事業費

ＡＩ、ＩｏＴ等の先端技術を活用した新たなビジ
ネス創出に向けた産学官の連携によるコンソーシ
アムの運営、セミナーの実施及び先進的なＩＴ
サービス開発への補助

44,000　 44,000　

ｘＲ・ｅスポーツ関
連支援費

ｘＲ技術及びｅスポーツの分野で事業展開を目指
す企業を支援するためのイベント等の実施

3,200　 3,200　

○ みらいＩＴ人材育成
費

P.50 ＩＴ人材の育成及び市内企業への定着を促進する
ための、小中学生・高校生等を対象としたイベン
トや30歳以下を対象とした人材強化・育成プログ
ラムの実施

20,000　 20,000　

●☆ＤＸ推進費 P.50 市内中小企業のデジタル・トランスフォーメー
ションを推進するための普及啓発セミナーやビジ
ネスマッチングの実施

20,000　 5,000　

○ スタートアップ創出
支援費

P.51 「ＳＴＡＲＴＵＰ　ＣＩＴＹ　ＳＡＰＰＯＲＯ」
事務局の運営などを通じた、札幌・北海道におけ
る新たな支援体制の構築及びスタートアップ企業
の誘致・創出促進補助など各種支援策の実施

63,000　 58,000　

ＮｏＭａｐｓ事業費 新たな価値観や文化・社会の姿を提案し、新たな
ビジネスを生み出す場を提供する「ＮｏＭａｐ
ｓ」の開催支援

25,000　 25,000　

海外拠点運営費 北京駐在員事務所運営、台湾及びＡＳＥＡＮ地域
における食品海外コーディネート事業に対する負
担金等

44,000　 44,000　

外需獲得・海外展開
支援費

外国人観光客向けの商品の開発支援、環境産業関
連企業等の海外展開支援及び海外都市との覚書締
結等による新たな市場への参入機会の創出

21,000　 21,000　

国際ビジネス人材育
成費

国際ビジネス人材の育成・活用を目的とした日本
人学生対象のセミナー等の開催及び外国人留学生
の就職支援等の実施

2,300　 2,300　

食品開発支援費 食関連企業の国内外への販路拡大を目的とした新
商品及び輸出向け商品開発の支援

52,000　 52,000　

食品販路拡大促進費 食関連企業の海外展開促進を目的とした展示会へ
の出展支援や商談会の開催、輸出に関する相談対
応等の実施

75,000　 75,000　

食品認証取得支援費 食関連企業の衛生管理の向上と販路拡大を目的と
した各種衛生管理認証の取得支援及びセミナー等
の実施

19,000　 19,000　

（単位：千円）

主な事業
(頁) 事業内容 要求額 査定額部・事業名

● ： 新規事業 ☆ ： 「新たな日常」推進枠事業
○ ： レベルアップ事業

※査定額の( )内は、Ｒ３.１定補正予算額

道内連携国内販路拡
大支援費

市内の卸売・消費機能を生かしたマッチング機会
の提供等による道内地域の優れた産品の販路拡大
の支援

6,400　 6,400　

大谷地流通業務団地
高度化検討費

大谷地流通業務団地の高度化に向けた、アクセス
サッポロの施設更新及び施設用地の後利用の可能
性等の検討

22,000　 20,000　

新製品・新技術開発
支援費

産業振興ビジョンで定める重点分野に関連する新
製品・新技術の研究開発等に取り組む中小・小規
模企業への補助等

92,000　 92,000　

ものづくり人材育成
支援費

ものづくり人材育成に関する補助及び若年者に対
するものづくり産業等の魅力発信

15,000　 15,000　

札幌スタイル推進費 「札幌スタイル」の認証、管理及び広報並びにブ
ランド力を生かした販路拡大支援の実施

19,000　 18,000　

○ 製造業生産性向上支
援費

さっぽろ連携中枢都市圏内の中小製造業への生産
性向上を目的としたＩоＴ等の本格導入に対する
補助等

11,000　 11,000　

健康医療バイオ産業
支援費

健康・医療関連企業の研究開発、産学連携、ビジ
ネス機会拡大、先端医療研究を生かした企業の取
組等を促進するための支援の実施

77,000　 77,000　

医療関連産業集積促
進費

医療に関連した新たな産業の集積に向けた交流会
の開催、新事業創出と異業種からの参入を後押し
するセミナー等の実施

27,000　 16,000　

●☆バイオベンチャー育
成支援費

P.52 バイオベンチャーの起業の促進及び事業拡大を目
的とする官民連携の地域ファンドの創設

150,000　 150,000　

○☆中小企業金融対策資
金貸付金

P.27 中小企業に対する運転資金及び設備資金の貸付
け、新型コロナウイルス感染症対応のための新た
な資金の創設の実施等

165,870,000　 136,491,000　

P.32 510,000　 0　
(510,000)　

● 302,000　 0　
(302,000)　

観光・ＭＩＣＥ推進部

観光案内所運営費 札幌駅、大通公園（臨時）、大通情報ステーショ
ン

66,000　 61,000　

観光資源発掘・魅力
創出費

夜景を軸とした夜間観光、体験型観光、道産食材
等を活用した観光等、新たな魅力の創出

27,000　 22,000　

観光情報発信費 観光サイト及び観光アプリの運営 34,000　 34,000　

定山渓地区魅力アッ
プ費

定山渓観光魅力アップ構想に基づく各種支援事業
や周辺環境整備等の実施

200,000　 200,000　

スノーリゾート推進
費

都市型スノーリゾートとしての世界的ブランド確
立を目指した市内スキー場等の民間事業者による
共同事業の支援

9,500　 8,000　

宿泊施設非常用自家
発電設備整備補助金

「民間一時滞在施設」となる市内宿泊施設に対す
る、非常用自家発電設備整備費の補助

170,000　 170,000　

さっぽろオータム
フェスト事業費

北海道・札幌の食をテーマにしたイベントの開催 33,000　 33,000　

ウィズコロナにおける急激な変化に対応するた
め、新分野進出等の事業再構築を行う中小企業に
対する支援

市内の中小事業者のグループによる、デジタルや
オンラインを活用した販売促進活動に対する支援

☆

☆中小企業ウィズコロ
ナ対応支援費

商業者グループ販売
促進支援費
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（単位：千円）

主な事業
(頁) 事業内容 要求額 査定額部・事業名

● ： 新規事業 ☆ ： 「新たな日常」推進枠事業
○ ： レベルアップ事業

※査定額の( )内は、Ｒ３.１定補正予算額

ホワイトイルミネー
ション・ミュンヘン
クリスマス市事業費

さっぽろホワイトイルミネーション及びミュンヘ
ン・クリスマス市　ｉｎ　Ｓａｐｐｏｒｏの開催

112,000　 112,000　

さっぽろ雪まつり事
業費

雪まつり実行委員会への補助及び雪まつり大通会
場における大雪像制作

418,000　 418,000　

都心における冬のア
クティビティ創出費

札幌市北３条広場におけるスケートリンクの設置 30,000　 30,000　

観光イベントにおけ
るインバウンド対応
強化費

観光イベントにおける多言語対応の強化等 11,000　 11,000　

国際観光誘致費 アジア及び欧米豪を中心とした海外からの観光客
誘致に係る事業の実施

100,000　 100,000　

おもてなし推進費 市民意識向上、事業者のスキルアップ、ボラン
ティアの活動支援等の観光客に対するおもてなし
の推進に係る事業の実施

26,000　 21,000　

広域連携観光振興費 道内中核都市や道内市町村との連携等による周遊
促進事業の実施

22,000　 22,000　

観光客受入環境整備
費

観光バス対策事業、公衆無線ＬＡＮの運用等の実
施

46,000　 35,000　

観光分野におけるＩ
ＣＴ推進費

ＩＣＴを活用した観光客の周遊促進・消費拡大を
図る事業の実施

32,000　 32,000　

市内周遊交通推進費 都心と郊外の観光施設等を結ぶバスの運行やＩＣ
Ｔを活用した乗合交通の実証実験等による、市内
周遊環境の整備

25,000　 25,000　

富裕層受入環境整備
費

市内宿泊施設が行う施設整備に対する支援、富裕
層向けホテル誘致策の検討

97,000　 96,000　

アドベンチャーツー
リズム推進費

アドベンチャーツーリズムを推進する国際会議の
開催

50,000　 25,000　

○☆ＭＩＣＥ推進費 P.53 見本市の出展、ＭＩＣＥ誘致促進補助金、コンベ
ンションビューロー運営費補助金、ハイブリッド
会議開催に係る補助金等

175,000　 163,000　

ＭＩＣＥ施設整備費 アフターコロナを見据えたＭＩＣＥ施設の機能検
討等

11,000　 3,000　

○☆ P.33 468,000　 0　
(155,000)　

P.34 91,000　 0　
(91,000)　

P.34 1,023,000　 0　
(1,023,000)　

雇用推進部

☆就業サポートセン
ター等事業費

ハローワーク及び民間職業紹介事業者と連携した
各種就業支援事業の実施並びに高齢者や新型コロ
ナウイルス感染症の影響により離職等を余儀なく
された方の再就職の支援

215,000　 195,000　

シニアワーキング
さっぽろ開催費

高齢者雇用のノウハウを学ぶセミナーや、高齢者
と企業とのマッチングを図る体験付き仕事説明会
の実施

12,000　 12,000　

☆市内誘客促進費

☆ 宿泊施設が実施する感染症拡大防止等に係る費用
補助

宿泊施設感染症対策
費

国内観光振興費 ワーケーションや教育旅行への支援等を含む、国
内観光客誘致に係る事業の実施

市内宿泊施設業界団体が行う誘客促進等への取組
に係る費用を補助

●

●

（単位：千円）

主な事業
(頁) 事業内容 要求額 査定額部・事業名

● ： 新規事業 ☆ ： 「新たな日常」推進枠事業
○ ： レベルアップ事業

※査定額の( )内は、Ｒ３.１定補正予算額

(公社)札幌市シル
バー人材センター運
営補助金

札幌市シルバー人材センターを支援するための運
営費の一部補助

37,050　 35,000　

女性の多様な働き方
支援窓口運営費

女性の多様な働き方を支援する相談窓口「ここ
シェルジュＳＡＰＰＯＲＯ」の運営

57,000　 57,000　

女性活躍に向けた働
き方改革サポート事
業費

女性が働きやすい環境整備に向けた専門家派遣に
よるコンサルティング支援の実施や働き方改革を
テーマにした出前講座の開催

15,000　 15,000　

ワークトライアル事
業費

新卒未就職者並びに49歳以下の求職者及び非正規
社員が市内企業等へ正社員として就職できるよう
支援するための座学研修や職場実習の実施

86,000　 86,000　

札幌ＵＩターン就職
支援費

道外の大学生等と道内企業等のマッチングを図る
窓口の設置運営

60,000　 57,000　

ローカルマッチプロ
ジェクト事業費

民間の就職支援サイトに市内企業の情報を掲載す
ることによる市内企業への就職の促進

11,000　 11,000　

中小企業採用力等強
化費

若年層の早期離職の予防、高齢者の活用等を図る
ための市内中小企業への専門家派遣、セミナー開
催及び職場定着状況調査の実施

7,700　 7,700　

移住による就業者・
起業創出事業費

東京23区からの移住者の経済負担軽減によるＵＩ
Ｊターンの促進

42,000　 42,000　

さっぽろインターン
シップ促進費

インターンシップを開催する企業に対する支援及
び学生への地元企業の魅力等の発信

18,000　 18,000　

奨学金返還支援費 奨学金の返済を支援することで、学生が地元企業
に目を向ける機会を創出することによる若者の地
元定着の促進

2,700　 1,000　

○☆テレワーク普及促進
費

中小企業等を対象にしたテレワークの導入や定着
に係る常設相談窓口の開設及び導入経費の補助

254,000　 359,000　

120,000　 0　
(120,000)　

138,000　 0　
(141,000)　

農政部

さっぽろ夢農業人育
成支援費

農業の新たな担い手を育成するための研修機会の
提供並びに新規就農者に対する資金の交付及び経
営診断の実施

23,000　 23,000　

市民農業講座「さっ
ぽろ農学校」運営費

「さっぽろ農学校」の運営及び市民の農業参加機
会の創出

5,200　 5,200　

里山活性化推進費 里山地区の森林と森林に連なる農地の一体的な保
全・活用事業の実施

6,200　 3,100　

札幌市農業基盤整備
補助金

栽培管理及び有害鳥獣対策の施設等整備費に対す
る補助

16,000　 16,000　

○ サッポロさとらんど
リフレッシュ費

遊具等、老朽化した設備の更新及び地産地消の推
進に向けたセンターハウス内各施設の機能向上

87,000　 74,000　

テレワーク・業務管
理システム普及促進
費

中小企業等を対象にしたテレワークシステムの導
入に係る経費の補助

☆

☆ 新型コロナウイルス感染症の影響により、離職等
を余儀なくされた求職者を対象とした再就職支援
の実施

さっぽろ給付金付き
再就職支援事業費
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（単位：千円）

主な事業
(頁) 事業内容 要求額 査定額部・事業名

● ： 新規事業 ☆ ： 「新たな日常」推進枠事業
○ ： レベルアップ事業

※査定額の( )内は、Ｒ３.１定補正予算額

環境局

環境事業部

○☆家庭ごみ収集費 家庭ごみ収集運搬に従事する委託事業者の感染症
対策

7,300　 4,200　

ごみステーション管
理器材等助成費

ごみステーション管理器材等の購入助成 56,000　 53,000　

旧豊平清掃事務所跡
地活用検討費

旧豊平清掃事務所の跡地活用に向けた建物解体の
設計

6,700　 6,700　

●☆家庭ごみ収集感染症
対策費

家庭ごみ収集運搬に従事する職員に対する新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止対策に係る消耗品の
購入

7,200　 3,200　

集団資源回収奨励費 資源回収団体及び回収業者に対する奨励金等
支給件数　4,338団体　118業者

180,000　 175,000　

２Ｒ推進費 ごみ減量を進めるためリデュース・リユースの推
進に関する普及啓発等の実施

31,000　 31,000　

家庭の生ごみ減量・
リサイクル推進費

家庭における生ごみ減量に対する取組の支援 15,000　 17,000　

産業廃棄物処理指導
計画推進費

産業廃棄物の適正処理推進に向けた指導計画の策
定等

6,700　 4,200　

清掃車両等購入費 ごみ収集車　６台、ダンプ車　１台 116,000　 116,000　

東米里西処理場造成
費

東米里西処理場のごみ貯留施設造成に向けた載荷
盛土工事等

74,000　 74,000　

仮称）北部事業予定
地調査・対策費

仮称）北部事業予定地の環境保全対策等 108,800　 108,000　

焼却灰リサイクル事
業費

焼却灰をセメント原料としてリサイクル 514,000　 514,000　

駒岡清掃工場更新費 駒岡清掃工場の更新に向けた建設工事、周辺道路
整備等

599,846　 668,000　

発寒清掃工場更新費 発寒清掃工場の更新に向けた基本構想策定、環境
影響評価配慮書策定

16,000　 13,000　

篠路清掃工場解体費 篠路清掃工場のインフラ設備切替工事、解体工事
及び工事監理等

593,000　 450,000　

篠路破砕工場更新費 篠路破砕工場更新に係る生活環境への影響調査、
要求水準書策定業務等

18,500　 17,000　

合併処理浄化槽普及
促進費

合併処理浄化槽の設置費及び維持管理費の一部補
助等

20,000　 19,000　

環境都市推進部

環境保全推進費 環境基本計画及び気候変動対策行動計画の進行管
理等

3,600　 3,000　

市有施設の省エネ化
等推進費

市有施設の電力使用量の可視化等による省エネ化
の推進

18,000　 18,000　

総合的環境教育推進
費

環境教育・環境学習基本方針に基づく事業の実施 20,000　 20,000　

さっぽろサスティナ
ブルライフ推進費

市民の環境意識を高め、環境配慮行動の実践を推
進する取組の実施

49,000　 49,000　

（単位：千円）

主な事業
(頁) 事業内容 要求額 査定額部・事業名

● ： 新規事業 ☆ ： 「新たな日常」推進枠事業
○ ： レベルアップ事業

※査定額の( )内は、Ｒ３.１定補正予算額

事業所の省エネ活動
推進費

産業・業務部門における事業者の省エネ活動の推
進

9,000　 7,000　

生物多様性推進費 生物多様性さっぽろビジョンに関する各種取組の
推進等

16,000　 15,000　

○ ヒグマ等の市街地侵
入抑制費

さっぽろヒグマ基本計画の改定及びヒグマ、エゾ
シカ等の野生動物市街地侵入抑制の推進

20,100　 15,000　

● 市有施設のＲＥ100化
導入調査費

市有施設の使用電力を再生可能エネルギー100％
に切り替えるための調査

2,000　 2,000　

次世代自動車活用促
進費

次世代自動車導入に関する補助、燃料電池自動車
の普及促進に向けた取組等の実施

32,000　 32,000　

住宅・建築物の光熱
費等の見える化推進
費

環境に配慮した建築物の普及促進 5,600　 5,600　

○☆自立分散型エネル
ギー普及推進費

市民等に対する再エネ・省エネ機器導入及び再エ
ネ機器のリース費用の一部補助並びに、ビル・集
合住宅のゼロ・エネルギー化に係る建築主等への
設計費用の一部補助

114,000　 143,000　

市有施設未利用地・
屋根活用費

民間事業者を活用した学校等の市有施設や未利用
地への再生可能エネルギー設備の導入

4,500　 2,500　

○ 水素エネルギー利活
用事業費

P.54 再生可能エネルギーを活用した水素サプライ
チェーン構築に向けた調査

12,000　 10,000　

円山動物園

動物園教育推進費 動物及び環境に対する理解を促進するための普及
啓発

2,700　 2,700　

円山動物園おもてな
し事業費

観覧環境の充実のためのＷｉ－Ｆｉ利用環境の提
供等

3,700　 3,700　

ホッキョクグマ保全
推進費

海外の研究機関等との連携強化及び生息地の保全
計画への参画等

9,500　 9,500　

アジアゾウ飼育技術
向上・繁殖推進費

ゾウの飼育・繁殖技術向上のための専門家招致に
よる研修の実施

8,600　 8,600　

種の保存推進費 北海道の野生生物の繁殖、野生復帰等 1,300　 1,300　

園内施設維持管理費 老朽化した獣舎の修繕及び動物福祉に配慮した獣
舎改修等の実施

45,000　 45,000　

類人猿館改築費 類人猿館の改築工事 88,430　 80,000　

建設局

総務部

放置自転車対策・駐
輪場維持関係費

自転車等放置禁止区域　28か所
公共駐輪場　294か所

160,000　 149,000　

駐輪場等整備費 自転車通行空間整備　9.0㎞
駐輪場整備　西２丁目線地下ほか２か所

2,197,000　 1,037,000　

土木部

道路橋りょう等補修
費

幹線オーバーレイ　　　10.0km
補助幹線オーバーレイ　16.5km
生活道路補修　　　　　 2.1km
歩道補修　　　　　　　 4.4km
橋りょうの長寿命化に資する補修工法の検討等

3,272,025　 3,272,025　
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（単位：千円）

主な事業
(頁) 事業内容 要求額 査定額部・事業名

● ： 新規事業 ☆ ： 「新たな日常」推進枠事業
○ ： レベルアップ事業

※査定額の( )内は、Ｒ３.１定補正予算額

道路防災対策費 道路防災対策箇所等の調査点検・補修等、災害時
における応急対応

363,229　 363,000　

道路維持管理計画策
定費

舗装点検調査等 47,000　 47,000　

道路等設備維持更新
費

トンネル、アンダーパス等の設備更新 603,000　 603,000　

市設街路灯整備費 市設街路灯ＬＥＤ化の推進 1,030,289　 1,030,000　

私設街路灯助成費 設置（新設・更新）及び維持管理に対する助成 111,438　 111,000　

道路等災害復旧費 北海道胆振東部地震により被害を受けた道路施設
等の復旧及び再度災害防止対策

1,955,224　 925,000　

道路除雪費 P.41 車道除雪　5,450㎞
歩道除雪　3,046㎞
運搬排雪　2,147㎞
雪堆積場管理　75か所
パートナーシップ排雪　2,005㎞
凍結路面対策　730㎞
バス路線排雪強化、歩道の凍結路面対策強化等

16,598,915　 16,417,170　

P.41 506,800　 416,800　
(90,000)　

雪対策施設整備費 P.41 雪対策施設の改修、新川融雪槽の融雪能力増強工
事等

916,328　 916,328　

雪対策調査費 P.41 冬期路面状況調査等 4,462　 4,462　

P.41 846,000　 638,000　
(208,000)　

融雪施設設置資金貸
付金等

P.41 宅地内での融雪施設の設置に要する資金の融資等
　新規　25件、継続　74件

45,299　 45,299　

冬のみちづくりプラ
ン推進費

P.41 ＩＣＴ等を活用した作業の効率化や省力化及び雪
対策に関する広報・啓発等

253,087　 187,000　

冬みち地域連携事業
費

P.41 市民（地域）・企業・行政が連携した地域除雪力
を高める取組の実施

51,300　 51,300　

○ 建設産業活性化推進
費

さっぽろ建設産業活性化プランに基づき、新たに
生産性向上に資するＩＣＴ施工の導入を促進する
ための支援や、業界団体等が実施する担い手確保
を目的とした研修会等への支援

37,185　 33,000　

交通安全施設整備費 歩道整備
　都心地区等（バリアフリー）　21地区
  新川46号線等　９路線
事故危険箇所対策
　北２条線
歩道改良
　上野幌163号線等　８路線

3,179,000　 2,929,000　

道路改良費 道路改良
　札幌北広島環状線等　５路線
電線類地中化
　札幌環状線等　４路線
生活道路等整備

6,894,800　 6,444,800　

道路橋りょう整備費 橋りょう耐震補強
　滝の沢大橋等　６橋
橋りょう長寿命化
　滝の沢大橋等　36橋

4,690,700　 3,065,700　

老朽化した車両の更新等

ロードヒーティング
整備費

除雪機械整備費

老朽化したロードヒーティングの更新等

（単位：千円）

主な事業
(頁) 事業内容 要求額 査定額部・事業名

● ： 新規事業 ☆ ： 「新たな日常」推進枠事業
○ ： レベルアップ事業

※査定額の( )内は、Ｒ３.１定補正予算額

街路改良費
（ 篠 路 駅 周 辺 関 連 分
1,999百万円含む）

街路改良
　屯田・茨戸通等　12路線
電線類地中化
　西５丁目・樽川通等　９路線

9,641,736　 7,224,736　

街路橋りょう整備費 新設
　北24条桜大橋

500,400　 482,400　

みどりの推進部

公園造成費 大規模公園の造成
　総合公園　１か所

437,000　 437,000　

地域と創る公園機能
再編・再整備推進費

地域ごとに各公園に必要な機能の見直しを図る再
整備
　工事　29地域　42公園
　設計　18地域　28公園

1,269,000　 1,269,000　

安全・安心な公園再
整備費

身障者対応トイレ整備、園路段差解消等 1,984,000　 1,971,500　

公園ユニバーサル化
推進費

公園トイレのユニバーサルデザイン化改修 69,000　 56,000　

みどり豊かなまちづ
くり推進費

民有地緑化のための助成 27,000　 27,000　

ふれあい緑花推進費 地域の歩道美化、都心部のフラワーコンテナ設置
等

83,000　 83,000　

健やかな道路緑化推
進費

街路樹の補植及び更新並びに緑豊かな樹冠形成 227,000　 227,000　

市民と創るさっぽろ
のみどり推進費

花と緑のボランティア活動への支援及び育樹イベ
ントの実施

23,000　 23,000　

みどり資源の保全推
進費

民有林の公有化による森林保全等 70,000　 70,000　

● みどり資源の保全推
進費(森林整備補助)

P.55 民有林の整備を促進するための新たな補助制度の
創設

16,000　 16,000　

● 都市林等管理費 P.55 白旗山都市環境林基本計画策定のための調査 7,000　 5,000　

下水道河川局

事業推進部

河川整備費 雁来川等　８河川 1,728,000　 1,728,000　

都市局

市街地整備部

がけ地調査費 がけ地カルテの作成、市民公表用カルテの作成等 18,050　 16,000　

大規模盛土造成地変
動予測調査費

大規模盛土造成地の地盤調査、宅地カルテの更新
等

254,712　 167,000　

宅地復旧・防災支援
関連費

北海道胆振東部地震により被害を受けた宅地の所
有者等が行う復旧工事に対する補助

210,000　 205,000　

分譲マンション適正
管理推進費

分譲マンション管理に係る相談事業に対する支援
等

1,400　 1,400　

エコリフォーム促進
費

環境負荷の低減（省エネ）やバリアフリーに係る
リフォームに対する補助

130,000　 130,000　

高断熱・高気密住宅
普及促進費

高い断熱性能を持つ札幌版次世代住宅の建設に対
する補助等

96,000　 93,000　
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（単位：千円）

主な事業
(頁) 事業内容 要求額 査定額部・事業名

● ： 新規事業 ☆ ： 「新たな日常」推進枠事業
○ ： レベルアップ事業

※査定額の( )内は、Ｒ３.１定補正予算額

○ 住宅確保要配慮者居
住支援費

高齢者等の賃貸住宅入居を支援するための補助に
見守りサービス関係費を追加、家賃債務保証料の
補助等

19,000　 16,000　

高齢者向け住宅支援
費

サービス付き高齢者向け住宅登録事務委託及び高
齢者向け優良賃貸住宅の家賃補助

62,200　 62,000　

市営住宅改修費 外部改修工事、給水改修工事等 2,244,554　 2,006,000　

住宅関連被災者支援
費

北海道胆振東部地震の被災者への応急仮設住宅の
供与

2,973　 3,000　

市営住宅建設費 建替
二十四軒（新１号棟）　56戸
　実施期間　１～３年度
　総事業費　1,811百万円
二十四軒（新２号棟）　60戸
　実施期間　３～５年度
　総事業費　1,833百万円
月寒　64戸
　実施期間　１～３年度
　総事業費　1,824百万円
発寒 63戸
　実施期間　１～４年度
　総事業費　2,021百万円
伏古　105戸
　実施期間　２～４年度
　総事業費　2,924百万円

4,756,000　 3,301,000　

建築部

保全推進費 市有建築物の計画的な修繕を中心とする一元的な
保全事業

6,776,000　 6,776,000　

市有建築物特定天井
対策費

市有建築物の特定天井に対する脱落防止対策の実
施
　工事　５施設
　設計　７施設

608,551　 609,000　

建築指導部

○ 民間建築物耐震化促
進費

民間建築物の耐震化に係る費用に対する補助等に
木造住宅の除却を追加、ブロック塀等の撤去工事
に対する補助及び耐震化に関する普及啓発

1,160,637　 1,157,000　

民間建築物吹付けア
スベスト対策促進費

民間建築物に使用されている吹付けアスベストの
分析調査及び除去等工事費に対する補助等

12,000　 8,000　

空き家対策費 空き家等の適正管理に関する普及啓発、危険な空
き家等の除却工事費に対する補助等

36,000　 33,000　

消防局

総務部

札幌圏共同消防通信
指令システム更新整
備費

札幌圏の６消防本部による消防指令システムの共
同整備及び消防救急デジタル無線の更新整備

223,000　 151,000　

消防救急デジタル無
線システムのネット
ワーク機器更新費

消防救急デジタル無線システムにおける携帯型無
線装置のバッテリーの更新

17,000　 17,000　

消防出張所改築費 定山渓出張所の移転に伴う改築工事等 521,000　 513,000　

消防車両整備費 更新　８台（指揮車　１台、水槽車　３台、救急
車　２台、救助車　１台、はしご車 １台）、は
しご車重点整備　１台

603,000　 603,000　

（単位：千円）

主な事業
(頁) 事業内容 要求額 査定額部・事業名

● ： 新規事業 ☆ ： 「新たな日常」推進枠事業
○ ： レベルアップ事業

※査定額の( )内は、Ｒ３.１定補正予算額

震災対策用消防水利
整備促進費

大規模災害時における消防水利の確保に向けた実
施設計　容量　40 　２基

8,800　 7,200　

高齢者世帯自動消火
装置設置補助金

高齢者世帯を対象とした自動消火装置設置に対す
る補助

14,000　 14,000　

救急安心都市さっぽ
ろ推進費

自動心臓マッサージ器の購入 34,000　 34,000　

消防団による地域防
災指導の充実強化費

防災に関する専門的知識を備えた消防団員を養成
するための研修及び消防団員による自主防災組織
等への防災指導の実施

1,000　 1,000　

教育委員会

生涯学習部

学校規模適正化推進
費

小規模化が進む学校の規模適正化の検討 12,000　 10,000　

P.28 2,733,000　 2,381,000　
(352,000)　

○☆ＧＩＧＡスクール構
想推進費

P.28 一人一台端末を活用した授業を支援する支援員の
配置、教育用ソフトウェアの整備等

775,000　 775,000　

地域ぐるみの学校安
全体制整備推進費

スクールガードリーダーによる学校の巡回指導等 12,000　 11,000　

学校給食費 学校給食の調理くずや残食の堆肥化及びその堆肥
で育てた野菜の学校給食への提供並びに教材園等
での栽培活動を通じた食育・環境教育の充実

1,000　 1,000　

家庭教育推進費 家庭教育学級の開設、講演会等の実施 8,600　 8,600　

野外教育費 林間学校等の実施 6,700　 6,700　

○ 地域活動推進費 学校図書館地域開放事業　121校
（うち新規　２校）
サッポロサタデースクール　57校
（うち新規　14校）
知的障がい者のための成人学級　３団体
（うち新規　１団体）

90,000　 90,000　

青少年科学館再整備
費

展示物及び施設設備等の更新・改修に向けた実施
設計

51,000　 51,000　

学校新築費 P.42 家屋調査
　芸術の森小学校

8,000　 8,000　

学校増築費 P.42 増築工事等
　札苗緑小学校
　校舎３階建て　延べ1,315㎡
　　（普通　６教室、特別　１教室）

82,000　 82,000　

☆教育の情報化推進費
（通信環境円滑化整
備分）

ＩＣＴ機器及びデジタル教材の整備、学校用ネッ
トワークの増強及び管理等に加え、通信環境の円
滑化に係る整備を実施
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（単位：千円）

主な事業
(頁) 事業内容 要求額 査定額部・事業名

● ： 新規事業 ☆ ： 「新たな日常」推進枠事業
○ ： レベルアップ事業

※査定額の( )内は、Ｒ３.１定補正予算額

P.42 7,585,000　 6,950,000　
(635,000)　

　本町小学校
　　校舎３階建て　延べ5,550㎡
　  　（普通　12教室、特別　９教室、
　　　　特別支援　２教室）
　　屋内運動場　1,358㎡
　東山小学校
　　校舎４階建て　延べ6,311㎡
　  　（普通　14教室、特別　９教室、
　　　　特別支援　４教室）

解体工事等
　新陽小学校、山の手小学校、栄中学校
グラウンド造成工事等
　中央小学校
実施設計等
　光陽小学校、発寒中学校

学校基本設計費 明園小学校、向陵中学校、定山渓中学校 117,000　 99,000　

武道場整備費 家屋調査
　常盤中学校

2,000　 2,000　

学校給食施設整備費 給食室棟増築工事
　屯田南小学校
実施設計
　中の島中学校

546,000　 546,000　

施設改修等整備費 小学校　延べ155校
中学校　延べ86校
高等学校　延べ６校
特別支援学校　２校
中等教育学校　１校
非構造部材耐震性点検

5,207,000　 5,194,000　

学校施設耐震補強費 改修工事
　小学校11校、中学校１校

756,000　 756,000　

リニューアル改修費 小学校
　基本設計６校、実施設計４校
中学校
　基本設計１校、実施設計２校

215,000　 215,000　

学校規模適正化関係
改修等整備費

解体工事
　旧豊滝小学校
解体工事実施設計
　旧青葉小学校

146,000　 131,000　

P.24 411,000　 0　
(411,000)　

P.24 4,000　 0　
(4,000)　

学校教育部

○☆就学事務費（就学援
助システム再構築）
（行政のオンライン化・
効率化関連）

就学援助の申請受付及び審査業務における税宛名
システム等との情報連携のためのシステム再構築

86,000　 79,000　

学校保健費

改築工事等
　二十四軒小学校
　　校舎３階建て　延べ5,725㎡
　  　（普通　13教室、特別　９教室、
　　　　特別支援　２教室）
　　屋内運動場　1,393㎡
　発寒南小学校
　　校舎３階建て　延べ5,816㎡
　  　（普通　12教室、特別　10教室、
　　　　特別支援　２教室）
　　屋内運動場　1,415㎡

学校改築費

☆ 新型コロナウイルス感染症対策のための保健衛生
用品を各園・学校に配備

生涯学習推進費☆ 新型コロナウイルス感染症対策として、生涯学習
施設に手指消毒液等を配備

（単位：千円）

主な事業
(頁) 事業内容 要求額 査定額部・事業名

● ： 新規事業 ☆ ： 「新たな日常」推進枠事業
○ ： レベルアップ事業

※査定額の( )内は、Ｒ３.１定補正予算額

義務教育児童生徒遠
距離通学助成費

遠距離通学を行う児童生徒へ通学定期代の助成 63,000　 63,000　

高等学校等生徒通学
交通費助成費

石狩管内の高等学校等に通う生徒の通学交通費助
成の実施

15,000　 15,000　

○ 高校改革費 旭丘高校の新学科設置に向けた整備、進路探究学
習の推進、高校と企業等の連携を推進する市立高
校コンシェルジュの配置、大通高校の外部人材活
用等

47,000　 34,000　

公立夜間中学関係費 P.43 公立夜間中学の開校に向けた施設改修、開校準備
事務等

56,000　 46,000　

教育課程等推進費 学校支援体制の充実等 39,000　 39,000　

外国語指導助手関係
費

126人（増員３人） 555,000　 538,000　

算数にーごープロ
ジェクト事業費

全市立小学校の５・６年生における25人程度の算
数少人数指導の実施及び札幌市独自カリキュラム
の整備

279,000　 279,000　

特別支援教育費 医療的ケアが必要な児童生徒に対する看護師派遣
など特別な教育的支援を必要とする児童生徒の教
育の推進

82,000　 76,000　

学びのサポーター活
用費

特別な教育的支援が必要な子どもに学校生活上の
支援を行うための学びのサポーター等の配置

181,000　 181,000　

山の手養護学校移転
費

山の手養護学校の北海道医療センター新病棟等へ
の移転に伴う費用

141,000　 141,000　

スクールカウンセ
ラー活用費

いじめや不登校等の課題に対応する臨床心理の専
門的知識を有するスクールカウンセラーの配置

248,000　 248,000　

スクールソーシャル
ワーカー活用費

関係機関と連携して子どもや家庭の支援体制を整
備するためのスクールソーシャルワーカーの配置

25,000　 25,000　

部活動外部人材活用
費

顧問の確保が困難であり、部活動の継続又は新設
が難しい中学校に対する部の運営・技術指導を行
う外部人材の派遣

71,000　 71,000　

相談支援パートナー
事業費

不登校の子どもや家庭に対するきめ細やかな支援
を行う相談支援パートナー及び担当区の小学校の
不登校支援についての指導・助言等を行う相談支
援リーダーの配置

106,000　 106,000　

進路探究オリエン
テーリング事業費

専修学校・各種学校と連携した夏休み期間等にお
ける中学生対象の職業体験講座の実施

9,300　 9,300　

観察・実験アシスタ
ント事業費

小学校の理科の学習における観察・実験活動の充
実を目的とした外部人材の活用

12,000　 12,000　

いじめ対策・自殺予
防費

教職員への研修、関係機関との連携協力会議の開
催及びネットパトロールの実施

13,000　 13,000　

課題探究的な学習モ
デル研究費

中等教育学校におけるＩＢカリキュラムや情報通
信機器を活用した課題探究的な学習モデルの研究

22,000　 22,000　

学校図書館活用促進
費

学校図書館の活用を促進し、児童生徒の読書活動
の充実を図ることを目的とした図書館の環境整備
等を担うボランティアの派遣及び学校司書の配置

105,000　 105,000　

教育センター運営管
理費

特別な支援を必要とする子どもへの相談等を総合
的に行う体制の整備

53,000　 53,000　
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（単位：千円）

主な事業
(頁) 事業内容 要求額 査定額部・事業名

● ： 新規事業 ☆ ： 「新たな日常」推進枠事業
○ ： レベルアップ事業

※査定額の( )内は、Ｒ３.１定補正予算額

幼児教育センター関
係費

幼児教育支援員の体制拡充及び市立幼稚園９園に
おける預かり保育の実施

65,000　 65,000　

奨学金支給費 奨学金支給者数　1,500人 120,000　 120,000　

中央図書館

仮称）札幌市読書活
動推進・図書館振興
計画策定費

さっぽろっこ読書プラン及び札幌市図書館ビジョ
ンの統合計画策定

1,200　 1,200　

読書チャレンジ・子
どもの読書活動推進
費

図書館デビュー事業、進路探究オリエンテーショ
ン事業等の実施

6,100　 6,100　

選挙管理委員会事務局

選挙管理委員会事務局

☆衆議院議員選挙執行
費

第49回衆議院議員総選挙の執行（任期満了日：令
和３年10月21日）

886,000　 860,000　

☆衆議院議員補欠選挙
執行費

衆議院北海道第２区選出議員補欠選挙の執行（令
和３年４月25日執行）

182,000　 182,000　

特　別　会　計

（単位：千円）

主な事業
(頁) 事業内容 要求額 査定額

　土地区画整理会計

　市街地整備部

篠路駅東口地区土地
区画整理費

施行面積 5.1ha
　測量、設計、移転補償、先行買収等

347,000　 330,000　

　国民健康保険会計

　保険医療部

国民健康保険生活習
慣病予防対策事業

生活習慣病の重症化予防のための個別支援等を実
施

20,203　 20,203　

特定健康診査等事業
費

国民健康保険加入者を対象とした特定健診・特定
保健指導を実施

873,105　 828,399　

　介護保険会計

　高齢保健福祉部

仮称）基幹型地域包
括支援センター運営
費

困りごとを複合的に抱える市民が、地域で自立し
た生活を送ることができるように、区役所を基幹
的な相談・支援の拠点として機能強化を図るため
の検討

4,000　 4,000　

○ 地域包括支援セン
ター運営費

地域包括支援センター　27か所
高齢者の総合相談支援や介護予防ケアマネジメン
トの充実、地域ケア会議等を通じた地域支援ネッ
トワークの強化

1,656,181　 1,382,504　

認知症施策総合支援
費

認知症の早期発見のための体制を構築するととも
に、適切な医療・介護の支援につなぐための認知
症初期集中支援の推進

50,176　 45,880　

在宅医療・介護連携
推進費

医療と介護の両方が必要な高齢者を適切な関係機
関へつなげられるよう、在宅医療と介護の連携に
関する相談窓口機能を強化

17,360　 16,876　

会計・事業名

● ： 新規事業 ☆ ： 「新たな日常」推進枠事業
○ ： レベルアップ事業

（単位：千円）

主な事業
(頁) 事業内容 要求額 査定額部・事業名

● ： 新規事業 ☆ ： 「新たな日常」推進枠事業
○ ： レベルアップ事業

※査定額の( )内は、Ｒ３.１定補正予算額

生活支援体制整備事
業費

生活支援・介護予防の基盤を充実するため、区圏
域、日常生活圏域に生活支援コーディネーターの
配置及び、協議体を設置し、地域における多様な
主体によるサービスの提供体制の推進

121,036　 118,839　

2025年の高齢者介護
推進費

認知症高齢者と家族等が地域で安心して生活でき
るよう、介護者交流会や徘徊認知症高齢者の早期
発見、認知症サポーターの養成、高齢者虐待防止
等の実施

15,833　 15,293　

○ 成年後見制度利用支
援費

成年後見制度全般に関する相談業務等及び市長申
立に関わる費用の一部の助成に加え、市長申立以
外の申立に関わる費用助成を新たに実施

28,067　 27,521　

企　業　会　計

（単位：千円）

主な事業
(頁) 事業内容 要求額 査定額

　病院事業会計

病院整備 貫流ボイラー更新工事等 350,159　 350,159　

医療器械購入等 総合医療情報システム更新等 1,106,078　 1,106,078　

　中央卸売市場事業会計

中央卸売市場施設整
備

場内設備機器類更新等 609,000　 609,000　

　軌道整備事業会計

路面電車施設整備 低床車両製造、電力設備増強、車両基地改良等 1,115,000　 1,115,000　

　高速電車事業会計

地下鉄施設整備 エレベーター・エスカレーター更新工事、南北線
シェルター耐震改修工事、南北線5000形・東西線
8000形車両車内表示器更新、南北線さっぽろ駅改
良事業、旅客用トイレ改良工事等

13,797,000　 13,797,000　

　水道事業会計

水道施設整備 導・浄水施設
　豊平川水道水源水質保全事業
　白川浄水場改修事業
送・配水施設
　平岸配水池水力発電事業
　配水施設耐震化事業

4,558,000　 4,558,000　

水道配水管布設 配水管
　幹線　3,378ｍ、枝線　49,722ｍ
　補助管　12,066ｍ

12,888,000　 12,888,000　

　下水道事業会計

下水道管路布設 管路布設　　　　　 　　 38,164ｍ
　市街化区域幹線　　　　 8,937ｍ
　市街化区域枝線　　　  29,071ｍ
　市街化調整区域枝線　　　 156ｍ

10,948,732　 10,949,127　

下水道施設整備 処理場等　９か所
　西部スラッジセンター改築更新事業等
ポンプ場　４か所
　茨戸西部中継ポンプ場改築更新事業等

11,226,268　 11,225,873　

会計・事業名

● ： 新規事業 ☆ ： 「新たな日常」推進枠事業
○ ： レベルアップ事業
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目的税等の使途について

※上記の社会保障関係費には事務費等も一部含まれていますが、引き上げ分の
地方消費税収は、事務費や職員の人件費には充てないこととされています。

■ 地方消費税交付金 消費税増税分

（単位：千円）

※都市計画税は、生活道路、公園、下水道等の都市計画施設の整備拡充経費に
充てることとされています。

■ 都市計画税

■ 森林環境譲与税 （単位：千円）予算額 199,322 千円

※森林環境譲与税は、森林整備、担い手の育成・確保、森林に関する普及啓発及
び木材の利用促進等に充てることとされています。

（単位：千円）

※地方消費税交付金のうち消費税率引上げによる増収分については、社会保障
施策に要する経費に充てることとされています。

■ 入湯税 （単位：千円）

※入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設及び消防施設等
の整備や観光振興のための経費に充てることとされています。

（単位：千円）■ 事業所税

※事業所税は、道路、公園、上下水道、教育文化施設等の都市環境整備及び改
善に関する経費に充てることとされています。

予算額 188,000 千円 予算額 8,589,000 千円

予算額 24,708,000 千円

増収額 23,974,000 千円

うち一般財源

85,322 85,322

114,000 114,000

199,322 199,322

まちづくり推進基金造成
（後年次活用見込み）

合　　　　計

項　　　目 事業費

森林整備関係、木材利用(小学校等)

うち一般財源

医療分野 52,224,010 31,905,949

介護分野 69,040,149 58,373,488

子育て分野 123,157,294 42,034,539

障がい福祉分野 99,229,896 31,146,698

生活援護分野 129,414,735 32,547,637

473,066,084 196,008,311

項　　　目 事業費

合　　　　計

うち一般財源

2,004,907 1,893,931

351,318 351,318

1,653,589 1,542,613

2,885,865 706,624

消防施設 1,116,000 163,310

6,006,772 2,763,865

項　　　目 事業費

観光振興

定山渓関連

その他

環境衛生施設

合　　　　計

うち一般財源

8,071,136 1,254,426

5,819,414 720,414

3,532,000 3,532,000

11,751,036 11,751,036

14,710,363 14,710,363

43,883,949 31,968,239

項　　　目 事業費

街路・公園整備事業

市街地開発事業

高速電車事業

下水道事業

公債費

合　　　　計

うち一般財源

31,249,763 9,540,808

14,226,100 6,521,165

9,941,065 2,716,189

923,306 261,306

15,480,616 3,783,291

22,479,310 22,114,310

94,300,160 44,937,069

項　　　目 事業費

道路・公園・河川等の整備事業

学校・図書館等の整備事業

病院・社会福祉施設等の整備事業

水道等の整備事業

市街地開発事業等

公債費

合　　　　計
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