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　家庭の灯油タンクの破損や交通事故などにより、油

が川に流れ出てしまうことがあります。そういった油

流出事故で川の水が汚れることを防ぎ、下流に被害が

拡大しないようにするため、油を吸い取る吸着マット

と油が流れることを防ぐ吸着フェンスを購入し、万が

一の場合に備えます。

　また、再生可能エネルギーのすばらしさを実際に体

験し、地球環境への興味や関心を高めるため、再生可

能エネルギーのひとつである太陽光で発電する装置

（ソーラーパネル）を使い、電化製品を動かす実演会

を行います。

①①①①①①①①①①①①①① 環環環環環環環環環環環環環環境境境境境境境境境境境境境境のののののののののののののの保保保保保保保保保保保保保保① 環境の保全全全全全全全全全全全全全全全

合併浄化槽設置助成 191万円

（担当：住民課住民活動グループ）

　家庭から出される生活排水は、浄化槽がないと

排水路から川へと流れ、川の水質がどんどん悪化

してしまいます。

　合併浄化槽は家庭から出される生活排水を浄化

する装置です。すべての排水を浄化してから河川

に流すので、地域の水環境の保全のため優れた効

果を発揮します。

　町は、くみ取り式便所から、または単独浄化槽

から合併浄化槽へ切り替える場合に、補助金を交

付しています。

　財源内訳

　　国の補助金　　63万円

　　町の負担　　128万円

リサイクル活動の奨励 45万円

（担当：住民課住民活動グループ）

　資源ごみを自主的に回収する地域の団体に対し

て、回収した量に応じて奨励金を支出し、コミュ

ニティー活動を支援します。

　新聞紙、雑誌、ダンボール、空き缶などの資源

ごみは、毎週１回、地域の資源ごみステーション

で回収していますが、各行政区の子ども会８団体

が、年に１～２回、家庭を回って収集に励んでい

ます。

自然環境を保全する活動

（担当：住民課住民活動グループ）

55万円
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ごみ収集

（担当：住民課住民活動グループ）

　家庭から出たごみを集め処理施設まで運ぶ費用や、指定ごみ袋を作る費用です。

　皆さんが分別し指定された日に出したごみは、リサイクリーンに運ばれ、それぞれのごみの種類によって

処理されます。

・燃やせるごみ　～圧縮され、歌志内市の焼却施設に運ばれます

・燃やせないごみ～再資源となるものを取り除き、細かく砕いて埋め立て処分します

・生ごみ　　　　～電気や熱、堆肥を作り利用します

財源内訳

　指定ごみ袋代　1545万円　

　町の負担　　　2559万円

4104万円

生ごみ処理機の助成 105万円

（担当：住民課住民活動グループ）

　家庭から出る生ごみを堆肥として有効活用して

ごみの減量化を図るため、機器を購入した方に対

し、費用の一部を助成します。

助成額助成対象

購入費の核、上限額５千円

１世帯２個まで
コンポスト容器

購入費の殻、上限額４万円

１世帯１機まで
生ごみ処理機

ごみ処理施設の運営 8521万円

（担当：住民課住民活動グループ）

　町内から出たごみを滝川市にあるごみ処理施設

「リサイクリーン」で処理するための費用を負担

します。

　リサイクリーンは、滝川市、赤平市、芦別市、

雨竜町、新十津川町の３市２町で構成している中

空知衛生施設組合で運営しています。
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し尿処理施設の運営 2908万円

（担当：住民課住民活動グループ）

　滝川市にあるし尿処理施設「中空知衛生センタ

ー」の維持管理費と施設費を負担します。

　平成４年度から稼働している中空知衛生センタ

ーは、滝川市、雨竜町、新十津川町の１市２町で

運営しています。

ごみ焼却施設の建設 2041万円

（担当：住民課住民活動グループ）

　平成25年度からの稼働に向け、中空知、北空知

管内の12市町の共同運営による燃やせるごみの焼

却施設を歌志内市に建設しています。

　現在、私たちが出した燃やせるごみは、滝川市

にあるごみ処理施設「リサイクリーン」で圧縮さ

れ、歌志内市にある民間の焼却処理施設で処理さ

れています。しかし、この民間の焼却処理施設は、

平成24年度で撤退することが決まっています。

埋め立て処理施設の管理 932万円

（担当：住民課住民活動グループ）

　総進区にあるごみ埋め立て処理施設を管理運営

します。

　現在は、リサイクリーンで細かく砕かれた燃や

せないごみと、中空知衛生センターで処理された

汚泥を埋め立てています。

し尿くみ取り 783万円

（担当：住民課住民活動グループ）

　し尿のくみ取りや運搬を行います。

　くみ取り量は、人口の減少や下水道、合併浄化

槽などの生活排水処理設備の普及により、年々減

少しています。

　財源内訳

　　くみ取り手数料　695万円

　　町の負担　　　　　88万円

10010000

959500

909000

10210200

10010011

929277

平成20年平成20年度度 平成21年平成21年度度 平成22年平成22年度度

珠珠 【し尿くみ取り量の変化】
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安心すまいる助成事業の実施

（担当：建設課都市管理グループ）

　町内の個人が所有する住宅について、耐震化を促進するための耐震診断、耐震改修工事と、燃料資源の有

効利用のための省エネ改修工事に対して助成金を交付します。

　耐震診断は既存のすべての住宅が、耐震改修工事は、昭和56年５月31日以前に着工した住宅のうち、耐震

診断の結果、現在の耐震基準を満たしていないと診断されたものが、省エネ改修工事は、既存の住宅で、50

万円以上の工事費用を要するものが助成の対象です。また、助成金の額は次のとおりです。

・耐震診断　　　～診断費用の３分の２（限度額４万円）

・耐震改修工事　～工事費用の５分の１（限度額75万円）

・省エネ改修工事～工事費用の５分の１（限度額30万円）

　いずれも、町内の事業者が施行することが条件です。

この事業は、今年度から実施し、平成27年度で終了し

ます。皆さんの住宅について、まずは、耐震診断して

みませんか？

　財源内訳

　　国の補助金　100万円

　　道の補助金　　30万円

　　町の負担　　400万円

530万円

隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠 生生生生生生生生生生生生生生活活活活活活活活活活活活活活基基基基基基基基基基基基基基盤盤盤盤盤盤盤盤盤盤盤盤盤盤のののののののののののののの充充充充充充充充充充充充充充 生活基盤の充実実実実実実実実実実実実実実実

公住等長寿命化計画策定 410万円

（担当：建設課都市管理グループ）

　公営住宅などの住環境の整備と長寿命化を図る

ことを目的として、長期的な維持管理の方針や改

善計画・建替計画についての計画を策定します。

　また、公営住宅等長寿命化計画に併せて、町内

の住宅、住環境整備に係る課題を検討して、長寿

命化計画の枠組みとなる住生活基本計画を策定し

ます。

　財源内訳

　　国の補助金　205万円

　　町の負担　　205万円

公営住宅の維持管理 2453万円

（担当：建設課都市管理グループ）

　公営住宅385戸の維持管理を行います。管理戸

数の内訳は、大和方面８戸、橋本方面 102戸、中央

方面 228戸、花月方面20戸、総進方面２戸、徳富方

面25戸となっています。

　本年度は、通常の維持・営繕のほか、トップ団

地２棟の屋上防水改修工事と特定公共賃貸住宅フ

ィールドニューの外壁塗装を実施します。

　財源内訳

　　使用料（家賃）など　1119万円

　　町の負担　　　　　1334万円
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都市公園の管理 2138万円

（担当：建設課都市管理グループ）

　憩いと交流の場として、安全・安心に利用して

いただくため、遊具の点検補修や園内の草刈り、

樹木せん定など環境整備を行います。

　また、公園名の表示が無い10カ所の公園に看板

を設置します。

　財源内訳

　　国の補助金　360万円　町の負担　1720万円

　　パークゴルフ場管理協力金など　58万円

水道企業団への負担金 4170万円

（担当：建設課都市管理グループ）

　新十津川町の水道は、雨竜町、浦臼町と共に３

町で構成する西空知広域水道企業団が担っていま

す。水道施設は、この水道企業団が整備していま

すが、建設費用のすべてを水道代だけで賄うこと

は、地域的に困難であることから、その費用の一

部を整備した区域の市町村が負担するルールとな

っています。

　この負担金には、これまで建設に要した起債償

還金（借金の返済費）のほか、現在、建設中の徳

富ダム建設負担などが含まれています。

　財源内訳

　　地方債　　1370万円

　　町の負担　2800万円
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公共下水道

（担当：建設課都市管理グループ）

　汚水（生活排水・し尿）の処理場、下水道管、公共汚水ますなどの整備や維持管理を行います。

　私たちが毎日を安全で快適に暮らすため、下水道は家庭や工場から出される汚水を集めて、処理場できれ

いな水にして川や海へ戻すという大切な役割を持って

います。町内で出される汚水は、中継ポンプ場を経由

して、奈井江町の終末処理場に集められ、処理されて

から、石狩川に流されています。

　事業費の主な内訳は、終末処理場などの整備費が

2212万円、維持管理費が2884万円、建設に要した借入

金の返済が１億4427万円となっています。

　下水道は、目に触れないところで皆さんの暮らしを

支えています。これからも皆さんが正しく下水道を利

用することで、その役割を果たすことができますので、

ご理解とご協力をお願いします。

　財源内訳

　　国の補助金　　350万円　　地方債　　520万円

　　受益者負担金　　57万円　　使用料　6000万円

　　町の負担　1億2596万円

1億9523万円

農業集落排水

（担当：建設課都市管理グループ）

　農村集落から出される汚水（生活排水・し尿）を収集し、処理するための事業です。

　新十津川町には、平成10年に供用を開始した大和地区排水処理場と平成13年に供用を開始した花月地区排

水処理場とがあります。平成23年度当初の水洗化人口

は、大和地区が96人、花月地区が225人となっており、

水洗化人口率（水洗化人口／区域内人口）は、大和地

区が84.2％、花月地区が93.8％です。

　事業内容は、 管  渠 （管による水路）や処理施設の整
かん きょ

備と維持管理を行っています。事業費の主な内訳は、

維持管理に要する経費が643万円、建設に要した借入

金の返済が2856万円です。

　仕組みは公共下水道と同じですが、農業用水の水質

保全や農村地域の生活環境の改善を図るという大切な

役割を担っています。

　財源内訳

　　使用料　　　730万円

　　町の負担　2769万円

3499万円
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韻韻韻韻韻韻韻韻韻韻韻韻韻韻韻 交交交交交交交交交交交交交交通通通通通通通通通通通通通通環環環環環環環環環環環環環環境境境境境境境境境境境境境境のののののののののののののの充充充充充充充充充充充充充充 交通環境の充実実実実実実実実実実実実実実実

地域公共交通の確保

（担当：総務課企画調整グループ）

　皆さんの生活の足を確保するため、町内各方面を運

行している中央バスに対して、運行赤字の一部を助成

します。

【助成対象路線】

　・ふるさと公園線　　・滝川北竜線

　・上総進線　　　　　・滝川浦臼線

　・総進線　　　　　　・花月砂川線

　また、新たな公共交通による輸送体系を構築し、中

心市街地への移動手段の確保と、本町と日常生活面で

密接に係わっている滝川市中心部への路線の維持を図

るため、平成21～23年度にコミュニティバスと乗合タ

クシーの実証運行を行いました。

　今年度はその結果を踏まえ、平成25年４月１日から

の本格運行と、平成25年３月31日で廃止となる中央バ

ス花月砂川線に代わる花月砂川間の公共交通運行の周

知活動を行います。

2170万円

都市整備の推進 270万円

（担当：建設課都市管理グループ）

　町が定める都市計画に関して調査や審議を行う

都市計画審議会を、２回開催する予定です。また、

都市計画道路見直しに係る都市計画変更図書を作

成します。

　都市計画道路の見直しについては、平成20年度

に検討協議会を設置し、計画策定から30年近く経

過している未着手路線について、路線の必要性、

実現性、将来交通量などの検討を行いました。平

成21年度は見直しの素案を作成、昨年度は地権者

への説明会を開催しました。今年度は都市計画変

更に向けた作業を行います。

道路名標識板の設置 200万円

（担当：建設課土木グループ）

　道路利用者が、今どこにいるのかを分かりやす

くし、利便性を向上させるため、主要な町道交差

点等に町道名の標識

を設置します。

　この事業は平成22

年度から実施してお

り、今年度は大和・

里見方面に15カ所、

全体で130カ所の設

置を予定しています。

　財源内訳

　　国の補助金　130万円

　　町の負担　　　70万円
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冬期除排雪事業

（担当：建設課土木グループ）

　冬期間の快適な生活環境と安全な交通の確保を図る

ため、町所有の機械と業者から借上げた機械を使って

町道の除排雪を行います。

　通常、早朝除雪は、午前２時の時点で10尺以上の降

雪があったり、道路が吹き溜まりで埋まったりしてい

る場合に、午前３時から作業を開始し、午前７時30分

までに完了するように行っています。

　除雪延長は車道190灼、歩道11灼、排雪延長は38灼に

及びます。

　また、春先には、山間部などの未除雪路線の掘割り

作業や雪捨て場の雪割り作業を行います。

　財源内訳

　　国の補助金　　　680万円

　　雨竜町の負担金　　9万円

　　町の負担　　　　9495万円

1億184万円

町道の維持管理 3189万円

（担当：建設課土木グループ）

　町道348路線、延長382灼の維持管理を行います。

　安全、安心な道路網確保のため、舗装補修、砂

利道の路面整正、路肩の草刈りなどを行います。

 橋  梁 長寿命化修繕計画の策定
きょう りょう

600万円

（担当：建設課土木グループ）

　老朽化する橋の増大に対し、現状の点検結果に

基づいて長寿命化計画を策定します。

　これにより、計画的な補修や修繕が実施され、

健全な状態を長く保持し、架け換え時期の延伸に

よる費用の縮減が図られます。また、道路網の安

全性と信頼性が確保されます。

　町が管理している135橋のうち84橋について計

画を策定します。

　財源内訳

　　国の補助金　　　390万円

　　雨竜町の負担金　　3万円

　　町の負担　　　　207万円
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道路整備事業

（担当：建設課土木グループ）

　交通網の整備は、産業・経済の交流と振興、そして生活の利便性向上のためには必要不可欠です。より安

全で円滑な交通確保のため町道の整備を行います。

　今年度計画している路線は次のとおりです。

財源内訳

　国の補助金　5850万円

　地方債　　　3790万円

　町の負担　　4930万円　

1億4570万円

陰西２線道路改築舗装工事（平成20～25年度）

隠学総線舗装補修工事（平成23～24年度）

韻みどり団地内道路改築舗装工事（平成24～26年度） 

吋西１線舗装改修工事（平成24～26年度）

右青葉６条通り舗装補修工事（今年度のみ）

工事区間：国道275号から青葉５号通りまで

工事内容：舗装１層の上乗せ工事　延長370ｍ

（道路幅員7.0、7.5ｍ）

宇西村農場２号線歩道改修工事（今年度のみ）

工事区間：吉野大橋から国道451号まで

工事内容：歩車道境界縁石撤去、歩道舗装の打替

え工事　延長138ｍ

烏北３線舗装改修工事（今年度のみ）

工事区間：国道451号との交差点部と北２号線へ

の登坂部の一部

工事内容：舗装の打替え工事　延長46ｍ

・全体計画：南４号線から南13号線まで

・今年度の計画

南６号線から南７号線までの舗装仕

上げ工事

南７号線から南９号線までの改良舗

装工事

：工事区間

舗装仕上げ工事　延長 805ｍ

（道路幅員8.0ｍ）

改良舗装工事　延長850ｍ

（道路幅員8.0ｍ、歩道幅員1.5ｍ）

：工事内容

国道451号から道道学園新十津川停

車場線まで

：・全体計画

・今年度の計画

学園１号南線から道道学園新十津川

停車場線まで

：工事区間

舗装１層の上乗せ工事

延長420ｍ（道路幅員6.0ｍ）

：工事内容

・全体計画：北１線と北１号線を除く団地内道路

・今年度の計画

みどり１条通り、みどり２条通り、

みどり２号通りの一部

：工事区間

舗装１層の上乗せ工事

改良舗装工事　延長444ｍ

：工事内容

・全体計画：南５号線から南11号線まで

・今年度の計画

南５号線から南６号線まで：工事区間

舗装の打替え工事（打替え幅1.7ｍ）　

延長426ｍ

：工事内容
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事業概要予算額事　業政　策

公共施設敷地内のスズメバチ等を駆除します12万円害虫の駆除対策１　環境の保全

飼い犬の登録と狂犬病予防注射を行います16万円畜犬登録

町内の墓地と弥生霊園を管理します113万円墓地の管理

大和と花月にある公衆トイレを管理します5万円公衆トイレの管理

滝の川斎苑の運営費用の一部を負担します236万円中空知衛生施設組合負担金(火葬場）

公共用地に不法投棄されたごみを処理します20万円不法投棄ごみの処理

し尿の共同処理費用を応分に負担します1万円石狩川流域下水道協議会負担金

町有住宅20戸の維持管理を行います367万円町有住宅の維持管理２　生活基盤の充実

土地取引に係る届出書の受け付けを行います7万円土地利用規制等対策事務

住宅と世帯の居住状況、保有する土地の調査5万円住宅・土地統計調査

建築法令や技術の講習会に出席します21万円建築事務

破損したバス待合所の修理を行います10万円バス待合所の管理３　交通環境の充実

土木全般に要する事務費です32万円土木管理事務

街路樹のせん定や害虫防除を行います210万円街路樹の維持管理

道路整備に基づき調書・図面を修正します101万円道路台帳の管理

グレーダやロータリ車など15台を管理します1453万円道路維持車両の管理

車両格納・運転手待機施設として管理します48万円除雪センターの管理


