
（単位：千円）

補助金名称 金額 交付先 内容 担当課

減災福祉型まち歩きに
よる要配慮者の減災向
上事業交付金

100
花川南第二町
内会

協働事業による災害に向けた
要配慮者の支援体制づくりや、
住民参加によるまち歩きなど
の、町内会における減災への取
り組みに要する経費の一部を交
付した。

危機対策課

（一財）石狩市防災まち
づくり協会拠出金 30,107

一般財団法人
石狩市防災ま
ちづくり協会

地域防災力の向上をさらに推進
するため、自主防災組織、防災
マスター推進、救命救急講習な
どの事業を行う協会の運営事
業費として交付した。

危機対策課

職員福利厚生会交付金 2,920
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。

行政管理課

地域自治システム検討
事業交付金 1,000

わかば地区地
域会議

地域自治システムの構築に向
け、安心・安全で住みやすい地
域づくりを進めるための事業活
動に要する経費として交付し
た。

企画課

結婚新生活支援事業補
助金 3,138 18件

結婚に伴う経済的負担を軽減する
ことにより、市内への移住定住を促
進することを目的に、新規に婚姻し
た世帯を対象に、住宅取得費用、
住宅賃借費用及び引越費用の一
部を交付した。

企画課

石狩日中友好協会交付
金 300

石狩日中友好
協会

市民の中国への友好意識の高
揚を図るため、団体運営経費の
一部を交付した。

秘書広報課

特定非営利活動法人石
狩国際交流協会拠出金 12,272

（特非）石狩国
際交流協会

地域に根ざした国際交流を図る
ため、姉妹都市交流事業等に
係る経費の一部を交付した。

秘書広報課

経営体育成支援事業補
助金 10,715 8件

農業経営の発展・改善のため金
融機関の融資を受け農業用機
械・施設等の整備を行う農業者
の自己負担費用の一部を交付
した。

農政課

いしかり食と農の未来
づくり推進交付金 2,850

いしかり食と農
の未来づくり推
進委員会

消費者と生産者をつなぐ「いし
かり農産物エキスパート」を養
成し、石狩産農水産物の消費
拡大と農業の応援隊を組織す
るための必要経費を交付した。

農政課

環境保全型農業直接支
払交付金 1,927

いしかり環境
保全組合

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団
体に対し、交付金を交付した。

農政課
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農漁業担い手支援助成
金（農業） 1,268 7件

就農予定者受入支援助成金及
び新規就農者支援（家賃･農地
賃借料）助成金として交付した。

農政課

中山間地域等直接支払
交付金 53,140

発足地区集落
組合ほか6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。

農政課

新規就農者施設園芸普
及事業補助金 5,085 2件

新規就農者に対して施設園芸
用ハウス等の設置に要する経
費の一部を交付した。

農政課

経営所得安定対策推進
事業補助金 2,157

石狩市農業再
生協議会

経営所得安定対策の実施に必
要となる推進活動について、実
施主体である石狩市農業再生
協議会に対し、経費を交付し
た。

農政課

青年就農給付金 15,000 9件

農業次世代人材投資事業（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。

農政課

災害対応型・食の拠点
づくり事業補助金 34,000

石狩市農業協
同組合

災害時の農産物流通などを担う
拠点として、災害対策の強化及
び集客力の向上を図るため、農
協の直売施設改修の経費の一
部を交付した。

農政課

農業経営基盤強化資金
利子補助金 131 11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。

農政課

農林漁業振興資金利子
補助金 84

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
金の一部又は全部を交付した。

農政課

担い手確保・経営強化
支援事業補助金 25,917 4件

農業経営の発展・改善のため金
融機関の融資を受け農業用機
械・施設等の整備を行う農業者
の自己負担費用の一部を交付
した。

農政課

多面的機能支払事業交
付金 70,650

美登位地区資
源保全組合ほ
か6組合

多面的機能を維持管理するた
めの地域活動及び地域資源の
質的向上を図る地域活動への
支援として交付金を交付した。

農政課



国営造成施設管理体制
整備促進事業補助金 6,732

石狩土地改良
区

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。

農政課

未来につなぐ森づくり推
進事業補助金 7,567

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。

林業水産課

森林整備地域活動支援
交付金 1,000

石狩市森林組
合

地域活動（森林経営計画作成
促進）を行った者に対し、経費
の一部を交付した。

林業水産課

キノシュ木育里親運動
＆千年の森付帯事業交
付金

400
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。

林業水産課

漁業振興奨励補助金 31,220
石狩湾漁業協
同組合

わかさぎ・ハタハタ・ウニ・アワビ・ワ
カメの資源増大関連事業、密漁防
止対策事業、トド被害防止対策事
業、漁具保管庫整備事業、自動施
氷機器整備事業、本所機能強化推
進事業に対し、経費の一部を交付
した。

林業水産課

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・厚田救難
所・浜益救難
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。

林業水産課

農漁業担い手支援助成
金（漁業） 1,065 8件

新規就業者支援（家賃補助）助
成金として交付した。

林業水産課

漁業振興奨励補助金
（利子補給金） 1,143

石狩湾漁業協
同組合ほか18
件

漁業経営の近代化、活性化の
ため、漁業者が借り入れた漁業
近代化資金及び漁業活性化資
金の償還に係る利子の一部を
交付した。

林業水産課

漁業振興奨励補助金
（漁業経営安定対策事
業）

2,140
石狩湾漁業協
同組合

不漁、魚価安、自然災害等によ
る漁獲金額の減少を補填し、漁
業経営の安定に資するため、漁
業災害補償法に基づき実施さ
れる漁獲共済掛金の一部を交
付した。

林業水産課

移住支援金 600 1件

地場産業の担い手不足に対処
するため、東京圏から移住し、
起業した世帯に対して支援金を
交付した。

商工労働観光課



（公社）石狩市シルバー
人材センター拠出金 10,750

(公社)石狩市
シルバー人材
センター

高齢者に対し、臨時的、短期的な
仕事を提供しているシルバー人材
センターの活動を支援し、社会参
加の促進と生きがいの充実を図る
ため、事業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 450

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
び景観美化事業経費の一部を
交付した。

商工労働観光課

プレミアム付商品券発
行事業補助金 23,835

石狩市プレミア
ム付商品券事
業実行委員会

消費税率の引き上げに伴う消費に
与える影響を緩和するとともに、地
域における消費を喚起するため、
低所得・子育て世帯に対して発行
するプレミアム付商品券事業経費
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 37,393

石狩商工会議
所

中小企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 10,659 石狩北商工会

中小企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

商店街除排雪事業交付
金 5,000

花川中央商店
街振興組合

冬期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、商店街除
排雪事業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 4,210 293件

市内において事業を営む中小
企業者等の経営安定を図るた
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

（一社）石狩観光協会拠
出金 33,933

(一社)石狩観
光協会

観光宣伝及び観光客の誘致促
進を図るため、宣伝活動や物産
振興、各種観光イベントの開催
等に係る経費の一部を交付し
た。

商工労働観光課

水道事業会計補助金 296,627
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 234,930

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



市外斎場利用料補助金 15,448 351件

斎場の利用に係る利便性の向
上を図るため、札幌市山口斎場
を利用した市民等に対し、料金
の一部を交付した。

環境保全課

石狩浜海浜植物保護セ
ンター運営事業交付金 1,500

特定非営利活
動法人 いしか
り海辺ファンク
ラブ

地域の人材やセンターの機能を
活かした市民主体の創意工夫
による魅力ある施設づくりのた
め業務委託団体に交付した。

石狩浜海浜植物
保護センター

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。

広聴・市民生活
課

行政相談委員協議会交
付金 30

石狩市行政相
談委員協議会

行政相談委員の知識・技術の
向上や市民へのPR活動を推進
するため、活動経費の一部を交
付した。

広聴・市民生活
課

石狩市保護司会交付金 240
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。

広聴・市民生活
課

連合町内会連絡協議会
拠出金 1,427

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。

広聴・市民生活
課

札幌北交通安全協会石
狩支部交付金 680

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。

広聴・市民生活
課

交通安全推進委員会拠
出金 9,448

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。

広聴・市民生活
課

暴力追放運動推進協議
会補助金 50

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
に係る経費の一部を交付した。

広聴・市民生活
課

防犯協会連合会交付金 500
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。

広聴・市民生活
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、戦没者の慰霊及び会員の
連携、親睦の事業等に係る経
費の一部を交付した。

福祉総務課

民生委員児童委員連合
協議会交付金 12,699

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 65,768
（福）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

ひまわり手輪の会補助
金 70

石狩ひまわり
手輪の会

聴覚障がい者の理解、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。

障がい福祉課

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”

聴覚障がい者の理解、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。

障がい福祉課

腎臓機能障がい者通院
交通費補助金 140 6件

腎臓機能に障がいのある人が、
人工透析療法による医療の給
付を受けるに当たって通院にか
かった交通費の一部を交付し
た。

障がい福祉課

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。

障がい福祉課

聴力障害者協会補助金 190
石狩聴力障害
者協会

聴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。

障がい福祉課

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。

障がい福祉課

大地の会補助金 50 石狩大地の会

知的障がい者自らが研修会に
参加し、障がい者への理解を求
める啓発活動等を行う団体に運
営費の一部を交付した。

障がい福祉課



手話推進事業補助金 288
石狩手話フェ
スタ実行委員
会

市民に対する手話の啓発・普及
のため、手話フェスタを開催した
実行委員会に対し補助金を交
付した。

障がい福祉課

身体障がい者用自動車
改造費交付金 86 3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。

障がい福祉課

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

583
（特非）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。

障がい福祉課

地域活動支援センター
運営費補助金 30,000

（特非）石狩は
まなす館ほか3
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、地域交流を
図る場を運営する団体に交付し
た。

障がい福祉課

医療的ケア児受入促進
事業補助金 1,417 （有）アット

医療的ケアが必要な障がい児
を受け入れる事業所に対し、配
置基準を上回る看護師の人件
費の一部を交付した。

障がい福祉課

障がい者福祉施設建設
借入金元利補給事業補
助金

2,731
（福）はるにれ
の里ほか1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。

障がい福祉課

注文を間違えるレストラ
ン事業交付金 450

(特非)地域共
生ラボあいきっ
とほか2団体

共生型社会実現に向けた機運
醸成及び認知症の人や障がい
者が自らの意欲で活動できる場
づくりの経費の一部を交付し
た。

高齢者支援課

ふれあい雪かき運動交
付金 1,004

親船東地区社
会福祉協議会
ほか10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経費の一
部を交付した。

高齢者支援課

敬老会交付金 5,700
北生振町内会
ほか43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 3,054

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



介護サービス利用者負
担軽減等対策事業交付
金

3,441
（福）厚栄福祉
会ほか13件

介護保険制度の円滑な運営を
促進するとともに、介護サービ
ス利用者の負担の軽減を図る
ため、社会福祉法人等に交付
金を交付した。

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

13,329
（福）瓔珞会ほ
か1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
れに係る元利償還金の一部を
交付した。

高齢者支援課

福祉施設人材確保事業
補助金 960

（福）厚栄福祉
会

介護サービスの質の向上等を
図るため、厚田、浜益区の介護
保険サービス事業者の新規雇
用従業員にかかる移住等に要
する経費の一部を交付した。

高齢者支援課

地域介護・福祉空間整
備等施設整備交付金 14,700 （福）瓔珞会

介護施設の利用者等の安全・
安心を確保するため、非常用自
家発電機の設置に係る経費の
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 2,550

花川南会館お
げんき塾ほか
22件

高齢者が気軽に立ち寄れる会館等
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

子どもの居場所づくり推
進事業交付金 834

（有）アットほか
4件

地域全体で子育て家庭や子ど
もの育ちを支えられるよう、食事
の提供や学習支援活動などの
子どもの居場所づくりの取り組
みを行う市民団体等に経費の
一部を交付した。

子ども政策課

子ども健全育成事業交
付金 664

石狩市子ども
会育成連絡協
議会ほか5件

次代を担う子どもの健全育成事
業を行う団体に経費の一部を交
付した。

子ども政策課

法人保育所運営交付金 48,960

（福）同友福祉
会石狩仲よし
認定こども園
ほか13件

児童の安全な保育を実施する
ため、市内の法人保育所等の
運営に係る経費の一部を交付
した。

子ども家庭課

障がい児保育交付金 6,791
（学）青木学園
緑苑台認定こ
ども園ほか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
人保育所等の運営に係る経費
の一部を交付した。

子ども家庭課

特別保育事業交付金 18,489

（福）同友福祉
会石狩仲よし
認定こども園
ほか11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。

子ども家庭課



一時預かり事業交付金
（幼稚園型） 35,401

（学）青木学園
花川南認定こ
ども園ほか12
件

一時的に家庭での保育が困難
となる場合がある等の需要に対
応するため、事業の実施に要す
る経費の一部を交付した。

子ども家庭課

社会福祉法人保育所建
設費補助金 2,452

（福）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。

子ども家庭課

保育環境等安全対策事
業補助金 3,038

（学）青木学園
花川南認定こ
ども園ほか11
件

保育所等において新型コロナウ
イルス感染症対策を行うための
経費の一部を交付した。

子ども家庭課

私立幼稚園教育振興交
付金 7,950

（学）青木学園
花川南認定こ
ども園ほか13
件

幼児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等に経費
の一部を交付した。

子ども家庭課

いきいき健康・介護フェ
スタ事業交付金 400

いしかりいきい
きフェスタ実行
委員会

「健康・介護・福祉等」をテーマ
に情報提供や普及啓発を図る
ためのフェスタを開催した実行
委員会に対し、開催経費の一部
を交付した。

保健推進課

地域医療推進拠出金 13,500
（社医）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

妊産婦健康診査等交通
費助成金 20 4件

厚田区、浜益区在住の妊産婦
を対象に、産前産後の健診及
び出産時の通院交通費の一部
を助成した。

保健推進課

全国・全道スポーツ大
会参加補助金 1,142 43件

スポーツ大会への積極的な参
加を促すため、国際・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

健康・体力づくり推進事
業交付金 873

石狩市総合型
地域スポーツ
クラブアクト

幼児から中学生までを対象とし
た体力・運動能力の向上を目的
とする運動教室等に要する経費
の一部を交付した。

スポーツ健康課

（公財）石狩市体育協会
拠出金 52,507

（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



石川県輪島市青少年ス
ポーツ交流事業拠出金 1,479

石狩市・輪島
市青少年ス
ポーツ交流事
業実行委員会

スポーツを通した青少年の相互
交流を図るため、事業に係る経
費を交付した。

スポーツ健康課

街路灯組合拠出金 25,065
石狩市街路灯
組合連合会ほ
か23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、
街路灯の設置費や維持費の一
部を交付した。

建設総務課

道路愛護事業交付金 1,447
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。

都市整備課

モデル町内会自転車歩
行者専用道路除草助成
金

125
わかば地区地
域会議

協働事業による歩行者専用道
路の未舗装部分の草刈りを実
施する町内会等に対し草刈りに
係る経費の一部を助成した。

都市整備課

モデル町内会歩道除雪
助成金 280

わかば地区地
域会議

協働事業による町内会歩道等
の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

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。

都市整備課

河川愛護事業交付金 280
堀頭川河川愛
護組合ほか1
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。

都市整備課

空家活用促進事業補助
金 18,500 26件

空家問題解消や地域活性化につなげ
ることを目的に、空家購入者にその購
入費用の一部を交付し、更にリフォー
ムの実施、子育て世帯、市外に居住す
る市内就業者に該当する場合は、それ
ぞれ額を上乗せした。

建築住宅課

木造住宅耐震化推進支
援事業補助金 500 1件

木造住宅の耐震改修工事を
行った市民に対し、耐震改修に
かかった費用の一部を交付し
た。

建築住宅課

危険空家除却費等補助
金 500 1件

石狩市特定空家等の認定基準
に該当する危険な空家を自発
的に除却する所有者に対して、
除却費用の一部を交付した。

建築住宅課



中学校体育連盟補助金
（大会参加費） 1,496

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
国、全道、管内大会への参加費
の一部を交付した。

総務企画課

教育振興会拠出金 5,000
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、研究・
研修活動費を交付した。

総務企画課

中学校体育連盟拠出金 1,297
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 1,500

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、派
遣事業に交付した。

総務企画課

閉校記念事業補助金
（厚田小、石狩小、八幡
小、聚富小中）

3,639

石狩市立厚田
小学校閉校事
業実行委員会
外

閉校にあたり、学校の歩みと歴
史を記録し、新しい未来への節
目とするため、記念誌刊行費の
一部を交付した。

総務企画課

閉校記念事業補助金
（厚田中） 799

石狩市立厚田
中学校閉校事
業実行委員会

閉校にあたり、学校の歩みと歴
史を記録し、新しい未来への節
目とするため、記念誌刊行費の
一部を交付した。

総務企画課

花川中学校通学支援交
付金 2,530

緑苑台・花川
東地区冬季通
学バス協議会

緑苑台・花川東地区から花川中
学校への冬期間における通学
の安全を図るため、通学時のバ
ス回数券購入費の一部を交付
した。

総務企画課

外部指導者活用事業補
助金 4,272

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 5,431

石狩小学校ほ
か19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 3,017
高校奨学金51
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 2,974

花川小学校ほ
か5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

中学校スキー学習交付
金 224 花川北中学校

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

芸術文化振興奨励補助
金 285 1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

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

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

文化協会拠出金 5,555
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

科学の祭典in石狩運営
補助金 619

科学の祭典in
石狩実行委員
会

地域の子どもたちが科学の魅
力を体感できる機会を創出する
ため「科学の祭典in石狩」の実
施に係る運営費に対し、交付金
を交付した。

石狩市民図書館

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
う経費の一部を交付した。

文化財課



地域自治区振興事業補
助金（あつた水彩画展
実行委員会交付金）

168
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、水彩画展開催に向けた作
品公募に係る経費の一部を交
付した。

厚田支所地域振
興課

自治会連絡活動交付金 1,116

厚田区自治連
合会（構成：濃
昼町内会ほか
37自治会・町
内会）

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
の事業に対し交付した。

厚田支所地域振
興課

集会所除雪交付金 120
正利冠会館運
営委員会

地域活動の拠点である集会所
の冬期間の利便性を図るため、
市が除雪困難な集会所の除雪
経費を、管理している会館運営
委員会へ交付した。

厚田支所市民福
祉課

地域自治区振興事業補
助金（浜益区水産物等
普及プロジェクト事業）

1,512
石狩湾漁業協
同組合浜益地
区青年部

新鮮で安心安全な食材の提供
や地産地消の推進及び都市住
民との交流拡大を目的とした朝
市などの各種事業に対する経
費の一部を交付した。

浜益支所地域振
興課

地域自治区振興事業補
助金（浜益「いっぺ、か
だれや」ヘルシーウォー
ク事業）

372

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、ウォーキング大会を開催す
る経費の一部を交付した。

浜益支所地域振
興課

地域自治区振興事業補
助金（増毛山道トレッキ
ング事業）

260 こがね山岳会

交流人口の拡大を図るととも
に、歴史的地域資源としての魅
力を高めるため、増毛山道を活
用したトレッキングを開催する経
費の一部を交付した。

浜益支所地域振
興課

地域自治区振興事業補
助金（浜益区民コミュニ
ティ普及推進事業）

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

家畜診療衛生対策交付
金 1,505

みなみ北海道
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、共済組合北
部家畜センターから派遣する獣
医師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 904
浜益自治会
ほか11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。

浜益支所市民福
祉課

集会所運営交付金 404 群別自治会
自治会で管理している集会所の
運営経費の一部及び消防設備
設置工事費の一部を交付した。

浜益支所市民福
祉課



浜益区部活動等に係る
有償旅客運送自動車運
賃補助金

4 石狩市長

浜益中学校・浜益小学校に在
学する生徒の部活動及び少年
団活動に係る有償旅客運送自
動車運賃の一部を交付した。

浜益支所市民福
祉課

浜益区飲雑用水施設管
理拠出金 855

送毛自治会
水道部ほか2
件

営農飲雑用水施設の維持管理
業務に係る外部委託費相当分
を交付した。

浜益支所市民福
祉課

政務活動費交付金 2,697
石政会ほか5
件

市議会議員の調査研究その他
の活動に資するため必要な経
費の一部として、石狩市議会各
会派に対し交付した。

議会事務局


