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みんなでつくる住みよいまち

〈令和２年度　予算〉

１

１

　　環境の保全①　環境の保全

ごみの収集・処理	 1億3326万円
（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とごみ処理施
設の管理を行います。
　令和２年度から、ごみの戸別収集を一部地域を
除く全町に拡大して実施します。
　また、家電、衣類、廃食用油の無料回収を引き
続き行います。

【無料回収の対象】
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	 90万円
町の負担	 １億1736万円

　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、日ごろ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。

【不法投棄の状況】

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１

テ レ ビ 6台 3台 2台 4台 3台

電化製品 7台 15台 4台 14台 3台

タ イ ヤ 103本 0本 40本 2本 0本

そ の 他 20件 20件 13件 31件 47件
※町施設・敷地の実績

不法投棄ごみの対策	 39万円
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１

環境を保全する活動	 24万円

空き家対策	 49万円 合併処理浄化槽の設置の支援	 309万円

火葬場施設の運営	 5004万円
（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）

　広報などでの周知や町内イベントにおける「土
に還る」レジ袋の使用に取り組み、使い捨てプラ
スチック削減の推進や省資源化に向けたＰＲ活動
を行います。

○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。
　町内に建築資材の飛散や倒壊の恐れがある危険
な空き家があれば、情報提供をお願いします。

○空き家・空き地バンク
　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。
　空き家バンクへの登録は無料ですが、所有者に
よる登録申請が必要です。

登録 成約
空き地 74件 52件
空き家 16件 13件

　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。
　新しい斎苑は令和元年度から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。
　令和２年度から、本体工事の助成額を増額し、
新築と増改築を伴わない合併処理浄化槽に転換す
る場合の助成を拡充しました。
【助成の内容】

人槽区分 助成額
５人槽 35万2000円
６～７人槽 44万1000円
８人槽以上 58万8000円
合併処理浄化槽への転換に係る
単独処理浄化槽撤去費※１ 最大９万円

合併処理浄化槽への転換に係る
宅内配管経費※２ 最大30万円

※１新築と増改築を伴わない単独処理浄化槽からの転換に限る。
※２新築と増改築を伴わない単独処理浄化槽か汲み取り便槽から

の転換に限る。

＜財源内訳＞
　道の補助金など　103万円
　町の負担　　　　206万円

※イメージ
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１

　　生活基盤の充実②　生活基盤の充実

定住・移住の助成	 6495万円
（担当：総務課企画調整グループ）

○住宅取得助成
　令和元年度で制度が終了したため、助成金額な
ど一部見直しを行い令和２年度以降も助成を行い
ます。
　町内に新築（中古）住宅を取得した方に助成金
を交付します。令和元年度は新築26件、中古７件
の申請がありました。

住宅 対象 施工業者 助成額

新築
転入者

町内 180万円
町外 150万円

町内者
町内 150万円
町外 130万円

中古
転入者 80万円
町内者 50万円

・申請者（の配偶者）の親が町内在住の場合、20
万円を加算

・さらに中学生以下のお子さんお一人につき15万
円分のふれあい商品券を交付

○アパート建築助成
　町内にアパートを建築した方に建設費の一部を
助成します。平成29年度に３棟20戸、令和元年度
に１棟６戸が建設されました。
【助成の内容】

住宅 町内業者 町外業者
１戸あたり 100万円 60万円
１棟あたり上限 1000万円 600万円

○移住体験ツアー
　定住するときの不安を解消するため、日帰り型
と宿泊型の２タイプを設定します。
日帰り型：参加費無料
　　　　　工芸体験コースとまつり体験コース
宿泊型：参加費１万円
　　　　２泊３日ヴィラ徳富に宿泊

住宅のリフォーム助成	 2100万円
（担当：建設課都市管理グループ）

　令和元年度で制度が終了したため、助成金額など一部見直しを行い、令和２年度以降も助成を行います。
　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。

【期　　間】　令和５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。

【申請回数】　同一の住宅につき２回まで申請することが可能（助成金の合計額40万円まで）
※令和２年３月31日までに助成を受けている場合でも、２回まで申請が可能です。

【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）
【要　　件】　・町内施工業者が実施

・助成対象経費の合計額が25万円以上
・工事完了が交付申請をする年度の末日まで

【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（上限40万円）
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住宅の耐震化への助成	 704万円
（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が
理由で使用していない住宅の解体工事を行う場合
助成金を交付します。
　なお、この事業は令和２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。
【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
（上限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
（上限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
（上限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	 639万円

新十津川駅周辺の跡地整備	 3200万円
（担当：建設課土木グループ）

　ＪＲ札沼線（北海道医療大学―新十津川間）の
廃線が決まったことから、地域や関係団体の方と
協議を重ね、跡地整備の基本計画を策定しました。
　令和２年度は、基本計画に基づき測量と調査設
計を行い、令和３年度に工事を行います。

【基本計画の内容】
・交通のアクセスを改善するため、新たに東西を

結ぶ道路を造成します。
・周辺住民の憩い・交流の場を創出し、終着駅の

記憶と風景を継承する公園を整備します。
・新たに住宅地を整備します。

＜財源内訳＞
　札沼線跡地整備基金　3200万円

公営住宅の維持管理	 5189万円
（担当：建設課都市管理グループ）

　公営住宅366戸の管理を行います。
　また、平成29年度に見直した公営住宅等長寿命
化計画に基づき白樺団地（２棟８戸）と菊水北団
地（１棟16戸）の屋根の張り替えと外壁塗装の工
事を行います。

＜財源内訳＞
国の補助金	 1442万円
家賃など使用料	 1436万円
町の負担	 2311万円

アクセス道路

空知中央病院

入口広場

入口広場

文京団地

小学校グラウンド

散策の森

メモリアル広場

入口広場

入口広場

園路

園路

園路

住宅地

住宅地



13

みんなでつくる住みよいまち

〈令和２年度　予算〉

１

地域公共交通の確保	 2773万円
（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、北海道中央バスへの運行助成のほか、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。
　また、利用者の減少、運転手不足などを受けて、今後の公共交通のあり方を検討し、地域公共交通を再
編します。

○乗合タクシー（徳富・総進⇔滝川）
・予約制
・平日3.5便、土日祝３便
・徳富区と総進区、大和区、橋本区の一部

⇔中央地区⇔滝川市内

○乗合ワゴン（中央地区⇔花月⇔砂川）
・予約制
・平日土曜３便、日祝２便
・中央地区⇔弥生区⇔花月区⇔砂川市内

○北海道中央バス
・ふるさと公園線　平日５便、土日祝４便
・滝川北竜線　平日４便、土日祝１便
・滝川浦臼線　平日５便、土日祝４便

公共下水道の整備	 1億9597万円
（担当：建設課都市管理グループ）

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。
　令和２年度は、最適な施設管理を行うため、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計画を策定しま
す。

　　交通環境の充実③　交通環境の充実
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町道の改修	 8800万円
（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。
　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。
　令和２年度は小学校前のバス停車帯を拡張し、スクールバスで通学する子どもたちの安全を確保します。

【道路工事】
①菊水団地内道路改築工事（平成30～令和７年度）

全体計画：菊水２条通り外22路線
工事区間：菊水２号南通り、菊水５条西通り
工事内容：舗装打ち替え、縁石取り替え（全低

下）
延　　長：330ｍ
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～２年度）
全体計画：南４号線から南５号線（西側）
工事区間：南５号線から北側370ｍ
工事内容：歩道の新規造成
延　　長：370ｍ
幅　　員：2.5ｍ

③西２線バス停車帯拡張工事（令和２年度）
工事区間：小学校前バス停車帯
工事内容：停車帯の拡張
停車線長：52ｍ（うち、バス停留車線27ｍ）
幅　　員：3.5ｍ

町道踏切部分の改修	 9255万円
（担当：建設課土木グループ）

　ＪＲ札沼線（北海道医療大学―新十津川間）の
廃線に伴い、３年計画で14カ所の踏切箇所の道路
改修を行います。
　道路勾配などの修正による見通しの確保のほ
か、事故が多い交差点（南４号線×西１線）にガー
ドレールなどの安全対策を行います。

④踏切の改良工事（令和２～４年度）
全体計画：南４号線～南17号線まで（14カ所）
工事区間：南４号線と南５号線の２カ所
工事内容：踏切の撤去、道路勾配の改良、

交差点の安全対策
延　　長：南４号線190ｍ

南５号線 40ｍ

＜財源内訳＞
国の補助金	 2388万円
札沼線跡地整備基金	 2186万円
町の負担	 4681万円

橋りょうの修繕	 7400万円
（担当：建設課土木グループ）

　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。

【橋りょう工事】
⑤恵水橋補修工事（令和２～３年度）

橋長：66.4ｍ、幅員：4.0ｍ
工事内容：下部工・支承・伸縮装置補修

【橋りょう補修設計】
⑥越智橋補修設計業務

橋長：7.4ｍ、幅員：8.25ｍ
【橋りょうの定期点検】　12橋の定期点検

＜財源内訳＞
国の補助金　2775万円
町の負担　　4625万円
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１
①菊水団地

④南４号線（踏切部の道路改良）

④南５号線（踏切部の道路改良）
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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
墓地の維持管理 290万円 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 39万円 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 1274万円 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 743万円 し尿のくみ取りや運搬を行います
し尿処理施設の運営 670万円 し尿処理施設（奈井江浄化センター）の運営費を負担する
２　生活基盤の充実
町有住宅の維持管理 68万円 町有住宅21戸を管理します
建築事務 21万円 建築法令の研修、技術講習会などに参加します
都市整備推進事務 122万円 都市計画審議会の開催や都市計画図の変更を行います
都市公園などの管理 2217万円 都市公園内を管理し、樹木のせん定を行います
西空知広域水道企業団負担金 1562万円 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 2521万円 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
ＪＲ札沼線跡地整備基金 4億9035万円 ＪＲ北海道所有施設の撤去・整備費用を積み立てます
土木管理事務 160万円 土木工事積算システムの管理を行います
道路の管理 4490万円 町道約380㎞の管理や舗装の補修工事などを行います
道路台帳の管理 79万円 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 1763万円 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

町道の除排雪	 1億5671万円
（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、路面や道
幅の安全性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186㎞、歩道13㎞、排
雪延長は38㎞です。

＜財源内訳＞
国の補助金　　　320万円
町の負担　　1億5351万円


