
付表２－３ （ 当初 ・ 補正 ）

新規

継続 H18～
事業の
課題

改革改善
の方向性

今年度の
改善事項

※（　　）は前年度予算額

　要求額 240千円 要求課名

( 240) ※該当テーマ 担当者名
（財源内訳）  1 地域協働推進事業 関連課名
国庫支出金 ※事業の目的（事業立案の検討視点など）

道支出金

※事業の概要

市債 ・平成23年度版はまます区民カレンダーの製作

その他財源 240
・利用対象 浜益区１３自治会全世帯、公共施設等

一般財源 ※事業の方法（対象など）

特定財源名及び補助率・充当率

※事業の効果

・行政と区民との情報の共有により行政への関心(参加)意識、連帯感の高揚が図られている。

●要求額のうち今年度限りのもの ※今後の事業計画

千円

千円

※事業費の積算根拠

・浜益区民カレンダー制作費(印刷製本費)　
 →(仕様)Ａ3版 34Ｐ 2色 ﾊｲｸﾞﾘｯﾌﾟ付 Ｗﾘﾝｸﾞ

1,100部×500円×1.05＝577,500円
577,500円×(補助率)1/2以内≒240,000円

※事業量の増に伴う人員の要求
・なし

計 0 千円
※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。（Ｂ４又はA４版）

３　必要に応じ位置図及び平面図を添付すること。

（実行委員会）
→

・実行委員会の編成（区内の自治会連合会、地域協議会、商工会、農協、漁協、観光協会の代表者）
・事務局（商工会職員、観光協会職員及び支所担当職員）　　・企画会議、編集委員会、資料収集
・印刷発注、各世帯へ配付

・浜益区の各種行事や暮らしに役立つ各種情報、区民の昔懐かしい写真を掲載した区民の便利帳的なカレンダーを製作し、区民全世帯で利用することによ
り、地域の一体感を育み、地域コミュニティの一層の推進による地域づくりが図られている。

・自治会や各種団体等の行事設定などにも幅広く活用され、重複回避の措置が講じられている。(区内が1保１小1中1高であることからそれぞれの大まかな
行事の情報が網羅されている。)

・配付は世帯毎ではあるが、配付回数を重ねる度に活用は全区民に広がりつつあり、生活必需品的な位置づけにある。(各家庭の共有話題)

　（　02款　03項　01目　区民カレンダー製作事業費） 地域振興課(地域振興担当)

・さらなる工夫による広告枠の増大などの取り組みにより段階的に補助金等を抑え、いずれは自力での製作をめざす。

浜益地域づくり基金
【補助率】事業費の1/2以内
【充当率】100%

・浜益区における各種行事や暮らしに役立つ各種情報等を掲載した区民カレンダーの製作配付により、地域の一体感の醸成と地域コミュニティの推進、地域
づくりに寄与することを目的とする。

小島　　工

企画調整課

・３ヵ年（Ｈ１８～２０）実施し、地域協議会からの意見（評価）を経て事業評価を行った上で、事業目的や事業効果を考慮し、「特色ある地域づくりへの効果が
大きい本事業を継続する必要がある。」との統一意見により、さらに平成23年度まで継続実施することが妥当と考える。

・掲載内容 浜益区における学校行事、健康診断、福祉行事、ごみ収集関係、公共交通（バスダイヤ表等）情報、公共施設電話帳等のほか区民の暮らし
に役立つ各種情報等や区民の懐古写真を掲載。

（石狩市）→ ・行政の年間行事予定など情報提供　　　・企画編集委員会への支援、各種資料収集支援
・製作費の助成

平成２２年度 地域自治区振興事業予算調書 事業名 浜益区民コミュニティ普及推進事業

総合計画 重点施策 マニフェスト 特記事項

事業評価
（課長評価）



付表２－３ （ 当初 ・ 補正 ）

新規

継続 H21～
（H18～）

事業の
課題

改革改善
の方向性

今年度の
改善事項

※（　　）は前年度予算額

　要求額 500千円 　（　 　７款　　１項　　３目　　　観光費） 要求課名

( 550) ※該当テーマ 担当者名 産業振興担当　袴田／渡辺

（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 　　　

市債

その他財源 500

一般財源 （誰を）

（何を）

特定財源名及び補助率・充当率 （誰が）

（いつ） ４．実施時期　　第１次産業との連携、「食」と「観光」を図る観点から、浜益ふるさと祭りと同日開催（9月19日）とする。

（どこで） ５．実施場所　　海浜公園スタート→林道竜神沢線～浜益線を予定。（21年度の逆コース）

６．事後検証　　継続して参加者にアンケートを行い、事業の検証をするとともに、参加者の要望を次年度の事業計画立案に反映し事業内容の充実を図る。

③事業の実績 前年度開催より

●要求額のうち今年度限りのもの

千円

千円

④今後の事業計画、見直し点

１．事業運営への「民」の関与を高め、創意工夫と市民・参加者のニーズにマッチした魅力的な事業の展開を図る。

２．本事業を契機として、森林を観光スポットとして日常的に人々が訪れて楽しむことができるようにする。

３．参加料、企業等協賛金による事業運営への転換を図るため、経済波及効果を高める内容とし、企業等の投資意欲を促進する。

⑤事業費の積算根拠（事業の目的、実績、今後の方向性を踏まえたものであること）

～別紙～

計 0 千円
※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。

平成２２年度 地域自治区振興事業予算調書 事業名 2010浜益「いっぺ、かだれや」林道ウォーク事業

総合計画 重点施策 マニフェスト 特記事項

事業評価
（課長評価）

浜益支所地域振興課

（※事業協力／スポーツ健康課・農林水産課・支所市民生活課）

　浜益の観光振興に欠かせない要素が「自然資源の活用」と「市民マンパワーの結集」であり、本事業は今後の浜益観光の試金石として、「森林」という自然資源を活用した
新しい観光スポットの開拓と「市民参加」を促し住民主導の観光によるまちづくりを推進することを大きな狙いとする。

②事業の方法（対象など）

１．対象　　【市内及び道内外の自然愛好家、健康に関心のある家族・グループ・個人】

２．事業内容　　生の自然を体感する【林道ウォーク】をメインイベントに据え、森林の楽しさや大切さ学ぶ普及啓発事業を実施

３．実施主体　　観光協会を事務局とし、商工団体・体育団体・森林活動団体、さらに市民参加促進の観点から自治会を加えた実行委員会を組織し、参加者・市民の

地域自治区振興補助金
補助事業名：

　　　　視点を取り入れた事業を推進する。市（支所）も実行委員会の構成となり全面的にサポートする。また事業を継続的かつ安定した運営を図るため広くスポンサー

　　　企業を募る。

補助率：１／２
　　　※21年度参加者アンケート実施→「同時開催」９８％が良いと回答

区　　分 参加者申込数

ｳｫｰｷﾝｸﾞ大人 １０４名

ｳｫｰｷﾝｸﾞ小学生 １２名

森林環境ｺｰｽ １５名

ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞ １９名

合　　　計 １５０名 森林環境啓発パネル展・森林ボランティア「クマゲラ」と歩こう

【合併後石狩市の魅力】
○豊富な自然資源
○自然を基盤とした
　良質な１次産品

　【観光客のニーズ】
○健康やおいしい食材
○地域らしさの発見
○体験・体感
○自由な時間

　【地域の課題】
○住民が自ら考え
　参画するまちづくり
○地域間の交流によるま
ちの活性化

　【関係団体のニーズ】
○新規性の高いスポット
○手付かずの自然資源

森林ボランティアサポート

　　　　　　１０（約9.0）ｋｍ林道ウォーク

婦人会、自治会・市民ボランティア・
協賛事業者がサポート

給水所でリンゴ、どら焼きなど
の特産品提供（ＰＲ）

黄金山、愛冠岬、日本海の眺望ゴール後お楽しみ抽選会を実
施。※浜益特産品を提供 石狩市の自然の

魅力発見

市民の参画

１次産業、
「食」との連携

自然を活用した
新たな観光ス
ポットの創出

成果・課題
を踏まえ

未利用の森林資源を活用！

ふるさと祭への
来場誘導

ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞコースの継
続（H21～）

次
年
度
へ

浜鍋・
名物丼
の提供

※有料



付表２－３ （ 当初 ・ 補正 ）

新規

継続 H21～
事業の
課題

改革改善
の方向性

今年度の
改善事項

※（　　）は前年度予算額

　要求額 2,047 千円 　（　 　６款　　１項　　２目　　　農業振興費）

( 4,116) ※該当テーマ 担当者名 産業振興担当
（財源内訳） 1 地域協働推進事業 関連課名 浜益支所地域振興課
国庫支出金 １　事業の目的・概要

( ) 果樹園におうとう雨よけハウスを整備することにより、おうとうの安定生産ならびに観光果樹振興を図る。

道支出金 ２　事業の方法

( ) 浜益幌果樹組合（組合長　斗内寅雄　組合員11戸）が行なう、おうとう雨よけハウス整備費の一部に補助する（H21～H23継続事業）。

市債 ３　事業実施の背景

( )

その他財源 2,047

( 4,116)

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（H21年度）

予算 円 円 円

実績 円 円 円 ・建設棟数　５棟（延べ面積　2,256㎡）

●要求額のうち今年度限りのもの ６　補助金（H22年度）の積算根拠

①　雨よけハウス整備費 円（975千円/棟×4棟）

千円 ②　消費税（①×5%） 円

③　事業費計（①＋②） 円

千円 ④　地域自治区振興事業補助金（③×1/2） 円

⑤　自己負担金（③-④） 円

７　今後の事業計画

年度

H23 円 円 円

計 0 千円
※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。

8,232,000 4,116,000 4,116,000

2,048,000

事業費（税込） 市補助額（1/2） 自己負担

3,900,000

195,000

4,095,000

2,047,000

8,232,000 4,116,000 4,116,000

7,345,273 3,672,636 3,672,637

石狩市浜益地域づくり基金
補助率２分の１以内・充当率100％

事業費（税込） 市補助額（1/2） 自己負担

要求課名 企画経済部農林水産課

　浜益地区の果樹栽培は明治期からの長い歴史を持っており、当初はりんごを基幹果樹として営まれてきた。しかしながら近年はりんごの消費は減少傾
向にあり、代わっておうとうの需要が増加してきており、その商品価値は今後益々高まるとものと見込まれている。地域農業の振興と果樹農家の経営安
定を図るためには、需要動向を適切に捉えた対応が重要であり、おうとうの生産性の確保は現時点では急務の課題となっている。

＜商品価値の向上＞
　これまで浜益区幌地区で生産されたおうとうは、組合員個々のパッケージを用いて市場に出荷していたが、平成２０年度からは市場出荷向け統一包装
容器を使用するなど浜益産さくらんぼ「ラバーズオーシャンチェリー」としてのブランド化に取り組んでおり、一定の市場評価を得たところである。し
かしながら摘果時期の降雨はおうとうの裂果を引き起こしこれらは市場に出荷できなくなるなど商品価値を著しく低下させる。しかしながら雨よけハウ
スの導入によりおうとうの裂果が防止され、市場出荷商品としての取扱量が増加することにより、より収入の安定化に寄与する。
＜浜益地区の活性化＞
　浜益区幌地区の観光果樹園は平成18年10月の石狩市との合併効果もあり、広く市内外に認知されたことにより、年間入り込み客数が増加してきている
が、おうとうについては収穫時期が６月下旬から７月下旬までの約１ヶ月間に限られることもあり、特に週末が雨天になると観光客が激減することが危
惧されている。しかしながら雨よけハウスを導入することにより雨天時でも営業が可能となることから、リピーター客の確保と相俟って更なる観光客の
増加が見込まれ、果樹農業、観光業の振興のみならず浜益区における地域振興策として寄与するものと考える。

事業評価
（課長評価）

平成２２年度 地域自治区振興事業予算調書 事業名 果樹振興施設整備事業費

総合計画 重点施策 特記事項
質問：果樹振興施設整備事業の計画について（Ｈ21予算特別委員会　大山委員）。
答弁：H21年から3ヵ年継続事業である。初年度　3戸　1,200㎡。22年、23年も同じ面積を予定している。



付表２－３ （ 当初 ・ 補正 ）

新規 ○

継続
事業の
課題

改革改善
の方向性

今年度の
改善事項

※（　　）は前年度予算額

　要求額 4,616 千円 　（　 　６款　　１項　　２目　　　農業振興費）

( ) ※該当テーマ 担当者名 産業振興担当
（財源内訳）  1 地域協働推進事業 関連課名 浜益支所地域振興課
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。

( ) ３　事業実施の背景

その他財源 4,616

( )

一般財源

( ) ４　事業の効果

特定財源名及び補助率・充当率

５　事業の規模

●要求額のうち今年度限りのもの

千円

千円 ６　事業費の内訳

① 水稲育苗兼施設野菜ハウス整備費 円 （１４棟）

② 消費税 円

③ 事業費計 円

④ 補助金要求額（③×1/2） 円
⑤ 自己負担額（④-⑤） 円

計 0 千円
※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。

平成２２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ハウス整備事業

総合計画 重点施策 特記事項

事業評価
（課長評価）

要求課名 企画経済部農林水産課

　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
めると伴に、施設野菜(ささげ)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２分の１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伴に、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野菜(ささげ)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。

大きさ W＝7.2ｍ　L＝50ｍ、　１棟当たり事業費　974,194円（税抜）、整備棟数　１棟

大きさ W＝6.0ｍ　L＝75ｍ、　１棟当たり事業費　723,992円（税抜）、整備棟数　８棟

大きさ W＝5.4ｍ　L＝42ｍ、　１棟当たり事業費　436,518円（税抜）、整備棟数　４棟

9,233,221

4,616,000
4,617,221

大きさ W＝5.4ｍ　L＝20ｍ、　１棟当たり事業費　281,342円（税抜）、整備棟数　１棟

8,793,544

439,677



付表２－３ （ 当初 ・ 補正 ）

新規 ○

継続
事業の
課題

改革改善
の方向性

今年度の
改善事項

※（　　）は前年度予算額

　要求額 320千円 要求課名

( 0) ※該当テーマ 担当者名
（財源内訳）  1 地域協働推進事業 関連課名
国庫支出金 ※事業実施の背景

道支出金

市債

※事業の目的

その他財源 320
※事業の概要

一般財源 ・浜益の食材を活かした軽食・喫茶コーナーの運営

・地元特産物、加工品等の直売（浜益の食材のPR)

特定財源名及び補助率・充当率 ・高齢者、独居老人を対象とした配食サービスの実施（土・日・祝日対象）

・観光情報発信（観光案内所的要素）

※事業実施団体

※事業の方法（対象など）

※事業の効果

現在、社会福祉協議会で実施していない土・日・祝日の配食サービスを行うことにより、高齢者のニーズに対応、安否確認も兼ねる。

●要求額のうち今年度限りのもの

※今後の事業計画

千円

平成23年4月～　　営業開始

千円 ※事業費の積算根拠 ※今後の補助計画

維持管理費 円 年度

補助金要求額 円 H23 円 円 円

自己負担額 円 H24 円 円 円

※事業量の増に伴う人員の要求
計 0 千円 なし

※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。（Ｂ４又はA４版）
３　必要に応じ位置図及び平面図を添付すること。

320,000 840,000 420,000 420,000
320,000 840,000 420,000 420,000

浜益の食材PRにより、農業・漁業と観光の連携、1次産業の振興が図られる。

平成22年6月試験営業　　7月～営業開始

640,000 維持管理費 市補助額（1/2） 自己負担

はまます井戸端倶楽部に所属する女性有志グループ　「ふるさと倶楽部ガル　8名」

浜益の地域性や立地条件から、夏季間のみの営業とし、４～9月の週末（金～土）及び祝日のみの営業とする。

風光明媚な景色を活かし、訪れた方々がゆったりとした時間を過ごし、区民との交流を図れるような場を目指す。

浜益を訪れた方と区民が交流を図ることにより、区のPR・活性化が図られる。

平成20年3月で廃止された適澤コミュニティセンターの有効活用策について、地域協議会を中心に協議してきたが、その後、より広い範囲での検討が
必要との観点から、各産業団体からなる活性化協議会（名称：「はまます井戸端倶楽部」）を立ち上げ、これまでに14回の協議を重ねてきた結果、平
成22年度の早い段階からの活用を目指すこととした。

区内遊休施設の有効活用を図り、交流人口の拡大により、活力ある地域づくりを推進することを目的とする。

浜益地域づくり基金
【補助率】事業費の1/2以内
【充当率】100％

・これらの事業を行うため、運営に係る維持管理経費に対し助成する。（3ヵ年継続）

　（　02款　03項　01目　） 地域振興課(地域振興担当)

小島　　工

企画調整課

事業評価
（課長評価）

平成２２年度 地域自治区振興事業予算調書 事業名 地域交流施設運営事業

総合計画 重点施策 マニフェスト 特記事項
平成19年10月、第5回地域協議会での市長挨拶において、適澤コミュニティセンターの有効活用について言
及



付表２－３ （ 当初 ・ 補正 ）

新規 ○

継続
事業の
課題

改革改善
の方向性

今年度の
改善事項

※（　　）は前年度予算額

　要求額 2,709千円 　（　 　２款　　５項　　１目　　　集会所改修事業費） 要求課名 市民生活課(市民生活担当）

( ) ※該当テーマ 担当者名 笹　　富雄

（財源内訳） 2,709 1 地域協働推進事業 関連課名 市民生活課

国庫支出金 ※事業の目的（事業立案の検討視点など）

( ) 　幌会館は、幌地区唯一のコミュニティ施設であるため利用頻度も高く住民より愛されており、また災害時の避難所にも指定され、頼りにされている施設であります。しかし、市道から集会所に

道支出金 至る道路は未整備のため、降雨時又は融雪時に水溜りなどができ通行に支障をきたすことから、会館利用者より強く改善を求められ、長年幌自治会からも整備要望が出されている。

( )

市債 １）会館概要 ２）会館利用実績

( ) 　　所 在 地　　　石狩市浜益区幌２１番地２

その他財源 2,709 　　建築年月　　 昭和４９年３月　　　　

( ) 　  構      造      鉄骨ブロック造平屋建

一般財源 　　床 面 積　　　３１５．４９㎡

( )

特定財源名及び補助率・充当率 ※事業の概要

　　取付道路

　　Ｌ＝３９ｍ　　Ｗ＝４．７ｍ　　Ａ＝１８３㎡

※事業の方法（対象など）

　　（石狩市）　　　　　　　　　　　　　　　事業実施

　（浜益区会館運営委員会）　　石狩市と指定管理者制度に係る協定締結により会館の管理運営を担う。

※浜益区会館運営委員会は、幌、実田、毘砂別、御料地、送毛、濃昼、床丹、千代志別会館のある自治会長で構成。　

　　協定期間　　平成１８年４月１日～平成２２年３月３１日

※事業の効果

　年々人口が減少している中で浜益区を元気にするには、地域のコミュニティ活動の推進が不可欠であることから、本事業を実施することにより、団体及び個人の利用増加が見込まれ、地域

住民の連帯向上と自治会事業への協力が図られる。

●要求額のうち今年度限りのもの 　また、会館利用者の降雨時等の歩行が容易となり、水溜り解消など周辺環境の改善が図られる。

2,709 千円 ※今後の事業計画

　　石狩市と浜益区会館運営委員会との協定期間が平成２２年３月３１日で終了するが、４月１日より引き続き４年間更新される予定であり、以前と同様に 会館の管理運営を担う。

千円

※事業費の積算根拠

別途

※事業量の増に伴う人員の要求
計 2,709 千円 ・なし

※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。

平成２２年度 地域自治区振興事業予算調書 事業名 幌会館舗装工事

総合計画 重点施策 マニフェスト 特記事項
８月２７日開催の浜益区自治懇話会での市長答弁

人数（人）

事業評価
（課長評価）

2,328

使用料（円）

１８ 118 118 2,060 23,480

年度 件数（件） 日数（日）

浜益地域づくり基金　１００％

17,670

２０ 87 87 1,535 15,660

１９ 85 85



付表２－３ （ 当初 ・ 補正 ）

新規 ○

継続
事業の
課題

改革改善
の方向性

今年度の
改善事項

※（　　）は前年度予算額

　要求額 8,600千円 　（　 　２款　　５項　　１目　　　集会所改修事業費） 要求課名 市民生活課(市民生活担当）

( ) ※該当テーマ 担当者名 笹　　富雄

（財源内訳） 8,600 1 地域協働推進事業 関連課名 市民生活課

国庫支出金 ※事業の目的（事業立案の検討視点など）

( ) 　実田会館は、地区唯一のコミュニティ施設であるため利用頻度も高く住民より愛されており、また災害時の避難所にも指定され、頼りにされている施設であります。しかし、市道から集会所に

道支出金 至る道路は未整備のため、降雨時又は融雪時に水溜りなどができ通行に支障をきたすことから、会館利用者より強く改善を求められ、長年実田自治会からも整備要望が出されている。

( )

市債 １）会館概要 ２）会館利用実績

( ) 　　所 在 地　　　石狩市浜益区実田１２９番地２

その他財源 8,600

( ) 　  構      造      木造亜鉛メッキ鋼板平屋建

一般財源 　　床 面 積　　　２６４．０６㎡

( )

特定財源名及び補助率・充当率 ※事業の概要

　　取付道路　　　Ｌ＝７３ｍ　　Ｗ＝４．７ｍ　

　　駐車場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ＝５６９㎡

※事業の方法（対象など）

　　（石狩市）　　　　　　　　　　　　　　　事業実施

　（浜益区会館運営委員会）　　石狩市と指定管理者制度に係る協定締結により会館の管理運営を担う。

※浜益区会館運営委員会は、幌、実田、毘砂別、御料地、送毛、濃昼、床丹、千代志別会館のある自治会長で構成。　

　　協定期間　　平成１８年４月１日～平成２２年３月３１日

※事業の効果

　年々人口が減少している中で浜益区を元気にするには、地域のコミュニティ活動の推進が不可欠であることから、本事業を実施することにより、団体及び個人の利用増加が見込まれ、地域

住民の連帯向上と自治会事業への協力が図られる。

●要求額のうち今年度限りのもの 　また、会館利用者の降雨時等の歩行が容易となり、水溜り解消など周辺環境の改善や駐車場整備による葬儀などの利用時の車両交通整理が図られる。

8,600 千円 ※今後の事業計画

　　石狩市と浜益区会館運営委員会との協定期間が平成２２年３月３１日で終了するが、４月１日より引き続き４年間更新される予定であり、以前と同様に会館の管理運営を担う。

千円  

※事業費の積算根拠

　　別途

※事業量の増に伴う人員の要求
計 8,600 千円 ・なし

※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。

浜益地域づくり基金　１００％

62,070

２０ 57 57 2,737 94,080

１９ 61 61 2,168

使用料（円）

　　建築年月　　昭和５６年１２月　　 １８ 63 63 2,194 87,458

年度 件数（件） 日数（日） 人数（人）

事業評価
（課長評価）

平成２２年度 地域自治区振興事業予算調書 事業名 実田会館舗装工事

総合計画 重点施策 マニフェスト 特記事項
８月２７日開催の浜益区自治懇話会での市長答弁


