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生ごみ処理機の助成 65万円

（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台まで
生ごみ処理機

「新十津川町環境基本計画（平成22～31年度）」では、環境のために達成すべき目標を掲げ、住民、事業

者、行政がそれぞれの役割で実行すべき行動計画を定めています。

この計画は、平成24年度で初期の３年を終え、平成25年度からは中期に入ります。平成25年度から３年間

の行動計画では、初期の行動計画が見直され、新たに取り組む事業が盛り込まれました。

これまでと同様に、１人１人がごみの適正分別と減量に努めるといった基本的な部分に変わりはありませ

んが、地球温暖化防止に関しては、家庭の省エネと家計節約に役立つ「うちエコ診断事業」に新たに取り組

むことになっています。

【うちエコ診断事業】

ご家庭のエネルギー使用量や光熱費などの情報をも

とに、ライフスタイルに合わせて無理なくできる省エ

ネ、ＣＯ２削減策を提案する事業です。

平成25年度は、試験的に15件程度のご家庭の診断を

実施する予定です。

自然環境を保全する活動

（担当：住民課住民活動グループ）

22万円

ごみ収集 4174万円

（担当：住民課住民活動グループ）

ごみ袋を作る費用や家庭から出たごみを集め処

理施設まで運ぶ費用です。

皆さんが分別し指定された日に出したごみは、

滝川市にあるごみ処理施設「リサイクリーン」に

運ばれ、ごみの種類によって処理されます。

【ごみの処理方法】

・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

細かく砕いて埋立処分します

・生ごみ～電気や熱、堆肥に利用します

財源内訳

指定ごみ袋代 1580万円

町の負担 2594万円
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不法投棄ごみへの対策 23万円

（担当：住民課住民活動グループ）

公共用地への不法投棄物の処理と、町内での不

法投棄被害を減らすための対策を行います。

私有地への不法投棄物については、その土地の

所有者（または使用者）が処理することになりま

すので、日ごろから不法投棄をされないような対

策をお願いします。

【公共用地における不法投棄の状況】

合計その他タイヤ電化製品テレビ年度

4272843H20

65104069H21

225845H22

338997H23

61222388H24

※H24は、平成25年2月28日現在

埋め立て処理施設の管理 1489万円

（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しま

す。

現在は、滝川市にあるごみ処理施設「リサイク

リーン」で処理された埋め立てごみと、し尿処理

施設「中空知衛生センター」で生じた汚泥を埋め

立てています。

埋め立て場から出た汚水をきれいな水に処理す

るため、計画的に設備の整備をしています。平成

25年度は、汚水浄化の主力設備である回転円板の

清掃と周辺部品の交換修繕を実施します。

財源内訳

ごみ処理業許可手数料 2万円

町の負担 1487万円

公衆トイレの解体 64万円

（担当：住民課住民活動グループ）

大和市街と花月市街にある公衆トイレを解体し

ます。

年々利用が少なくなって来たことから、地元行

政区と協議をした結果、取り壊すこととしました。

ごみ焼却施設建設運営 1795万円

（担当：住民課住民活動グループ）

新十津川町を含む中空知、北空知管内の14市町

が共同運営する燃やせるごみ焼却施設「中・北空

知エネクリーン」の建設費と施設運営費を負担し

ます。

この施設は、平成25年４月から本格稼働を開始

しました。私たちが出した燃やせるごみは、いっ

たん「リサイクリーン」に集められ圧縮された後、

「中・北空知エネクリーン」に

運ばれて焼却処理されます。
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安心すまいる助成制度 530万円

（担当：建設課都市管理グループ）

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。

財源内訳

国の補助金 250万円

道の補助金 30万円

町の負担 250万円

【助成内容】

助成額対象区分

診断費用の核既存住宅耐震診断

工事費の1/5

昭和56年５月31日以

前に着工した住宅の

うち、耐震基準を満

たしていないもの

耐 震

改修工事

工事費の1/550万円以上の工事
省 エ ネ

改修工事

都市公園の管理 2297万円

（担当：建設課土木グループ）

憩いと交流の場として、公園を安全・安心に利

用していただくため、遊具の点検補修や草刈り、

樹木せん定などを行います。

また、公園施設の計画的な補修や遊具の更新を

行うため、公園施設長寿命化計画を策定します。

財源内訳

国の補助金 380万円 町の負担 1869万円

パークゴルフ場管理協力金など 48万円

汚水の処理 2億1711万円

（担当：建設課都市管理グループ）

下水道は、私たちが毎日を快適に暮らすため、

まちと人を支えるとても大切な役割を持っていま

す。

汚水を処理する処理場、下水道管、公共汚水ま

すなど、下水道がその役割を休みなく果たしてい

くためには、日常の維持管理がとても重要です。

そこで、供用開始から10年が経過している大和

地区と花月地区にある集落排水施設の点検整備と

改修を平成25年度から計画的に行い、重大事故な

どが起こらない対策をします。

財源内訳

国の補助金 130万円

受益者負担金 15万円

使用料 6820万円

町の負担 1億4746万円
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地域公共交通の確保

皆さんの生活の足を確保するために、町内各方面を

運行している交通事業者に対して、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 ・滝川浦臼線

町は、公共交通のあり方を検討するために、平成19

年度に地域公共交通活性化協議会を設置し、平成21～

23年度の３年間、実証運行を行いました。

その結果を踏まえ、徳富・総進方面を運行する乗合

タクシーと、花月・砂川方面を運行する乗合ワゴンに

対して、運行経費の補助を行います。

2404万円

（担当：総務課企画調整グループ）

町道の除排雪

（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を確保するた

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、早朝の除雪は、午前２時の時点で10尺以上の

降雪や吹き溜まりにより道路が埋まっている場合に、

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188灼、歩道11灼、排雪延長は38灼に

及びます。

そのほかに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

町の負担 9482万円

1億162万円
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町道の整備

（担当：建設課土木グループ）

交通網の整備は、産業振興及び経済活動の活性化を促し、生活の利便性向上のために必要不可欠です。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 5980万円

町の負担 8849万円

1億4829万円

陰西２線道路改築舗装工事（平成20～25年度）

隠西１線舗装補修工事（平成24～26年度）

韻北８号線舗装補修工事（平成25～27年度）

吋南13号線舗装改修工事（今年度のみ）

右南中央団地内舗装補修工事（平成25～26年度）

宇みどり団地内舗装補修工事（平成24～26年度）

・全体計画：南４号線から南13号線まで

・今年度の計画

南８号線から南９号線までの舗装仕

上げ工事

南９号線から南10号線までの改築舗

装工事

：工事区間

舗装仕上げ工事 延長410ｍ

（道路幅員8.0ｍ）

改築舗装工事 延長753ｍ

（道路幅員8.0ｍ、歩道幅員1.5ｍ）

：工事内容

南５号線から南11号線まで：・全体計画

・今年度の計画

南９号線から南11号線まで：工事区間

舗装の打替え工事 延長510ｍ

（打替え幅1.8ｍ）

：工事内容

・全体計画：国道275号から北８線まで

・今年度の計画

国道275号から北６線まで：工事区間

舗装１層の上乗せ工事 延長550ｍ

（道路幅員7.0ｍ）

：工事内容

花月13号の沢線から100ｍ区間の舗装

路盤打替え工事

花月13号の沢線の横断管改修工事

：工事区間

舗装路盤打替え工事 延長100ｍ

横断管改修工事 延長6.0ｍ

：工事内容

北１線を除く団地内道路：・全体計画

・今年度の計画

みどり３条通り他７路線（国道から

北１線間）

：工事区間

舗装１層の上乗せ工事 延長1961ｍ：工事内容

南中央１号通り、南中央２号通り

南中央１条通り、南中央２条通り

：・全体計画

・今年度の計画

南中央１号通り：工事区間

舗装１層の上乗せ工事 延長211ｍ：工事内容
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事業概要予算額事 業政策

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28万円狂犬病の予防

町内９カ所の墓地と弥生霊園の維持管理を行います106万円墓地の管理

生活排水対策として合併浄化槽の設置者へ補助金を交付します272万円合併浄化槽設置の支援

空き缶などの資源ごみ回収を行う団体へ奨励金を交付します51万円資源リサイクルの奨励

し尿くみ取りや運搬を行います693万円し尿収集

し尿処理施設「中空知衛生センター」の運営費を負担します2656万円し尿処理施設の負担金

ごみ処理施設「リサイクリーン」の運営費を負担します5782万円ごみ処理施設の負担金

火葬場施設「滝の川斎苑」の運営費を負担します300万円火葬場施設の負担金

し尿処理施設の建設準備費用を負担します623万円石狩川流域下水道組合負担金

し尿処理施設の建設準備費用を負担します607万円汚泥等処理（MICS）効果促進事業負担金

２ 生活基盤の充実

町有住宅20戸の維持管理を行います882万円町有住宅の維持管理

西空知広域水道企業団の水道整備に対する負担をします2701万円水道企業団への負担金

建築法令や技術講習会などに出席します21万円建築事務

都市計画道路の見直し結果に基づいて都市計画を変更します360万円都市整備の推進

公営住宅385戸の維持管理を行います2314万円公営住宅の維持管理

３ 交通環境の充実

待合所の修理や、不要になった待合所の撤去を行います115万円バス待合所管理事業

土木全般に要する事務費です32万円土木管理事務

安全、安心な道路網確保のため、舗装補修などを行います3401万円町道の維持管理

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100万円道路台帳の管理

グレーダやロータリ車など15台を管理します1546万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を行います15万円除雪センターの管理
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