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１

　　環境の保全①　環境の保全

環境を保全する活動	 19万円

空き家対策	 52万円

墓地の維持管理	 344万円
（担当：住民課住民活動グループ）

（担当：住民課住民活動グループ）

（担当：住民課住民活動グループ）

（担当：住民課住民活動グループ）

　環境保全に関する職員の研修に参加します。
　また、町の施設や敷地内で発生した蜂の巣を駆
除します。
　なお、私有地に発生した蜂の巣の駆除について
は、その土地の所有者または使用者が、専門業者
などに駆除を依頼してください。

○危険空き家対策
　町内の危険空き家対策を進めるための審議会を
開催します。
　また、危険が迫った空き家への応急措置や町か
らの指導などにより、危険空き家を除却する際の
補助を行います。
　町内の空き家で、建築資材の飛散や倒壊の可能
性が高いなどの危険空き家がありましたら、情報
提供をお願いします。

○空き家バンク
　本町のホームページ上に、本町の空き家、空き
地、アパートの情報を掲載しています。
　なお、空き家バンクへの情報の登録には、所有
者の申し出が必要となります。

　各地区の墓地や弥生霊園の維持管理を行います。
　平成28年度は、弥生霊園の残りが２区画となっ
たことから、空きスペースを利用して11区画を造
成します。
　また、老朽化した吉野墓地の安全柵を取り替え
ます。

＜財源内訳＞
　使用料　　　 68万円
　町の負担　　276万円

　町の施設や敷地に不法投棄されたごみの処分と、
不法投棄防止のための対策を行います。
　なお、私有地に不法投棄されたごみは、その土
地の所有者または使用者が管理や処理をすること
になりますので、日頃から不法投棄を未然に防ぐ
対策をお願いします。
　町の施設や敷地における過去５年間の不法投棄
の状況は、下表のとおりです。

【町の施設や敷地における不法投棄の状況】

Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27

テ レ ビ ７台 ８台 ９台 ３台 ５台

電化製品 ９台 ８台 18台 16台 ５台

タ イ ヤ ９本 23本 32本 109本 103本

そ の 他 ８件 22件 10件 13件 ９件

不法投棄ごみへの対策	 31万円
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　　生活基盤の充実②　生活基盤の充実

ごみ収集	 4440万円 ごみ埋め立て処理施設の維持管理	 702万円
（担当：住民課住民活動グループ） （担当：住民課住民活動グループ）

　家庭から出されるごみの収集運搬や指定ごみ袋
の作成を行います。
　町環境基本計画では、１人が１日に出すごみの
量を平成31年度までに695グラムにまで減らそう
という目標を立てています。（平成26年度は722グ
ラム（前年比6.4％減））
　さらなる分別の強化や町が行っている無料回収
事業を活用し、今後もごみ減量にご協力をお願い
します。

【町が無料回収するもの】
　・小型家電製品（テレビなどを除く）
　・綿製品・衣服（下着などを除く）
　・廃食用油（固形のものなどを除く）

＜財源内訳＞
ごみ袋販売代金	 1500万円
資源物売り払い収入	 113万円
町の負担	 2827万円

　総進区にあるごみ埋め立て処理施設の管理運営
を行います。現在は「リサイクリーン」で細かく
砕かれたごみを埋め立てています。
　また、同じ敷地の中にある水処理施設の設備を
計画的に改修しています。
　平成28年度は、薬剤注入ポンプの交換と、経年
劣化した正面の門扉やフェンスを修理します。

＜財源内訳＞
ごみ処理業許可手数料	 1万円
町の負担	 701万円

公共下水道の整備	 1億2758万円 合併処理浄化槽設置の支援	 271万円
（担当：建設課都市管理グループ） （担当：住民課住民活動グループ）

　下水道管やポンプ場などの公共下水道施設の維
持管理と、流域下水道施設の運営費を負担します。
　また、民間企業による町道南４号線沿いの宅地
化に伴い、公共下水道の整備を進め、良好な住環
境の保全に努めます。

　対象地区内での合併処理浄化槽の設置費用の一
部を助成します。
　住宅新築時における設置のほか、中古住宅購入
の際の設置、くみ取り式からの切り替えも対象と
なります。
　なお、浄化槽管理者は浄化槽の保守点検、清掃
および指定検査機関（北海道浄化槽協会）が行う
検査が義務付けられています。

【助成の内容】
人槽区分 助成額
５人槽 34万3000円
６～７人槽 40万1000円
８人槽以上 50万8000円
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拡充

新規住宅のリフォーム助成	 2500万円
（担当：建設課都市管理グループ）

　住環境の向上と町内経済の活性化を促進するため、町内の住宅を所有する方が町内の施工業者を利用し
て改修工事を行う場合に、助成金を交付します。また、中古住宅の取得助成と併せて、本制度の助成を受
けることができます。

【助成期間】　平成32年３月31日まで
【対象工事】　増築、改築、修繕、模様替え
【対象要件】　・町内の施工業者が行う改修工事
　　　　　　　・助成対象経費の合計が30万円以上の改修工事
　　　　　　　・平成32年３月31日までに完了する改修工事
【対 象 者】　・改修を行う住宅の所有者（現に居住している方）、
　　　　　　　　改修が完了する日の年度末までに当該住宅に居住する方
　　　　　　　・公租公課を滞納していない方（世帯員を含む）
【対象住宅】　・新築後５年を経過している住宅
　　　　　　　・一戸建ての住宅（店舗などとの併用住宅は、居住部分のみ）
【助成金額】　助成対象経費の５分の１（最大50万円）

※助成金の交付は、同一の住宅について１回限りとなります。

住宅の取得助成	 6155万円
（担当：総務課企画調整グループ）

　人口減少の抑制を図り、本町への定住を促進するため、町内に住宅を新築または購入した方を対象に、
「住宅取得奨励金」を交付します。本制度は、平成26年４月から平成29年３月までの３年間として実施し
てきましたが、昨年作成した総合戦略に基づき３年間延長します。
【助成期間】　平成32年３月31日まで
【対象物件】　玄関、便所、台所、浴室、居室のある60㎡以上の住宅または併用住宅
【新築住宅】　新築または新築住宅を購入した場合
【中古住宅】　・過去に住居として使用していた住宅
　　　　　　　・昭和56年６月１日以降に建築した住宅
　　　　　　　・売買価格が300万円以上の住宅（その土地の購入費を含む）
　　　　　　　・申請者の親族（２親等以内の親族）が所有していたものは除く

物　件 申請者 施工業者 奨励金 ふれあい商品券

新 築 住 宅

転入者
町　内 200万円

左記の奨励金に加え、中学生以下の子
ども１人につき、15万円分のふれあい
商品券を交付します。

※奨励金、商品券の交付は１回限りで
す。

町　外 170万円

町　民
町　内 170万円

町　外 150万円

中 古 住 宅
転入者 ― 100万円

町　民 ― 70万円
※中古住宅の取得助成と併せて、下記住宅リフォーム助成制度を受けることができます。
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拡充 拡充

公営住宅の維持管理	 4902万円

民間アパート建設の助成	 800万円

都市公園の管理	 2883万円

住宅の耐震化などの助成	 720万円

（担当：建設課都市管理グループ）

（担当：総務課企画調整グループ）

（担当：建設課土木グループ）

（担当：建設課都市管理グループ）

　公営住宅381戸の維持管理を行います。
　また、平成24年度に策定した町公営住宅等長寿
命化計画により、トップ団地Ａ棟１工区（18戸）
の外壁塗装工事を行います。

＜財源内訳＞
国の補助金	 1487万円
使用料（家賃など）	 1377万円
町の負担	 2038万円

【管理戸数の内訳】
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 21戸

　人口減少の抑制を図り、若年者層の居住の確保
を強化するため、町内に集合住宅を建設した方に
助成金を交付します。

【助成期間】　平成31年３月31日まで
【対象物件】　３戸以上／１棟
　　　　　　　25㎡以上65㎡以下／１戸

玄関、便所、浴室、台所、駐車場
１台分／１戸

【助成金額】　施工業者
　・町内業者
１戸あたり100万円
（１棟最大1000万円）

　・町外業者
１戸あたり60万円
（１棟最大600万円）

※ソーラーパネルなどの新エネルギーを利用する
場合には、助成金額を上乗せします。
（１棟につき最大200万円まで）

　憩いと交流の場として利用されている都市公園
を、安全安心に利用していただくため、遊具の点
検補修や園内の草刈り、樹木せん定などを行いま
す。
　また、公園施設長寿命化計画に基づき、公園施
設の計画的な補修や遊具などの更新を行います。
　平成28年度は、青葉公園フェンスの更新と、平
成29年度に改修を予定している公園の調査設計を
行います。

＜財源内訳＞
国の補助金	 550万円
パークゴルフ場管理協力金など	 37万円
町の負担	 2296万円

　従前の耐震診断、耐震改修工事と、新たに住宅
の解体工事に対して助成金を交付します。
　また、北海道の耐震計画の変更に合わせて、本
町の耐震改修促進計画を変更します。

＜財源内訳＞
国の補助金	 190万円
道の補助金	 15万円
町の負担	 515万円

【助成の内容】

区 　 分 対　象 助　成　額

耐震診断 既存住宅 診断費用の３分の２
（最大４万円）

耐震改修
工 事

耐震基準を満
たさない住宅

改修工事費の５分の１
（最大100万円）

解体工事 50万円以上の
住宅解体工事

工事費の５分の１
（最大30万円）
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　　交通環境の充実③　交通環境の充実

町道改修の実施	 1億2317万円

橋りょう修繕の実施	 6810万円

（担当：建設課土木グループ）

（担当：建設課土木グループ）

　町道の舗装が古くなると、ひび割れ、わだち掘れ、凸凹などにより安全性が損なわれます。
　このように傷んだ町道を改修することにより、走行しやすい安全な町道に改善します。
　平成28年度に計画している路線は次のとおりです。

　町内135カ所に架かっている橋は、適切な時期に修繕を行うことで、長期間安全に使用することができ、
経費の削減にもつながります。
　町橋りょう長寿命化修繕計画に基づき、計画的に補修を行い、健全化に努めます。
　平成28年度に改修を計画している橋は次のとおりです。

①ふるさと団地内道路改修工事（平成27～28年度）
　・全体計画：ふるさと団地１号通り、２号通り
　　　　　　　ふるさと団地１条通り
　　工事区間：上記３路線
　　工事内容：舗装打ち替え　延長235ｍ
②南８号線舗装改修工事（平成28年度）
　　工事区間：国道275号線から弥生東１線まで
　　工事内容：舗装打ち替え　延長550ｍ
③北２線中通り舗装工事（平成28年度）
　　工事区間：北１号線から徳富川方向
　　工事内容：舗装新設　延長155ｍ
④北中央４条通り道路改築工事
　　工事区間：北中央４条通り、北中央１号通り
　　工事内容：道路改築　延長182ｍ

⑧南幌加橋補修工事（平成26～28年度）
　・全体計画：既設護岸補強、伸縮装置交換

高欄・排水管補修
　　橋　　長：54.0ｍ
　　幅　　員： 5.0ｍ
工事内容：伸縮装置交換

⑨夢色の橋補修工事（平成28年度）
　　橋　　長：111.2ｍ
　　幅　　員： 6.0ｍ
工事内容：橋面防水、橋台塗装、ゴム支承補修

⑤青葉団地舗装補修工事（平成28～29年度）
　・全体計画：青葉４号通り他団地内道路
工事区間：青葉２条、３条、５条通り

青葉４号通り
工事内容：舗装１層の上乗せ工事　延長532ｍ

⑥上総進西７線舗装改修工事（平成28～29年度）
　・全体計画：南９号西線から南10号西線まで
　　工事区間：南９号西線から南側530ｍ
　　工事内容：舗装打ち替え工事　延長530ｍ
⑦山間地道路整備工事（平成27～32年度）
　・全体計画：上吉野中央線等山間地道路
　　工事区間：福井谷線、花月台中央線乙の一部
　　工事内容：急な坂路の舗装、排水路の整備

補修設計業務
　⑩福井谷１号橋
　⑪大久保橋
　⑫井向橋車道橋
　橋りょう点検業務　15橋

＜財源内訳＞
　国の補助金	 4225万円
　町の負担	 2585万円
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町道の除排雪	 1億7688万円 路面・トンネルの調査点検	 1170万円
（担当：建設課土木グループ） （担当：建設課土木グループ）

　冬期間の快適な生活環境を守るため、安全な道
路の確保は欠かせません。
　町道の除排雪作業は、町が所有する機械15台と
受注業者の機械８台を使って行います。
　午前２時の時点で10㎝以上の降雪や吹き溜まり
がある場合に、午前３時から作業を開始し、午前
７時30分ごろまでに完了するように行っています。
　町道の除雪延長は、車道187㎞、歩道12㎞、排
雪延長は38㎞です。
　平成28年度は、老朽化した10トン除雪トラック
を更新します。

＜財源内訳＞
　国の補助金	 3080万円
　町の負担	 1億4608万円

　町道舗装の、ひび割れ、わだち掘れ、凸凹など
の調査を全町的に行い、今後に向けた道路改修計
画の更新を図ります。
　また、トンネルも点検し、安全安心な通行の確
保に努めます。

＜財源内訳＞
　国の補助金	 728万円
　町の負担	 442万円

地域公共交通の確保	 2072万円
（担当：総務課企画調整グループ）

　町内の交通手段を確保するため、町では北海道中央バスへの運行助成と併せて、予約制の「乗合タクシー」
と「乗合ワゴン」の運行費用を助成します。
　乗合タクシーは、徳富区と総進区、大和区の一部の地域から中央地区や滝川市内を往復する路線で、中
央地区から滝川市間のご利用はできません。また、乗合ワゴンは、中央地区、弥生区、花月区、旧上総進
区をエリアとして運行し、砂川市内に乗り入れする路線です。エリア内であればどこからでも乗降可能です。

【助成対象路線】
○北海道中央バス
　・ふるさと公園線平日５便、土日４便
　・滝川北竜線１日４便
　・滝川浦臼線１日５便
○新十津川北星ハイヤー（予約制）
　・乗合タクシー平日４便、土日祝日３便
　　（徳富区、総進・大和区の一部⇔	滝川市内）
○誠和運輸（予約制）
　・乗合ワゴン平日土曜３便、日曜祝日２便
　　（橋本町、みどり団地、役場、弥生区・
　　　花月区・グリーンパーク⇔	砂川市内）
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事　　　　業 予算額 事　業　概　要

１　環境の保全

狂犬病の予防 9万円 飼い犬の登録と狂犬病予防注射済票の交付を行います

地域活動と資源リサイクルの奨励 45万円 空き缶などの資源ごみ回収事業を行う団体への奨励金です

火葬場施設の運営 292万円 火葬場施設「滝の川斎苑」の運営費です

ごみ処理施設の運営 6628万円 ごみ処理施設「リサイクリーン」の運営費です

燃やせるごみ焼却施設の運営 2653万円 ごみ焼却施設「中・北空知エネクリーン」の運営費です

し尿収集 795万円 し尿のくみ取りや運搬を行います

し尿処理施設（旧）の運営 138万円 平成26年度までし尿処理していた施設の維持管理を行います

し尿処理施設（新）の運営 661万円 新たなし尿処理施設（６市６町）の維持管理を行います

２　生活基盤の充実

町有住宅の維持管理 2185万円 町有住宅17戸の維持管理を行います

建築事務 21万円 建築法令や技術講習会などに出席します

都市整備の推進 15万円 都市計画審議会の開催や関係機関との協議を行います

水道企業団への負担金 2287万円 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

農業集落排水の維持管理 2236万円 花月・大和地区の農業集落排水施設を維持管理を行います

吉野地区テレビ共同受信施設改修費の助成 56万円 吉野地区のテレビ共同受信施設の改修費用を助成します

３　交通環境の充実

町道の維持管理 4262万円 夏期の町道の維持や不良箇所の補修を行います

道路台帳の管理 120万円 整備が完了した町道の道路台帳を更新します

町道の維持車両の管理 1569万円 砂利道の路面整正や除排雪作業のための車両を管理します

除雪センターの管理 931万円 除雪センターの維持管理と事務所の改修をします

バス待合所の管理 5万円 バス待合所の補修を行います


