
支所名 浜　　　益
（単位：千円）

新・継

内基金充当 内特財

地域協働 浜益区民コミュニティ普及推進事業 継続 【本庁所管】 企画課

補助 （区民カレンダー製作） H18～ 240 240 240 0 【支所所管】 地域振興課
(地域振興)

地域協働 2011浜益「いっぺ、かだれや」林道ウォーク事業 継続 【本庁所管】 商工労働観光課

補助 （林道ウォーク開催） H21～ 500 500 500 0 【支所所管】 地域振興課
(産業振興)

地域協働 果樹振興施設整備事業 継続 【本庁所管】 農林水産課

補助 （雨よけハウス整備） H21～ 8,741 8,741 8,741 0 【支所所管】 地域振興課
(産業振興)

地域協働 水稲育苗兼施設野菜等ハウス整備事業 継続 【本庁所管】 農林水産課

補助 （育苗ハウス整備） H22～ 7,790 7,790 7,790 0 【支所所管】 地域振興課
(産業振興)

地域協働 浜益区地域交流施設運営事業 継続 【本庁所管】 企画課

補助 （旧適沢コミュニティセンター利活用） H22～ 426 426 426 0 【支所所管】 地域振興課
(地域振興)

　

17,697 0 0 0 0 17,697 17,697 0 　

※ 事業区分欄は、地域自治区振興事業【地域協働事業（補助・直営）・経過措置事業】を記入　　例　地域（補）

※ 内特財欄の上段には財源充当名【負担金(地域住民負担）】

その他財源 一般財源事業期間
備　　　　　　　　　考

計

事業区分

平成２３年度　地域自治区振興事業予算要求書　集計

事　　業　　名 要求額
事　　　　　　業　　　　　　費

国庫補助 道支出金 地方債

資料１

承認済

承認済

承認済

承認済

承認済 ※要求額変更
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付表２－３ （ 当初 ・ 補正 ）

新規

継続 H22～ 事業の
課題

今後の
方向性

Ｈ２２取組
状況

※（　　）は前年度予算額

　要求額 7,790 千円 　（　 　２款　　３項　　７目　　　地域自治区振興費）

( 6,924 ) ※該当テーマ 担当者名 産業振興担当　主査　笹　　　富　雄　
（財源内訳）  1 地域協働推進事業 関連課名
国庫支出金 １　事業の目的・概要

( )

道支出金

( ) ２　事業の方法

市債 　北石狩農業協同組合 浜益支所（支所長　東海林豊）が行なう、水稲育苗兼施設野菜ハウス整備事業費の一部に補助する。（H22より継続事業）

( ) ３　事業実施の背景

その他財源 7,790

( 6,924 )

一般財源

( ) ４　事業実施の効果

特定財源名及び補助率・充当率

５　事業実績

●要求額のうち今年度限りのもの 予算

実績

千円 ６　事業の規模

大きさ 3棟 大きさ 2棟

千円 大きさ 2棟 大きさ 2棟

大きさ 3棟 大きさ 1棟

計 13棟

７　補助金（H23年度）の積算根拠

① 水稲育苗兼施設野菜ハウス整備費
② 消費税（①×5%）
③ 事業費計（①＋②）
④ 補助金要求額（③×3/4）

計 0 千円 ⑤ 自己負担額（③-④）
※注意事項 １　レイアウトは自由ですが、表記の項目は調書の基本的な流れなので、必ず記載すること。 ２　事業費の積算資料（見積書・設計書等）があれば添付のこと。（原則A４版）

３　必要に応じ位置図及び平面図を添付すること。

2,597,473円

4,027.8㎡ 10,387,473円

9,892,835円
494,638円

10,387,473円
7,790,000円

W=6.0m L=50m 1,342,830円 W=7.2m L=28m 1,363,334円

W=6.3m L=50m 2,078,155円 W=7.2m L=100m 1,841,251円

9,233,000円 6,924,000円 (3/4) 2,309,000円

W=6.0m L=35m 1,858,169円 W=6.4m L=57m 1,903,734円

事業費（税込） 市補助額（補助率） 自己負担額 事　業　内　容

H22年度
9,233,000円 6,924,000円 (3/4) 2,309,000円 ・建設棟数16棟（延べ面積5,590㎡）

・ささげ2棟、小豆8棟、南瓜3棟、ｽｲﾄｺｰﾝ1棟、ピーマン1棟、枝豆1棟

　浜益区の基幹産業である水稲について、水稲育苗兼施設野菜ハウス整備費の一部に補助することにより農地の集積化並びに作業の合理化・省力
化を進めるとともに、施設園芸作物（野菜、果物、花卉）を導入することにより、持続可能な農業経営の育成を目指す。

　浜益区の稲作は、零細規模ながら地域の実態に即した適地適作を進め、低タンパク良食味の高品質米を生産することで知られている。しかしな
がら、本地区においても農業後継者不足や高齢化が大きな課題となっており、おいしくて売れる米づくりを継続的に行なっていくために、水稲生
産体制の集積化・合理化の推進が強く求められている。また、一方では農業分野でも消費者ニーズの多様化が進んでおり、持続可能な農業経営を
目指すにはこれらへの適切な対応が必要となっている。

＜集積化の推進＞
　高齢化などを背景に担い手農業者への集積が進む中、担い手農業者にとっては労働力や施設能力拡大が必要となっており、係る費用の増加が集
積化を阻害する面があった。本事業で農業施設費用に補助することにより、担い手農業者への集積化の推進と農業経営の安定化が図られ、延いて
は地域全体の水田農業に寄与するものとなる。

石狩市浜益地域づくり基金
補助率４分の３以内・充当率
100％

＜省力化及び米の高品質化＞
　整備施設はビニル巻上機構を有していることから、大幅な省力化が図られるとともに、適正な温度管理が容易になることから、これまで以上に
高品質・良食味米の継続的生産が図られる。

＜高収益・多角化＞
　水稲の育苗期間後に施設園芸作物を導入することにより、消費者ニーズへの対応、農業経営の多角化と高収益化が可能となる。

事業評価
（課長評

価）

要求課名 浜益支所地域振興課

平成２３年度 地域自治区振興事業予算調書 事業名 水稲育苗兼施設野菜等ハウス整備事業

特記事項
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▲５３５㎡

▲２，２６３，８４９円

▲１，６９８，０００円

▲５６５，８４９円

補助金額 ９，４８８，０００円 ７，７９０，０００円

自己負担額 ３，１６３，３２２円 ２，５９７，４７３円

整備面積 ４，５６２．８㎡ ４，０２７．８㎡

事業費 １２，６５１，３２２円 １０，３８７，４７３円

平成２３年度水稲育苗兼施設野菜等ハウス整備事業

変更前 変更後

棟数 １５棟 １３棟

増減

▲２棟
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