
１

みみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんなななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななでででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくみんなでつくるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる

住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住みみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままま住みよいまちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちち



10

まちづくり読本 ＜予算版＞

1

①①①①①①①①①①①①①① 環環環環環環環環環環環環環環境境境境境境境境境境境境境境のののののののののののののの保保保保保保保保保保保保保保①環境の保全全全全全全全全全全全全全全全

家庭の省エネ・光熱水費の節約方法の提案 9万円

（担当：住民課住民活動グループ）

家庭の光熱水費などの情報をもとに、各家庭に

合わせて無理なく取り組める省エネや節約の方法

を提案します。

昨年度までに受診された家庭からは、「月々の

電気料金が安くなった」「節電を考えるきっかけ

になった」などの感想が寄せられました。

平成27年度は20件程度の家庭を診断する予定で

す。

募集のご案内は、広報などでお知らせしますの

で、ぜひお申し込みください。

なお、受診された世帯には、もれなく省エネグ

ッズ（2000円相当）をプレゼントします。

自然環境を保全する活動 16万円

（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、私有地で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 51万円

（担当：住民課住民活動グループ）

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。

＜財源内訳＞

国の補助金 12万円

町の負担 39万円

不法投棄ごみへの対策 126万円

（担当：住民課住民活動グループ）

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センサー式ライトを４カ所

に設置します。

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分をすること

になりますので、日頃から不法投棄をされないよ

うな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】

Ｈ26Ｈ25Ｈ24Ｈ23Ｈ22

3台9台8台7台5台テ レ ビ

16台17台8台9台4台電化製品

109本32本23本9本8本タ イ ヤ

13件9件22件8件5件そ の 他
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燃やせるごみの焼却施設の運営 2029万円

（担当：住民課住民活動グループ）

ごみ収集 4529万円

（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。

新十津川町環境基本計画では、町民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ので、今

後もごみの減量のご協力をお願いします。

行政としても、ごみの減量に向けて家庭ででき

る取り組みなどを周知していきます。

＜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 2916万円

ごみ処理施設の運営 6104万円

（担当：住民課住民活動グループ）

町が加盟する中空知衛生施設組合で運営する施

設「リサイクリーン」の運営費を負担します。

家庭から出されたごみは、できる限り資源とし

て社会に循環するよう、次のように処理されます。

【ごみの処理方法】

処理方法ごみの種類

中・北空知エネクリーンへ運搬

後、焼却
燃やせるごみ

メタン化処理後、堆肥化して販

売
生ごみ

破砕処理し、鉄などの有価物を

取り除いた後、埋め立て

燃やせないごみ

粗大ごみ

リサイクル業者に引き渡し資源ごみ

埋め立て処理施設の管理 603万円

（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27年度は、２年に１度の大型はかり計量器

検査を受検します。

＜財源内訳＞

ごみ処理業許可手数料 1万円

町の負担 602万円

新十津川町を含む中空知、北空知管内の５市９

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・施設運営費を負担

します。

各家庭から出された燃やせるごみは、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。

中・北空知エネクリーンの
キャラクター
ＳＯＲＡちゃん
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③安心すまいる助成事業の実施

（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 200万円

道の補助金 15万円

町の負担 200万円

【助成内容】

助成額対象区分

診断費用の2/3

（４万円まで）
既存住宅耐震診断

改修工事費の1/5

（75万円まで）

耐震基準を
満たさない
住宅

耐 震

改修工事

改修工事費の1/5

（30万円まで）

50万円以上

の工事

省 エ ネ

改修工事

定住の促進

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取得した方を対象に、

「住宅取得奨励金」を交付します。

【助成期間】 平成29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日以降の住宅

・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

6905万円

（担当：総務課企画調整グループ）

【奨励金の額】

ふれあい商品券奨励金施工業者申請者物 件

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。

170万円町内業者
町 民

新築住宅
150万円町外業者

200万円町内業者
転 入 者

170万円町外業者

70万円―町 民
中古住宅

100万円―転 入 者

※奨励金、商品券の交付は１回限りです。

②民間アパート建設の助成拡大

（担当：総務課企画調整グループ）

平成16年度より、町内に集合住宅を建設した方

に助成金を交付していましたが、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、

助成金額を増額します。

【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 100万円／１戸 最大１棟1000万円まで

（拡大前） 60万円／１戸

町外業者 60万円／１戸 最大１棟 600万円まで

（拡大前） 40万円／１戸

※新エネルギーを利用する場合に助成金額を上乗

せ。

①住宅の取得助成
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（担当：建設課都市管理グループ）

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、昨年度に引き続き橋本団地３棟（12

戸）の長寿命化型改善（屋根ふき替え・外壁塗

装）工事を平成26年度繰越予算で実施します。

＜財源内訳＞

国の補助金 1044万円

町の負担 1276万円

公営住宅の改修 2320万円

（担当：建設課土木グループ）

憩いと交流の場として利用されている都市公園

を、安心安全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27年度は、青葉公園の遊具更新と、来年度

改修を予定している、みどり公園の調査設計を行

います。

＜財源内訳＞

国の補助金 650万円

地方債 760万円

ＰＧ場管理協力金など 48万円

町の負担 1553万円

都市公園の管理 3011万円

韻韻韻韻韻韻韻韻韻韻韻韻韻韻韻 交交交交交交交交交交交交交交通通通通通通通通通通通通通通環環環環環環環環環環環環環環境境境境境境境境境境境境境境のののののののののののののの充充充充充充充充充充充充充充交通環境の充実実実実実実実実実実実実実実実

地域公共交通の確保

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、平成25年度から運行を開

始した予約制の「乗合タクシー」と「乗合ワゴン」への運行費用の助成も行います。

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）

1735万円

（担当：総務課企画調整グループ）
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橋りょう修繕の実施

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。

新十津川町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、健全化に努めます。

平成27年度に改修を計画している橋は次のとおりです。

5120万円

（担当：建設課土木グループ）

⑦第１樺戸橋改修工事（平成27年度）

・平成27年度の計画

橋 長：16.3ｍ

幅 員：7.5ｍ

工事内容：床版取替え

既設桁補強

※床版：橋の路面部分

⑧南幌加橋補修工事（平成26～27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

・平成27年度の計画

橋 長：54.0ｍ

幅 員：5.0ｍ

工事内容：伸縮装置交換、高欄・排水管補修

⑨清仁橋補修工事（平成26～27年度）

・全体計画：既設橋台補修、伸縮装置交換

橋面防水塗装

・平成27年度の計画

橋 長：7.3ｍ

幅 員：4.5ｍ

工事内容：伸縮装置交換、橋面防水塗装

＜財源内訳＞

国の補助金 2470万円

地方債 2530万円

町の負担 120万円

町道改修の実施

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27年度に計画している路線は次のとおりです。

1億23万円

（担当：建設課土木グループ）

①錦野団地内道路改修工事（平成26～27年度）

・全体計画：錦野１号通り他団地内道路

工事区間：錦野１号通り

工事内容：舗装１層の上乗せ 延長187ｍ

箱型側溝の整備 延長530ｍ

②南中央団地内道路舗装補修工事（平成25～27年度）

・全体計画：南中央１条通り他団地内道路

工事区間：南中央１条通り、南中央２条通り

南中央３号通り

工事内容：舗装１層の上乗せ 延長676ｍ

③北８号線舗装補修工事（平成25～27年度）

・全体計画：国道275号線から北８線まで

工事区間：大和北７線から北８線まで

工事内容：舗装１層の上乗せ 延長550ｍ

④弥生東１線舗装改修工事（平成27年度）

工事区間：南７号線から南８号線まで

工事内容：舗装打ち替え 延長567ｍ

⑤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：ふるさと団地１号通り、２号通り

工事内容：舗装打ち替え 延長272ｍ

⑥山間地道路整備工事（平成27年度）

工事区間：上吉野中央線、幌加北５線、

福井谷線の一部

工事内容：急な坂路の舗装

排水路の整備
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道路名標識板の設置 1100万円

（担当：建設課土木グループ）

道路を利用する方が、速やかに位置情報を把握

できるよう、主要な町道交差点などに町道名の標

識を設置します。

この事業は平成22年度から実施しており、平成

27年度で弥生・花月方面に30カ所設置すると、全

体で138カ所の設置が完了します。

また、道路名標識と関連する町内観光案内板も

２カ所設置します。

＜財源内訳＞

国の補助金 650万円

町の負担 450万円

町道の除排雪

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11㎞、排雪

延長は38㎞です。

平成27年度は、老朽化した歩道除雪用のミニロ

ータリ車の更新も行います。

＜財源内訳＞

国の補助金 800万円

地方債 2080万円

町の負担 1億2403万円

1億5283万円

（担当：建設課土木グループ）
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1

事業概要予算額事 業政策

１ 環境の保全

再生可能エネルギー導入を支援する振興機構への負担金です1万円北海道再生可能エネルギー振興機構負担金

飼い犬の登録と狂犬病予防注射接種を行います11万円狂犬病の予防

町内各地の墓地と弥生霊園の維持管理を行います86万円墓地の管理

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48万円地域活動と資源リサイクルの奨励

火葬場施設「滝の川斎苑」の運営費です218万円火葬場施設の運営

対象地区内での合併処理浄化槽の設置を支援します271万円合併浄化槽設置の支援

し尿くみ取りや運搬を行います882万円し尿収集

昨年度までし尿を処理していた施設の維持管理を行います889万円し尿処理施設（旧）の運営

新たなし尿処理施設（６市６町）の維持管理を行います701万円し尿処理施設（新）の運営

２ 生活基盤の充実

町有住宅の維持管理を行います85万円町有住宅の維持管理

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

公営住宅381戸の維持管理を行います1450万円公営住宅の維持管理

都市計画区域内の都市計画道路指定を変更協議します19万円都市整備の推進

旧西部簡易水道配水管布設替整備への負担金です1217万円水道企業団への負担金

３ 交通環境の充実

夏期の町道の維持や不良箇所の補修を行います5336万円町道の維持管理

整備が完了した町道の道路台帳を更新します109万円道路台帳の管理

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1599万円町道の維持車両の管理

夏期町道維持や除排雪作業の拠点施設を管理します77万円除雪センターの管理

バス待合所の補修を行います5万円バス待合所管理事業


