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中 建 協 だ よ り   ２月臨時１号 

                                               平成２５年２月１８日  

 

札幌市平成２５年度『局別施策の概要』について 

  
札幌市平成２５年度予算の『主要事業の概要』は、２月号ですでにお知らせしまし

たが、その詳しい内容の『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 
 まちづくりセンター・地区 360,900 千円  まちづくりセンター及び地区会館 

会館改築事業費              改築、設計 
区役所施設等耐震化緊急対 631,600 千円  解体旧定山渓出張所、整備３か所、 
策事業費                 実施設計３か所 
路面電車延伸推進費     189,000 千円  路面電車ループ化関連工事 

○保健福祉局 
障がい児（者）医療・福祉 1,590,000 千円  市立札幌病院静療院の改修等 
複合施設整備費 
保健センター修繕費     27,901 千円    南保健センター耐震化改修工事 

○子ども未来局 
 ミニ児童会館施設設備整備 146,300 千円  ８か所，子ども館２か所 
 費 
○ 環境局 
ごみ埋立地造成費     733,000 千円  山本東地区、東米里西地区 
ごみ埋立地整備費      32,817 千円  山口処理場、山本処理場、モエレ 
                     処理場 

 清掃工場整備費      1,413,862 千円  発寒、駒岡、白石 
 安全・安心な公園再整備 1,052,000 千円  身障者対応トイレ整備、園路段差 
 事業費                  解消等 
 園内小規模整備費      34,665 千円  カンガルー館改修等 
 アフリカゾーン建設費   276,222 千円  アフリカ地域の動物展示場の建設 
 モンキーハウス改修費    64,000 千円  モンキーハウスの檻の更新 
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○観光文化局 
 文化芸術施設整備費    66,000 千円  さっぽろ芸術文化の館の修繕 
文化財施設整備費    134,400 千円  文化財施設の修理・補強など 
ジャンプ競技場改修事業 408,000 千円    ジャンプ競技場の改修 
費 

○建設局 
 路外自転車等駐車場整備  4,097 千円 ＪＲ森林公園駅自転車等駐車場の補修     

費                   
 道路等維持費     2,694,368 千円  道路管理延長 5,466km、側溝管理延長 
                    869km、歩道管理延長 4,276km、自転

車歩行者専用道管理延長 104km、防護

柵管理延長 404km、 
 立体交差・橋りょう維  109,454 千円 立体交差 68 か所、橋りょう 1,265 橋 
 持費 
 トンネル維持管理費    190,465 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 2,344,538 千円 幹線オーバーレイ 17.5km、補助幹線オ

ーバーレイ 13.7km、特 C 級道路オー

バーレイ 2.0km、歩道補修 4.0km、新

認定舗装 0.8km、側溝舗装 4.3km、橋

りょう長寿命化検討等 
  バスターミナル改修費   92,000 千円 新札幌、福住、大谷地、宮の沢バスタ

ーミナルの更新・改修 
 ロードヒーティング整  617,000 千円 改修路線 12 路線 
 備費 
 雪対策施設整備費     78,000 千円 雪対策施設の改修等 
 交通安全施設整備費  2,506,000 千円 歩道整備；都心地区等（バリアフリー） 
                    26 地区、水車通６号線 11 路線、事故

危険個所；琴似停車場新琴似線、歩道

改良；藤野 63 号線等 22 路線  
 道路改良費       6,097,158 千円 道路改良；西野真駒内清田線等 7路線、 
                    電線類地中化；西１5 丁目線等 3 路線、 

A 級舗装；北 3 条線等 8 路線、舗装改

良；厚別東 13 号線等 4 路線、生活道路；

白石中央 23 号線等 159 路線 
 道路橋りょう整備費  4,548,000 千円  新設；（仮称）北の沢新橋 

架換；南栄橋１橋、 
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橋りょう耐震補強；幌平橋等 6 橋 
橋りょう長寿命化；幌平橋等 39 橋 

 直轄事業負担金    1,200,000 千円 国道２次改築等負担 国道 230 号線等 
 街路改良費      8,723,945 千円 街路改良；札幌新道等 18 路線、 

                    電線類地下化；南 1 条通等 4 路線 
                    情報ボックス；手稲左股通等 1 路線、 

A 級舗装；鉱山通線等 10 路線、 
舗装改良；篠路宅造 2 号線等 6 路線、 
生活道路；北光 67 号線等 80 路線 
歩道整備；広島 3 号線等 10 路線 
歩道改良；篠路西 10 号線等 3 路線 

 街路橋りょう整備費  1,910,000 千円  新設；新川さくら並木橋等 3 橋 
 河川整備費      1,877,037 千円  治水整備；モエレ中野川等 13 河川、 
                    環境整備；札幌北部地区河川 1 河川 
○都市局 
 市営住宅改修費      736,000 千円 外部改修工事、ＴＥＳ更新工事 
  市営住宅改修(25~26)   159,000 千円 25^26 年度 総事業費 414 百万円 
 費                  住宅改善分 光星 40 戸 

  市営住宅建設費      200,000 千円 建物整備；下野幌（集会所） 
                     実施設計等；幌北、東雁来等 
 市営住宅建設(23~25)費  1,419,000 千円 23～25 年度 総事業費 2,298 百万円 

建替分下野幌 154 戸 
  市営住宅建設(24~26)費  1,152,000 千円 24～26 年度 総事業費 3,611 百万円 

建替分下野幌 154 戸,幌北 44 戸 
 市営住宅建設(25~26)費    183,000 千円 25～26 年度  総事業費 780 百万円 

新設 東雁来 40 戸 
 市営住宅建設(25~27)費    106,000千円 25～27年度   総事業費 2,476百万円 

建替分下野幌 140 戸 
○消防局 
 大通・豊水出張所解体    72,900 千円 旧大通出張所、旧豊水出張所の解体経 
 工事費                費 
 定山渓消防職員寮解体   19,200 千円  旧定山渓消防職員寮老朽化による解

体工事費                経費 
○教育委員会 
青少年科学館耐震改修   53,600 千円  耐震工事等 
費 
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 学校新築費    1,006,000 千円 中等教育学校（工事１年目） 
校舎 3 階建て 延べ 11,456 ㎡ 

 講堂・武道棟 延べ 1,284 ㎡ 
 学校改築費     5,759,000 千円 南郷小学校 

                         校舎 3 階建て 延べ 6,663 ㎡ 
                                      (普通 14 教室、特別 10 教室、特別支援 2 
                                      教室,太陽パネル設置) 
                                    東札幌小学校 
                                      校舎 4 階建て 延べ 6,663 ㎡ 
                   (普通 16 教室、特別 10 教室、特別支援 
                   3 教室,太陽パネル設置) 
                                      屋内運動場 1,358 ㎡ 
                                     北白石小学校 

                          プール改築工事 506 ㎡,グランド造成等 
                    北九条小学校、手稲中学校 
                     校舎解体工事 
                    屯田小学校、啓明中学校、中島中学校 
                     仮設校舎、実施設計等 
 挌技場整備費      516,000 千円 宮の森中学校、元町中学校、福井野中学 
                   校，陵北中学校、新川西中学校 
 学校解体費       193,000 千円 廃園となる幼稚園の解体等 
 大規模改造費     246,515 千円 小学校 2 校、中学校 1 校 
 施設改修等整備費   798,622 千円 幼稚園 1 園、小学校延べ 49 校、中学校 

延べ 23 校、高等学校延べ 4 校、特別 
       支援学校延べ 1 校 

 学校防災整備費     69,466 千円 小学校延べ 55 校、中学校 11 校、高等学 
  校１校 

耐震補強事業費    581,000 千円 工事；高等学校 1 校、 
                  実施設計；小学校 20 校、中学校 13 校、 

 太陽光パネル設置費  1,010,000 千円 工事；小学校 29 校、中学校 13 校 
                  実施設計；小学校 19 校、中学校 5 校 
                  自立コンセント；小学校２２校」、中学校 

９校 
 災害対策環境整備費   100,100 千円 非構造部材、受水槽等の耐震化 

      中央図書館フロア改   58,000 千円 中央図書館 2 階フロア改修 
 修費                 
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【特別会計】 
○土地区画整理会計 
 東雁来第２地区土地区  2,417,300 千円 施行面積 210.8ｈａ、道路築造 2,495 
 画整理費               ｍ、道路舗装 22,700 ㎡、上水道布設 
                    2,315ｍ、下水道布設 2,870ｍ、支障 
                    物件移転 202 ㎡、載荷盛土 96,600 
                    ㎡ 
【企業会計】 
○高速電車事業会計 
 地下鉄施設整備    6,203,000 千円 東西線可動式ホーム柵関連工事実施設

計ホーム階段防火戸等設置、駅証明設

備更新、トイレ改良工事、その他 
○水道事業会計 
 水道施設整備     2,677,000 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、高区配水施設整備事業、水道施設 
耐震化事業 

 水道配水管布設    5,742,000 千円 配水管；幹線 1,758ｍ、枝線 45,056ｍ、 
                    補助管 1,890ｍ 
○下水道事業会計 
 下水道管路布設    7,060,000 千円 管路布設 18,665ｍ；市街化区域幹線 
                    6,832ｍ、市街化区域枝線 11,403ｍ、 
                    市街化調整区域 430ｍ 
 下水道施設整備    7,900,000 千円 処理場等 8 か所；創成川水再生プラザ

第 2 処理施設動力制御設備更新工事、新

川水再生プラザ第 1 処理施設 終沈殿

池覆蓋新設工事、茨戸水再生プラザ動力

制御設備更新工事、豊平川水再生プラザ 
                    雨水貯留ポンプ施設ほか新設工事、手稲

水再生プラザ 初沈澱池機械整備更新

工事、その他 
                    ポンプ場 3 カ所；東雁来雨水ポンプ場

新設工事、茨戸西部中継ポンプ場雨水エ

ンジンポンプ機械設備更新工事、その他 
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 以上です。特に、土木工事、建築工事に関連したものを抜粋しましたが、実施設

計、機械設備等が含まれている場合もありますので、ご注意下さい。 

 

会 員 の 動 き  
  
○ 会員のメールアドレス変更 

      大雄建設㈱ 新アドレス yuki@daiyu-k.com 
  以上 


