
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

危機管理局

危機管理部

○ 防災普及啓発推進
費

戦略 防災知識の普及啓発及び近年の災害状況を踏
まえた防災ＤＶＤの改訂

900　 10,000　

地域防災活動推進
費

地区防災計画の作成支援及び自主防災組織に
対する資機材の助成

14,000　 14,000　

○ 備蓄物資整備費 戦略 応急救援備蓄物資の増強・更新及び避難所内
の備蓄庫整理

176,000　 76,000　

● 避難場所整備費 戦略 浸水想定区域の変更に伴う避難場所の指定の
見直し等

20,000　 16,000　

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、調
査結果を踏まえた計画の修正等

25,000　 22,000　

● 次期防災行政無線
システム整備費

戦略 次期防災行政無線システムの導入に向けた調
査・検討

8,000　 6,300　

○ 災害情報伝達手段
の多様化事業費

戦略 固定電話あて避難情報等配信サービスの全市
への拡充

2,000　 2,000　

避難所運営能力向
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

18,000　 14,000　

災害対策本部運営
機能強化費

大規模災害時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

9,000　 8,200　

総務局

行政部

業務改革推進費 コロナ 業務の見える化やＩＣＴツールの活用など、
各事業所管局の業務改善支援等の実施

14,000　 5,900　

○ 行政事務センター
運営費

戦略
コロナ

申請受付など、専門性を必要としない業務を
取り扱う札幌市行政事務センターの運営及び
業務拡大

430,000　 284,000　

行政手続オンライ
ン化推進費

コロナ 市民サービスの向上と職員の業務効率化を目
的としたオンライン化の推進

6,600　 6,600　

秘書部

○ ふるさと納税活用
費

戦略 シティプロモートに資する返礼品を付与した
寄附（ふるさと納税）制度の実施と、新たな
ポータルサイトの追加

1,122,000　 1,511,000　

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
ける医療通訳の体制整備等の共生社会の実現
に向けた事業の実施

39,000　 37,000　

広報部

○ 広報誌等発行費
（配布謝礼金分）

「広報さっぽろ」を配布する町内会等への謝
礼金の拡充

65,747　 75,862　

部・事業名

● ： 新規事業
○ ： レベルアップ事業

戦 略 ：戦略ビジョン推進関連費
コロナ ：新型コロナウイルス感染症対策関連費

※査定額の( )内は、Ｒ５.１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
○ ： レベルアップ事業

戦 略 ：戦略ビジョン推進関連費
コロナ ：新型コロナウイルス感染症対策関連費

※査定額の( )内は、Ｒ５.１定補正予算額

東京事務所

首都圏シティプロ
モート推進費

首都圏において札幌を支援する個人、企業等
（さっぽろファン）の発掘及びつながりの強
化を目的とした情報発信等の実施

17,000　 15,000　

デジタル戦略推進局

スマートシティ推進部

札幌市ＩＣＴ活用
戦略推進費

ＩＣＴ活用プラットフォームの運営等 23,000　 22,000　

スマートシティ推
進費

都市課題の解決と価値創出を持続的に行う
「スマートシティ」の実現に向けたデータ連
携基盤の活用による官民データの利活用の促
進

14,000　 13,000　

デジタル活用支援
推進費

デジタル格差解消のための支援 6,900　 4,000　

マイナンバーカー
ドセンター運営費

土日や平日夜間においてもマイナンバーカー
ドの受取及び各種手続が可能なセンターの運
営

200,486　 259,000　

窓口改善推進費 春の繁忙期における区役所の休日開庁及び窓
口体制強化

6,400　 6,400　

情報システム部

● 情報システム標準
化推進費

戦略 地方公共団体情報システムの標準化に関する
法律に基づく対象システムの標準化対応

899,517　 900,000　

行政サービスの高
度化に向けたデジ
タル環境整備費

P.38 コロナ より質の高い市民サービスの提供と業務効率
化に係る行政デジタル環境の整備

3,534,627　 3,308,000　

まちづくり政策局

政策企画部

札幌市強靱化計画
改定費

更なる都市の強靱化に向けた計画改定のため
の調査・検討

4,000　 3,000　

歩きたくなるまち
づくり推進費

居心地が良く、歩きたくなるまちの実現に向
けた手法の検討

4,000　 4,000　

まちづくり戦略ビ
ジョン推進費

第２次札幌市まちづくり戦略ビジョンに係る
パブリックコメント、副読本の作成等の実施

17,000　 15,000　

○ さっぽろ未来創生
プラン推進費

戦略 新たに次期プラン策定に向けた調査、若い世
代を対象としたまちづくり・ライフデザイン
に関する意識向上の取組等を実施

10,000　 9,000　

まちづくり基礎調
査・研究費

中長期的な政策課題等に対する先行的・基礎
的調査及び研究

50,000　 50,000　

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 14,000　 13,000　

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

7,000　 6,700　

● 計画策定費 戦略 次期中期実施計画の策定 24,000　 24,000　

○ 札幌市立大学地域
課題解決推進費

戦略 札幌市立大学ＡＩＴセンターの運営に加え、
研究マネジメント人材等の配置による地域課
題解決に向けた教育・研究を推進

79,000　 55,000　
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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
○ ： レベルアップ事業

戦 略 ：戦略ビジョン推進関連費
コロナ ：新型コロナウイルス感染症対策関連費

※査定額の( )内は、Ｒ５.１定補正予算額

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
トの推進

25,000　 22,000　

居心地が良く歩き
たくなる都心まち
づくり推進費

居心地が良く、歩きたくなる都心まちづくり
の推進

15,500　 8,000　

● 都心機能強化検討
費

戦略 社会的ニーズや課題に対応した都心機能の強
化を図るための検討

17,000　 15,000　

○ 大通・創世交流拠
点まちづくり推進
費

戦略 新たに大通・創世交流拠点における街区間連
携の検討及び基金地買戻し等を実施

162,000　 159,000　

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の特性に応じたまちづく
りの検討

5,000　 2,500　

○ 大通公園西周辺エ
リア土地利用検討
費

戦略 新たに大通公園西周辺エリアの特性に応じた
まちづくりの方向性を検討

4,700　 3,200　

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

16,000　 13,000　

○ 札幌駅交流拠点ま
ちづくり推進費

P.39 戦略 札幌駅交流拠点における再開発の推進に加え
エリアマネジメント体制構築支援、札幌駅南
口広場改修検討等を実施

7,785,000　 7,785,000　

新幹線札幌駅東改
札口関連整備費

P.39 新幹線札幌駅東改札口周辺整備等の推進 129,000　 129,000　

都市計画部

○ 景観計画推進費 戦略 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に加え、地域特性
に応じた魅力的な景観を形成する取組の推進

27,500　 20,000　

○ 土地利用計画調査
策定費

戦略 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に
加え住区計画道路の現況調査等を実施

14,000　 13,000　

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

2,200　 2,000　

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

8,000　 6,300　

地域まちづくり推
進費

住宅市街地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

8,000　 7,500　

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

31,000　 22,000　

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

14,000　 11,000　

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・支援及び都市再開発方針の見直
しに係る検討

11,000　 11,000　

新さっぽろ駅周辺
地区まちづくり推
進費

新さっぽろ駅周辺地区におけるエリアマネジ
メント活動の推進

2,500　 2,500　

(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
○ ： レベルアップ事業

戦 略 ：戦略ビジョン推進関連費
コロナ ：新型コロナウイルス感染症対策関連費

※査定額の( )内は、Ｒ５.１定補正予算額

篠路駅周辺地区ま
ちづくり推進費

篠路駅周辺地区のまちづくりの具体化に向け
た土地利用方策検討等

20,000　 19,000　

北８西１地区再開
発事業費

再開発事業費補助 2,058,000　 2,058,000　

● 北５西１・西２地
区再開発事業費

P.39 戦略 再開発事業費補助 1,578,000　 1,578,000　

北４西３地区再開
発事業費

P.39 再開発事業費補助 844,000　 844,000　

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

40,000　 37,000　

○ 公共交通ネット
ワーク確保対策費

P.23 戦略
コロナ

バスネットワーク維持のための補助に加え、
地域公共交通計画の策定に向けた協議等を実
施

1,632,000　 1,619,000　

路面電車活用推進
費

既設線改良、低床車両導入、車両基地改良等 859,000　 859,000　

● 公共交通システム
検討費

戦略 新たな公共交通システムに係る調査・検討 54,000　 28,000　

道路交通調査費 交通円滑化対策等の都市計画道路に係る調
査・検討

17,000　 17,000　

将来交通体系の調
査・検討費

札幌市総合交通計画に基づく交通戦略実現の
ための公共交通機能向上に係る検討

13,000　 10,000　

創成川通機能強化
検討調査費

創成川通の機能強化に係る検討 3,000　 3,000　

● 札幌駅周辺交通施
設調査検討費

P.39 戦略 札幌駅周辺の交通施設に係る調査・検討 33,000　 28,000　

交通施設計画推進
費

乗継利便性の向上を図るための交通施設計画
に係る調査・検討等

30,000　 24,000　

交通施設耐震化等
推進費

交通施設の耐震化等の補助 17,800　 18,000　

バスターミナル施
設等バリアフリー
化推進費

バスターミナル施設等のバリアフリー化に係
る調査・検討

15,000　 12,000　

○ 地下施設バリアフ
リー化推進費

戦略 地下鉄駅等のバリアフリー化に係る設計・工
事に加え、乗継機能強化に係る検討を実施

430,000　 427,000　

丘珠空港関連事業
推進費

丘珠空港の将来像の実現に向けた取組や利用
促進に係る取組等

79,000　 49,000　

○ 北海道新幹線推進
費（北海道新幹線
延伸関連）

戦略 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に加え、発生土受入
地の跡活用を検討

29,000　 26,000　

北海道新幹線建設
負担金（北海道新
幹線延伸関連）

北海道新幹線の整備に係る負担金 5,698,000　 5,698,000　

財政局

財政部

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 6,027,238　 2,970,723　
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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
○ ： レベルアップ事業

戦 略 ：戦略ビジョン推進関連費
コロナ ：新型コロナウイルス感染症対策関連費

※査定額の( )内は、Ｒ５.１定補正予算額

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 858,565　 818,103　

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 957,395　 898,452　

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 6,229,818　 4,501,241　

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 2,109,745　 1,508,767　

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 19,909,418　 18,141,528　

税政部

● 市税の口座振替申
込インターネット
受付サービス導入
費

戦略
コロナ

市税の口座振替に関する手続のオンライン化 10,000　 9,100　

　市民文化局

　地域振興部

○ 市民集会施設建築
等補助金

戦略 市民集会施設の改築、借上げに対する補助金
（31か所）や、新たに施設の運営をサポート
する相談事業のモデル実施

40,000　 40,000　

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や各種支援 11,000　 9,100　

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

13,000　 13,000　

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
の遺族や重傷病等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　

客引き行為等防止
推進費

客引き行為等を行う者への指導及び市民や事
業者に対する広報啓発等

42,000　 38,000　

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　　　継続　１件
　　　　　　新規　１件
　用地購入　新規　１件

30,000　 30,000　

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 7,600　 6,700　

高齢ドライバーに
よる事故防止対策
推進費

高齢ドライバーの事故防止に向けた啓発・支
援

1,800　 1,300　

○ 住民組織助成金 P.30 戦略 町内会、自治会等の住民組織に対する助成の
拡充

424,000　 328,000　

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

114,000　 114,000　

地域のための遊休
スペース等活用支
援費

地域主体の活動の場を創設するための支援 14,000　 13,000　

(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
○ ： レベルアップ事業

戦 略 ：戦略ビジョン推進関連費
コロナ ：新型コロナウイルス感染症対策関連費

※査定額の( )内は、Ｒ５.１定補正予算額

○ 町内会活動総合支
援費

P.30 戦略 町内会の維持及び活動の活性化に向けた支援
の拡充

53,000　 46,000　

○ 次世代の活動の担
い手育成費

戦略 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に加え、新たに
大学生等と町内会のマッチングサービス構築
に向けた調査を実施

5,100　 5,100　

○ 町内会デジタル化
促進支援費

P.30 戦略
コロナ

町内会におけるデジタル化に向けた環境整備
への助成及び新たに実施する専門家による実
践的支援

15,000　 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、新型コロナウイルス感染症対策活動団体
支援協議会の運営等

97,000　 95,000　

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

13,000　 16,000　

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

5,900　 5,000　

平和都市宣言普及
啓発費

平和都市宣言ＰＲイベント等 6,500　 6,500　

区役所総合案内・
おくやみ窓口運営
費

区役所における総合案内及びおくやみ窓口の
運営

89,000　 89,000　

まちづくりセン
ター・地区会館保
全リニューアル・
改築費

まちづくりセンター・地区会館の保全延命化
のための改修や改築工事

212,000　 144,000　

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 121,000 115,000　

中央区複合庁舎整
備費

中央区複合庁舎の新築工事等 4,592,000　 4,542,000　

篠路出張所機能強
化費

篠路出張所から篠路駅前へつながるアクセス
通路の整備

14,000　 14,000　

区施設バリアフ
リー環境整備費

区施設へのバリアフリートイレの設置 46,000　 26,000　

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

369,000　 368,000　

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、戦略的地域カルテ・
マップの改定等

9,200　 9,000　
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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
○ ： レベルアップ事業

戦 略 ：戦略ビジョン推進関連費
コロナ ：新型コロナウイルス感染症対策関連費

※査定額の( )内は、Ｒ５.１定補正予算額

グループホーム新
築整備補助金

障がい者の地域生活への移行を推進するため
のグループホームの新築整備に対する補助
（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充実した
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（１か所）

127,000　 127,000　

● 障がい児者入所施
設老朽化対策補助
金

P.33 戦略 障害者支援施設・障害児入所支援施設の老朽
化に伴う移転新築・改築・大規模改修に対す
る補助（１か所）

498,000　 358,000　

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

513,779　 513,724　

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

4,000　 4,000　

○ 意思疎通支援費 戦略 障がい者等の意思疎通が円滑に行われるため
の養成派遣事業のうち、盲ろう者通訳・介助
員派遣事業の報償費の拡充の実施

94,000　 94,000　

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営まれ
るための用具の給付

533,668　 523,969　

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

31,000　 31,000　

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の実施

8,700　 8,700　

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　 6,500　

重度障がい者等就
労支援費

自営や企業等で働く重度障がい者等を対象と
した、通勤や職場等における重度訪問介護、
同行援護及び行動援護と同等の支援の実施

71,000　 70,801　

● 444,000　 0　
(444,000)　

保険医療部

重度心身障がい者
医療助成費

重度心身障がい者に対する医療費の一部助成 4,313,248　 4,313,248　

子ども医療助成費 中学校修了前の子どもに対する医療費の一部
助成

4,179,316　 4,179,316　

ひとり親家庭等医
療助成費

ひとり親家庭等の子、母親又は父親に対する
医療費の一部助成

596,748　 596,748　

医療助成事務費 医療費の助成を行うための事務費 287,595　 283,572　

特定健康診査費分 国民健康保険会計にて国民健康保険加入者を
対象とした特定健診を実施するための一般会
計からの繰出金

96,355　 151,631　

コンビニ収納導入
費分

後期高齢者医療会計にて後期高齢者医療保険
料のコンビニ収納等導入を実施するための一
般会計からの繰出金

33,950　 33,647　

子どもの安心安全
対策費

障害児通所支援事業所に通う子どもの安全対
策に資する装置等の導入費用の補助

(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
○ ： レベルアップ事業

戦 略 ：戦略ビジョン推進関連費
コロナ ：新型コロナウイルス感染症対策関連費

※査定額の( )内は、Ｒ５.１定補正予算額

保健所

○ ウィズコロナ下の
救急医療体制確保
費

P.31 戦略
コロナ

救急医療体制の確保に関する補助金の拡充、
夜間急病センターの診療業務、救急安心セン
ターの運営、産婦人科救急医療機関に対する
補助金等

2,077,000　 1,902,000　

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及
び次期計画の策定に向けた今後の医療体制の
検討等

10,000　 9,900　

● さっぽろ医療ＤＸ
推進費

P.31 戦略 医療のデジタル化推進に係る普及啓発事業の
実施、救急搬送に係るシステムの構築、救急
安心センターさっぽろの相談体制の拡充

49,000　 30,000　

地域共生医療推進
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

145,000　 46,000　

○ 災害医療体制整備
費

戦略 災害時における医療体制の整備・強化、災害
にかかる会議の実施及び訓練の拡充

15,000　 13,000　

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　

新型コロナウイル
ス感染症相談体制
整備費

P.25 コロナ 新型コロナウイルス感染症に係る各種相談窓
口の運営

3,654,000　 3,015,000　

新型コロナウイル
ス感染症患者等対
策費

P.26 コロナ 新型コロナウイルス感染症に係る検査、検体
搬送、患者搬送、自宅療養者への支援等

20,768,000　 18,743,000　

新型コロナウイル
ス感染症医療扶助
費

コロナ 新型コロナウイルス感染症の入院医療費の公
費負担

1,871,000　 1,871,000　

医療対策室運営費 コロナ 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

3,088,000　 3,029,000　

新型コロナウイル
ス感染症対策支援
費

コロナ 新型コロナウイルス札幌ささえあい基金を活
用した日曜日・祝日における発熱外来実施医
療機関への補助

381,000　 21,000　

新型コロナウイル
ス感染症予防接種
費

P.24 コロナ 新型コロナウイルス感染症の予防接種の実施 17,795,000　 19,726,000　

おたふくかぜワク
チン予防接種費

小児（１～２歳）を対象としたおたふくかぜ
ワクチンの任意予防接種に対する費用助成

34,000　 34,176　

● 新型インフルエン
ザ等対策推進費

戦略
コロナ

新型インフルエンザ等発生に備えた体制構築 23,000　 3,000　

○ 児童虐待予防強化
費

戦略 各区保健センターへの心理相談員の配置や関
係機関との連携強化、予期せぬ妊娠に係る相
談窓口の周知拡充等による妊婦及び親子に対
する支援の実施

58,000　 42,000　

○ 妊娠・出産包括支
援費

戦略 母子保健相談員の増員による子育て世代包括
支援センターの相談体制の強化並びに産後ケ
ア事業及び初妊婦訪問による妊娠期から出
産・育児までの各段階に応じた切れ目のない
支援の実施

117,000　 110,000　

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

34,000　 31,000　
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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
○ ： レベルアップ事業

戦 略 ：戦略ビジョン推進関連費
コロナ ：新型コロナウイルス感染症対策関連費

※査定額の( )内は、Ｒ５.１定補正予算額

出産・子育て応援
推進費

コロナ 妊娠期から出産・子育て期まで切れ目なく相
談に応じ、必要な支援につなぐ伴走型相談支
援と経済的支援の一体的な実施

1,755,000　 1,755,000　

がん対策支援費 次期がん対策推進プランの策定、がん患者支
援を目的とした体制整備等

9,800　 6,000　

女性特有のがん予
防推進費

乳がん・子宮がんの早期発見のため、乳がん
超音波検査、自己採取ＨＰＶ検査を実施

39,000　 32,000　

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

4,400　 3,500　

区運動習慣等推進
費

各区の課題に応じた健康寿命の延伸（運動習
慣等推進）に資する事業の実施

20,000　 18,000　

健康さっぽろ２１
計画推進費

健康さっぽろ２１（第二次）の進捗管理・評
価、次期計画策定、札幌市健康づくり推進協
議会の運営

5,600　 3,500　

運動習慣等推進費 P.27 コロナ 地域の健康づくり活動支援や健康づくりを支
える環境の整備による運動習慣等の推進

23,000　 15,000　

栄養・食生活対策
費

健康寿命の延伸に向けた栄養・食生活対策の
実施、食育ボランティアの養成・支援の実施
等

22,000　 13,000　

○ 歯科口腔保健推進
費

戦略 歯科口腔保健対策の充実・強化及び8020運
動・オーラルフレイル対策等の推進

14,000　 14,000　

難病患者支援推進
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

36,000　 34,000　

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

14,000　 13,000　

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
無縁墓解消に向けた対策の実施等

12,000　 13,000　

○ 斎場運営体制構築
費

戦略 予約システムの導入等による火葬件数の増加
に対応した安定的な斎場（火葬場）運営体制
の構築

38,000　 38,000　

● 里塚斎場整備費 戦略 老朽化した里塚斎場の再整備に向けた調査・
検討

25,000　 17,000　

仮称）動物愛護セ
ンター整備費

仮称）動物愛護センターの整備 768,000　 749,000　

衛生研究所

新型コロナウイル
ス検査費

コロナ 新型コロナウイルス感染症検査等 37,000　 37,000　

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

108,000　 106,000　

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

9,590　 9,000　

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

27,248　 24,000　

(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
○ ： レベルアップ事業

戦 略 ：戦略ビジョン推進関連費
コロナ ：新型コロナウイルス感染症対策関連費

※査定額の( )内は、Ｒ５.１定補正予算額

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

4,700　 4,300　

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

30,000　 30,000　

○ 子どもの貧困対策
推進費

戦略 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」の実施等のほか、新た
に巡回先拡大へ向けたニーズ調査を実施

39,000　 31,000　

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や見守
り活動の実施に係る費用補助等

6,000　 6,000　

○ ヤングケアラー支
援推進費

戦略 ヤングケアラーの周知啓発、理解促進のため
の研修の実施のほか、相談支援及び交流サロ
ン拡充によるヤングケアラー支援体制の強化

10,000　 10,000　

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

6,500　 6,500　

○ P.27 コロナ 693,500　 687,000　
(1,500)　

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

48,400　 28,000　

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 8,800　 8,600　

児童福祉施設等感
染症対策費

P.27 コロナ 児童会館、ミニ児童会館、民間児童育成会等
における新型コロナウイルス感染症の予防対
策強化

109,000　 97,000　

困難を抱える若年
女性支援費

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

21,000　 19,000　

児童クラブ医療的
ケア児受入費

医療的ケア児を受け入れる児童クラブに対す
る看護師派遣

7,400　 6,800　

○ 児童クラブ昼食提
供費

戦略 児童クラブにおける長期休業期間中の昼食提
供について、館数を拡充して実施(夏期120
館、冬期140館）

9,707　 8,700　

児童会館整備費 児童会館の工事　６か所、基本・実施設計
５か所、解体　４か所等

901,735　 769,000　

ミニ児童会館整備
費

面積拡充　２か所、実施設計　２か所等 76,633　 47,000　

○ 私立学校教育振興
補助金

戦略 学校規模に応じた補助のほか、新たにふるさ
と納税制度による寄附金を活用した補助を創
設

107,648　 100,000　

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

4,200　 4,100　

子育て支援部

母子生活支援施設
改築補助金

老朽化が進む母子生活支援施設の改築に対す
る補助　１か所

234,891　 235,000　

助産施設運営費補
助金

助産施設の運営に対する補助 6,000　 6,600　

民間児童育成会　44か所
上記以外の届出事業所　５か所
新たに送迎用バスにおけるブザー等安全装置
の設置に係る費用の補助を創設

札幌市児童育成会
運営補助金
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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
○ ： レベルアップ事業

戦 略 ：戦略ビジョン推進関連費
コロナ ：新型コロナウイルス感染症対策関連費

※査定額の( )内は、Ｒ５.１定補正予算額

○ 新製品・新技術開
発支援費

戦略 産業振興ビジョンで定める重点分野等に関連
する新製品・新技術の研究開発に取り組む中
小・小規模企業への補助等、ゼロカーボン・
リサイクルなどの環境関連分野への対象拡大

84,000　 82,000　

ものづくり人材確
保支援費

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

16,000　 16,000　

ものづくり生産性
向上・販路拡大支
援費

ものづくり企業の販路拡大を目的とした金融
機関等と連携した企業間マッチングの実施

3,000　 3,000　

デザイン産業振興
費

企業とデザイナーのマッチング等の実施 19,500　 19,000　

コンテンツ産業振
興費

市内コンテンツ企業の開発力向上を目的とし
た人材育成ワークショップ、補助等の実施

91,900　 92,000　

○ 食の輸出拡大支援
費

戦略 食関連事業者の輸出拡大を目的とした、国内
外の食品展示会での札幌ブースの設置及び出
展支援、輸出商談会等の開催

60,000　 65,000　

○ 食の輸出力強化支
援費

戦略 食関連事業者の輸出力・国際競争力強化を目
的とした、社会的ニーズへの対応に取り組む
事業者への補助及び専門家派遣による支援の
新設

130,000　 93,000　

商店街地域力向上
支援費

商店街が主体となって行うにぎわい創出のた
めの取組に対する支援

5,000　 5,000　

商店街商業機能向
上支援費

商店街加盟店の商店主を中心としたグループ
による新商品開発等に対する支援

10,113　 6,000　

● P.22 コロナ 2,200,000　 0　
(2,200,000)　

中小企業融資促進
費

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

583,000　 415,000　

中小企業経営支援
費

中小企業に対する窓口相談等の実施及び札幌
商工会議所中小企業相談所等への補助等

108,000　 108,000　

創業促進支援費 法人設立費用補助、インキュベーション施設
入居者支援、事業承継マッチング支援等

58,000　 55,000　

小規模事業者持続
化サポート費

コロナ 小規模事業者の販路開拓や生産性向上等の取
組に対する補助

71,000　 71,000　

事業再構築サポー
ト費

コロナ 中小企業等の新分野進出や事業転換等の取組
に対する補助

2,288,000　 2,162,000　

○ 中小企業金融対策
資金貸付金

戦略
コロナ

新型コロナウイルス感染症や物価高騰等の景
気対策支援のほか、新分野進出、業態転換等
の事業再構築に取り組む事業者への融資制度
等を継続するとともに、再生可能エネルギー
や省エネルギー設備等を導入する中小企業を
対象とした融資制度の拡充

95,934,000　 95,541,000　

○ 就業サポートセン
ター等事業費

戦略 ハローワーク及び民間職業紹介事業者と連携
した各種就労支援事業を行う就業サポートセ
ンター及びあいワークの運営のほか、新たに
高齢求職者に対するスカウト型マッチングの
実施

195,000　 195,000　

札幌プレミアム商
品券事業費

新型コロナウイルス感染症や物価高騰の影響
を受けている市民生活の支援及び地域経済の
活性化を目的としたプレミアム付き商品券の
発行

(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
○ ： レベルアップ事業

戦 略 ：戦略ビジョン推進関連費
コロナ ：新型コロナウイルス感染症対策関連費

※査定額の( )内は、Ｒ５.１定補正予算額

○ シニアワーキング
さっぽろ開催費

戦略 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
事説明会の拡充

24,000　 17,000　

（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

35,000　 35,000　

○ 女性の多様な働き
方支援窓口運営費

戦略 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、職場
見学ツアーやミニ合同企業説明会の拡充

58,000　 58,000　

○ ワークトライアル
事業費

戦略 新卒未就職者並びにおおむね50歳以下の求職
者及び非正規社員が市内企業等へ正社員等と
して就職できるよう支援するための座学研修
や職場実習に加え、職業体験付きの小規模合
同企業説明会の新規実施

98,000　 96,000　

○ ＵＩＪターン就職
移住支援費

戦略 道外の大学生等と道内企業等のマッチングを
図るＵＩＪターン窓口機能の拡充、移住支援
金の支給等

119,000　 114,000　

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

15,000　 12,000　

中小企業採用力等
強化費

採用力や人材育成力等の強化を支援するため
の市内中小企業への専門家派遣、セミナー等
の開催及び職場定着状況調査の実施

8,100　 8,100　

奨学金返還支援費 学生が地元企業に目を向ける機会の創出及び
若者の地元定着促進を目的とした、奨学金返
還の支援

37,000　 36,000　

働き方改革推進費 企業の働き方改革を支援する常設相談窓口の
開設、多様な働き方を推進するためのテレ
ワーク導入経費の補助

219,600　 194,000　

経済戦略推進部

○ 海外展開支援費 戦略 海外展開促進を目的とした企業支援やＰＲ業
務の拡充、海外都市との経済交流 等の実施

90,500　 82,000　

国際ビジネス人材
支援費

国際ビジネス人材の育成・支援を目的とし
た、外国人留学生等と市内企業との交流会開
催及びセミナーの実施

4,800　 4,800　

○ 企業立地促進費 P.35 戦略 企業誘致ＰＲ、立地企業に対する補助等の拡
充

1,245,000　 1,040,000　

○ 流通機能強化・販
路拡大支援費

戦略 市内卸売機能等を生かした商談機会の提供等
による優れた道内産品の販路拡大の支援、大
谷地流通業務団地を核とした流通機能の強化
の新規検討

73,000　 73,000　

展示場整備等推進
費

新展示場整備に係る事業者の公募・選定及び
アクセスサッポロの施設・用地の後利用等の
検討

2,709,000　 2,709,000　

○ ＩＴイノベーショ
ン推進費

戦略 産学官連携コンソーシアムの運営やＡＩ等先
端技術に関するセミナー等の実施、ｘＲ支援
及び札幌ＡＩ道場の取組の拡充

81,700　 93,000　

ＩＴ人材確保育成
費

ＩＴ人材の確保・育成及び市内企業への定着
を促進することを目的としたＩＴ体験イベン
トの開催、高度エンジニアの発掘・育成プロ
グラムの運営、道外からの高度エンジニア採
用経費の補助等

37,000　 33,000　

-55-

sb50474
別添



(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
○ ： レベルアップ事業

戦 略 ：戦略ビジョン推進関連費
コロナ ：新型コロナウイルス感染症対策関連費

※査定額の( )内は、Ｒ５.１定補正予算額

中小企業ＤＸ推進
費

市内中小企業のＤＸを推進するための普及啓
発、伴走型相談支援、デジタル化に要する経
費に係る補助等

49,500　 49,000　

バイオ企業等育成
支援費

健康・医療関連の研究開発、ビジネス機会の
創出・拡大、バイオベンチャー企業の育成支
援等

99,980　 71,000　

バイオ産業成長促
進費

バイオベンチャー企業の成長促進に向けた
ネットワークや研究開発環境の構築、理系学
生を含めた研究人材の育成等

11,730　 12,000　

スタートアップ集
積促進費

スタートアップ企業の創出及び集積を目的と
した、若年層向け起業家教育や伴走支援型プ
ログラム、海外スタートアップ・投資家の誘
致等の実施

66,622　 64,000　

スタートアップ成
長支援費

スタートアップ企業の成長を目的とした、展
示会出展や行政との協業プロジェクト等の実
施

27,840　 31,000　

○ ＮｏＭａｐｓ事業
費

戦略 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「Ｎｏ
Ｍａｐｓ」の開催支援

20,000　 100,000　

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

78,000　 70,000　

○ 付加価値の高い観
光コンテンツ創出
費

戦略
コロナ

新型コロナウイルス感染症で落ち込んだ観光
需要の回復に資する、札幌ならではの観光資
源を活用した魅力的なコンテンツ造成への支
援

186,000　 186,000　

観光情報発信費 観光サイト「ようこそさっぽろ」の運営 25,000　 25,000　

○ 定山渓地区魅力
アップ費

P.36 戦略 定山渓観光魅力アップ構想に基づく各種支援
事業の実施、足湯の新設

200,000　 200,000　

○ スノーリゾート推
進費

戦略 都市型スノーリゾートとしての世界的ブラン
ド確立に向けた、冬季観光コンテンツ造成に
対する補助、スキー博への新規参加等

40,000　 23,000　

観光関連施設の災
害対策支援費

「民間一時滞在施設」となる市内宿泊施設の
非常用自家発電設備整備に対する補助

50,000　 20,000　

○ 観光マネジメント
強化費

戦略 札幌観光の推進体制の強化に向けた検討 16,200　 14,000　

○ さっぽろオータム
フェスト事業費

戦略 北海道・札幌の食をテーマにしたイベントの
開催、容器類を脱プラ素材とする等環境に配
慮した運営のための新たな支援

48,000　 48,000　

さっぽろホワイト
イルミネーション
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　Ｓａｐｐｏｒ
ｏ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
通会場における雪像制作準備

418,000　 418,000　

観光行事感染症対
策費

コロナ 安心安全な観光行事の開催に向けた感染症対
策に対する補助

117,000　 101,000　

国内観光振興費 国内観光客及び教育旅行の誘致に係る事業の
実施

49,000　 43,000　

(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
○ ： レベルアップ事業

戦 略 ：戦略ビジョン推進関連費
コロナ ：新型コロナウイルス感染症対策関連費

※査定額の( )内は、Ｒ５.１定補正予算額

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 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

15,000　 17,000　

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

観光バス対策事業の実施、公衆無線ＬＡＮの
運用並びに観光施設の多言語対応及びバリア
フリー対応等に対する補助

55,000　 51,000　

観光マーケティン
グ推進費

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

30,000　 30,000　

○ アドベンチャー
ツーリズム推進費

戦略 アドベンチャートラベルの世界最大級の商談
会であるＡＴＷＳ2023の開催経費及びコンテ
ンツ充実のための支援

33,000　 33,000　

観光人材育成支援
費

観光資源の発掘や開発をテーマとしたワーク
ショップの開催や大学と連携した観光専門人
材の育成等

43,000　 43,000　

ＭＩＣＥ推進費 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

180,250　 202,000　

農政部

○ 農業担い手育成・
支援費

戦略 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

30,000　 30,000　

● 鳥獣被害防止対策
推進費

戦略 有害鳥獣による農業被害防止に向けた取組の
実施

15,000　 10,000　

○ 里山活性化推進費 戦略 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、地域活動への補助
の新設

1,300　 2,300　

● さっぽろ都市農業
振興基本計画策定
費

戦略 市内農業の維持・推進のためのさっぽろ都市
農業振興基本計画策定に向けた基礎調査の実
施

3,900　 3,600　

農業経営安定強化
費

栽培管理に係る施設等整備に対する補助 21,000　 17,000　

さとらんど魅力
アップ費

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施設の機能向上

23,000　 21,000　

環境局

環境事業部

○ ごみステーション
管理器材等助成費

戦略 町内会等に対する共用の箱型ごみステーショ
ン敷地内設置費助成の助成率及び限度額引上
げ

107,000　 86,000　

● 大型ごみ収集イン
ターネット受付費

戦略
コロナ

大型ごみの収集申込におけるインターネット
による受付や電子決済サービス等の導入

107,621　 83,000　

○ 清掃事務所更新費 戦略 西清掃事務所の移転更新に向けた用地取得等
並びに、新たに北清掃事務所及び東清掃事務
所の統合更新に向けた設計業務の実施

591,000　 580,000　
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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
○ ： レベルアップ事業

戦 略 ：戦略ビジョン推進関連費
コロナ ：新型コロナウイルス感染症対策関連費

※査定額の( )内は、Ｒ５.１定補正予算額

河川環境整備費 盤渓川等　２河川 30,000　 30,000　

河川施設保全更新
費

しゅんせつ・樹木伐採
手稲土功川等　16河川
米里排水機場の更新工事

840,000　 840,000　

都市局

市街地整備部

がけ地調査費 がけ地カルテの点検更新、がけ地防災の周知
啓発等

6,900　 6,100　

大規模盛土対策費 大規模盛土造成地における地震時安定性評価
のための各種調査等の実施

89,000　 89,000　

○ 分譲マンション適
正管理推進費

戦略 分譲マンション適正管理に係る管理組合等へ
の相談支援及び専門家の派遣による支援を新
たに実施

2,864　 3,000　

○ エコリフォーム促
進費

戦略 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及び補助申請業
務の外部委託を新たに実施

145,000　 142,000　

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、集合住宅の省エネ改修に対す
る支援等

89,000　 89,000　

○ 住宅確保要配慮者
居住支援費

戦略 高齢者等の民間賃貸住宅への円滑な入居を支
援する居住支援協議会の運営や相談窓口「み
な住まいる札幌」の受付時間延長に対する補
助等

17,000　 16,000　

市営住宅維持更新
費

市営住宅の建替え（二十四軒団地２号棟、発
寒団地５号棟・集会所、伏古団地Ａ４・８号
棟・集会所）及び市営住宅の改修（外部改修
工事、給水改修工事等）

6,031,000　 5,208,000　

● 市営住宅設備更新
費

戦略 市営住宅の設備に関する長期維持保全計画の
策定及び緊急度の高い設備改修の実施

346,797　 303,000　

● 市営住宅空き住戸
修繕費

戦略 市営住宅における未修繕の空き住戸修繕の実
施

436,400　 287,000　

土地区画整理会計
繰出金

土地区画整理会計への一般会計からの繰出金 131,000　 86,000　

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

7,124,000　 7,250,000　

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

417,000　 417,000　

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及びブロック塀等の撤去
工事に対する補助等並びに耐震化に関する普
及啓発

642,000　 629,000　

○ 空き家対策費 戦略 空き家の適正管理に関する普及啓発、危険な
空き家の除却に対する補助、相続財産清算人
制度等の活用の拡充等

47,000　 34,000　

(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
○ ： レベルアップ事業

戦 略 ：戦略ビジョン推進関連費
コロナ ：新型コロナウイルス感染症対策関連費

※査定額の( )内は、Ｒ５.１定補正予算額

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

1,156,000　 1,154,000　

多重無線システム
更新整備費

消防局庁舎鉄塔の改修工事 11,000　 11,000　

消防施設庁舎監視
システム機器更新
整備費

システム構成機器の更新整備 32,000　 29,000　

消防署改築費 東消防署の移転改築に伴う用地の取得及び基
本設計

410,000　 405,000　

● 消防施設感染防止
対策費

P.27 戦略
コロナ

感染防止対策のための消防施設の設備改修及
び改修工事の実施設計

266,000　 236,000　

● 衛星地球局更新整
備費

戦略 次世代型衛星通信システムへの更新整備に向
けた実施設計

4,000　 4,000　

消防車両等整備費 更新　６台（救急車　５台、指揮車１台）、
屈折車重点整備　１台

217,000　 205,000　

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整備
　容量　40㎥　工事　２基、設計　２基

54,000　 51,000　

高齢者世帯自動消
火装置設置補助金

高齢者世帯を対象にした自動消火装置設置に
対する補助

14,000　 9,000　

● 救急安心都市さっ
ぽろ推進費

P.31 戦略 救急活動のＤＸ化に向けた救急隊アプリシス
テムの導入及び通信端末等の購入

52,000　 48,000　

消防団による地域
防災指導の充実強
化費

札幌市地域防災指導員による自主防災組織へ
の防災指導の実施等

2,600　 2,200　

教育委員会

生涯学習部

ＧＩＧＡスクール
構想推進費

コロナ １人１台端末の効果的な活用に向けた機器や
ソフトウェアの整備等

899,000　 876,000　

● 仮称）第２期札幌
市教育振興基本計
画策定費

戦略 仮称）第２期札幌市教育振興基本計画の策定 4,000　 3,000　

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

10,000　 10,000　

P.27 コロナ 243,000　 0　
(532,000)　

○ 学校給食費公会計
運営費

戦略 令和５年４月より新たに市が学校給食費を一
括して管理する公会計運営に必要な経費等

8,283,000　 8,274,000　

食育推進費 学校給食の調理くずや残食を活用した食育・
環境教育の充実

1,100　 1,100　

家庭教育推進費 家庭教育学級の開設及び講演会等の実施 8,600　 8,400　

野外教育費 野外教育事業の再構築に向けた調査研究 2,600　 2,000　

学校感染症対策費 市立の幼稚園・小中学校・高等学校・特別支
援学校における新型コロナウイルス感染症予
防のための衛生用品の購入等
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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
○ ： レベルアップ事業

戦 略 ：戦略ビジョン推進関連費
コロナ ：新型コロナウイルス感染症対策関連費

※査定額の( )内は、Ｒ５.１定補正予算額

○ 小中一貫した地域
とともにある学校
づくり推進費

戦略 有識者等で構成される委員会での在り方に係
る検討など家庭や地域と一体となって義務教
育９年間の子どもの育ちを支えるためのコ
ミュニティ・スクールの導入に向けた基本計
画の新規策定等

14,000　 12,000　

特別支援教育費 市立高等支援学校２校への就労支援コーディ
ネーター（各校１名）の配置等

10,000　 8,000　

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

172,000　 191,000　

医療的ケア児への
支援体制推進費

医療的ケアが必要な児童生徒が安心安全に学
校生活を送るための看護師配置

101,000　 101,000　

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

246,000　 246,000　

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

79,000　 72,000　

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
小中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

119,000　 120,000　

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

10,000　 10,000　

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

10,000　 10,000　

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　 11,000　

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

19,000　 19,000　

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　 107,000　

特別支援教育地域
相談推進費

特別な教育的支援を必要とする子どもに係る
相談等を総合的に行う体制の整備

47,000　 47,000　

市立幼稚園預かり
保育費

市立幼稚園９園における預かり保育の実施 58,000　 60,000　

幼児教育相談・支
援体制推進費

就学前の幼児の教育相談や、特別な教育的支
援を必要とする幼児への関わり方等を私立園
等に助言する訪問支援を実施

17,000　 17,000　

奨学金支給費 奨学金支給者数　1,500人 124,000　 124,000　

中央図書館

● さっぽろ読書・図
書館プラン２０２
２事業費

戦略 「さっぽろ読書・図書館プラン2022」を推進
するための図書館の将来の在り方に関する調
査研究及び企画事業の実施

17,000　 9,400　

(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
○ ： レベルアップ事業

戦 略 ：戦略ビジョン推進関連費
コロナ ：新型コロナウイルス感染症対策関連費

※査定額の( )内は、Ｒ５.１定補正予算額

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、小中学生向けキャリア
教育事業等の実施

6,100　 6,100　

選挙管理委員会事務局

選挙管理委員会事務局

道議会議員及び知
事選挙執行費

令和５年４月執行 353,100　 353,000　

市議会議員及び市
長選挙執行費

令和５年４月執行 286,853　 288,000　

議会事務局

議会事務局

● 議会のＩＣＴ化推
進費

戦略
コロナ

タブレット端末の導入による議会のＩＣＴ化
推進

17,746　 15,000　
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