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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	 1億2437万円

（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）

　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
除は、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

（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進め
ています。
　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・空き地バンク
　本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。ごみ処理施設の経
費は、ごみの処理量で決まります。町が実施して
いる無料回収を利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
（テレビなどを除く）

役場１階
回収ＢＯＸ

衣類、かばん、靴など
（下着などを除く）

役場１階
住民課窓口

廃食用油
（固形のものを除く）

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 96万円
町の負担 1億841万円

　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。
　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】

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

テ レ ビ 6台 6台 3台 2台 4台

電化製品 16台 7台 15台 4台 14台

タ イ ヤ 110本 103本 0本 40本 2本

そ の 他 29件 20件 20件 13件 31件

不法投棄ごみの対策	 35万円
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　　生活基盤の充実②　生活基盤の充実

合併処理浄化槽の設置の支援	 271万円火葬場施設の運営	 3488万円
（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、雨竜町と共同で運営する火葬
場「滝の川斎苑」の運営費と老朽化した「滝の川
斎苑」の改築にかかる経費を一部負担します。
　新しい斎苑は今年度から２年かけて建設し、令
和３年度から使用できる予定です。

　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、中古住宅購入時の設置、単独処理
浄化槽や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＞
　道の負担など　　　90万円
　町の負担　　　　181万円※イメージ

住宅の取得助成	 6060万円
（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30年度は新築23件、中古７件の申請があり、うち19件が転入者でした。
　なお、この事業は今年度で終了となりますので、交付申請時期や工事の完了時期にご注意願います。

【申請期間】　令和２年３月31日まで
・新築住宅：表題登記後３か月以内
・中古住宅：入居後３か月以内

【対　　象】　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】　令和元年12月31日までに表題登記が完了し、転入居されている方
【中古住宅】　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

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。

※助成金、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（12ページ）を受けることができます｡
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住宅の耐震化などの助成	 404万円
（担当：建設課都市管理グループ）

　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４万円まで）

耐震改修
工 事

耐震基準を満
たさない住宅

工事費の５分の１
（最大100万円まで）

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30万円まで）

＜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

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）

　居住環境の向上と町内経済の活性化を促進するため、町内に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。
　なお、この事業は今年度で終了となりますので、交付申請時期や工事の完了時期にご注意願います。

【申請期間】　令和２年３月31日まで
※工事着手日の14日前までに交付申請が必要です

【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

・助成対象経費の合計額が30万円以上
・交付申請をする年度の末日までに工事が完了

【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50万円まで）
※助成金の交付は、同一の住宅につき、１回限りとなります。

民間アパート建設の助成	 1000万円
（担当：総務課企画調整グループ）

　人口減少の抑制と町民の居住確保のため、町内
にアパートを建設した方に建設費の一部を助成し
ます。
　平成28年度に２棟８戸、平成29年度に３棟20戸
が建設されました。

【助成期間】令和４年１月31日まで
【対象】
・３戸以上の新築集合住宅
・各戸に玄関、トイレ、浴室、台所があり、専用

面積が25～65㎡
・１戸当たり１台以上の駐車場
・組立式仮設住宅ではないこと
【助成額】
・施工業者が町内業者の場合
　１戸当たり100万円（１棟当たり1000万円上限）
・施工業者が町外業者の場合
　１戸当たり60万円（１棟当たり600万円上限）
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都市整備の推進	 902万円
（担当：建設課都市管理グループ）

　ＪＲ札沼線の廃線が決まり、駅周辺の跡地活用
の方向性を検討し、都市計画区域の用途地域を変
更します。
　跡地活用の方向性の検討は、町民と意見交換を
行い、新十津川駅の跡地活用の基本構想を計画し
ます。

公営住宅の維持管理	 4786万円
（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。
　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棟第２工区（18戸）
の外壁塗装を行います。

＜財源内訳＞
国の補助金 1232万円
使用料（家賃など） 1405万円
町の負担 2149万円

【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

公共下水道の整備	 1億7996万円

高速インターネットの普及促進	 32万円

（担当：建設課都市管理グループ）

（担当：総務課財務・情報グループ）

みどり中継ポンプ場

　下水道管やポンプ場など公共下水道施設の維持
管理を行うほか、石狩川流域下水道施設の運営費
を負担します。
　今年度は、最適な施設の維持管理を行うため、
管路、みどり中継ポンプ場などの下水道施設全体
を対象としたストックマネジメント実施方針を策
定します。

　今年度11月からのサービス開始を目指し高速無
線通信の整備をすすめていましたが、４月から光
回線エリアが拡大されたため、計画を見直すこと
になりました。
　４月以降も光回線が利用できない地域にお住ま
いの皆さんには、ＬＴＥ契約の個人契約を促進す
るため、体験利用できる機器（モバイルWi-Fiルー
ター）を無償で貸し出します。

駅周辺用途地域
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町道改修の実施	 9950万円

橋りょうの修繕	 6930万円

（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、凸凹などにより走行の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。
　今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。
　今年度に計画している橋は次のとおりです。

【道路工事】
①菊水団地内道路改築工事（平成30～令和４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５路線
工事内容：舗装打替え、縁石取替（全低下）
延　　長：836ｍ
幅　　員：車道5.5ｍ＋歩道1.25ｍ×２（両側）

②西１線歩道造成工事（令和元年～２年度）
全体計画：南４号線から南５号線まで（西側）
工事区間：南４号線から南側200ｍ
工事内容：歩道の新規造成
延　　長：200ｍ
幅　　員：2.5ｍ

【橋りょう工事】
③岡野橋補修工事（平成30～令和元年度）

橋　　長：27.6ｍ
幅　　員：6.75+1.5ｍ
工事内容：伸縮装置交換、橋面防水、橋面舗装、

防護柵交換

④福井谷１号橋補修工事（令和元年度）
橋　　長：10.77ｍ
幅　　員：4.0ｍ
工事内容：橋台補修、支承補修、伸縮装置交換

【橋りょう補修設計業務】
⑤井向橋補修設計業務

橋　　長：20.0ｍ
幅　　員：6.0+2.5ｍ

＜財源内訳＞
　国の補助金 4498万円
　町の負担 2432万円

　　交通環境の充実③　交通環境の充実

菊水団地内（平成30年施工箇所）

施工前

施工後
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　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。
　除排雪作業の委託費のほかに、老朽化した除雪
機械の更新を計画的に進めます。

＜財源内訳＞
　国の補助金 3603万円
　町の負担 1億8810万円

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
墓地の維持管理 238万円 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 831万円 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 742万円 し尿のくみ取りや運搬を行います
旧し尿処理施設跡地の管理費 35万円 以前使用していたし尿処理施設跡地の管理を行います
し尿処理施設の運営 615万円 し尿処理施設（奈井江浄化センター）の運営費を負担します
２　生活基盤の充実
町有住宅の維持管理 3666万円 町有住宅21戸の維持管理を行います
建築事務 21万円 建築法令の習得、技術講習会などに参加します
都市公園等の管理 2251万円 都市公園内を維持管理し、樹木の剪定も行います
西空知広域水道企業団負担金 1646万円 西空知広域水道企業団の水道整備に対し負担します
農業集落排水事業特別会計繰出金 2236万円 花月と大和農業集落の下水処理経費を特別会計へ繰出します
３　交通環境の充実
道路の維持管理 4904万円 町道380㎞を維持管理し、補修工事も行います
道路台帳の管理 124万円 整備が完了した町道の道路台帳を更新します
道路の維持車両の管理 1555万円 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

地域公共交通の確保	 2208万円
（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」への運行費用の助成
を行います。

○乗合タクシー（徳富・総進⇔滝川）
・平日４便、土日祝日３便（予約制）
・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みのご利用は
できません。
○乗合ワゴン（中央地区⇔花月⇔砂川）
・平日土曜３便、日曜祝日２便（予約制）
・中央地区、弥生区、花月区、旧上総進区から、

砂川市内（砂川市立病院、砂川高校）の往復路
線で、砂川市内間のみのご利用はできません。
○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

町道の除排雪	 2億2413万円
（担当：建設課土木グループ）


