
〔１〕教育予算の概要と推移

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度
一般会計予算 788,000,000 822,900,000 865,923,577 852,200,000 852,400,000

対前年増減率 1.5% 4.4% 5.2% ▲ 1.6% 0.0%
教育費 34,540,794 32,098,510 34,234,694 35,777,455 34,738,048

対前年増減率 5.0% ▲ 7.1% 6.7% 4.5% ▲ 2.9%
一般会計に占める割合 4.4% 3.9% 4.0% 4.2% 4.1%

注2）24年度は子ども未来局へ事業費2,909,434千円を移行している。

（千円）

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度
3,576,813 3,788,460 4,106,326 1,574,064 1,620,833

424,816 190,489 252,397 129,327 99,203
12,291,689 12,260,074 12,056,163 7,296,029 7,451,809
5,392,929 4,747,319 7,014,408 4,230,502 4,255,800
3,042,893 1,222,720 1,078,311 764,839 737,973

271,408 335,368 270,488 267,884 272,053
23,946 13,160 0 0 0

6,858,821 6,840,997 6,939,517 7,097,724 7,252,666
2,657,479 2,699,923 2,517,084 2,299,874 2,457,475
(770,569) (758,794) (688,152) （729,433) （901,942)

― ― ― 12,117,212 10,590,236
34,540,794 32,098,510 34,234,694 35,777,455 34,738,048

注1）24年度より、学校整備費を新設し、学校の整備等に係る予算を集約した。
注2）24年度は教育委員会費2,717,361千円、生涯学習費192,073千円を子ども未来局へ移行している。
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〔２〕平成25年度予算における主要事業概要
（単位：千円）

予　算　額 事   業   概   要
生涯学習部

学校管理費 10,573,463

9,000

12,357

学校給食費 5,182,924

生涯学習センター運営管理費 339,893 生涯学習センター等の運営、施設維持管理費

青尐年科学館運営管理費 329,428 青尐年科学館の運営、施設維持管理費

市民ホール運営管理費 338,226 市民ホール施設賃借料等

学校新築費 1,006,000 中等教育学校建設工事（１年目）

学校改築費 5,759,000

格技場整備費 516,000

旧東米里小中学校関連事業費 51,000 旧東米里小中学校の跡地を公園として活用できるように整備

耐震補強事業費 581,000

太陽光パネル設置費 1,010,000

災害環境対策整備費 100,100 東日本大震災の経験を踏まえ、避難場所としての学校施設の環境
整備を実施
ガラス飛散防止対策　　24校
給水栓整備　　　　　　133校
受水槽耐震化設計　　　10校
ガス変換機接続口整備　56校

南郷小学校　　　 校舎改築等
東札幌小学校　　 校舎改築等、屋内運動場改築等
北白石小学校　　 プール改築等
北九条小学校　　 校舎解体等
手稲中学校　　　 校舎解体等
屯田小学校　　　 実施設計、仮設校舎設置等
中島中学校　　　 実施設計、仮設校舎設置等
啓明中学校　　 　実施設計等

中学校５校に格技場を整備
（宮の森中学校、元町中学校、福井野中学校、陵北中学校、新川
西中学校）

学校の耐震補強工事(高等学校１校）
及び実施設計（小学校20校、中学校５校、高校１校）

太陽光パネル設置工事(小学校29校、中学校13校)及び実施設計
(小学校19校、中学校５校)、
自立コンセント設置工事（小学校22校、中学校９校）

地域ぐるみの学校安全体制整
備事業費

スクールガード養成講習会、スクールガード・リーダーによる学
校の巡回指導

学校給食調理等委託業務、学校給食用食器食缶運搬業務、
学校給食に関する消耗品及び備品購入等

学校給食衛生管理推進事業費 61,000 手洗い設備や食材検収室の整備等、給食調理室の環境整備（34箇
所）

教育の情報化推進に係る調査
研究事業費

教育の情報化の推進に向けて、デジタル教科書やタブレット端末
をモデル校に導入し、それらの有効性や運用面での問題点等を検
証

所　管　部　・　事　業　名

幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の学校配分予
算、光熱水費、備品購入費、図書費、机・椅子購入費、教材等購
入費等

校務支援システム利用事業費
（小学校・中学校･高等学校･
特別支援学校運営管理費）

152,457 教育の質の向上を図ること等を目的とした校務支援システムを市
立学校に導入し運用



（単位：千円）

予　算　額 事   業   概   要
学校教育部

17,000

外国語指導助手関係費 322,800

116,400

216,683

7,322

3,800

18,494

教育支援センター設置事業費 23,500

奨学金支給費 100,419

奨学基金造成費 18,600

教育扶助費 2,144,077

非常勤職員等配置費 987,505 時間講師や校務助手等の非常勤職員の配置等

中央図書館
中央図書館運営管理費 348,370 中央図書館の図書購入費、光熱水費等の運営管理費

図書施設運営管理費 298,757

151,000

58,000

学校に通うことが難しい子どもに対応するため、学校以外の場所
に子どもが抱えている不安や悩み等を和らげる居場所を設置

学業成績が優秀で、経済的に修学困難な生徒、学生に奨学金を支
給（1,300名程度を採用）

寄付分 500万円
市議会議員海外視察経費相当分 1,360万円

不登校の子どもや家庭に対し、教員とともにきめ細かな支援を行
う「心のサポーター」を中学校40校に配置するとともに、小学校
５校には「心のサポーター」の指導・助言等も併せて行う、「心
のサポーター主任」を配置

進路探究オリエンテーリング
事業費

子どものいじめ・自殺予防対
策総合プロジェクト事業費

中学校の夏休み期間中に、札幌市内及び近郊の各種学校・専修学
校等を会場に、中学生を対象とした職業体験講座を実施

低所得世帯児童生徒に対する学用品等の就学援助、給食費や医療
費の援助等

地区図書館(9館)、区民ｾﾝﾀｰ図書室等(8室)・地区ｾﾝﾀｰ図書室等
(22室)、大通カウンター等の運営管理費等

中央図書館フロア改修費
中央図書館の１階及び２階でそれぞれ行っている一般図書貸出・
返却サービスを１階に集約するためのフロア改修を実施

図書館電算システム再構築事
業費

図書検索を含めたシステムの改良、電子書籍貸出サービスの実施
やＳＡＰＩＣＡの活用など

子どものいじめ・自殺防止対策の取り組みを一層進めるための事
業を推進。いじめ防止・命の大切さをテーマとした児童生徒用の
副教材及び教師用指導資料等の作成、児童・生徒向けクリアファ
イルの作成などを実施

47,500心のサポーター配置モデル事
業費

市立中等教育学校開校準備事
業費

入学者決定方法や学校生活に関わる事柄の整理を行うとともにそ
の内容について市民説明会を開催する。また、６年間を見通した
具体的な授業計画について検討する。

英語指導の補助や国際理解教育等の活動を行うため、外国語指導
助手を73人配置（5人増員）

特別支援教育支援員活用事業
費

発達障害等の子どもに、障がいの程度や状況に応じた学習活動上
の支援等を行うため、小中学校290校に特別支援教育支援員(学び
のサポーター）を配置（15校増）

スクールカウンセラー活用事
業費

スクールカウンセラーの配置（小学校48時間→51時間）
（小学校202校、中学校97校、高等学校8校、特別支援学校4校）

スクールソーシャルワーカー
活用事業費

スクールソーシャルワーカーを７人配置（1人増員）

札幌らしい特色ある学校教育
事業費

所　管　部　・　事　業　名

各幼稚園・学校における創意工夫あふれる取組を支援する夢づく
り支援事業の拡大。さっぽろっこ農業体験を30校で実施

21,900


