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　　環境の保全①　環境の保全

環境を保全する活動	 22万円空き家対策	 50万円

ごみの収集・処理	 1億3493万円

（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、町有地や町有施設で発生した蜂の巣を駆
除します。
　なお、私有地や私有施設で発生した蜂の巣の駆
除については、その管理者が専門業者などに駆除
を依頼してください。

【蜂の巣駆除専門業者】

業　者　名 電話番号

星友環境サービス（滝川市） 24-5867

三東商事（砂川市） 54-1311

白取建設（赤平市） 38-8151

（金額は巣の状況などによって異なります）

○危険空き家対策
　審議会を開催し、町内の危険空き家対策を推進
します。
　また、危険が迫った空き家への応急対応や町か
らの指導などにより、危険空き家を除去する際の
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恐れ
がある危険な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
　町のホームページ上に、町内の空き家、空き地
（宅地）、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登録は、所有者の
申し出が必要です。

　家庭から出されるごみの収集運搬とごみ処理施
設の維持管理を行っています。処理施設の経費は、
ごみの処理量で決まります。町が実施している無
料回収事業を活用するなど、今後もごみ減量への
ご協力をお願いします。

【町が無料回収するもの】
項　目 回収場所

小型家電製品 役場　回収ＢＯＸ

衣類、かばん、靴など 役場　住民課窓口

廃食用油
役場、改善センター
など

＜財源内訳＞
ごみ袋販売代金	 1500万円
資源物売り払い収入	 102万円
町の負担	 1億1891万円

　不法投棄を減らすための対策と、町の施設や敷
地に不法投棄されたごみの処理を行います。
　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。
　過去５年間の町の施設や敷地への不法投棄の状
況は、下表のとおりです。

【町の施設や敷地への不法投棄の状況】

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29

テ レ ビ 9台 6台 6台 3台 2台

電化製品 18台 16台 7台 15台 3台

タ イ ヤ 32本 110本 103本 0本 40本

そ の 他 21件 29件 20件 20件 14件

不法投棄ごみの対策	 32万円
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　　生活基盤の充実②　生活基盤の充実

合併処理浄化槽設置の助成	 271万円火葬場施設の運営	 660万円
（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）

　滝川市、赤平市、雨竜町と共同で火葬場「滝の
川斎苑」を運営しています。
　なお、昭和50年建築の「滝の川斎苑」は老朽化
のため、改築を計画しています。

【滝の川斎苑改築スケジュール（予定）】
平成30年度　　　実施設計
　　　　　　

⇒

平成31～32年度　改築工事
　　　　　　

⇒

平成33年度　　　供用開始

　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。
　住宅新築時の設置、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。地域の環境を守る
ため、年１回の検査を必ず受けましょう

【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

＜財源内訳＞
　道の補助金など　　90万円
　町の負担　　　　181万円

快適なインターネット環境整備のための調査	 235万円
（担当：総務課財務・情報グループ）

　町内のインターネット光回線は、市街地の一部での利用に限られており、地域内でのインターネット回
線速度には格差があります。光回線が利用できない地域でも高速のインターネット環境を確保できるよう
に、無線通信設備による高速通信環境の整備に向けた調査を行います。
　スケジュールや仕組みなどについての説明会を行い、一定数の利用希望者がいる場合は、平成31年11月
からのサービス開始に向けて、通信環境の調査や設備の整備を進めます。

【スケジュール】
平成30年６月頃　　町民向け説明会と利用希望の調査
（以下、一定数の利用者がいる場合）
平成30年８月頃　　通信環境の調査とシステム設計
平成31年３月頃　　通信施設の整備工事
平成31年11月頃　　サービス開始

【１世帯あたりの利用料金（見込）】
月額　6000円
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住宅リフォームの助成	 2500万円
（担当：建設課都市管理グループ）

　居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。

【助成期間】　平成32年３月31日まで
※工事着手日の14日前までに交付申請をすること

【対象工事】　増築、改築、修繕、模様替え（耐久性、居住性、省エネルギー性を向上させる改修工事）
【対象要件】　・町内の施工業者が実施すること
　　　　　　　・助成対象経費の合計額が30万円以上であること
　　　　　　　・交付申請をする年度の末日までに工事が完了すること
【対	象	者】　改修を行う住宅の所有者で、現に居住している方または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
【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	 6110万円
（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、
助成金を交付します。平成29年度は、新築17件、中古９件の申請があり、そのうち14件が転入者でした。
（平成30年３月28日現在）

【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
【中古住宅】　・昭和56年６月１日以降に建築した住宅（過去に住居として使用）
　　　　　　　・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 施行業者 奨励金 ふれあい商品券

新 築 住 宅

転入者
町　内 200万円

左記の助成金に加え、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、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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公営住宅の維持管理	 6090万円

住宅の耐震化・解体の助成	 404万円

（担当：建設課都市管理グループ）

（担当：建設課都市管理グループ）

　公営住宅366戸の維持管理を行います。老朽化
した公営住宅南吉野団地２棟８戸を解体します。
　また、平成29年度に見直した公営住宅等長寿命
化計画に基づきトップ団地Ｂ棟（18戸分）の外壁
塗装工事を行います。

＜財源内訳＞
国の補助金	 2061万円
使用料（家賃など）	 1348万円
町の負担	 2681万円

【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
徳富方面 ８戸

　住宅の耐震診断、耐震改修工事と、老朽化など
により使用しなくなった住宅の解体工事に対して
助成金を交付します。

【助成金の内容】

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）

＜財源内訳＞
国の補助金	 22万円
道の補助金	 43万円
町の負担	 339万円

公共下水道の整備	 1億9207万円

都市公園の管理	 4524万円

（担当：建設課都市管理グループ）

みどり中継ポンプ場

（担当：建設課土木グループ）

　下水道管やポンプ場など公共下水道施設の維持
管理を行っています。また、石狩川流域下水道組
合の整備運営に対し負担します。
　平成30年度は、下水を処理場に送るための中継
施設、みどり中継ポンプ場の長寿命化を図るため、
流量計、水位計の更新などの工事を行います。

　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。
　平成30年度は、みどり公園のフェンス、あじさ
い公園の遊具などを更新します。また、中央公園
などの樹木をせん定し公園内の景観整備を行いま
す。

＜財源内訳＞
国の補助金	 300万円
パークゴルフ場管理協力金など	 23万円
町の負担	 4201万円
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　　交通環境の充実③　交通環境の充実

町道の改修	 1億2424万円

橋の修繕	 7765万円

（担当：建設課土木グループ）

（担当：建設課土木グループ）

　道路の舗装が古くなると、ひび割れ、わだち掘れ、凸凹などにより走行の安全性が損なわれます。
　傷んだ町道を改修することにより、走行しやすい安全な道路に改善します。
　平成30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。平成25年度に策定した橋りょう長寿命化修繕計画に基づき、計画的に修繕
を行います。
　平成30年度に計画している橋は次のとおりです。

【工事】
①菊水団地道路改築工事（平成30～34年度）
全体計画：菊水２条通り外22路線
工事区間：菊水３号通り外６路線
工事内容：舗装打ち替え、縁石取替（全低下)
延　　長：1000ｍ
幅　　員：5.5ｍ＋1.25ｍ×2(車道＋両側歩

道)
②文京西３線舗装改修工事（平成29～30年度）
　　全体計画：道道学園新十津川停車場線から

南５号線まで
工事区間：南４号線から南５号線まで
工事内容：既設路面切削、舗装１層の上乗せ
延　　長：540ｍ
幅　　員：7.5ｍ

【工事】
⑥大久保橋架替え工事（平成30年度）
橋　　長：7.0ｍ
幅　　員：7.0ｍ
工事内容：ＢＯＸ橋りょうの架替え

⑦岡野橋補修工事（平成30年度）
橋　　長：27.6ｍ
幅　　員：6.75ｍ
工事内容：橋台補修、沓座モルタル補修、

伸縮装置交換、橋面防水、橋面舗装

③夢色通り歩道改修工事（平成30年度）
工事区間：夢色の橋から国道451号まで
工事内容：歩道部のゴムマット撤去、舗装復

旧
延　　長：450ｍ
幅　　員：2.24ｍ

④弥生東２線舗装改修工事（平成30年度）
工事区間：南７号線から南側
工事内容：舗装打替え
延　　長：400ｍ
幅　　員：5.5ｍ

【調査設計】
⑤西１線歩道造成調査設計
対象区間：南４号線から南５号線（西側）
業務内容：調査設計
延　　長：550ｍ

【設計】
⑧中寺橋架替え実施設計
橋　　長：2.5ｍ
幅　　員：4.0ｍ

【定期点検】
業務内容：14橋の定期点検

＜財源内訳＞
　国の補助金　3862万円
　町の負担　　3903万円
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地域公共交通の確保	 2094万円

町道の除排雪	 2億297万円

（担当：総務課企画調整グループ）

（担当：建設課土木グループ）

　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」への運行費用の助成を行います。

　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９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30年度は、除排雪作業の委託費の他に、老
朽化した７トン除雪トラックの更新と機械を格納
している除雪センターの屋根改修も行います。

＜財源内訳＞
　国の補助金	 1360万円
　町の負担	 1億8937万円

○乗合タクシー（徳富・総進⇔滝川）
・新十津川北星ハイヤー（予約制）
・平日４便、土日祝日３便
・徳富区と総進区、大和区の一部から中央地区や滝川
市内（滝川駅、滝川市立病院など）の往復路線で、
中央地区から滝川市間のご利用はできません。

○乗合ワゴン（中央地区⇔花月⇔砂川）
・誠和運輸（予約制）
・平日土曜３便、日曜祝日２便
・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（コープさっぽろ、砂川市立
病院、砂川高校）の往復路線です。

○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
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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 8万円 飼い犬の登録と狂犬病予防注射済票の交付を行います
墓地の維持管理 270万円 各地区の墓地や弥生霊園の維持管理を行います
資源リサイクルの奨励 41万円 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
ごみ埋め立て処理施設の維持管理 627万円 総進区にある一般廃棄物最終処分場の維持管理を行います
し尿収集 727万円 し尿のくみ取りや運搬を行います
し尿処理施設（旧）の維持管理、解体 3983万円 今まで使用していた古い処理施設の解体を行います
し尿処理施設（現）の運営 757万円 新しいし尿処理施設（６市６町）の運営費です
２　生活基盤の充実
町有住宅の維持管理 63万円 町有住宅21戸の維持管理を行います
建築事務 20万円 建築法令の習得、技術講習会などに参加します
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
水道企業団負担金 1747万円 西空知広域水道企業団の水道整備に対し負担します
農業集落排水の維持管理 2890万円 花月・大和地区の農業集落の下水処理施設を管理します
３　交通環境の充実
町道の維持管理 6129万円 夏期に町道380㎞の維持管理と補修工事を行います
道路台帳の管理 128万円 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 1717万円 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


