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中 建 協 だ よ り  ２月臨時号 

                                               平成２８年２月２５日  

平成２７年度安全標語 

                  

〔 優秀賞 〕 

無理と油断が招く事故 

           一歩先読みゼロ災害 
 

作者 高 野  竜 氏（㈱園建 ） 

 

 ※２８年度の安全標語の募集は、３月に行う予定です。 

札幌市平成２８年度『局別施策の概要』について 

  

札幌市平成２８年度予算の『予算の概要』は、２月号ですでにお知らせしました

が、今回局別内容の『局別施策の概要』を入手いたしましたので、会員の皆様に関

係が有ると思われる部分(管理費、補助金等の除く)を抜粋し、お知らせします。 

【一般会計】 

○市民まちづくり局 

路面電車活用推進費    415,600 千円  既設線の改修等 

○市民文化局 

 白石区複合庁舎等整備費  4,347,000 千円  白石区複合庁舎の建築工事等 

 札幌市市民交流プラザ整 10,726,000 千円  札幌市民交流プラザの整備 

 備費 

 文化芸術施設リフレッシ    42,700千円  教育文化会館、札幌芸術の森等の 

 ュ事業費                 施設改修等 

○子ども未来局 

 児童会館整備費       122,300千円  児童会館工事１カ所、解体１カ所 

     他 

○ 環境局 

ごみ埋立地造成費       74,500千円  東米里西地区 

ごみ埋立地整備費      170,860千円  山口処理場、山本処理場 
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 清掃工場整備費      1,904,214 千円  発寒、駒岡、白石 

 園内小規模整備費      39,700千円  遊具広場人工芝張り等 

ホッキョクグマ・ア    909,000 千円  国際的な施設基準を満たホッキョ

ザラシ館建設費              クグマ・アザラシ展示施設の建設 

○建設局 

 歩行者と自転車の共存 1,758,911 千円  駐輪場や通行空間の整備等を通じて歩 

する空間の創出事業費         行者と自転車が共存できる道路等公共

空間を創出 

 道路等維持費     3,722,432 千円  道路管理延長 5,491km、側溝管理延長 

                    768km、歩道管理延長 4,349km、自転

車歩行者専用道管理延長 105km、防護

柵管理延長 418km、立体交差 63か所、

橋りょう 1,272橋 

 トンネル維持管理費    192,841 千円 環状通エルムトンネル、創成トンネル等 

  道路橋りょう等補修費  2,853,000千円 幹線オーバーレイ 15.1km、補助幹線オ

ーバーレイ 11.6km、特Ｃ級道路オー

バーレイ２.６km、歩道補修 3.9km、

新認定舗装 0.3km、側溝舗装 1.9km、

橋りょうの長寿命化に資する補修工法

の検討等 

  バスターミナル改修費   37,138 千円 新札幌、福住、大谷地及び宮の沢バス

ターミナル施設の更新・改修 

 ロードヒーティング維  1,206,718 千円 管理箇所 559か所 

 持管理費 

 雪対策施設維持管理費  684,173 千円 流雪溝８施設、融雪層９施設、地域密

着型雪処理施設３施設 

  ロードヒーティング整備  486,700千円 改修路線 15か所 

 費 

 雪対策施設整備費    161,118 千円 雪対策施設の改修等 

 交通安全施設整備費  2,775,696 千円 歩道整備；都心地区等（バリアフリー） 

                    15地区、発寒鉄工団地 9号線等 7路線、

事故危険個所；札幌当別線等 3 か所、

歩道改良；厚別北 4条 2丁目 9号線等

8路線  

 道路改良費      11,998,624 千円 道路改良；屯田・茨戸通等 16路線、 

                    電線類地中化；西 5 丁目・樽川通等 2
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路線、A級舗装；新琴似 6条 10丁目 1

号線 56 路線、舗装改良；真駒内住宅

団地線等 3路線、生活道路；西 6丁目

中通線等 56 路線、歩道整備；下茨戸

11号線等 4路線、歩道改良；真栄 1号

線等 2路線 

 道路橋りょう整備費  3,748,900千円 新設；上盤渓橋 1橋、橋りょう耐震補強；

定山渓大橋等 3橋、橋りょう長寿命化；

南 22条大橋等 35橋 

 街路改良費      5,685,195 千円  街路改良；屯田・茨戸通等 16路線、 

A級舗装；宮の沢高台線等 2路線、 

舗装改良；月寒西岡線等 7路線、 

生活道路；南 5条線等 64路線 

歩道整備；発寒鉄工団地 9号線等 4路線 

歩道改良；平岡 6条 3丁目 2号線等 5路線 

 街路橋りょう整備費 1,138,300 千円  新設；仮称）北 24条大橋 1橋 

 安全・安心な公園再 1,343,617 千円  身障者対応トイレ整備、管理事務所更新 

整備事業費             等 

 河川整備費     1,986,293千円  モエレ中野川等 8河川、 

○都市局 

 市営住宅改修費    1,486,000千円 外部改修工事等 

 市営住宅改修(28~29)  103,000千円 28～29年度 総事業費 3,087 百万円 

 費                 住宅改善分 光星 174戸 

  市営住宅建設費    1,353,257 千円 建物整備；幌北（集会所）実施設計等；

東雁来、月寒（集会所）、解体・敷地

整備；下野幌、幌北、定山渓 

 市営住宅建設(27~28)費  2,576,000千円 27～28年度 総事業費 2,753 百万円 

建替分 月寒 54戸、発寒 66戸 

  市営住宅建設(28~29)費    66,600千円 28～29年度 総事業費 1,177 百万円 

新設 東雁来 40戸 

○教育委員会 

  学校増築費      77,100千円  桑園小学校、あいの里西小学校～実施設計等  

                  札苗北小学校～改修工事 

 学校改築費     6,782,600千円 二条小学校 

平岸西小学校；屋内運                          校舎 4階建て 延べ 7,414㎡ 

                                      (普通 18教室、特別 10教室、特別支援 
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                                      2教室,太陽パネル設置) 

                   屋内運動場 1,358㎡、屋内プール 

                                   月寒東小学校 

                   校舎 3階建て 延べ 7,143㎡ 

                   (普通 16教室、特別 9教室、特別支援 

                   4教室) 

                                   本通小学校 

                   校舎 3階建て 延べ 3,105㎡ 

                   (普通 8教室、特 49教室、特別支援 

                   2教室) 

                                    中の島小学校 

                                      校舎 3階建て 延べ 7,629㎡ 

                   (普通 19教室、特別 10教室、特別支援 

                   2教室)  

屋内運動場 1,252㎡ 

                                    中央中学校 

                                      校舎 5階建て 延べ 7,513㎡ 

                   (普通 15教室、特別 13教室、特別支援 

                   2教室)  

屋内運動場 1,551㎡ 

                                      格技場 249㎡ 

篠路小学校 

                     校舎解体、グランド造成等 

                   中央小学校、栄西小学校、澄川小学校 

                     実施設計等 

  仮称）南部高等支援 3,334,000 千円  仮称）南部高等支援学校 

 学校整備費             校舎 3階建て 延べ 7,756㎡ 

                   (普通 21教室、特別 23教室)  

屋内運動場 1,431㎡ 

 挌技場整備費     262,400千円 丘珠中学校、中の島中学校、～新築工事 

                   藻岩中学校～実施設計 

 学校用地造成費     94,558千円 グランド改修等 1園 12校 

 大規模改造費     316,100 千円 小学校 2校、中学校 1校 

 施設改修等整備費  6,722,000 千円 幼稚園 1園、小学校延べ 230校、中学校 

延べ 71校、高等学校延べ 16校、特別 

       支援学校 3校  
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 仮称）絵本図書館整備 337,000 千円 白石複合庁舎内整備する仮称）絵本図書 

 費                 館の建設工事等 

 

 

【特別会計】 

○土地区画整理会計 

 東雁来第２地区土地区  2,760,000千円 施行面積 210.8ｈａ、道路築造 1,770 

 画整理費               ｍ、道路舗装 19,273㎡、上水道布設 

                    2,425ｍ、下水道布設 2,225ｍ 

 

【企業会計】 

○軌道事業会計 

  路面電車施設整備費   752,000千円 街路拡幅事業、停留場バリアフリー化 

                    事業 

○高速電車事業会計 

 地下鉄施設整備    15,501,000 千円 東豊線可動式ホーム柵設置等工事、東

豊線車両更新、南北線高架駅耐震改修

工事、自動出改札装置更新、駅証明設

備更新、その他 

○水道事業会計 

 水道施設整備     6,740,000 千円 導・浄水施設；豊平川水道水源水質保

全事業 

送・配水施設；白川第 3送水管新設事 

業、配水施設耐震化事業、緊急貯水槽 

  整備事業 

 水道配水管布設    11,290,000千円 配水管；幹線 2,850ｍ、枝線 11,932ｍ、 

                    補助管 6,152ｍ 

○下水道事業会計 

 下水道管路布設    7,709,100 千円 管路布設 25,644ｍ；市街化区域幹線 

                    9,338ｍ、 

 下水道施設整備    9,288,100 千円 処理場等 8 か所；新川水再生プラザ等

改築更新事業、その他 

                    ポンプ場 4 カ所；米里中継ポンプ場等

改築更新事業、東雁来雨水ポンプ場新設

事業、その他 

                                 以上 


