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企画経済部
所属名 新規

（款・項・目） 継続

農林水産課 継続 中山間地域等直接支払推進事業 56,113
（２・３・７） 　　生産条件が不利な傾斜地等農地の耕作放棄を防止する

　　ため、交付金などにより地域農業集落が行う農地保全

　 　　活動等を推進する。

　・対象集落数　7集落

　・負担割合　国50％、道25％、市25％

継続 牧野管理運営事業 9,384
　　優良な家畜の生産及び育成を目的とした市営牧野の管

　　理運営を行う。

　・御料地牧場（250.0ha）　群別牧場（84.5ha）

　・放牧期間　　平成24年5月1日～11月15日（予定）

継続 家畜診療衛生対策交付金 1,385
　　浜益区の家畜診療・人工授精等を行うために、石狩地

　　区農業共済組合が雇用する嘱託獣医師の人件費の一部

　　を交付する。

（６・３・１） 継続 漁業振興奨励補助金 2,726
　　漁業生産の安定と向上のため、増殖事業経費の一部を

　　交付する。

　・わかさぎ増殖事業　　　　　　　　 　　　 380千円

　・ハタハタ増殖事業 　　　　　　　　　　　 342千円

　・ウニ種苗放流・移殖放流事業            1,487千円

　・アワビ種苗放流事業　　　　　　　　　 　 517千円

平成24年度　主要施策の概要【浜益区関連】

（単位：千円）

事業名・事業内容 予算額
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市民生活部
所属名 新規

（款・項・目） 継続

市民生活課 継続 札幌浜益線運行費補助金 3,000
（２・５・１） 　　北海道中央バス(株)が運行する札幌浜益線の運行欠損

　　額に対し、市がその一部を交付することで、地域住民

　 　　の生活に必要なバス路線の維持及び確保を図る。

　・補助金交付先　北海道中央バス(株)

　・補助対象期間　平成23年10月1日～平成24年9月30日

　・補助交付額　運行欠損額の1/2（上限3,000千円/年）

（２・５・４） 継続 コミュニティセンター改修事業 9,649
　　花川南コミュニティセンターのトイレを洋式化すると

　　ともに、多目的トイレをオストメイト対応へ改修する

　　。また、川下・柏木コミュニティセンターのトイレの

　　一部を洋式化する。

（４・２・１） 継続 浜益区飲雑用水施設管理事業 3,132
　　浜益区において飲雑用水施設を設置・維持管理する団

　　体に対し、改修費用を交付する。

　・送毛自治会（ろ過池改修等）

環境課 継続 斎場改修事業 3,500
（４・２・１） 　　斎場の設備を修繕し、利用者の安全を図るとともに、

　　旧火葬場を解体する。

　・石狩斎場地下タンク給油口静電気防止設置工事

　・厚田斎場火葬炉冷却室工事

　・旧実田火葬場解体工事

（単位：千円）

事業名・事業内容 予算額
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保健福祉部
所属名 新規

（款・項・目） 継続

高齢者支援課 新規 福祉バス購入事業 16,590
（３・１・２） （福祉バス運行管理事業費）

　　浜益区の地域高齢者や障がい者等の生きがいづくりや

　 　　学習など、外出と社会参加を支援するため、浜益支所

　　の老朽化した「福祉バス」を更新する

（単位：千円）

事業名・事業内容 予算額
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建設水道部
所属名 新規

（款・項・目） 継続

都市整備課 道路橋りょう新設改良事業 270,100
（８・２・３） 新規 　・花川南２丁目通１号

　　道路改良　延長　 約 210ｍ　幅員 12ｍ

　 新規 　・花川北１条４丁目１号通

　　道路改良　延長　 約 150ｍ　幅員 12ｍ

新規 　・花川南９線

　　道路改良　延長 　約 257ｍ　幅員 11～18ｍ

新規 　・花川北１１線通

　　実施設計　延長 約 1,100ｍ　幅員 12～13ｍ

新規 　・知津狩新橋（厚田区）

　　橋梁補修　延長　 約 41ｍ 幅員 4.0ｍ

新規 　・送毛橋（浜益区）

　　橋梁補修　延長 　約 12ｍ 幅員 5.0ｍ

新規 　・長江橋（厚田区）

　　調査設計　延長　 約 40ｍ 幅員 3.0ｍ

継続 　・花畔本通

　　道路改良　延長 　約 380ｍ　幅員 18ｍ

継続 　・花川南６条通

　　道路改良　延長 　約 180ｍ　幅員 12ｍ

（単位：千円）

事業名・事業内容 予算額
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生涯学習部
所属名 新規

（款・項・目） 継続

総務企画課 継続 学校施設耐震化事業 21,000
　　地震に対する安全性の確保をはじめ、教育環境の整備

　 　　を図るため、耐震補強改修及び改築の地質調査・実施

　　設計を行う。

　　耐震化率（各年度末見込）：H23 94.7% H24 97.3%

（１０・２・３）  （小学校施設整備事業費）
　　望来小学校耐震補強改修実施設計業務委託

　　（屋体棟）

（１０・３・３）  （中学校施設整備事業費）
　　浜益中学校改築実施設計業務委託

  　（屋体棟）　

学校教育課 継続 学校教育用コンピュータ整備事業 45,224
　　コンピュータを使った学習の推進を図るため、小中学

　　校のコンピュータを整備する。

（１０・２・１）  　・小学校教育用コンピュータ整備事業　　 27,231千円

　　（新規）　　　 　　　　　　　　 　　　14,731千円

　　（更新）　             　　　　　　　 12,500千円

　　　　花川小学校、南線小学校、花川南小学校、双葉小

　　　　学校、聚富小中学校

（１０・３・１） 　・中学校教育用コンピュータ整備事業　 　 17,993千円

　　（継続）   　　　　　　　　　　　 　　11,293千円

　　（更新）              　　　　　　　　 6,700千円

　　　　樽川中学校、厚田中学校、浜益中学校

社会教育課 継続 社会教育関係団体運営補助金等 2,626
  　社会教育関係団体の主体的、継続的な活動を支援する

　　ため、運営費等の一部を交付する。

（１０・５・３） 　・女性団体連絡協議会補助金  　　　　　　 　200千円

　・ＰＴＡ連合会補助金　　　　　　　　　　　 328千円

　・青年団体連絡協議会補助金　　　　　　 　　173千円

（１０・５・４）   ・ユネスコ協会補助金                        80千円

　・文化協会拠出金                         1,845千円

文化財課 継続 資料館管理運営事業 6,881
（１０・５・１０） 　　いしかり砂丘の風資料館など市内の資料館の管理運営

　　を行うとともに、石狩の自然、歴史、文化等について

　　の調査研究、市民講座、体験教室などを実施し、文化

　　財の保護活用を図る。

　・小中学校向け体験学習キットの整備と貸出

　・親子を対象とする体験教室の実施

　・市の自然、歴史などをテーマにした石狩大学の開催

　・調査研究の成果を公表する研究紀要の刊行

　・はまます郷土資料館のリニューアル展示および浜益区

　　内の別施設での展示

事業名・事業内容 予算額

（単位：千円）
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浜益支所
所属名 新規

（款・項・目） 継続

地域振興課 継続 区民カレンダー製作事業 240
（２・３・７） （浜益区地域振興事業費）

　　浜益区内の一体感の醸成と地域コミュニティ活動の活

　　性化を図るため、はまます区民カレンダーを製作する

　　実行委員会に経費の一部を交付する。

　・製作部数　1,100部

継続 浜益「いっぺ、かだれや」林道ウォークin 500
千本ナラ事業
（浜益区地域振興事業費）
　　浜益区の自然資源の活用と市民参加による観光を実現

　　するため、ウォーキング大会を開催する実行委員会に

　　開催経費の一部を交付する。

　・実施時期　　9月16日(浜益ふるさと祭りと同日開催)

　・予定参加者　200人

　 継続 水稲育苗兼施設野菜等ハウス整備事業 13,476
（浜益区地域振興事業費）
　　ハウスを活用した水稲の育苗及び施設園芸作物（野菜

　 　　・花卉）の導入を進めるため、整備を実施する北石狩

　　農業協同組合浜益支所に経費の一部を交付する。

　・整備予定棟数　14棟

継続 浜益区地域交流施設運営事業 278
（浜益区地域振興事業費）
　　旧適沢コミセンを有効活用し、軽食・喫茶、特産品販

　　売、配食サービスなどを実施する地域交流施設(カフ

　　ェ・ガル)の運営を行う「ふるさと倶楽部ガル」に、

　　施設維持管理経費の一部を交付する。

　・営業期間　6～9月の金～日及び祝日　53日間(予定)

（単位：千円）

事業名・事業内容 予算額
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