
付表２－３ （ 当初 ・ 補正 ）

新規

継続 H18～ 

※（　　）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24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製作費(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×505円＝555,500円

※事業量555,500円×(補助率)1/2以内≒240,000円
・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。（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。

・６ヵ年（Ｈ１８～２０、Ｈ２１～２３）実施し、地域協議会で成果の検討を行い、「特色ある地域づくりへの効果が大きい事業として継続する必要性が認められ
る。」との意見により、さらに平成２６年度まで継続実施する。

・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

　（　02款　03項　01目　区民カレンダー製作事業費）

・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)

（石狩市）→

地域振興課(地域振興担当)

小島　　工

企画課

（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

事業名 浜益区民コミュニティ普及推進事業平成２４年度 地域自治区振興事業予算調書

政策 特記事項区分

浜益地域づくり基金
【補助率】事業費の1/2以内
【充当率】100%

重点 7. 個性を活かした厚田・浜益の地域づくり

・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。

・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。

テーマ 8.地域の輝きを大切に



付表２－３ （ 当初 ・ 補正 ）

新規

継続 H18～ 

※（　　）は前年度予算額

　要求額 500千円 　（　 　２款　　３項　　７目　地域自治区振興事業費） 要求課名

( 500) ※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 ①事業の目的・概要

( )

道支出金 　　　

( )

市債

( )

その他財源

( )

一般財源 500 （誰を） 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

( 500) （何を） ２．事業内容　　観光資源を活用した「林道ウォーキング（健康志向）」をメインとし、「浜益区特産品」「観光施設（浜益温泉）」「ふるさと祭り」のＰＲ活動を実施

特定財源名及び補助率・充当率 （誰が） ３．実施主体　　観光協会を事務局とし、商工団体・体育団体・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

　　　　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】 （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16日予定）とする。

【充当率】 100% 　　　※23度参加者アンケート実施→「同時開催」約100％が良いと回答(128人/128人)

（どこで） ５．実施場所　　ｽﾀｰﾄ毘砂別会館→毘砂別展望台～千本ナラ（往復）

６．事後検証　　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。

２．参加料、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）

区 分 備 考 区 分

①参加料

②自己財源

③協賛金

④補助金

計 0 千円

計 #REF! 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。

補助対象外12,000計 1,012,000 ❺郵送費 38,000 計 1,012,000
500,000 ❹委託費 15,000 ❾備品購入費 50,000
150,000 ❸印刷製本費 357,000 ❽手数料 84,000

68,000

82,000 ❷ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ関連経費 18,000 ❼リース料 56,000

予 算 額 項 目 予 算 額 備 考

収 入

280,000

支 出

❶参加者関連経費 326,000 ❻事務局費

項 目 予 算 額 項 目

13名（13名）

ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞ 18名（17名）

合　　　計 169名（159名） 千本ナラの解説

森林環境ｺｰｽ

浜益地域づくり基金

事業費の1/2以内

区　　分 参加者申込数

ｳｫｰｷﾝｸﾞ大人 119名（110名）

特記事項

テーマ 8.地域の輝きを大切に 重点 7. 個性を活かした厚田・浜益の地域づくり

浜益支所地域振興課

平成２４年度 地域自治区振興事業予算調書 事業名 浜益「いっぺ、かだれや」林道ウォークｉｎ千本ナラ事業

区分 政策

産業振興担当　袴田

商工労働観光課・スポーツ健康課・支所市民生活課

「観光資源」・「市民参加」・「健康志向」をキーワードに都市住民の癒しを求めるニーズに応えるため、地域の手づくりによる林道ウォーキングを開催し、地域間
交流を活発化させることにより、活き活きとした活力ある地域づくりを図ることを目的とする。（林道の定義:広義で林の中）

※別紙展開ｲﾒｰｼﾞ参照
②事業の方法（対象など）

ｳｫｰｷﾝｸﾞ小学生 19名（19名）

【石狩市浜益区の魅力】

○豊富な自然観光資源

○良質な特産品

○文化・伝統の継承etc

【観光客のニーズ】

○癒しの空間を追及

○健康やおいしい食材

【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

【関係団体のニーズ】

○ボランティア活動

○企業貢献・協賛

○事業への参加・協力

千本ナラ巨樹・巨木保全協議会ｻﾎﾟｰﾄ

千本ナラロード11ｋｍウォーキング

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）

千本ナラ・毘砂別展望台（黄金山、、

暑寒別連峰）日本海の眺望
浜益特産品を活用した

「お楽しみ抽選会」実施 石狩市の

自然の魅

●地域間交流

●特産品のＰＲ

●観光スポット

拡大ＰＲ

成果・

課題を

観光資源の新たな活用！

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

（H21～）

次年

度へ

浜鍋・名物丼の提

供（浜益米・ホタ

テ弁当）※有料

●「ご当地クイズ」実施

●「祈願用しゃもじ」提供

●「ビューポイント看板」設置



付表２－３ （ 当初 ・ 補正 ）

新規

継続 Ｈ２２～

※（　　）は前年度予算額

　要求額 13,476 千円 　（　 　２款　　３項　　７目　　　地域自治区振興費）

( 9,488) ※該当テーマ 担当者名 産業振興担当　主査　竹　内　昌　彦
（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 13,476

( 9,488)

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

予算

千円 実績

６　事業の規模

大きさ 1棟 大きさ 2棟

大きさ 2棟 大きさ 1棟 　　① 水稲育苗兼施設野菜ハウス整備費

大きさ 2棟 大きさ 1棟 　　② 消費税（①×5%）
大きさ 2棟 大きさ 3棟 　　③ 事業費計（①＋②）

計 14棟 　　④ 補助金要求額（③×3/4）
　　⑤ 自己負担額（③-④）

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。

4,492,507円

W=5.4m L=100m 2,356,296円 W=6.0m L=40m 2,627,484円 17,968,507円
5,648m2 17,112,869円 13,476,000円

W=7.5m L=90m 4,505,274円 W=7.0m L=50m 980,173円 17,112,869円
W=7.2m L=28m 1,380,000円 W=7.5m L=100m 2,049,651円 855,638円

2,356,139円

W=6.4m L=57m 1,330,659円 W=6.3m L=50m 1,883,332円 　7   補助金(H24年度)の積算根拠

事　業　内　容

H23年度
9,488,000円 7,116,000円 (3/4) 2,372,000円 ・建設棟数11棟（延べ面積3624.6㎡）

・花き3棟9,024,139円 6,768,000円 (3/4)

9,233,221円 6,924,000円 (3/4) 2,309,221円

事業費（税込） 市補助額（補助率） 自己負担額

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、スイートコーン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野菜(ささげ等)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。

テーマ 8.地域の輝きを大切に 重点 7. 個性を活かした厚田・浜益の地域づくり

要求課名 浜益支所地域振興課

平成２４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

区分 政策 特記事項



付表２－３ （ 当初 ・ 補正 ）

新規

継続 ○

※（　　）は前年度予算額

　要求額 278千円 　（　02款　03項　07目 地域自治区振興費） 要求課名 地域振興課(地域振興担当)

( 403) ※該当テーマ 担当者名 小島　　工

（財源内訳） 1 地域協働推進事業 関連課名 企画課

国庫支出金 ※事業実施の背景

( )

道支出金

( )

市債

( )

その他財源 278 ※事業の目的

( 403) 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。

一般財源

( ) ※事業の概要

特定財源名及び補助率・充当率

※事業実施団体

※事業の方法（対象など）

※事業の効果

●要求額のうち今年度限りのもの

千円

※今後の事業計画

千円

※事業費の積算根拠 ※過去の実績と今年度予想
円

補助金対象経費 円 Ｈ22年度
円 Ｈ23年度

自己負担額 円 Ｈ24年度予想

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。

403,000
279,900 1,500 52日 280食 1,600,000 278,000

補助金要求額 278,000 1,396 53日 263食 1,360,927

地域づくり基金
557,900 1,669 47日 311食 1,613,070 603,000

総事業費 1,886,500 入込客数 営業日数 配食数 売　　上

浜益の地域性や立地条件から、夏季間のみの営業とし、6～9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。

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。

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と共に、地産地消の推進も図られる。

平成24年6～9月　営業期間

浜益地域づくり基金
【補助率】事業費の1/2以内
【充当率】100％

・地元特産物、加工品等の直売（浜益の食材のPR)

・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）

・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。（H22～24年度）

女性有志グループ　「ふるさと倶楽部ガル」

テーマ 8.地域の輝きを大切に 重点 7. 個性を活かした厚田・浜益の地域づくり

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たが、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、協議を重ねた結果、ふるさと倶楽部ガル（田中照子代表）が平
成22年6～9月に実証運営事業、平成23年6～9月「café gull(カフェ・ガル）に運営事業を行ってきた。

・浜益の食材を活かした軽食・喫茶コーナーの運営

平成２４年度 地域自治区振興事業予算調書 事業名 浜益区地域交流施設運営事業

区分 政策 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


