
（単位：千円）

補助金名称 金額 交付先 内容 担当課

東京石狩会特産品ＰＲ
事業補助金 200 東京石狩会

東京石狩会会員に特産品ＰＲ
活動をしていただくための、準
備等をしてもらうために補助金
を交付した。

総務課

職員福利厚生会交付金 3,342
石狩市職員福
利厚生会

職員の福利厚生に関する各種
事業の経費の一部を交付した。

総務課

地産地消推進交付金 2,000
いしかり農商
工連携事業総
括委員会

いしかり地産地消の店認証制
度の導入やシンポジウムの開
催など、地産地消を推進するた
めに行う事業に対し、費用の一
部を交付した。

農林水産課

農業者戸別所得補償制
度推進事業費補助金 4,377

石狩市農業再
生協議会

申請書類等の受付、水田情報
の収集・整理事務、作付現地確
認など、農業者戸別所得補償
制度の実施に必要な活動に対
し、費用の全部を交付した。

農林水産課

環境保全型農業直接支
払交付金 519 ３件

化学肥料及び化学合成農薬の
低減など、環境保全効果の高
い営農活動に取り組む農業者
に対し、交付金を交付した。

農林水産課

青年就農給付金 2,250 ３件

　青年就農給付金給付事業（経
営開始型）の実施により、青年
の就農意欲の喚起と就農後の
定着を図るため、給付金を給付
した。

農林水産課

戸別所得補償経営安定
推進事業費補助金 700 １件

人・農地プランを作成した地域
において農地利用集積円滑化
団体等を通じて農地集積に協
力した農業者に対し、農地集積
協力金を交付した。

農林水産課

冷湿害等農業経営維持
資金利子補助金 5 １件

平成21年の冷湿害等により被害を
受けた農業者が、経営の再建や減
少した収入の補てんのため、農協
から借り入れた災害対応資金の利
子償還金の全部を交付した。

農林水産課

農業経営基盤強化資金
利子補助金 750 １７件

効率的及び安定的な経営体を
目指す農業者を支援するため、
認定農業者が借り入れた農業
経営基盤資金に係る利子償還
金の一部を交付した。

農林水産課

農林漁業振興資金利子
補助金 508

石狩市農業協
同組合

農業経営の安定を図るため、金
融機関から借り入れた農機具
等の購入資金に係る利子償還
金の一部若しくは全部を交付し
た。

農林水産課
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６次産業化パイロット事
業補助金 1,000

石狩市６次化
パイロット事業
検討会

地域で生産された農産物を素
材に、農業者や農商工連携組
織などが加工し付加価値を付け
て流通・販売する６次産業化を
図る事業の一部を交付した。

農林水産課

農業用ハウス等豪雪災
害緊急対策事業補助金 2,166

石狩市農業協
同組合ほか１
件

平成23年11月から平成24年３
月までの豪雪により被害を受け
た農業用ハウス等の復旧事業
費に要する経費の一部を交付
した。

農林水産課

畜産環境保全施設整備
事業補助金 273 ２件

　「家畜排せつ物の管理の適正
化及び利用の促進に関する法
律」に基づき、自力で施設整備
をできない畜産農家に対し、整
備費の一部を交付した。

農林水産課

大家畜経営活性化資金
利子補助金 5

北石狩農業協
同組合

　肉用牛及び酪農の安定生産
を図るため、経営の活性化を推
進する農業者が借り入れた大
家畜経営活性化資金に係る利
子償還金の一部を交付した。

農林水産課

国営造成施設管理体制
整備促進事業費 7,980

北生振土地改
良区ほか１件

　国営造成施設等の管理の適
正化を図るため、農業水利施設
を維持管理する土地改良区に
対して、管理費の一部を交付し
た。

農林水産課

未来につなぐ森づくり推
進事業補助金 3,980

石狩市森林組
合

国土保全と生産性向上及び二
酸化炭素の減少効果を図るた
め、民有林の植林に係る経費
の一部を交付した。

農林水産課

森林整備地域活動支援
交付金 8,955

石狩市森林組
合

地域活動（作業路網の改良活
動、森林経営計画作成促進、施
業集約化の促進を行った者に
対し、経費の一部を交付した。

農林水産課

間伐促進特別対策事業
補助金 275

石狩市森林組
合

森林の有する多面的機能の維
持増進と地球温暖化防止に貢
献するため、市内森林所有者
の行う間伐事業の経費の一部
を交付した。

農林水産課

キノシュ木育里親運動
＆千年の森付帯事業交
付金

453
いしかり森林ボ
ランティア
クマゲラ

森林ボランティアが行う森林整
備及び市民への森林保全に関
する啓発活動に要する経費の
一部を交付した。

農林水産課

漁業振興奨励補助金
（漁業近代化・活性化
資金利子補助金）

1,183
石狩湾漁業協
同組合

漁業の振興を図るため、石狩湾
漁業協同組合が行う事業に対
し、経費の一部を交付した。

農林水産課

漁業振興奨励補助金 2,931
石狩湾漁業協
同組合

わかさぎ・ハタハタ・ウニ・アワビ
の資源増大関連事業、密漁防
止対策事業、トド被害対策関連
事業に寄与するための事業に
対し、経費の一部を交付した。

農林水産課



石狩救難所強化運営事
業補助金 300

日本水難救済
会石狩救難所

水難事故者の救助活動並びに
救難所員の研修及び処遇改善
に対して、経費の一部を交付し
た。

農林水産課

農漁業担い手支援助成
金（漁業） 221 ２件

新規就農者の生活の安定を図
るため、家賃の一部を助成し
た。

農林水産課

シルバー人材センター
拠出金 8,800

(公社)石狩市
シルバー人材
センター

高齢者の健康の維持と生きが
いの充実さらに地域社会の発
展に寄与するため、就労機会の
増大と安全就労の推進を図っ
た。

商工労働観光課

労働相談所運営補助金 548
連合北海道石
狩地区連合

労働者の権利、賃金問題等の
解決に寄与するため、労働組合
の連合団体が実施する事業に
対し、経費の一部を交付した。

商工労働観光課

商工会議所経営改善普
及事業交付金 37,478

石狩商工会議
所

中小・零細事業者の経営安定を
図るため、経営改善普及事業、
同職員設置費、地域振興事業
費等の経費の一部を交付した。

商工労働観光課

商工会経営改善普及事
業交付金 10,000 石狩北商工会

中小・零細事業者の経営安定を
図るため、経営改善普及事業、
同職員設置費、地域振興事業
費等の経費の一部を交付した。

商工労働観光課

商店街除排雪事業補助
金 2,800

花川中央商店
街振興組合

冬季間における商店街の活性
化促進及び地域住民の快適な
生活を確保するため、商店街の
除排雪事業の経費の一部を交
付した。

商工労働観光課

商店街等いきいき推進
事業補助金 500

石狩ハイスタン
プ会ほか２件

商店街の活性化と新規顧客の
開拓のため、販売促進事業及
び景観美化事業の経費の一部
を交付した。

商工労働観光課

中小企業特別融資貸付
金利子補助金 844 ６４件

市内において事業を営む中小企業
者等の経営の安定を図るため、中
小企業者等が借り入れた中小企業
特別融資資金の償還に係る利子
の一部を交付した。

商工労働観光課

東日本大震災等関連信
用保証料補助金 4,950 ２６件

北海道中小企業総合振興資金の
うち、市が指定した融資を受けた事
業者に対して、北海道信用保証協
会に支払った信用保証料を全額
（上限20万円）補助した。

商工労働観光課

（社）石狩観光協会拠
出金 21,339

(社)石狩観光
協会

観光客誘致及び観光事業の発
展を図るため、観光客誘致の宣
伝活動、物産振興、各種まつり
の開催等を行った。

商工労働観光課



石狩国際交流協会拠出
金 8,611

特定非営利活
動法人石狩国
際交流協会

地域に根ざした国際交流を図る
ため、姉妹都市交流をはじめと
する各種事業を実施した。

秘書広報課

グリーンエナジーデータ
センター立地促進助成
金

50,000
さくらインター
ネット（株）

データセンターの新規立地に伴
い、再生可能エネルギーを利用
する設備の設置に係る経費の
一部を助成した。

企業誘致室

水道事業会計補助金 31,452
石狩市水道事
業会計

水道事業会計の安定化を図る
ため、地方公営企業法に基づき
一般会計からの繰出しを行っ
た。

財政課

公共下水道事業会計補
助金 6,114

石狩市公共下
水道事業会計

公共下水道事業会計の安定化
を図るため、地方公営企業法に
基づき一般会計からの繰出しを
行った。

財政課

土地開発公社経営健全
化拠出金 30,000

石狩市土地開
発公社

石狩市土地開発公社経営健全
化計画に基づき、債務超過額
の圧縮及び借入金を縮減し、経
営健全化を図るため交付した。

財政課
（管財担当）

札幌浜益線運行費補助
金 3,000

北海道中央バ
ス(株)

地域住民の生活に必要なバス
路線の維持と確保を図るため、
運行欠損額の一部を交付した。

市民生活課

連合町内会連絡協議会
拠出金 1,495

石狩市連合町
内会連絡協議
会

コミュニティ活動の推進を図る
ため、連合町内会への連絡調
整及び地区町内会振興事業の
経費を交付した。

市民生活課

札幌人権擁護委員協議
会石狩部会交付金 157

札幌人権擁護
委員協議会石
狩部会

市民の人権を擁護するため、人
権尊重思想の啓発活動及び相
談業務等の経費を交付した。

市民生活課

街路灯組合拠出金（厚
田区・浜益区を除く） 24,358

石狩市街路灯
組合連合会ほ
か５件

市内の夜間における交通の安
全及び犯罪の防止を図るため、
街路灯の維持管理経費の一部
を交付した。

市民生活課

交通安全推進委員会拠
出金 9,417

石狩市交通安
全推進委員会

市民の交通安全意識の高揚を
図るため、啓発活動及び交通
安全運動を推進する経費を交
付した。

市民生活課

札幌北交通安全協会石
狩支部交付金 716

札幌北交通安
全協会石狩支
部

市民の交通道徳の高揚を図る
ため、啓発活動及び地域イベン
ト時の交通事故防止等の活動
経費の一部を交付した。

市民生活課



防犯協会連合会交付金 534
石狩市防犯協
会連合会

市民の防犯意識の高揚を図る
ため、各種啓発活動及び地区
防犯協会への連絡調整・支援を
行う経費を交付した。

市民生活課

暴力追放運動推進協議
会補助金 60

石狩市暴力追
放運動推進協
議会

暴力のない平和なまちにするた
め、暴力追放の啓発普及活動
及び関係団体との連絡調整等
経費の一部を交付した。

市民生活課

石狩市保護司会交付金 300
石狩市保護司
会

保護司の連絡調整、保護観察
に関する知識と技術の向上、更
生保護への地域社会の理解及
び犯罪防止を図るため、研修・
啓発活動の経費を交付した。

市民生活課

消費生活情報連携強化
事業補助金 520

石狩消費者協
会

市内の在住者が多く就労してい
る新港地域の事業者に対し、消
費者被害などの未然防止に向
けた啓発を行う経費を交付し
た。

市民生活課

消費者協会拠出金 962
石狩消費者協
会

市民が健全な消費生活を営む
ことができるようにするため、消
費者教育、生活情報の提供及
び相談業務等を行う経費の一
部を交付した。

市民生活課

消費者まつり交付金 100
いしかり消費
者まつり実行
委員会

市民が健全な消費生活を営む
ことができるようにするため、消
費者問題をテーマとした「消費
者まつり」を開催する経費の一
部を交付した。

市民生活課

住宅省エネルギー改修
費補助金 655 ８件

家庭からのＣＯ２排出削減を図り、
地球温暖化対策に寄与するととも
に、市内経済の活性化を促進する
ため、住宅の省エネルギー化改修
工事を行う者に対し、補助金を交
付した。

環境課

太陽光発電システム設
置費補助金 3,308 ２９件

環境負荷の少ない再生可能エネル
ギーの導入を促進し、もって地球
温暖化対策に寄与するため、住宅
に太陽光発電システムを設置する
者に対し、補助金を交付した。

環境課

みどりのリサイクル事業
交付金 5,400

（公社）石狩市
シルバー人材
センター

家庭から排出される剪定枝葉
等を拠点収集し、再資源化する
「みどりのリサイクル事業」の経
費の一部を交付した。

ごみ対策課

民生委員児童委員連合
協議会交付金 11,523

石狩市民生委
員児童委員連
合協議会

複雑多様化する福祉問題に的確
に対応するため、民生委員児童委
員の各種研修会等への参加及び
市内6地区の民生委員児童委員協
議会の連絡調整等に係る経費を交
付した。

福祉総務課

社会福祉協議会拠出金 61,137
社会福祉法人
石狩市社会福
祉協議会

地域福祉の推進を図るため、各
種福祉事業の実施、団体及び
人材の育成等に係る経費の一
部を交付した。

福祉総務課



遺族会補助金 70
石狩市連合遺
族会

戦没者遺族の福祉の向上につ
とめ、戦没者の慰霊及び顕彰事
業等に係る経費の一部を交付
した。

福祉総務課

高齢者等住宅改修費補
助金 949 ８件

高齢社会における市民の安全
安心の暮らしに寄与するため、
住宅のバリアフリー改修工事に
係る経費の一部を交付した。

福祉総務課

ひまわり手輪の会補助
金 70

石狩ひまわり
手輪の会

聴力障がい者の理解、手話技
術の向上を図るため、定例学習
会の開催及び各種大会・研修
会参加等を行う団体に交付し
た。

障がい支援課

手話サークルミズバショ
ウ補助金 70

手話サークル
ミズバショウ

聴力障がい者の理解、手話技
術の向上を図るため、定例学習
会の開催及び各種大会・研修
会参加等を行う団体に交付し
た。

障がい支援課

身体障害者福祉協会補
助金 300

石狩市身体障
害者福祉協会

身体障がい者の福祉の向上を
図るため、相談業務、啓発活動
及び研修等を行う団体に交付し
た。

障がい支援課

聴力障害者協会補助金 190
石狩聴力障害
者協会

聴力障がい者の福祉の向上を
図るため、相談業務、啓発活動
及び研修等を行う団体に交付し
た。

障がい支援課

視覚障がい者協会補助
金 30

石狩市視覚障
がい者協会瞳
会

視覚障がい者の福祉の向上を
図るため、相談業務、啓発活動
及び研修等を行う団体に交付し
た。

障がい支援課

身体障がい者用自動車
改造費交付金 205 ２件

身体障がい者の社会参加と就
労支援を図るため、自動車改造
費の一部を交付した。

障がい支援課

地域活動支援センター
運営費補助金 22,500

特定非営利活
動法人石狩は
まなす館ほか２
団体

在宅障がい者の地域活動を促
進するため、日常生活動作訓
練や自主的な活動や地域交流
を図る場を運営する団体に交付
した。

障がい支援課

障がい者福祉施設建設
借入金元利補給事業補
助金

7,286
特定非営利活
動法人やすみ
やほか２団体

障がい者福祉の充実を図るた
め、市内に障がい者福祉施設
を整備した団体に対し、借入れ
に係る元利償還金の一部を交
付した。

障がい支援課

精神障がい者地域活動
支援センター等通所交
通費交付金

1,268

特定非営利活
動法人石狩は
まなす館ほか１
団体

精神障がい者地域活動支援セ
ンターの通所者に対し、交通費
の一部を交付した。

障がい支援課



大地の会補助金 50 大地の会

知的障がいの方自らが研修会
に参加し、障がい者への理解を
求める啓発等を行う団体に運営
費の一部を交付した。

障がい支援課

第５３回全道ろうあ者大
会運営費補助金 300

第５３回全道ろ
うあ者大会実
行委員会

石狩市聴力障害者協会の主管
により、本市で初めて開催され
た「第５３回北海道ろうあ者大
会」の運営費の一部を交付し
た。

障がい支援課

ふれあい雪かき運動交
付金 908

親船東地区社
協ほか９件

ひとり暮らしの高齢者及び障が
い者等の冬期間における安全
確保を図るため、住宅周辺の除
雪を行う町内会等に交付した。

高齢者支援課

敬老会交付金 5,242
北生振町内会
ほか４４件

敬老会開催経費の一部として、
75歳以上高齢者の人数別基準
額と、出席者一人当たり1,500円
を交付した。

高齢者支援課

高齢者クラブ運営事業
交付金 3,304

石狩市高齢者
クラブ連合会

高齢者の生きがいづくりを推進
するため、健康増進及び社会奉
仕等の地域社会活動を担う高
齢者団体の運営に係る経費の
一部を交付した。

高齢者支援課

高齢者福祉施設建設借
入金元利補給事業補助
金

22,259
社会福祉法人
友愛福祉会ほ
か２件

高齢者福祉の充実を図るため、
社会福祉法人が市内に高齢者
福祉施設を整備した際の借入
に係る元利償還金の一部を交
付した。

高齢者支援課

介護サービス利用者負
担軽減等対策事業交付
金

3,695
社会福祉法人
厚栄福祉会ほ
か１１件

介護保険制度の円滑な運営を
促進するため、社会福祉法人
等に交付金を交付することによ
り、介護サービス利用者の負担
を軽減した。

高齢者支援課

第１０回全道老人クラブ
交通安全推進大会運営
費補助金

100
北海道老人ク
ラブ連合会

全道高齢者の交通事故死の抑制、事故の減少を
期して、日ごろ市町村老連、単位クラブが取り組ん
でいる様子、情報を交換し合い、我が家から「交通
事故に遭うまい、起こすまい」を合言葉に、若い世
代への模範となる安全・安心なまちづくりのため
に、交通安全対策事業に寄与し、それを大きく前
進させることを目的として、会場使用料と記念品作
成に係る経費の一部を交付した。

高齢者支援課

高齢者ふれあいサロン
支援事業交付金 549

花川南会館お
げんき塾ほか
７件

高齢者が気軽に立ち寄れる会館や
集会所において、定期的に事業を
実施する町内会や地域ボランティ
ア等の団体に対し、その事業に係
る経費の一部を交付した。

高齢者支援課

地域医療推進拠出金 13,500
社会医療法人
鳩仁会あつた
中央クリニック

厚田区の地域医療体制を確保
するために、あつた中央クリニッ
クに対して拠出金を交付した。

保健推進課

（財）石狩市体育協会
拠出金 41,639

（公財）石狩市
体育協会

市民の健康・体力の増進及びス
ポーツの振興を図るため、各種ス
ポーツ大会・教室の開催、指導者
の育成、加盟競技団体の育成に努
めている体育協会に運営経費の一
部を交付した。

スポーツ健康課



全国・全道スポーツ大
会参加補助金 707

全国・全道大
会参加者

スポーツ大会への積極的な参
加を促すため、全国・全道大会
へ出場した選手に参加経費の
一部を交付した。

スポーツ健康課

私立幼稚園教育振興交
付金 9,700

学校法人青木
学園　認定こど
も園花川南幼
稚園ほか４件

幼稚園教育を振興するため、教
材・図書費等のほか、障がい児
教育、預かり保育、水泳学習を
実施している幼稚園に経費の
一部を交付した。

子育て支援課

次世代育成事業交付金 660
石狩市子ども
会育成連絡協
議会ほか５件

青少年の健全育成を図るため、
次代を担う子どもの健全育成事
業を行う団体に運営費等の一
部を交付した。

子育て支援課

法人保育所運営交付金 31,981

社会福祉法人
同友福祉会石
狩仲よし保育
園ほか８件

児童の安定的な保育を実施す
るため、市内の法人保育所の
運営に係る経費の一部を交付
した。

こども家庭課

障がい児保育交付金 13,860

社会福祉法人
同友福祉会石
狩仲よし保育
園ほか６件

障がいを有する児童の保護者
が安心して就労等ができるよ
う、障がい児保育を実施する法
人保育所の運営に係る経費の
一部を交付した。

こども家庭課

特別保育事業交付金 50,792

社会福祉法人
同友福祉会石
狩仲よし保育
園ほか８件

就労家庭等の多様な保育需要
に対応するため、各種事業の実
施に要する経費の一部を交付
した。

こども家庭課

認可外保育交付金 5,145

特定非営利活
動法人石狩共
同乳児保育園
たんぽぽほか
１件

認可保育所の待機児童対策と
して認可外保育施設の保育の
充実を図るため、運営活動費の
一部を交付した。

こども家庭課

社会福祉法人保育所建
設費補助金 2,690

社会福祉法人
陽光福祉会

社会福祉法人が建設する保育
所に対する借入金元利償還分
を交付した。

こども家庭課

道路愛護事業交付金 1,205
花畔営農地域
開発組合ほか
９組合

道路の草刈りや清掃など、道路
環境の保全に要する経費の一
部を交付した。

管理課

石狩河口パークゴルフ
場協働運営事業交付金 500

本町八幡パー
クゴルフ振興
協会

市民の健康と体力の増進を図
り、地域間の交流を深める目的
で、管理運営費の一部を交付し
た。

管理課

河川愛護事業交付金 380
堀頭川河川愛
護組合ほか２
組合

河川の草刈りや雑木処理など、
河川環境の保全に要する経費
の一部を交付した。

管理課



モデル町内会歩道除雪
助成金 80 北六条町内会

モデル町内会歩道除雪を実施
する町内会に対し、除雪に係る
経費の一部を助成した。

都市整備課

木造住宅耐震改修費等
補助金 300 １件

木造住宅の耐震化を促進する
ため、市民が実施した耐震診断
に対して、その費用の一部に補
助金を交付した。

建設指導課

浜益区民間アパート建
設・運営支援事業助成
金

22,920 １件

浜益区内の住宅環境の改善を
図るため、賃貸共同住宅を開
設・運営を行おうとする者に対
し、建設・運営費用の一部を助
成した。

建設指導課

教育振興事業拠出金 4,953
石狩市教育振
興会

専門的知識の習得など教育の
資質の向上を図るため実施さ
れる、研究・研修活動費に交付
した。

総務企画課

中学校体育連盟補助金 656
石狩市中学校
体育連盟

中学校生徒の体育及び部活動
の活性化を図るため、中体連全
道、管内大会への参加費の一
部を交付した。

総務企画課

中学校体育連盟拠出金 1,083
石狩市中学校
体育連盟

中学校生徒の体育及び部活動
の活性化を図るため、中体連市
内大会の開催費の一部を交付
した。

総務企画課

沖縄県恩納村交流事業
拠出金 213

石狩市・恩納
村生徒交流委
員会

市内中学生と恩納村中学生と
の交流や体験学習のため、受
入事業に交付した。

総務企画課

外部指導者活用事業交
付金 3,821

石狩小学校ほ
か１８校

各小中学校での「ＳＡＴ」などの
外部指導者の活用に要する経
費の一部を交付した。

学校教育課

学校奨励プログラム等
推進事業交付金 5,593

石狩小学校ほ
か２０校

各小中学校での環境・人権・平
和・国際理解教育など特色ある
教育活動を支援するため、経費
の一部を交付した。

学校教育課

奨学金支給事業費 3,675
高校生４０人
大学生１４人

経済的な理由によって修学困
難な学生、生徒に対し奨学金を
支給した。

学校教育課

小学校スキー学習交付
金 2,157

石狩小学校ほ
か１１校

外出機会の減る冬場に、学校
で実施するスキー学習に要する
経費の一部を交付した。

学校教育課



ＰＴＡ連合会補助金 328
石狩市ＰＴＡ連
合会

児童生徒の健全育成のため、
各小中学校のＰＴＡ活動の推進
等を図る連合会に、運営経費の
一部を交付した。

社会教育課

ユネスコ協会補助金 80
石狩ユネスコ
協会

ユネスコ理念に基づいた地域で
の活動を支援するため、団体運
営経費の一部を交付した。

社会教育課

文化協会拠出金 1,845
特定非営利活
動法人石狩市
文化協会

文化活動を統括して、発表・展
示機会の提供や文化団体間の
連携・活動の活性化を図る石狩
文化協会に対し、運営経費の
一部を交付した。

社会教育課

市民文化祭交付金 952
石狩市民文化
祭実行委員会

市民の文化活動の成果発表と
鑑賞の機会を提供するため、実
行委員会に市民文化祭の開催
経費の一部を交付した。

社会教育課

芸術文化振興奨励補助
金 485

女声合唱団コ
ル・ソナーレほ
か３件

市民の自主的な芸術文化活動
を支援するため、芸術文化団体
が行う事業に対し、経費の一部
を交付した。

社会教育課

地域創造アトリエ事業
交付金 800

特定非営利活
動法人アート
ウォーム

市民主体で芸術文化を発信す
るための施設アートウォームを
管理運営するＮＰＯ法人に対
し、施設管理経費の一部を交付
した。

社会教育課

郷土研究会補助金 84
石狩市郷土研
究会

石狩市の歴史、文化及び自然
などの調査研究を進めるため、
勉強会、古文書解読講座及び
会誌「いしかり暦」の刊行等を
行った。

文化財課

あつた水彩画展実行委
員会交付金 2,400

厚田アクアレー
ル実行委員会

厚田アクアレール実行委員会に
対し、水彩画展開催に伴い展覧
会開催に伴う経費の一部を交
付した。

厚田支所
地域振興課

中山間地域等直接支払
交付金 35,238

厚田区内６集
落組合

平地に比べて不利な傾斜地等
農地の耕作放棄を防止するた
め、農地保全活動を行う集落に
対し交付した。

厚田支所
地域振興課

自治会連絡活動交付金 1,126
濃昼町内会ほ
か３８自治会・
町内会

行政諸用務（広報詩・回覧等周
知文書配布）、地域自治活動推
進等の連絡活動を行う自治会
の事業に対し交付した。

厚田支所
市民生活課

集会所除雪交付金 120
正利冠会館運
営委員会

地区住民の連携、親睦を図るた
め、会館運営委員会で管理して
いる会館の除雪経費を交付し
た。

厚田支所
市民生活課



街路灯組合拠出金 990
厚田街灯管理
組合ほか４団
体

厚田区内の夜間における交通
の安全及び犯罪の防止を図る
ため、街路灯の維持管理経費
の一部を交付した。

厚田支所
市民生活課

女性団体連絡協議会補
助金 200

石狩市女性団
体連絡協議会

次世代育成支援や青少年の健
全育成、環境問題、地域支援な
どに関する活動経費の一部を
交付した。

厚田生涯学習課

２０１２浜益「いっぺ、か
だれや」林道ウォーク事
業補助金

375

浜益「いっぺ、
かだれや」林道
ウォーク実行
委員会

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、ウォーキングを開催する実
行委員会に開催経費の一部を
交付した。

浜益支所
地域振興課

水稲育苗兼施設野菜ハ
ウス整備事業補助金 12,729

北石狩農業協
同組合浜益支
所

農業経営の多角化と高収益化
を目指すため水稲育苗兼施設
野菜ハウス整備費の一部を交
付した。

浜益支所
地域振興課

浜益区地域交流施設運
営事業補助金 278

ふるさと倶楽部
ガル

旧適沢コミセンを活用し、浜益
区の食材を活かした軽食・喫茶
コーナー等の運営に係る施設
維持管理経費の一部を交付し
た。

浜益支所
地域振興課

区民カレンダー制作事
業補助金 240

浜益区コミュニ
ティ普及推進
事業実行委員
会

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
ダーの製作に対する経費の一
部を交付した。

浜益支所
地域振興課

中山間地域等直接支払
交付金 20,338

浜益中山間地
域等直接支払
運営協議会

平地に比べて不利な傾斜地等
農地の耕作放棄を防止するた
め、農地保全活動を行う集落に
対し交付した。

浜益支所
地域振興課

畜産業振興奨励補助金 110
浜益和牛生産
改良組合

浜益産和牛の品質及び認知度
の向上を図るため、和牛共進会
開催や繁殖牛の管理研究、和
牛のＰＲ活動経費の一部を交付
した。

浜益支所
地域振興課

家畜診療衛生対策交付
金 1,385

石狩地区農業
共済組合

家畜に係る診療・人工授精等を
行うことを目的に、石狩地区農
業共済組合が雇用する嘱託獣
医師派遣経費の一部を交付し
た。

浜益支所
地域振興課

自治会連絡活動交付金 1,020
浜益自治会
ほか１２件

行政諸用務(広報誌、回覧等周
知文書配布)、地域自治活動推
進等の連絡活動を行う自治会
の事業に対して交付した。

浜益支所
市民生活課

集会所管理運営交付金 493 群別自治会

自治会で管理している会館の
運営経費の一部及び雪害によ
る会館屋根修繕費の一部を交
付した。

浜益支所
市民生活課



街路灯組合拠出金 1,011
浜益自治会
ほか１１件

浜益区内の夜間における交通
の安全及び犯罪の防止を図る
ため、街路灯の設置及び維持
管理経費の一部を交付した。

浜益支所
市民生活課

浜益区飲雑用水組合拠
出金 3,240

送毛自治会水
道部ほか１件

良質な飲雑用水確保のため、
送毛自治会水道部のろ過池改
修及び床丹水道組合の漏水修
理経費を交付した。

浜益支所
市民生活課

政務調査費交付金 1,847
自由民主クラ
ブほか５件

市議会議員の調査研究に資す
るため必要な経費の一部とし
て、市議会各会派に対し調査費
を交付した。

議会事務局
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