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中 建 協 だ よ り    ２月臨時号 

                                                平成２７年２月２日  

平成２６年度安全標語 

                  

〔 優秀賞 〕 

事故ニュース 人の事だと思わずに 

          我身に置きかえ 再確認 
 

作者 工 藤 哲 雄 氏（光建工業㈱ ） 

 

 ※２６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２７年度『予算の概要』について 

平成２７年度の『予算の概要』（第１回定例市議会提出：会期２月１２日

から３月１０日）が発表されましたので、お知らせします。 

今回の予算額は、４月に市長選挙があるため、あくまでも経常的な事務事

業を中心とした骨格予算であり、特に道路・街路・公園などの社会基盤整備

は、前年度予算比で概ね６５％で計上したので、ご注意下さい。 

 全会計の平成 27年度予算額は、1兆 5,443 億円。昨年は、1兆 5,363億円

で対前年比０．５％増。 

 一般会計の平成 27 年度予算額は、8,722億円であり、前年は、8,848億円

で対前年比１．４％減であるが、これは、選挙前の社会整備事業の概ね３５％

減によるものである。 

 全会計の建設事業費は、26 年度 1,554 億円（１定補正 148 億円含む）で

27 年度 1,365 億円で対前年比１２．２％減、また、一般会計の建設事業費は、

26 年度 1,051 億円（１定補正 206 億円含む）で 27 年度 778 億円で対前年比

２６．０％減、 また、一般会計の今年度の土木費全体は 822億円で対前年

比１３．５％減。 

この減分は、道路・街路や公園整備等の社会基盤整備などについて、新市

長施策により調整する部分。 
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◎主な事業別概要（協会関係工事分） 

《一般会計》※各局建築工事については、建築部へ委託 

【市民まちづくり局】 

 ○まちづくりセンター・地区会館更新事業費 

まちづくりセンターの改築等 ９３６０万円 

 ○地区会館リフレッシュ整備費 

延命化工事に合わせ地域活動の活性化に資する改修 １億６０００万円 

 ○白石区複合庁舎等整備費 

白石区複合庁舎の建築工事等 １０億８１５０万円 

 ○路面電車延伸推進費 

既設線の改修等 ９４９０万円 

【保健福祉局】 

○保養センター駒岡バリアフリー等修繕事業費 

保養センター駒岡施設のバリアフリー化・修繕 ９４１６万円 

○発達医療センター改修費  

発達医療センターの改修工事等 １億７３００万円 

○保健センター整備費 

白石保健センターの白石区複合庁舎への移転整備に伴う建設工事 

 １億１７０万円 

○区保育・子育て支援センター整備費 

白石区保育・子育て支援センター（ちあふる・しろいし）を白石区複合庁舎 

  の一部として移転整備 ９５０６万円 

○一時保護所改修事業費 

  一時保護所の改修工事等 ４億５５２０万円 

【環境局】 

 ○山本処理場山本東地区造成費 

   山本処理場山本東地区の貯留施設造成工事 １０億６１００万円 

 ○東米里西処理場造成費 

   東米里西処理場の貯留施設造成に向けた載荷盛土工事 ７７００万円 

 ○清掃工場整備費 

   白石清掃工場の発電能力回復のための工事等 １０億４００万円 

 ○丘珠空港緑地施設造成費 

   空港周辺の緩衝機能を目的とした緑地の整備 ３５１５万円 

○地域と創る公園再整備事業費 

地域ごとに各公園に必要な機能の見直しを図る再整備 ４億８０００万円 
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 ○安全・安心な公園再整備事業費 

身障者対応トイレ整備、管理事務所更新等 ７億１２２０万円  

 ○サル山改修費  

老朽化したサル山の改修 ３６５３万円 

 ○ホッキョクグマ・アザラシ館建設費 

ホッキョクグマ・アザラシ館を建設 １１億５０００万円 

【観光文化局】 

 ○市民交流複合施設整備費 

   市民交流複合施設の整備、開館に向けた各種検討 ４２億８０１２万円 

 ○文化芸術施設整備費 

   さっぽろ芸術文化の館の修繕 １１４０万円 

 ○博物館活動センター仮移転費 

   博物館活動センター仮移転先施設の改修工事及び移転 １億６３００万円 

 ○文化財保全活用費 

   文化財施設の修理・補強等計画的な保存修理、集客交流資源としての整備等 

   ８億７９７０万円 

 ○札幌ドーム保全事業費 

   施設の適切な維持を図るための保全工事の実施 ６億８３００万円 

【建設局】 

 ○歩行者と自転車の共存する空間の創出事業費 

   都心部や駅周辺における公共駐輪場を整備し、良好な歩行環境と景観、都心 

部での自転車の走行空間の確保 １億９０００万円 

 ○道路橋りょう等補修費 

   計画的な舗装補修により長寿命化を図り、ライフサイクルコストを縮減する 

   とともに、良好な走行性・沿道環境を確保 １２億３６６１万円 

 ○交通安全施設整備費 

   誰もが安心して歩行できる歩道を提供するため、「新・札幌市バリアフリー基 

本構想」で定めた重点整備地区内の歩道バリアフリー化等を実施 

２３億７３３９万円 

 ○道路改良費 

   円滑で安全な交通や快適な生活環境の確保を図るため、道路改良を実施、ま 

た、都市景観の向上、都市防災の観点から、電線類地中化を実施 

５７億７７１万円 

 ○道路橋りょう整備費 

   緊急輸送道路などの橋りょうについて、計画的に補修し長寿命化を図るとと 

もに耐震補強を実施 ３７億４８９０万円 
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 ○街路改良費 

   幹線道路ネットワークの強化等を図るために、都市計画道路等の新設・拡幅 

整備を実施、また、都市景観の向上、都市防災の観点から、電線類地中化を

実施 ５６億８５１９万円 

 ○街路橋りょう整備費 

   幹線道路ネットワークの強化等を図るために、橋りょうを穿設整備 

   ４億８１６２万円 

 ○河川整備費 

   治水整備の実施 １０億２３００万円 

【都市局】 

 ○市営住宅建設費） 

解体・敷地整備～下野幌、幌北 ５１００万円 

 ○市営住宅建設費（26~27） 

26~27 年度）～新設東雁来 40 戸 ８億４８００万円 

【消防局】 

 ○美薗出張所整備費 

移転に伴う旧美薗出張所の解体経費 ３８８０万円 

 ○北栄出張所整備費 

移転に伴う旧北栄出張所の解体経費 ５０２０万円 

【教育委員会】 

 ○学校新築費 

札幌開成中等教育学校（工事３年目） 渡り廊下棟 延べ 160 ㎡、グランド 

造成 ４億２００万円  

 ○学校増築費 

札苗北小学校 校舎３階建て 延べ 1,920 ㎡（普通教室１２教室、特別１教 

室）プール改築 ９億３８００万円 

 ○学校改築費 

二条小学校 校舎４階建て 延べ 7,414 ㎡（普通教室１８教室、特別１０教 

室、特別支援２教室、太陽光パネル設置）屋内運動場 1,358 ㎡ 屋内プール 

篠路小学校 校舎３階建て 延べ 2,801 ㎡（普通教室６教室、特別６教室、 

特別支援３教室、通級４教室、太陽光パネル設置 

月寒東小学校 校舎３階建て 延べ 7,143 ㎡（普通教室１６教室、特別９教 

室、特別支援４教室、太陽光パネル設置 

屯田小校学校、中島中学校、啓明中学校～校舎解体、グランド造成等 

本通小学校、中の島小学校、中央中学校 実施設計等 

３６億９７６０万円 
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 ○仮称）南部高等支援学校整備費 

   旧真駒内小学校校舎等の解体及び仮称）南部高等支援学校実施設計 

   ２億５０００万円 

 ○格技場整備費 

東月寒中学校 １億３６００万円 

 ○耐震補強事業費 

耐震補強 小学校工事１０校、中学校工事２校、天井落下防止対策実施設計 

及び工事 小学校 29 校 中学校 20 校 高等学校５校 特別支援学校１校 

２５億１６００万円 

 ○災害対策環境整備費 

屋体ガラス飛散防止フィルム貼付、受水槽耐震化等 ２億７４００万円 

 ○仮称）絵本図書館整備費 

白石区複合庁舎内に整備する仮称）絵本図書館の建設工事等 ６４７４万円 

 ○都心にふさわしい図書館整備費 

   仮称）市民交流複合施設内に整備する都心にふさわしい図書館の建設工事等 

   ２億５７２０万円 

 

《特別会計》 

●東雁来第地区土地区画整理費 

施行面積２１０．８ha, 道路築造 2,050m、道路舗装 25,210 ㎡、上水道布設 

1,765m、下水道布設 2,264m、載荷盛土 73,500 ㎥ 

  ２９億８２００円 

《企業会計》 

●軌道事業会計 

 ○路面電車施設整備 

街路拡幅事業、既存車両改良、その他 ２億５０００万円 

●高速電車事業会計 

 ○地下鉄施設整備 

東豊線車両更新、南北線高架駅耐震改修工事 その他） 

   １９３億５２００万円 

●水道事業会計 

 ○水道施設整備 

導・浄水施設：豊平川水道水源保全事業、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、緊急貯水槽新設事業 

   ８０億４２００万円 
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 ○水道配水管布設 

配水管 幹 3,658m、枝線 58,249m、補助管 5,739m 

   ８６億２００万円 

●下水道事業会計 

 ○下水道管路布設 

管路布設 21,479m 市街化区域幹線 10,627m、市街化区域枝線 10,582m 

７３億１０００万円 

 ○下水道施設整備 

処理場等１０か所 新川水再生プラザ等改築更新事業、ポンプ場７か所 茨

戸東部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  

９１億６０００万円 

 

                               以上 


